
　昨今、学校教員の労働のあり様がかつてないほど注目
され、「学校の常識と世間の常識は違う」では通らなく
なりつつあり、課外活動のみならず、今までの教科指導
が難しくなってきています。また、高大接続も数十年ぶ
りの大改革が目前に迫っています。センター試験もあ
と1回で終了となりました。こうした状況に鑑み、平成
最後の授業改革フェスティバルのテーマは「授業から見
える『21世紀型学び』‐主権者教育を軸に時代を拓く‐」
としました。 
　マサチューセッツ工科大学の上級講師であるピータ
ー・センゲ氏は、著書『学習する学校』でこう述べてい
ます。「教える仕事は、いろいろな職業の中でも、最も
孤独な仕事の一つである。あなたが教員なら、あなたの
時間の大半は、同僚や仲間から離れたところで費やされ
ているだろう。多くの学校では、他の教員と一緒に創造
的な改革に関わる時間が欲しくても、そうした時間は自
分で作り出す以外にない。」この指摘のとおり、我々教
員の営みは、結局は個人プレーが中心であり、ともすれ

ば独善や惰性に繋がりかねない要素を胚胎しています。
しかし、愛知私学には、各学校の優れた実践をお互いに
学び合い深めていく土壌があります。そして、その中で
最も大きな企画がこの授業改革フェスティバルです。 
　教育改革が目前に迫り、膨大な分量の学習指導要領の
解説も発表されましたが、一人の教師、一つの学校では
とても対応できるものではありません。「もっと良い授
業をしたい！」「もっと良い教育をしたい！」という願
いは、恐らく全ての教員が持っている普遍的なものであ
るはずです。だからこそ、今回の授業改革フェスティバ
ルでは、多くの人に参加してもらうことに拘りました。
当日の参加者はもちろんですが、企画段階から主体的
に参加する人を少しでも増やすことを目指しています。
そのために、公開授業を更に内容を充実させました。一
例をあげれば、奥泉光氏（近畿大学教授）を助言者に迎
える夏目漱石の「坊っちゃん」をテーマにした授業、同
朋高校理科と淑徳中高理科がつくりあげる教科横断的
な授業、東海青年部と豊橋中央青年部がつくりあげる教
科書を超える授業など、優れた教育実践が集まります。
これまで好評を博した各教科懇談会を中心とした公開

授業も行われます。こうした授業を準備する中で今ま
で知らなかった人や実践と出会い、教員自身が学びを深
めることが、より良い教育をつくることにつながると信
じています。 
　テーマの中にある「授業から見える」には、「教育は（ト
リッキーな再現性の低いインパクトのあるものではな
く）あくまで日々の授業に根差すものだ」という思いを
込めました。伝説的な社会科教師・故有田和正氏は、「1
時間の授業を用意するのに、70冊ほど本を読んだ」とい
います。確固たる「教育内容」を背中に持っていること
は、いかなる授業形態であっても、教師が教師として自
立し、充実した日々を送るための大前提だと思います。
教師の営為を「教材」化すれば、客観的な存在物となり、
伝達や再現も可能となります。「自分の教材」「自分が
開発した教材」という意味で、教師としての記念碑的な
価値を持ちます。ぜひとも教材展にも足をお運び下さ
い。 
　そして、最後には「愛知私学の21世紀型学びの到達点
とこれからの展望！」と題した全体会が行われます。憲
法改正をめぐる国民投票の実施が現実味を増し、教え子

たちが主権者として関わることになります。今年度の
全体会では、学校の学びと実社会をリンクさせ、物事を
批判的に捉えて自分の意見を発信できる生徒をどう育
てていくかについて、今年度愛知私学で展開された秀逸
な教育実践の報告が予定されています。今後の主権者
教育について、深い学びが得られる全体会となります。
今年度は生徒たち自らによる全体会も並行して行われ
ます。ぜひ多くの教員・生徒の参加をお願い致します。 
　当日は、「公開授業」、「レポート発表・教材展」、「全
体会」と21世紀の空に燦然と輝く1日となり、いずれも
明日から使える授業のヒントが必ずあるはずです。新
時代の我が国の教育を、少しでもより良いものにする一
助となることを願ってやみません。
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魅惑の公開授業LINE UP
国語科教科懇公開授業 １２：５０～１５：００ ２階会議室

『坊っちゃん』、読んじゃえば？ 特別講師：奥泉光氏（小説家・近畿大学教授）
今年度は多くの人に愛読されている夏目漱石『坊っちゃん』に取り組みます。前半は授業者の櫻井先生（椙山）、
坂井先生（同朋）を中心に国語科教科懇チームで考えた公開授業。
後半は芥川賞作家で、『坊っちゃん忍者幕末見聞録』『「我輩は猫である」殺人事件』など漱石作品に関わりの
ある奥泉光さんによる特別講演を行います。大人になって読み返してみると印象が変わるという『坊っちゃん』。
小説を読む楽しさを改めて考える内容になること間違いなし。ぜひご参加ください。

１

数学科教科懇公開授業 ９：５０～１２：００ ２階３１２

実験！操作！体感しよう、確率と計算尺
２０１８年１１月に実施された大学入学共通テストプレ問題をみると、知識だけでなく「実体験と理論をつなぐ能力、問題文から読み取る能
力」が問われているように感じます。今回はそのプレテストの中から「確率」と「計算尺（対数ものさし）」を取り上げます。まずは実験
したり実際に実物を操作して数学を体験、そこから自分の考えを言語化してみよう！

３

社会科教科懇公開授業 ９：５０～１２：００ ２階３０７

あんちゃん！！ フェイクだよ！！
弟：「あんちゃん、世の中、フェイクばかりだよ！！」
兄：「そうだな！！ 世の中、変な顔が多いな！！ 困っちゃうな！！」
弟：「ちげぇーよ。あんちゃん、フェイス（顔）じゃねぇよ。フェイクだよ！！ F·a·k·e. 嘘だよ！！」
ということで社会科教科懇の今年の公開授業は、世の中にはびこる「フェイクニュース」について扱います。でもこれもフェイクかも…

２

理科教科懇公開授業 ９：５０～１２：００ ２階生物教室

はたらく生徒～ミッション！授・業・第・イチ！
日常に潜む菌の影。傷を負い疲弊していく身体は、ついに敵の侵入を防げなかった。いまこそ、我らが戦うとき！免疫のしくみをドラ
マチックに主体的で対話的な授業にした、平成最後の一大スペクタクル！あなたは今宵、本当の免疫を知る…！（免疫の授業です。参加
していただいたみなさんに外敵をやっつけてもらいます。）

５

６ 養護教科懇企画 ３階２１０ 終日開催中
①“LGBTについて考えましょう”
１０：００～１２：００ ワークショップ 講師：NPO法人ASTA
NPO法人ASTAは、LGBT（レズビアン・ゲイ・バイセクシャル・トランスジェンダー）を含む性的マイノリティへの理解不足が原
因で起こる差別やいじめ、当事者の自己否定などの問題の改善を目的として活動している団体です。当事者とのワークショップから LGBT
について考えましょう。
②１２：００～１３：００ ランチパーティー
恒例の一品持ち寄りランチパーティー。楽しく食事しながらいろいろ交流しましょう。
③１３：００～ DVD「１１歳の君へ～いろんなカタチの好き～」鑑賞＆交流会
『いろんなカタチの“生き方”と“好き”がある。ろう・難聴 LGBTの存在を知ってもらうために』と制作されたDVDを鑑賞し、LGBT
についてもっと理解を深め、一緒に考えましょう。
④レポート「SSW」について

英語科教科懇公開授業 １１：００～１２：００ ２階３０３

あなたは賛成？反対？ 学園対抗！？英語でディベート！
私たちの周りには簡単に答えが出せない問題があちこちにあります。ディベート（英語）を通して、そんな問題に生徒たちが理論で迫
ります。視聴者を含め、参加者全員が頭をフル回転させること間違いなし！

４

家庭科教科懇公開授業 ２階３０１ ９：５０～１２：００

保育っておもしろい！
「保育」は子どもに触れる楽しい授業ですが、その先に子どもの環境や男女共同参画社会も考えることが出来ます。南山男子部の保育の
内容をご紹介します。

７

奥 泉 光 氏
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青青年年協協企企画画（（公公開開授授業業））

２２１１世世紀紀学学びび分分科科会会（（公公開開授授業業・・レレポポーートト））

会会場場校校（（市市邨邨））のの公公開開授授業業

ア ス ク ネ ッ ト 企 画
①『１００年時代を生きる子どもたちの学びを考える』 代表理事 白上昌子 ３階 ２１２ １３：００～１４：００
アスクネット代表白上は、イタリア、オランダ、フィンランド、エストニア、スウェーデンの学校を視察してきました。
先日名古屋の教育改革に関するニュースで取り上げられたオランダの「イエナプラン」や、エストニアのお話を中心とした事例をお伝えいた

します。
これからの１００年時代を生きる子どもたちの学びや、彼らを育てる私たち大人のありかたについて一緒に考えていきましょう。ぜひご参加

ください！
②特別講演：必修化された「道徳」と新教科「公共」を考える ３階多目的室 １２：４５～１５：００
２０１８年より小学校の授業で実施されている、必修化された「道徳」。多様なものの見方がある事柄を、特定の価値観を誘導的に落とし込む
内容の教科書のあり方に、現場の教員らからも違和感の声も出ています。高校では、２０２２年度から実施される、「現代社会」を代替した新教
科「公共」もはじまります。これらの教科を、現場の力で、どう価値あるものにしていったらよいのでしょうか？「危ない『道徳教科書』を
執筆された寺脇氏に語っていただきます。
フォーラム：これからの教育を語ろう！
道徳や公共のみならず、大学入試改革やキャリア教育の推進など、教育改革の動きは目白押しです。寺脇研氏とともに、北欧の教育を視察

してきたアスクネット白上代表も交え、会場の参加者とともに会場全体で大討論します。
コーディネーター 毛受芳高（一般社団法人アスバシ代表理事）

Choco for all, All for Choco！ 豊橋中央高校青年部 １１：００～１３：００ １階調理室（中学棟）
チョコレートってあげても貰っても嬉しいものですよね。ならガトーショコラでその“気持ち”伝えようよ。バレンタインにチョコを
貰えなかった君、渡しそびれたアナタ。ぜひ参加してみましょう！国・数・社・理・英・家の教員がチョコと真剣に向き合いました。文
学、化学、実習 etc．総力を挙げてチョコ授業をします。作るお菓子はお楽しみ☆持って帰るもよし、食べて帰るもよし。五感のすべて
を使ってチョコについて学びましょう！そして最高のチョコレートライフを！

１

反転授業実践交流 １３：００～１５：００ ３階家庭科教室
反転授業は、学習内容を生徒がビデオ授業を視聴して予習し、教室では講義を行わず、逆に従来であれば宿題とされていた課題につい
て、生徒が他の生徒と協働しながら取り組む形態の授業です。反転授業の実践を通じて、教員が何を大切にしてどのように伝えるのかと
いうことについて、考えていきたいと思います。

３

カール・ポパーを読みなおす 東海中高青年部 ９：５０～１１：００ ３階２１２
カール・ポパーは、２０世紀初頭にオーストリアで生まれ、イギリスで活躍した哲学者であり、歴史主義や疑似科学に対してラディカル
な批判を展開したことで有名です。この講座では、理科（平田）、国語（赤川）、社会（木内）の３人の教員で分担して、科学哲学から政
治哲学に至る広範な領域で活躍したポパーの思想を紹介し、各教科の立場から問題提起を行います。参加者の皆さんからの質問や問題提
起も受け付けたいと思います。

２

愛知黎明の探究公開授業 １３：００～１４：００ ３階２０７
レイメイといえば…「探究」！！ 今年の授業フェスでは、ついに黎明の授業を体験してもらいます。探究は一回では全てを理解するのは
不可能です。（他の教科もそうですが…）ほんのちょっとでも感じてもらえるといいです。

同朋高校の公開授業 １１：００～１２：００ ３階２１１
日頃から、科目の境界線を消しさり、広い視野で学問に触れ合える授業づくりを模索しています。日本史と化学、現代社会と生物、美
術と生物など…。今回は、そのような授業の一部を紹介します。

５

淑徳中高の公開授業 ９：５０～１１：００ ３階２１１
「四季の変化－冬から春への移ろい―」を行います。新指導要領改定のポイントの１つである教科横断的な視点に立ち、唱歌『早春賦』
を取り上げ、自然や季節を化学的な視点で捉えることに挑戦します。知識構成型ジグソー法を採用し、文章から情報を読み取る力、仲間
と情報を共有し、知識を構成していく力を養うことを目指します。仲間と協力して問題解決する過程が体験できます。

４

英語科GDM～市邨メソッド～ １３：００～１５：００ ３階２０８
市邨では生徒たちに”生きた英語”を学んでほしいと考えています。それはコミュニケーションのための、ツールとしての英語です。
思いを他者に伝え、受け取り、共有し、世界を広げる、それが英語を学ぶ大きな意義。そのためにGDMを取り入れて”聞く・話す・読
む・書く”の４技能をフルに使ったアクティブラーニングを実践しています。

新教科“未来” レポート １４：００～１４：３０ ３階２０７
予測不能と言われる時代、これからの生徒たちに求められるのは
自らの力で考え、問題を解決する力です。そのために市邨では「理
解力・思考力・発信力」を伸ばし、「主体的に取り組む人間性」を
育む教科横断型の授業、「未来」を新設しました。学年クラスの垣
根を超えた「ゼミ」の取り組みなど、挑戦１年目を振り返り、レポ
ートします。（名経大市邨中高）

まだ探究中！GFS! レポート １４：３０～１５：００ ３階２０７
「global fukushi studies」が開始されて２年。まだ模索中ですが、
小さな成果も生まれています。GFSに辿り着くまでの主体的な学び
を振り返ります。（日福大付高）

寺脇 研氏
（京都造形芸術大学客員教授・
元文部省 ）
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百花繚乱のレポート

４ ＩＣＴに挑戦中（英語授業実践）
英語 伊藤 瑛祐 黎明
電子黒板を使って授業をしています。写真を使った単語指導などこだわりを持ってやっています。

５ ＩＣＴと英語
英語 柴田 舟 名経大高蔵
高蔵中学校では昨年度からＩＣＴ教材を活用した英語の授業を実施しています。その中で私が感じた課題とより良い
活用方を発表したいと思います。

この他にも社会（世界史）のレポートを予定しています

２１世紀型学び①
１３：００～１５：００ ３階２０３

１ 「難民について考える」活動
「２１世紀型学び」 市邨高校難民支援の夕べ実行委員会 名経大市邨（生徒）
現代社会の授業での学びを深め、文化祭、市邨高校難民支援の夕べと支援活動を続けてきました。支援の重要さ、
また私たち自身が助け合うことの重要さも学んできました。

２ 地域とつながるクラス運営
「２１世紀型学び」 東野 泰之 名経大市邨
高１特進コースでは生徒の主体性を育てる観点から、盲学校との交流や地域でのミュージカル公演などを行って
います。その活動についてレポートします。

３ 新聞切り抜きの貼り出し実践
主権者教育 佐藤 信幸 名古屋

図書館でとっている新聞の中から精選した記事を貼り出す実践を続けています。私なりの主権者教育の実践を報
告します。

４ 模擬裁判の試み
主権者教育 佐々木 陽子 名経大市邨

新聞部の有志生徒たちが、文化祭で「オオカミと七匹の子ヤギ」を題材としてロールプレイした模擬裁判を行い
ました。

５ 模擬国民投票をやってみて
主権者教育 花田 達郎 名経大高蔵

「生徒は、やっぱり、よく考える」。日本国憲法改正の模擬国民投票を授業で実施しました。それを簡単に報告
します。

ＨＲ・自主活動・総合学習
１３：００～１５：００ ３階２０５

１ ２０８クラス自主活動物語
ＨＲ 水野 孝 同朋

今年は自分の中で、様々な実践を試すチャレンジの１年でした。こんなのやってみました企画、現在進行形の企
画、１年間クラスの生徒と紡いできた物語をお話しします。

２ ＨＲ研究授業について
ＨＲ 湯本 貴也 名経大高蔵

初任者研修の一環として行ったＨＲ研究授業の内容を紹介したいと思います。教材は全国銀行協会から提供され
た生活設計マネープランゲームを用いました。

３ 生徒が成長できる通信とは
ＨＲ 浜田 真子 桜丘

学年全体へ向けた通信を書いています。生徒が、勉強ばかりでなく人として成長できるような通信をめざしてい
ます。アドバイスをお願いします。

４ ラーメン
自主活動 加納 純平 岡崎学園
今年のクラスのテーマはラーメンです。４月の宿泊研修で決めました。文化祭は社会とクロスしたものがやりた
い。でも催し物のジャンルはビッグアート。どうする。

５ 自主活動 学年議長団の活躍
自主活動 奥田 章子 福祉大付
学年のリーダーで組織される学年議長団の活躍と成長をお伝えします！

６ 東海高校記念祭について
自主活動 東海高校生徒会 東海（生徒）
東海高校の最大行事である記念祭（文化祭）を創っている記念祭実行委員会の活動について紹介します。

７ 総合～模索中の教員奮闘記～
総合学習 山口 憧士 桜丘
思考力・判断力・表現力の育成の為、今年より総合の授業にて試行錯誤を重ねてきました。その取り組みを実際
の映像やパワポと共に紹介します。

２１世紀型学び②
１３：００～１５：００ ３階２０４

１ 探究選択「看護入門」
選択科目での高大連携 近藤 正洋 豊川
総合進学コースでは２年次４単位、３年次６単位の探究選択科目があります。３年次「看護入門」では高大連携
を実施しました。

２ 人間の尊厳～まだ間に合います～
「２１世紀型学び」 近藤 記江 淑徳
ハンセン病、原爆、満蒙開拓国等を研究しています。平均年齢が８０歳を越え、当時の状況を聞けるのは残り僅か
となりました。人が人に何をしたのか。人間の尊厳を考えたい。

３ 発表授業型やってみる？
「２１世紀型学び」 竹内 徹 安城学園
安学でも調べ学習→発表授業増えました。loilo note や相互評価を利用しやってみよう。

４ フィリピンスタディーツアー
グローバル教育 向井 直紀 福祉大付

夏休みに取り組んでいる「スタディーツアー」、英語の語学研修ではありません。ホームステイしながら、歴史、
文化、環境について学べるプログラムになっています。

５ 普１総合学習とインターンシップ
インターンシップ 野澤 直仁 名経大高蔵
本校の総合学習に導入されたインターンシップは２年目を迎えました。インターンシップが従来の総合学習にど
のような変化があったかレポートしたいと思います。

自主活動・部活動
１３：００～１５：００ ３階２０６

１ 国際協力部 活動紹介
自主活動 榊原 智穂 福祉大付
世界に笑顔を届けよう！をモットーに活動しています。身近にできる国際協力です。活動を紹介します。

２ 山と子どもから学んだこと
部活動 石黒 広樹 桜丘
桜丘山岳部の取り組みや、私が生徒や山から学び、成長したことを報告します。

３ 放送部ができました
部活動 中根 大志 名経大市邨
数年の間活動休止中の放送部。ここへ入部希望の新入生が現れ、放送部は未経験の自分が顧問となりました。部
の運営や練習メニューなど、何かアドバイスを頂けたら幸いです。

４ ソーシャル同好会発足
部活動 三好 伸明 名経大高蔵
２０１８年１０月に発足した同好会の紹介です。今までにはない、新しい活動になるはずです。この場を借りて、ご助
言をたくさんいただければ、幸いです。

５ サッカーノート
部活動 石原 圭輔 岡崎城西
サッカーノートを通した生徒との対話を中心にレポートします。

６ 誠信の群舞サークル
自主活動 松村 美奈子 誠信
２０１８年秋、誠信高校では「群舞サークル」が誕生し、オータムで出演することができました。その誕生から過程
をお話ししたいと思います。

７ 卒業式第二部の舞台裏
自主活動 安藤 瑞基 同朋
同朋高校の卒業式は、３年生自身の手による第二部合唱構成詩が魅力です。その舞台裏にある様々なドラマと彼
らの言葉に見える真実を語ります。

８ 美術部という部活
部活動 鵜飼 匠 桜丘
美術部は、団体行動ではなく自分自身と向き合う活動が主となります。その中で起きた問題やその解決方法、未
解決のも含めて発表します。

１ GeoGebra を使った授業
ＩＣＴ 千賀 裕斗 名経大高蔵

GeoGebra を使った授業実践を公開授業とともに報告したいと思います。できたら、意見交流もしたいです。

２ 愛知淑徳のＩＣＴ設備と授業実践
理科 柳澤 洋文 淑徳

近年の教育現場ではＩＣＴの導入、それらを用いた教育的実践がもはや当たり前になりつつある。その一例として愛
知淑徳のＩＣＴ環境と、発表者の授業実践を報告する。

３ iPad＆プロジェクター活用例
英語 塚本 将矢 岡崎城西

城西では、２０１８年の夏に全教室へプロジェクターが導入されました。早速授業で活用しているので、その活用例を簡
単に紹介します。

匠レポート ４階 多目的室 １２：００～１３：００
１ 尾前 敏雄 享栄高校

教員生活４５年間と高校生活３年間、人生の大半を享栄高校
と愛知私学のためにささげた超ベテラン教師。口癖は「享
栄の渡哲也です」だが、現在生徒には全く通じず寂しい思
いをしています。

２ 栁瀬 真代 安城学園

安城学園国語科の取り組みを通じ、生徒のことばや想いを
引き出す「秘訣」について、栁瀬先生に思う存分語ってい
ただきます。必聴です。

３ 湊 俊夫 同朋高校

高フェスの草創期からの顧問で、２０代で愛知私教連初代自
主活動部長となり、フランスの高校生を新歓フェスに招く
など誰もが驚く企画を実現。学校では生徒会顧問として全
国に先駆けて校則改善運動を成功させた。

ＩＣＴ企画 ３階 家庭科室 ９：５０～１２：００
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レポート（国語） ９：５０～１２：００ ２階３０５
１ 日福の古典の授業
国語 森 あゆみ 福祉大付
高校３年間の古典の授業において、本校が大切にしていること、教材選び等のレポートができればと思います。

２ 小論文の初期指導
国語 小堀 能任 同朋
日本語の文章構造を理解しつつ、初等教育からの流れも踏まえた指導を考える。今年度、中京大スポーツ科学部
のＡＯを的中しました。

１ 国語 『バグダッドの靴磨き』を教材にして 小川 立子
安城学園

２ 国語 「安城に原発を」模擬投票をめぐる教材 安城学園高校国語科
安城学園

３ 国語 サマセミに行って新聞を作ろう 安城学園高校１年国語科
安城学園

４ 国語 古典の解説プリント 柳瀬 真代
安城学園

５ 国語 「こころ」学習プリント改訂版 磯貝 圭児
安城学園

６ 国語 『羅生門』をグラフィックデザインする 柴田 匡彦
安城学園

７ 国語 もいっかいやってみた！『神様』生徒発表 黒柳 貴夫
安城学園

８ 国語 ことわざ・慣用句プリント 廣中 隆一
安城学園

９ 国語 古典授業プリント 中村 美弥子
安城学園

１０ 国語 村上春樹入門～『１Ｑ８４』を頂点として～ 羽田 拓朗
栄徳

１１ 国語 現代文Ｂ・古典Ｂ教材集 太田 丈也
岡崎城西

１２ 国語 １年生国語総合 授業ノート 阿部 愛
岡崎城西

１３ 国語 山月記の問題プリント 奥田 愛
岡崎城西

１４ 国語 本のＰＯＰ‘を作ろう 阿部 真寿美
享栄

１５ 国語 今年の漢字２０１８ 今枝 悦子
享栄

１６ 国語 幸せの分量 享栄高校国語科
享栄

１７ 国語 グリム童話の秘密を探ろう 岩尾 さやか
桜丘

１８ 国語 「こころ」読解プリント 山辺 正幸
桜丘

１９ 国語 現代文と古典の授業プリント 廣田 彩乃
桜丘

２０ 国語 制服向上委員会 神尾 環樹
淑徳

２１ 国語 「自由の制服」各段落の内容まとめ課題 櫻井 奈々子
椙山

２２ 国語 故事成語辞典を作ろう 八田 一平
椙山

２３ 国語 歌詞を使った文法練習問題 玉置 惟
椙山

２４ 国語 大江山の歌（十訓抄）の授業スライド 坂田 智子
星城

２５ 国語 伊勢物語 授業スライド 坂田 智子
星城

２６ 国語 蜻蛉日記 授業スライド＆ディベート資料 小野 映子
星城

２７ 国語 平和コラージュ 古田 和代
聖霊

２８ 国語 目指せ！漢検合格！！ 誠信高校国語科
誠信

２９ 国語 本のＰＯＰ作り 誠信高校国語科
誠信

３０ 国語 俊太郎に乗って２０１９ 福田 八重
帝京科学大学

３１ 国語 走れメロス～エピソードゼロ「王の孤独」 福田 八重
帝京科学大学

３２ 国語 振り子 飯田 卓希
東海

３３ 国語 国文選２０１８ 東海中学国語科
東海

３４ 国語 国語科通信２０１８ 諏訪 園純
東海

３５ 国語 「真の自立とは」授業プリント 水谷 陽子
東邦

３６ 国語 国語総合の授業プリントと生徒の記入例 野原 望
東邦

３７ 国語 美術系統のえがく「舞姫」 小堀 能任
同朋

３８ 国語 スポーツ系学部進学の為の小論文素材 小堀 能任
同朋

３９ 国語 日本国憲法前文を読む（プリント） 安藤 瑞基
同朋

４０ 国語 教科通信１００号をめざして！ 加藤 伸夫
同朋

４１ 国語 教科書にのらない村上春樹 武久 英人
同朋

４２ 国語 「仕事聞き書き新聞」 久保田 彩
同朋

４３ 国語 私たちの形成、与謝野晶子「そぞろごと」 坂井 柚香
同朋

４４ 国語 小説の冒頭をよんでどんな話か想像する 原 藍子
同朋

４５ 国語 マンガで『舞姫』 クノタカヒロ
同朋

４６ 国語 職業人への聞き書き作文 クノタカヒロ
同朋

４７ 国語 『徒然草』獅子・狛犬と写真を撮ろう クノタカヒロ
同朋

４８ 国語 「雨月物語」絵本 三井 陽子
同朋

４９ 国語 歯科衛生分野の小論文課題 小堀 能任
同朋

５０ 国語 高校２年生現代文夏休み読書感想文 田住 見
南山女子

５１ 国語 表現「日記を書く」 澤井 淳
南山男子

５２ 国語 戦争と平和 夏の宿題 矢野 昭彦
南山男子

５３ 国語 古典文法識別問題集 勝山 幸雄
南山男子

５４ 国語 「模擬国民投票」レジュメ 勝山 幸雄
南山男子

５５ 国語 古典文法（助動詞） 学習プリント 森 あゆみ
福祉大付

５６ 国語 日本福祉大学付属高校一年 青春新俳句 森あゆみ・山田夏帆・山口喜久枝
福祉大附

５７ 国語 現代文ワークシート評論Ⅰ 黒田 啓一
豊川

５８ 国語 現代文ワークシート評論Ⅱ 黒田 啓一
豊川

５９ 国語 黒田助詞大学 黒田 啓一
豊川

６０ 国語 大学入試センター試験国語漢字一覧 山野井 伸仁
豊川

６１ 国語 小論文採点ルーブリック 山野井 伸仁
豊川

６２ 国語 言の葉メモ（百人一首指導） 北岡 由依
名経大高蔵

６３ 国語 古文導入・事後指導プリント 渡辺 東子
名経大高蔵

６４ 国語 古文の授業プリント・小テスト 井坂 悦子
名経大高蔵

６５ 国語 古典を「４コマ漫画」で描く 市川 庸輔
名経大市邨

６６ 国語 漢字の、少し遊びの、プリント 市川 庸輔
名経大市邨

６７ 国語 プリント「常識力検定講座」 市川 庸輔
名経大市邨

６８ 国語 「考える力」を深める遊びプリント 市川 庸輔
名経大市邨

６９ 国語 「おーいお茶」新俳句、投稿セット 市川 庸輔
名経大市邨

７０ 国語 プリント「俳句」 市川 庸輔
名経大市邨

７１ 国語 プリント「短歌」 市川 庸輔
名経大市邨

７２ 国語 「４コマ漫画」で描く短歌 市川 庸輔
名経大市邨

７３ 国語 「こころ」を読むためのプリント 市川 庸輔
名経大市邨

７４ 国語 「枕草子」プレゼン、生徒作品 市川 庸輔
名経大市邨

７５ 国語 営業マンになろう 麻王 健之郎
名経大市邨

７６ 国語 源氏物語テスト 入江 尚敬
名経大市邨

７７ 国語 中学ＩＣＴ・アクティブラーニング教材 手塚 哲男
名経大市邨

７８ 国語 高１表現課題 松岡 順子
名経大市邨

７９ 国語 高３小説・評論読解プリント 市橋 和也
名経大市邨

８０ 国語 古典和歌の技法確認プリント 板倉 寛
名古屋

８１ 国語 要約トレーニング 菅宮 文克
名古屋

８２ 国語 平安時代の人々の生活を作品から学ぶ 下村 幸裕
名古屋

８３ 国語 グループディスカッション教材① 伊藤 さおり
名古屋大谷

８４ 国語 グループディスカッション教材② 伊藤 さおり
名古屋大谷

８５ 国語 グループディスカッション教材③ 伊藤 さおり
名古屋大谷

８６ 国語 身体の動きを表現する 水野 恭司
誉

８７ 国語 フォト５７５ 谷 侑香里
黎明

８８ 国語 森鷗外「舞姫」授業プリント 熊沢 大
黎明

８９ 国語 日常の写真から考える俳句 安藤 哲嗣
黎明

９０ 国語 国語の授業プリント 橘 翔吾
黄柳野

９１ 国語 受験生のための評論用語１０ 西尾 俊哉
淑徳

９２ 国語 ３分間スピーチ簡素評価表 高橋 宏彰
杜若

３ いつでもどこでも生徒と共に
国語 澤木 美雪 淑徳
教師生活３８年間の試みで、生徒の学力・意欲の向上に効果を上げたと思われる方法の紹介。プリント作成や課題
についてなど、生徒の学びを下支えしてきたこと。

４ あえて反ＡＬ反ディスカッション
国語 伊藤 さおり 名古屋大谷
アクティブラーニングもグループ討論もその有用性は十分理解します。が発表・話し合いをせずとも「じわじわ
味わえる文学」もあるのでは？そん違和感を話します。

５ 演劇ｘ授業ｘ生徒
国語 太田 丈也 岡崎城西
今年初めて取り組んだ演劇の授業。まだまだ改善の余地はありますが、現段階での成果と今後の展望をお話しさ
せていただきたいと思います。

教材（国語） ９：５０～１５：００ ２階３０４

１ ＨＲ 学級通信２．５年分！！ 羽田 拓朗
栄徳

２ ＨＲ 卒業文集 羽田 拓朗
栄徳

３ ＨＲ 学級通信 奥出 朝紀
岡崎城西

４ ＨＲ 生徒が書いた学級通信『週刊サンノニ』 沓名 智丈
岡崎城西

５ ＨＲ 授業プリント＜ＨＲ＞ 伊藤 広剛
岡崎城西

６ ＨＲ 学級通信「We’re Buddy」 大村 義親
岡崎城西

７ ＨＲ 学級通信でびる 宇野 信昭
菊華

８ ＨＲ １０２学級文集 宇野 信昭
菊華

９ ＨＲ 学級通信 加藤 ゆかり
光ヶ丘

１０ ＨＲ 学級通信 大倉 尚子
光ヶ丘

１１ ＨＲ 初担任の学級通信 多田 莉奈
淑徳

１２ ＨＲ 学級通信 平野 達也
淑徳

１３ ＨＲ クラスだより 藤原 雅司
星城

１４ ＨＲ 高校３年学年・クラス通信 水野秀紀，シローカレン，大野木美鶴，石原昂朋，大野智子
聖霊

１５ ＨＲ ３年Ｄ組学級通信 Daisy 荒島 加世子
聖霊

１６ ＨＲ クラス通信 松田 大佑
聖霊

１７ ＨＲ 学級通信 森嵜 隆之
聖霊

１８ ＨＲ 学級通信 竹下 友二
誠信

１９ ＨＲ ２Ｆ学級通信 安井 明則
誠信

２０ ＨＲ ３Ａ学級通信 齋藤 雄基
誠信

２１ ＨＲ クラス通信 宮川 学
東海

２２ ＨＲ 学級通信（第一号） 野中 光
東邦

２３ ＨＲ ３０２新聞（学級通信） 安藤 瑞基
同朋

２４ ＨＲ 学級通信 勝山 幸雄
南山男子

２５ ＨＲ １年Ｆ組学級通信 山田 尚悟
福祉大附

２６ ＨＲ 学級通信 ＥＸＰ 横尾 良平
豊橋中央

２７ ＨＲ クラス通信 Web限定公開 内藤 貴嗣
豊川

２８ ＨＲ コース通信「Wee!」 山野井 伸仁
豊川

２９ ＨＲ 普通科２年学年通信 木村 裕子
名経大高蔵

３０ ＨＲ 中学生向けニコニコ毎日学級通信 森下 哲夫
名経大高蔵

３１ ＨＲ １柏クラス通信 北岡 由依
名経大高蔵

３２ ＨＲ ２梓学級通信 川瀨 貴惠
名経大高蔵

３３ ＨＲ 学級通信『日進月歩』 石田 幸子
誉

３４ ＨＲ 学校と家庭をつなぐ学級通信「もくもく」 児島 よしみ
誉

教材（ＨＲ） ９：５０～１５：００ ３階２０２
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レポート①（社会） １３：００～１５：００ ２階３０７
１ 模擬国民投票授業から見えたもの

後藤 朋和 椙山
模擬国民投票を憲法の意義と立憲主義から入ったことによって本科の世界史の市民革命とクロスして相乗効果
が！

２ 社会科的小論文指導の視点と課題
野田 悟 南山国際

小論文授業の実践発表です。

３ 社会科教員の基礎知識（公民編）
湊 俊夫 同朋

「学校教員の政治的中立とは？」を説明します。このレポートは、本来は教科を超えた「教員の基礎知識」とし
て『基本的人権』の観点からお話する内容です。

４ 社会科教員の基礎知識（歴史編）
湊 俊夫 同朋

日本中の社会科教員が単純な教科書レベルの歴史的事実に対して誤った認識をしています。原点に返って教科書
の内容を解説します。

５ 「学び舎」教科書を使ってみて
根本 理平 南山女子

子どもたちにとって「学び舎」教科書はどんな学びを展開できるのか。初任者の試みではありますが、子どもた
ちの様子から考えてみたいと思います。

６ アテルイ最後の戦い
半沢 里史 南山女子

学び舎教科書を使った中学歴史授業実践。昨夏の早稲田大学での報告の報告。

レポート②（社会） １３：００～１５：００ ２階３０８
１ 地理Ａ授業へのこだわり

長坂 幸俊 黎明
地理Ａの授業での、自作プリント＆授業展開のこだわり、生徒の視野を広げるための課題、など授業に対するこ
だわりを報告します。

２ 中１地理ノートの大改訂
平林 裕規 淑徳

使い始めて４年が経った中１地理ノート．これまでの使い勝手を踏まえつつ，高校の「地理総合」も視野に入れ
つつ，今年度大幅に改訂しました．

３ 倫理の学ばず嫌いを解消しよう
平林 幸規 名古屋大谷

教育現場において、倫理を履修することができる学校は少なく、生徒の倫理に対する印象はネガティブなものが
多い。そのため、倫理を学ぶ機会を多く作る必要がある。

４ ４技能を使う日本史Ｂの授業
市川 雅歳 名経大市邨

Reading，Writing，Speaking，Listening を意識した授業を今年は試行錯誤して複数の教員で作りました。

５ 社会のテストを変えませんか？
市川 雅歳 名経大市邨

単純な暗記で終わる社会科のテストに疑問を感じませんか？暗記ではない、理解力や技能が身についたかをはか
るテストを開発しています。

６ 今に活かす世界史授業
長井 宏斗 桜丘

第二次世界大戦を題材に歴史を現在に活かす能力を育成する授業を構想しました。

７ 生徒との距離感について
山内 寛太 岡崎城西

初めての教員生活で知らない・分からないことだらけ。特に叱り方がわからず、微妙な雰囲気の中で授業をやっ
てしまう。それを改善するために様々な意見を聞きたい。

５３ 社会 ゼミ通信「モダン・タイムス」 岡野 成利
南山男子

５４ 社会 沖縄への修学旅行事前学習 豊田大谷高校地歴教員チーム
豊田大谷

５５ 社会 ＳＤＧｓ／ＥＳＤをテーマに政治経済 加納 健介
豊田大谷

５６ 社会 普通科３年演習世界史授業プリント 上村 淳
名経大高蔵

５７ 社会 ４技能を使う日本史Ｂの授業・プリント 市川 雅歳
名経大市邨

５８ 社会 雨温図作成（Excel 使用） 市川 雅歳
名経大市邨

５９ 社会 略地図作成（PowerPoint 使用） 市川 雅歳
名経大市邨

６０ 社会 日本史・留学生向け教材 筒井 美和
名経大市邨

６１ 社会 社会科 考える授業プリント 瀬尾 涼太
名経大市邨

６２ 社会 高２地理 系統地理プリント 山下 嘉一
名古屋

６３ 社会 高３政治経済授業プリント 山下 嘉一
名古屋

６４ 社会 山川出版 世界史Ａ準拠プリント 藤村 宏明
名古屋

６５ 社会 巡検「安土城」事前学習プリント 関口 和宏
名古屋

６６ 社会 社会科学習論 手塚 晃司
名古屋国際

６７ 社会 学力３要素別の定期試験フォーム 手塚 晃司
名古屋国際

６８ 社会 授業で使ったものですが… 西本 恭子
名女大

６９ 社会 世界史授業プリント 杉浦 浩司
黎明

７０ 社会 地理Ａ授業プリント 長坂 幸俊
黎明

７１ 社会 日本史Ａ授業プリント 長坂 幸俊
黎明

７２ 社会 現代社会プリント 舘 真昭
黎明

７３ 社会 世界史授業プリント 武田 和之
黎明

７４ 社会 日本史授業プリント 梶間 慎也
黎明

７５ 社会 わが父の天皇制（戦争と天皇裕仁） 池ヶ谷 真仁
豊川

７６ 社会 大航海時代 松岡 剛紀
杜若

１ 社会 高校地理 系統地理分野授業レジュメ 濱脇 洋輔
愛知

２ 社会 日本史授業補助プリント 桃木 雅代
安城学園

３ 社会 一般常識小テスト 桃木 雅代
安城学園

４ 社会 世界史発表授業 木全 孝次
安城学園

５ 社会 「見せてみた」２０１９ 山盛 洋介
安城学園

６ 社会 日本史宿題 加納 純平
岡崎学園

７ 社会 世界史のプリント 窪田 裕介
岡崎学園

８ 社会 授業プリント＜日本史＞ 伊藤 広剛
岡崎城西

９ 社会 現代社会授業ノート 大村 義親
岡崎城西

１０ 社会 日本史ノート 大村 義親
岡崎城西

１１ 社会 センター試験・世界史Ｂ 伊藤 雅弘
岡崎城西

１２ 社会 新語・流行語２０１８ 伊藤 今日子
菊華

１３ 社会 ２０１８年度教科通信（日本史、現代社会） 山本 雅博
享栄

１４ 社会 世界史Ｂプリント 大倉 尚子
光ヶ丘

１５ 社会 関ヶ原の戦い 河合 雄史
桜丘

１６ 社会 旧国名 かるた 仁枝 俊輔
桜丘

１７ 社会 高３政治・経済授業プリント 岡本 祐汰
淑徳

１８ 社会 中１地理ノート 平林 裕規
淑徳

１９ 社会 愛知淑徳高等学校高Ⅰ論文集 坪井 大輔
淑徳

２０ 社会 中３公民新聞発表 武田 創
淑徳

２１ 社会 世界史探求 教材プリント 丹羽 宏文
椙山

２２ 社会 模擬国民投票授業４コマ分授業冊子 三石 真由美
椙山

２３ 社会 生徒と一緒に作った”名古屋空襲”紙芝居 内藤 まりや
椙山

２４ 社会 中学地理 授業プリント 竹村 祐史
椙山

２５ 社会 選択倫理 授業プリント＆テスト 村上 聡
椙山

２６ 社会 世界史史料 古澤 歩
聖霊

教材（社会） ９：００～１５：００ ２階３０６

１ 「２１世紀型
学び」 賛否両論ニュースの見方（ＮＩＥ実践報告） 伊藤 耕

愛知

２ 「２１世紀型
学び」 人間の尊厳とは～まだ間に合います～ 近藤 記江

淑徳

３ 「２１世紀型
学び」 心理入門 尾崎 誠

豊川

４ 「２１世紀型
学び」 探求選択科目 保育入門 佐藤 文俊

豊川

５ 「２１世紀型
学び」 文化部合同講座企画 野村 光子

豊川

６ 「２１世紀型
学び」 総勢２００人以上のインターンシップ 菰田 昌孝

豊川

７ 「２１世紀型
学び」 学年通信 太田 和宏

誉

８ 「２１世紀型
学び」 黄柳野高校サマセミ取材 菅原 周平

黄柳野

９ 「２１世紀型
学び」 国際探究コース生徒作品オリジナル旅行企画 田岡 洋子

黎明

教材（２１世紀型学び） ９：５０～１５：００ ３階書道教室

２７ 社会 世界史Ａ グループワーク教材 井垣 要一郎
大同大大同

２８ 社会 高１世界史 ワークシート 近藤 和司
滝

２９ 社会 正誤問題をつくろう！ 上野 晃平
滝

３０ 社会 授業通信「かるちべいと」（続） 西形 久司
東海

３１ 社会 地形図プリント 岡本 憲幸
東海

３２ 社会 現代社会授業テキスト「青年期」 太田 伸二
東海学園

３３ 社会 世界史授業プリント 黒田 麻里名
東海学園

３４ 社会 みだれうち現社授業プリント 熊沢 勇紀
東海学園

３５ 社会 超現代史 奥村 卓
東海学園

３６ 社会 中南米の歴史 杉森 司郎
東海学園

３７ 社会 世界史Ｂ 授業プリント 杉森 司郎
東海学園

３８ 社会 世界史Ａプリント 後藤 洋輔
東邦

３９ 社会 現代社会授業プリント 田村 友一
東邦

４０ 社会 江戸時代（前半）の振り返り 山下 峻平
東邦

４１ 社会 日本史授業プリント 中村 健太郎
東邦

４２ 社会 最前兵士が見た「中国戦線・沖縄戦の実相」 宮城 道良
同朋

４３ 社会 世界史授業ライブ⑤ 河原 孝哲
同朋

４４ 社会 簡単にできる討論する授業 下家 善樹
南山国際

４５ 社会 中学歴史・戦争学習感想集 野田 悟
南山国際

４６ 社会 現社時事小テスト＆社説読み比べ 野田 悟
南山国際

４７ 社会 社会科ＤＶＤ教材リスト・最新版 野田 悟
南山国際

４８ 社会 日本史プリントプリプリ 半沢 里史
南山女子

４９ 社会 社会プリントプリプリ 半沢 里史
南山女子

５０ 社会 現代社会プリント 根本 理平
南山女子

５１ 社会 高校地理 地理オリンピック風の問題 天野 義真
南山女子

５２ 社会 授業プリント 酒井 薫
南山男子

１ 土曜講座 豊川高校 土曜講座 池ヶ谷 真仁
豊川

２ 学級通信 学級通信 小林 民佳
聖霊

３ 学級通信 学級通信 志治沙 也加
聖霊

４ 父母提携 中学１年生学年だより（父母の集い版） 西川 泉美
淑徳

５ 父母提携 学年通信 神保 和幸
聖霊

６ 父母提携 尾張東部センターニュース 松村 美奈子
誠信

７ 父母提携 父母懇だより 松村 美奈子
誠信

８ 父母提携 学級通信「桃太郎」 平野 怜
名経大高蔵

９ 父母提携 商業科２年学年通信 佐藤 将志
名経大高蔵

１０ 父母提携 高３ＣＤコース学年通信 岡田 利子
名経大市邨

１１ 父母提携 高２ＣＤコース学年通信 藤田 敦子
名経大市邨

１２ 父母提携 学年通信“ＳＭＩＬＥ” 横地 延真
名経大市邨

１３ 父母提携 高１ＣＤコース学年通信 森本 典子
名経大市邨

教材（学級通信・父母提携・土曜講座） ９：５０～１５：００ ３階２０２
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レポート（数学） １３：００～１５：００ ２階３１２
１ ２次方程式の採点基準について

加藤 尚樹 南山国際
あなたは、約分忘れの答案を０点にしますか、それとも減点しますか。

２ ジグソー法を使った研究授業
小西 孝典 名古屋大谷

学校で行った研究授業を話します。

３ 主体的・対話的で深い学びを…
水野 秀紀 聖霊

主体的・対話的で深き学びを目指して実践してみたことをまとめてみました。

４ 数学コラムと授業実践
山北 雄哉 南山男子

数学のコラムを書いたり、それをネタにした授業実践の報告をします。

５ 生徒にプレゼンさせる授業
鈴木 圭司 東海学園

私が大学時代に学んだゲーム理論を生徒に教え、生徒にその理論を自分で考え、レジメ作成＆プレゼンをさせた
授業の報告です。また授業でｉＰａｄやＰＣを使って便利だった点をまとめます。

１ 数学 授業プリント 古橋 和明
安城学園

２ 数学 学習教材 夏目 健太
栄徳

３ 数学 三角関数表 伊藤 健志
栄徳

４ 数学 余った時間の盛り上がりパズルＬ‐３０ 森田 佳和
岡崎城西

５ 数学 確率のまとめ 石川 敏彦
岡崎城西

６ 数学 授業プリント（１年） 国本 考史
岡崎城西

７ 数学 プロジェクターを使った授業プリント 夏目 裕暢
岡崎城西

８ 数学 三角方程式・不等式プリント 格清 隆則
岡崎城西

９ 数学 数Ａ授業プリント 政木 淳志
岡崎城西

１０ 数学 講習会教材 岩月 俊祐
光ヶ丘

１１ 数学 桜丘高校普通科・音楽科新入生数学課題 板橋 宏通
桜丘

１２ 数学 二進数を用いた数学マジック 兵藤 帆乃佳
桜丘

１３ 数学 ３点を通る円の公式を探す 礒部 一哉
至学館

１４ 数学 三角関数のグラフ用方眼紙 中島 信行
淑徳

１５ 数学 見て、書いて、やってみる 伊藤 千賀
淑徳

１６ 数学 先取り！「現代の国語」（話・聞）指導案 田中 洋美
椙山

１７ 数学 数Ａ平面図形、論理授業プリント 渡辺 浩之
誠信

１８ 数学 宿題プリント（数Ⅰ） 今枝 英之
誠信

３７ 数学 実際の数値で行うデータの分析 山本 明里
同朋

３８ 数学 積分面積公式１／６．１／３．１／１２ 川西 徳弘
南山男子

３９ 数学 中３ 夏休み 数学レポート 谷口 直也
南山男子

４０ 数学 データの分析プリント 野末 訓章
南山男子

４１ 数学 数学Ⅲ積分まとめプリント 恒川 祐太
南山男子

４２ 数学 数学科級制度 安井 元重
豊川

４３ 数学 数学Ⅱのプリント 佐々木 健太郎
豊田大谷

４４ 数学 平方根のプリント 坂元 悠介
豊田大谷

４５ 数学 数学研究生徒レポート 柳井谷 真吾
名経大高蔵

４６ 数学 数学プリント 森 紀雄
名経大市邨

４７ 数学 黄金比について 小澤 直幸
名古屋

４８ 数学 数学 確認テスト 加藤 眞之介
名古屋

４９ 数学 不等式だけ 森崎 公平
名古屋

５０ 数学 かけ算ナンプレ！ 小西 孝典
名古屋大谷

５１ 数学 授業プリント（医療系数学） 小西 孝典
名古屋大谷

５２ 数学 就職数学 小西 孝典
名古屋大谷

教材（数学） ９：５０～１５：００ ２階３１１

１ 性の健康
教育 【教材展】第３回高校生の性に関する調査２０１９ 中谷 豊実

南山男子

２ 保健体育 【教材展】保健授業プリント 金尾 文子
菊華

３ 保健体育 【教材展】体育実技について 宮内 瑠奈
桜丘

４ 保健体育 【教材展】「保健」授業プリント 平野 怜
名経大高蔵

５ 保健体育 【教材展】保健 授業プリント 木村 佳代
名経大市邨

６ 保健体育 【教材展】マロン王国を救え！生活習慣病・薬物乱用篇 坂本 幹
名古屋国際

７ 芸術 【教材展】音楽史「グレゴリオ～バロック～古典」 原田 大雪
安城学園

８ 芸術 【教材展】篆刻（生徒作品） 今田 昌宏
岡崎城西

９ 芸術 【教材展】芸術選択授業生徒作品集 豊橋中央高校芸術科
豊橋中央

１０ 芸術 【教材展】かるた芸術 上杉 幾美
名経大高蔵

１１ 芸術 【教材展】高１美術 石粉粘土によるフィギュア作り 加藤 邦昭
名経大市邨

１２ 芸術 【教材展】ステンドグラス（美術作品） 小西 雅也
名古屋

１３ 芸術 【教材展】音楽史調べ学習 牛島 慶子
黎明

１４ 工業 【教材展】資格検定一覧と個票 山林 唯
享栄

１５ 工業 【教材展】工業科生徒作品 権田藁 田吾作
大同大大同

１６ 商業 【教材展】簿記教材 中道 剛
享栄

１７ 商業 【教材展】課題研究で使用した授業プリント 尾前 敏雄
享栄

１８ 商業 【教材展】秘書実務 授業プリント 東野 泰之
名経大市邨

１９ 商業 【教材展】ビジネス基礎プリント 亀井 一輝
名経大市邨

２０ 情報 【教材展】情報プリント 小林 功
岡崎学園

２１ 情報 【教材展】情報の授業テキスト 小林 夕也
東海学園
内藤 貴嗣２２ 情報 【教材展】情報 かんたんプログラミング スクラッチ 豊川
豊田大谷高校情報科２３ 情報 【教材展】情報科学の基礎 アルゴリズム 豊田大谷
中西 渉２４ 情報 【教材展】授業プリント 名古屋
久保 聡２５ 情報 【教材展】Excel の基本的な関数説明プリント 至学館
河西 博貴２６ 情報 【教材展】夏期インターンシップ実習報告書 菊華
尾之内 童２７ 福祉 【教材展】福祉プリント 光ヶ丘
鵜生 里枝子２８ 福祉 【教材展】福祉 介護実習発表 Ｂ紙 豊田大谷
鵜生 里枝子２９ 福祉 【教材展】福祉 介護実習報告書 豊田大谷

教材（保健体育・芸術・工業・商業・情報・福祉） ９：５０～１５：００ ３階書道教室

１ 校務 ティーチャーズプロジェクトダイアリー６Ａ 滝沢 歩
椙山

２ 校務 ティーチャーズプロジェクトダイアリー６Ｂ 滝沢 歩
椙山

３ 校務 ティーチャーズプロジェクトダイアリー７Ｂ 滝沢 歩
椙山

４ 校務 ティーチャーズプロジェクトダイアリー７Ｂ 滝沢 歩
椙山

５ 校務 ティーチャーズプロジェクトダイアリーＬ６ 滝沢 歩
椙山

６ 校務 ティーチャーズプロジェクトダイアリーＬ６ 滝沢 歩
椙山

７ 校務 ティーチャーズプロジェクトダイアリーＬ７ 滝沢 歩
椙山

８ 宗教 宗教の授業ノート 吉田 真良
名古屋大谷

９ 宗教 宗教ノート 吉田 真良
名古屋大谷

１０ 修学旅行 豊川高校 北九州修学旅行しおり 深田 大貴
豊川

１１ 修学旅行
しおり 豊川高校 海外修学旅行しおり 篠原 克典

豊川

６ 対数を利用した実践例
樋口 英次 淑徳

かけ算、わり算をたし算、ひき算でできたら計算のわずらわしさから逃れて、普段とは違った数学の視点が見え
てくる。反復くり返しの計算練習に対するささやかな抵抗です。

７ 謎解き×数学
坪内 翼 同朋

目の前に現れる問題や謎を解き、閉鎖された空間から脱出しよう！ドキドキ体験授業

８ １年目の数学の授業
鈴木 隆介 桜丘

教員１年目であり、桜丘高校で数学の授業をする上で困ったこと、そのことについて実行した解決策とその結果
について話させて頂こうと思います。

９ 相加・相乗平均の関係の可視化
安藤 篤俊 南山男子

式の上で当然に成り立つ不等式を、グラフを用いて可視化する。当たり前の事を回りくどくやるだけですが、見
ると意外に感動します。

１０ タブレットを使った図形の授業
土方 広敏 椙山

図形が苦手な生徒にとって、様々な図形をイメージしたり書いたりするのは難しいものです。タブレットを使う
ことでその苦手意識を減らせると考えて行った授業。

１１ GeoGebra を使った授業
西田 有佑 東海学園

GeoGebra の３Ｄ表示機能を「数学Ｂ 空間座標とベクトル」の授業で使ってみました。使用感や生徒の反応
などを報告できたらと思います。

１９ 数学 宿題プリント（数Ⅱ） 今枝 英之
誠信

２０ 数学 数学Ｂ 授業用プリント 朽名 則澄
大同大大同

２１ 数学 授業プリント 河口 慎
大同大大同

２２ 数学 数学のパラドックス 黒川 隆一郎
東海

２３ 数学 黄金分割～木の枝と無理数～ 森 靖之
東海

２４ 数学 数楽のひろば 髙橋 健
東海

２５ 数学 数楽のひろば 笠行 裕文
東海

２６ 数学 冬期講習「複素数平面」 松本 一成
東海

２７ 数学 センター演習プリントベース 西田 有佑
東海学園

２８ 数学 定期テスト毎に記入する振り返りプリント 白石 慶子
東海学園

２９ 数学 通信ＭＡＪＯＲ～数学をもっと楽しもう～ 水谷 光博
東邦

３０ 数学 三角比を社会にあるものと繋げていく。 塚本 郁也
東邦

３１ 数学 江戸の数学 片野 清道
同朋

３２ 数学 江戸の数学その３ 片野 清道
同朋

３３ 数学 江戸の数学その２ 片野 清道
同朋

３４ 数学 江戸の数学その４初稿 片野 清道
同朋

３５ 数学 １５度ごとの三角関数の値を求めてみよう 片野 清道
同朋

３６ 数学 文系向け 数学ⅠＡ 入試基礎問題 大泊 和将
同朋

１２ 助成金運動 署名集約日報 土工 純
名古屋大谷

１３ 進路指導 進路指導部通信 木田 和沙
光ヶ丘

１４ 進路指導部の取り組
み（各種行事も含む） 進路通信

誠信高校進路指導部
誠信

１５ 図書館教育 図書館を使いこなそう！ 長野林太郎・小原直子・伊藤なつみ
淑徳

１６ 図書館教育 メディアセンター通信 齊藤 卓哉
東邦

１７ 図書館教育 楽しい図書館だより 佐野 夕子
豊田大谷図書館司書

１８ 図書館教育 読書週間（生徒作品） 齋藤 ゆかり
名経大高蔵

１９ 図書館教育 図書館報 図書部図書委員会
名経大高蔵

２０ 図書館教育 市邨図書館の文庫Ｘ 図書委員会
名経大市邨生徒

２１ 図書館教育 「図書館 news」２０１８年 原 恵里芽
名古屋大谷

教材（校務・宗教・修学旅行・助成金運動・進路指導・図書館教育）） ９：５０～１５：００ ３階２０２
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レポート（英語・外国語） １３：００～１５：００ ２階３０３
１ 英語教師は廃業を覚悟するべきか
英語 沓名 智丈 岡崎城西
ＡＩ時代に入り、手軽な同時通訳が現実のものとなっています。この状況で、母国語の深化以外に語学教育の必
要性を感じないのは私だけですか？

２ 入試改革の情勢と授業実践①
英語 折井 貴大 東海
２０２０年度入試制度変更における、英語民間検定試験の導入をめぐるこれまでの動きを整理し、現状の問題点を検
討します。②に続きます。

３ 入試改革の情勢と授業実践②
英語 堀口 陽平 東海
①に続いて、新しい入試で求められる力を意識しつつ、日々の授業を（現実的な範囲で）いかに改革していくか、
今年度の実践をふまえてお話しします。

４ 中３英語αの授業について
英語 橋本 美幸 淑徳
速読を３０分間、多読を２０分間で行う、中３英語αの授業について、２０１８年度に実践してきたことを報告します。

１ 英語 ミッションピラミッド 五十嵐 真人
愛知

２ 英語 映画”グレイテスト・ショーマン”を使って 村瀬 和子
安城学園

３ 英語 城西版 英語スヒ゜ーチコンテスト 小島 由美
岡崎城西

４ 英語 授業プリント（ＬＡＮＤＭＡＲＫ） 新野 宥貴
岡崎城西

５ 英語 授業の時に使用した英単語プリント 稲熊 誠
享栄

６ 英語 ゲームで英語を使おう！ 白井 綾乃
桜丘

７ 英語 補習プリント ３年生英語 船津丸 昌好
桜丘

８ 英語 使える表現覚えましょう！ 伊藤 まどか
桜丘

９ 英語 中２ 比較級 最上級 授業プリント 佐藤 弘嗣
椙山

１０ 英語 PowerPoint ムービー 松本 佳香
椙山

１１ 英語 中学１年生英語サポートプリント 藤原 裕・菅野 優香
聖霊

１２ 英語 冬の課題 永田 正巳
聖霊

１３ 英語 イデオムを使った会話ワークシート 宮脇 悠希
大同大大同

１４ 英語 発音記号で英語の物語を読んでみよう！ 武山 凪沙
滝

１５ 英語 英語構文演習 梅川 理絵
東海

１６ 英語 入試英作文頻出表現演習Part１ 大矢 梨沙子
東海

１７ 英語 入試英作文頻出表現演習Part２ 吉田 裕
東海

１８ 英語 夏から始める英作文 堀口 陽平
東海

１９ 英語 自由英作文 冬の総仕上げ 堀口 陽平
東海

２０ 英語 英コミＩ 授業プリント 北村 雅臣
東海

２１ 英語 英コミⅠ 授業プリント 堀口 陽平
東海

２２ 英語 速読英単語必修編小テスト 折井 貴大
東海

４５ 英語 Writing for speaking 長坂 光庸
豊川

４６ 英語 英語表現 気になることを英語で伝えよう 山内 京都
名経大高蔵

４７ 英語 冬休み課題「コミュニケーション」 田中 潤
名経大高蔵

４８ 英語 インターネットを活用したリスニング課題 岡本 篤
名経大市邨

４９ 英語 高２英語 アクティブラーニング 藤田 敦子
名経大市邨
横地 延真５０ 英語 英検準２級基礎固めプリント（１０分間） 名経大市邨
天野 英隆５１ 英語 英語の授業リフレクションシート 名古屋大谷
太田 和宏５２ 英語 日本語なしで英語を学ぶ 誉
伊藤 瑛祐５３ 英語 沖縄についてのプリント 黎明
小澤 和也５４ 英語 英語表現授業のプリント 黎明

５５ 英語 英語で発表 小澤 和也
黎明
三浦 郁夫５６ 英語 授業プリント 栄徳

５７ 外国語 数学プリント 前川 雅俊
岡崎学園
佐野 隼大５８ 外国語 基礎的中国語 桜丘

５９ 外国語 中国語四声練習プリント 岩佐 潤
桜丘

６０ 外国語 英語表現Ⅱ授業プリント 山本 理
淑徳

６１ 外国語 英語多読のオリエンテーション 久留宮 一浩
南山女子

６２ 外国語 あなたならどうする？ 橋本 岳
南山男子

６３ 外国語 名経大高蔵の「国際交流」 国際交流委員会
名経大高蔵

５ １年 Ｃ英語・英語表現
外国語 チーム野村 豊川教師と生徒
普段の授業の様子をお話しします。Ｃ英語はネイティブの先生とティームティーチングです。

６ 英語で話して書いて聞く授業
英語 田中 佑樹 同朋
英語の授業では、生徒が英語で話して聞いて書く。たくさん英語に触れる機会を作ることを意識しています。。
コミュニケーション英語Ⅰの授業実践をレポートします。

７ 意思疎通のための英語
英語 彦坂 茉里 桜丘
言語としての英語を教科書でただ学ぶだけでなく、様々な観点からアプローチして、生徒が主体的に参加できる
授業を目指します。

８ ＩＣＴ利用の英語語彙指導
外国語 丸田 孝治 淑徳
普段の授業で取り組んでいるPowerPoint を活用した英語語彙指導の実践例報告。語源や認知言語学からのア
プローチで生徒の視覚に訴える語彙指導例を紹介する。

９ 英語教育、イマとコレカラ
英語 松本 佳香 椙山
カリキュラム・入試改革をにらみ、大きな変革を求められている英語教育。 このレポートでは本校での英語教
育の実践、現状と可能性、そして課題をお伝えしたいと思います。

教材（英語・外国語） ９：５０～１５：００ ２階３０２

１ 自主活動 興風（生徒会機関紙） 愛知高校生徒会
愛知

２ 自主活動 清光（生徒会機関紙） 愛知中学生徒会
愛知

３ 自主活動 グルサイレシピ グルメサイエンス部
岡崎城西生徒

４ 自主活動 女子バスケ部なって 河合 亜希
桜丘

５ 自主活動 自主活動まとめ 船越 貴久
桜丘

６ 自主活動 部活動での生徒との関わり方 佐藤 謙吾
桜丘

７ 自主活動 東邦高校 生徒会機関誌 古田 知子
東邦

８ 自主活動 生徒会通信 渡邉 圭一
豊橋中央

９ 自主活動 豊川高校 生徒総会資料 林 加代
豊川

１０ 自主活動 豊川高校 学園フェスパンフレット 黒田 啓一
豊川

１１ 自主活動 名経大高蔵合気道部ブログ通信 臼井 明
名経大高蔵

１２ 自主活動 吹奏楽部通信 村田 譲
名経大市邨

１３ 部活動 部活動用振り返りプリント 中野 裕子
桜丘

１４ 部活動 バスケットボールを通じての成長 水越 悠太
桜丘

１５ 部活動 テニス部活動報告 野嶋 剛嗣
桜丘

１６ 部活動 部活手帳 滝沢 歩
椙山

１７ 部活動 部活日誌 滝沢 歩
椙山

１８ 部活動 高蔵演劇部 クリスマス公演パンフレット 高蔵演劇部
名経大高蔵

教材（自主活動・部活動・学校行事） ９：５０～１５：００ ３階２０１

１ 家庭 調理実習レシピ２０１８ 享栄高校家庭科
享栄

２ 家庭 家庭科ノート 桜丘高校家庭科
桜丘

３ 家庭 高１冬休み宿題夕食レポート 安田 早希
椙山

４ 家庭 被服領域グループレポート集 余語 宗紀
東海

５ 家庭 選択「保育」 山田 博子
東邦

６ 家庭 一日家事体験・二日家事体験 和田 峰一
南山男子

７ 家庭 食育 オリジナルプリント 加藤 美紀子
豊川

８ 家庭 クリエイティブ調理より調理実習 吹田 沙織
豊田大谷

９ 家庭 手袋指人形 伊藤 実子
名経大高蔵

１０ 家庭 食事だより 栗山 理恵
名経大市邨

１１ 家庭 調理実習レシピ集 朝見 留奈
名経大市邨

１２ 家庭 自宅学習課題（料理） 塚越 望
名古屋

１３ 家庭 季節を感じる調理実習プリント 持丸 勝美
黎明

教材（家庭） ９：５０～１５：００ ２階３０１

レポート（家庭） １３：００～１５：００ ２階３０１
１ 安全な住まい 防災教育 ２ ふだんのくらしのしあわせ

和田 峰一 南山男子 和田 峰一 南山男子
災害に見舞われる日本。被害を少しでも小さくするために、また被災後の生活をより良くするために、南山家庭科で実
践している住生活分野の防災の授業を紹介します。

高齢化が進み、誰もが生活に困難を抱え得る時代。誰もが普通に暮らせる社会を作るために、考えるべきことは何なの
か、家庭科の授業で深めています。

２３ 英語 速読英単語入門編小テスト 折井 貴大
東海

２４ 英語 読解英文法～特殊構文演習～ 寺田 幸弘
東海

２５ 英語 「読解英文法」授業プリント 折井 貴大
東海

２６ 英語 新英語副読本 渡辺 真澄
東海

２７ 英語 新英語副読本 notes 西村 尚登
東海

２８ 英語 新入生英語春課題（後編） 鶴田 志野
東海学園

２９ 英語 新入生英語春課題（前編） 野口 知子
東海学園

３０ 英語 過年度の教科書を使ったリスニング教材 牛込 祐二
東海学園

３１ 英語 発音記号プリント 加藤 強
東邦

３２ 英語 英語授業プリント 濵 ひかり
東邦

３３ 英語 英Ⅰ授業プリント 伊藤 保憲
東邦

３４ 英語 パラグラフリーディング 西村 真里
東邦

３５ 英語 英語表現Ⅱ Fun Essay 林 雄二
同朋

３６ 英語 同朋コミュニケーション英語Ⅱ授業プリント 石塚、水野、犀川、林、瀧、岩瀬
同朋

３７ 英語 英語表現Ⅱ 英語表現Ⅱ（３年生）チーム
同朋

３８ 英語 楽しい英語表現Ⅰ 同朋高校１年英語表現チーム
同朋

３９ 英語 同朋高校 コミュ英Ⅲ授業プリント 丸山 栄治
同朋

４０ 英語 英語表現Ⅱ 水野 孝
同朋

４１ 英語 On Paper Debate （導入） 上田 泰寛
南山男子

４２ 英語 Warm Up Activity 田中 理恵
福祉大付

４３ 英語 コミュニケーション英語Ⅱ 中川 歩香
福祉大付

４４ 英語 英語授業プリント 野村 光子
豊川

１９ 学校行事 進路探求プログラム 齋藤 聖也
桜丘

２０ 学校行事 高１「思索と対話」の春合宿 田中 友
淑徳

２１ 学校行事 高２研修旅行 大野 慎司
淑徳

２２ 学校行事 長崎修学旅行通信 後藤 朋和
椙山

２３ 学校行事 長崎修学旅行４０年目学内紀要原稿 荒川 尚美
椙山

２４ 学校行事 図書館だより 赤坂 学
大同大大同

２５ 学校行事 文化祭パンフレット 山田 良和
東海学園

２６ 学校行事 体育祭（愛知県体育館で実施）プログラム 柴田 雅彦
東海学園

２７ 学校行事 ＥＳＤ活動ワールドフライデー通信 権田 拓朗
豊橋中央

２８ 学校行事 ９０周年文化行事構成詩シナリオ 黒田 啓一
豊川

２９ 学校行事 修学旅行しおり 沖縄班 渡辺 功裕
豊川

３０ 学校行事 豊川学園創立９０周年記念行事 小栗 慎平
豊川

３１ 学校行事 国際交流通信 豊川高校 水野 勝之
豊川

３２ 学校行事 豊川高校 生徒会誌 『おもだか』 林 加代
豊川

３３ 学校行事 扇祭普通科３年学年企画モザイク壁画 扇祭普通科３年学年企画
名経大高蔵

３４ 学校行事 ニュージーランド海外語学研修まとめ冊子 国際理解教育推進委員会
名経大市邨

３５ 学校行事 修学旅行事前事後指導 佐竹 裕一郎
名古屋大谷

３６ 学校行事 学園祭パンフ 冬部 康則
黎明
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レポート（理科） １３：００～１５：００ ２階生物教室
１ 今年度もやったよ理科講座

吉田 晴 名経大市邨生徒
私たちは、２０１８年小中学生を対象に名古屋市千種区、守山区、北区などで理科講座を行いました。理科を身近に
感じられるような講座の工夫をお知らせします。

２ １年目の実践
和田 直也 岡崎城西

暗記科目（？）分野と言われている「無機化学」を授業の中で行った実践について話します。初めて行ったので、
アドバイスよろしくお願いします。

３ モルの概念
山田 智貴 安城学園

モルの概念についてＢＢ弾と米一合が６３００粒との関係を使って授業で分かりやすく説明。

４ 特定外来生物を飼う
相馬 弘樹 愛知

ブラックバスは特定外来生物に指定され，飼うこと・移動すること・繁殖させることがすべて違法です。しかし
「教材」としてなら飼育できる，そんな方法をご教授します。

１ 理科 朝倉川の生き物図鑑 小林 祐哉
桜丘生徒

２ 理科 豊橋・向山大池の生き物調査マップ 小林 祐哉
桜丘生徒

３ 理科 無機化学 授業プリントとＰＰＴセット 浅野 孝太郎
愛工大名電

４ 理科 物理教材（プリント スライド） 川島 徳巳
愛工大名電

５ 理科 授業プリント 小崎 邦夫
愛知

６ 理科 化学基礎センター演習 濱口 誠司
愛知

７ 理科 モルが分かるＢＢ弾 山田 智貴
安城学園

８ 理科 原発を考える－学園祭コラボ授業 安城学園理科教科会
安城学園

９ 理科 「原子力」とはどんなエネルギーか？ 小野 昌史
安城学園

１０ 理科 化学のプリント 鈴木 脩平
安城学園

１１ 理科 物理基礎のプリント 鈴木 脩平
安城学園

１２ 理科 試作版・協働ワークシート（生基・化学） 二宮 淳
安城学園

１３ 理科 無機化学の学習プリント 外山 寛
栄徳

１４ 理科 理科教材 井上 悠治
岡崎学園

１５ 理科 生物の仲間分けゲーム 村上 楓
岡崎城西

１６ 理科 生物授業プリント 村上 楓
岡崎城西

１７ 理科 化学基礎授業プリント（文系向け） 村上 楓
岡崎城西

１８ 理科 「地球大進化」授業プリント 朝岡 義弘
岡崎城西

１９ 理科 体験入学 理科実験講座 前川 伸夫
岡崎城西

２０ 理科 ＫＩＫＵＫＡ講座 理科実験 プリント 宇野 信昭
菊華

２１ 理科 こっぱミジンコ‼ 鈴木 順久
桜丘

２２ 理科 アフリカツメガエルカエル？ 鈴木 順久
桜丘

２３ 理科 表浜海岸外来種マップ 鈴木 順久
桜丘

２４ 理科 石巻山カタツムリ百科 鈴木 順久
桜丘

２５ 理科 生物基礎 青山 裕太
至学館

２６ 理科 地学基礎 青山 裕太
至学館

２７ 理科 ハザードマップ 青山 裕太
至学館

２８ 理科 有機化学パネル 富金原 隆太
至学館

２９ 理科 理科旅行 村松 けい子
淑徳

３０ 理科 ミニ科学論文 市原 由美子 小木曽 貴俊
聖霊

３１ 理科 中学１年生理科実験プリント 福山 洋
聖霊

３２ 理科 中学理科防災プリント 福山 洋
聖霊

３３ 理科 小学生向け理科オープンスクールプリント 福山 洋
聖霊

３４ 理科 実験プリント 安藤 恵太
誠信

３５ 理科 光合成反応とカルビン・ベンソン回路 岩塚 友紘
滝

３６ 理科 化学問題集 菅谷 昭
東海

３７ 理科 化学テキスト① 川合 諄
東海

３８ 理科 化学テキスト② 加世田 祐作
東海

３９ 理科 化学テキスト③ 井上 勝憲
東海

４０ 理科 生物授業プリント 島田 尚幸
東海

４１ 理科 新課程に向けた「物理基礎ワークシート」 加藤 隆
東海学園

４２ 理科 理系化学 テキスト 竹腰 雅彦
東海学園

４３ 理科 化学基礎テキスト 清水 崇史
東海学園

４４ 理科 化学テキスト 吉田 早希
東海学園

４５ 理科 無機化学・有機化学プリント 浅居 大記
東邦

４６ 理科 化学基礎のプリント・小テスト 鈴木 脩平
東邦

４７ 理科 生物基礎プリント・小テスト 鈴木 脩平
東邦

４８ 理科 生物の多様性と生態系 古谷 嘉
東邦

４９ 理科 中１理科、動物園実習プリント 前川 幸代
南山女子

５０ 理科 南山男子部 中３理科通信 宮下 重和
南山男子

５１ 理科 ３０分でできる電気分解・電池の実験 上田 恵嗣
南山男子

５２ 理科 「光」に関する研究発表授業 宮東 靖浩
福祉大付

５３ 理科 生物基礎演習 実験レポート 夏目 大輔
福祉大付

５４ 理科 物理基礎の授業プリント 井上 要司
豊川

５５ 理科 化学基礎 最初の５回 星 光紀
豊田大谷

５６ 理科 化学基礎 授業プリント 髙須 雄太
名経大高蔵

５７ 理科 理科生徒発表のためのＰＤＣＡ２０１９ 佐藤 豊
名経大市邨

５８ 理科 科学研究部の出前実験講座２０１８ 佐藤 豊
名経大市邨

５９ 理科 理科のための言語技術２０１８ 佐藤 豊
名経大市邨

６０ 理科 おもしろ理科実験２０１８ 佐藤 豊
名経大市邨

６１ 理科 おもしろ理科工作２０１８ 佐藤 豊
名経大市邨

６２ 理科 科学研究部の理科工作２０１８ 佐藤 豊
名経大市邨

６３ 理科 理科の料理２０１８ 佐藤 豊
名経大市邨

６４ 理科 おもしろ理科教具２０１８ 佐藤 豊
名経大市邨

６５ 理科 高３文理コース「応用化学」授業資料 村田 譲
名経大市邨

６６ 理科 理科 進化に関わる授業プリント 栃窪 哲也
名古屋

６７ 理科 高校化学授業プリント 阪口 真光
名古屋

６８ 理科 生物授業プリント 坂井 健悟
名女大

６９ 理科 自分の言葉で説明する能力を養う 太田 和宏
誉

７０ 理科 理科教科懇の公開授業② 村上 楓
理科教科懇

７１ 理科 理科教科懇の公開授業 村上 楓
理科教科懇談会

７２ 理科 自然探究コース環境調査ワークシート 渡邉 実恵
黎明

７３ 理科 自然探究コースヨシ再生事業報告 渡邉 実恵
黎明

７４ 理科 科学と人間生活 授業プリント 船戸 元樹
黎明

７５ 理科 授業用プリント（化学） 齋藤 友彦
名女大

５ 教科で学ぶ文章力
太田 和宏 誉

「理科はあくまで道具」理科を受験で使わない生徒に対して「科の授業の意味」持たせるために思い付いた授業
内容。

６ 物理基礎の授業について
坂井 健悟 名女大

今年度、物理分野の苦手な生徒たちに向けて物理基礎の授業を担当することになりました。そんな中での取り組
みを発表します。

７ 楽しい授業をさがす旅
倉田 浩明 安城学園

楽しい授業とは何かを考えてこの１年、の実践報告と今後目指す展開や工夫を話します。

８ これから入り口くぐる漢の物理学
角谷 学 至学館

遂に最終回！４３００回くらいの授業ひとつひとつで生徒から感動をもらっていたことに最後の年に気づきました。
今こそ「ありがとうございます！」と言わせて欲しいです。

９ 綿、羊毛、アクリル
村上 悠 同朋高校

五感と試薬の両方を用いて、各繊維の違いを学ぶ。

理科部サミット １３：００～ ２階３１０
今年も様々な学校の理科部や理科系コースを招いて、各学校の取り組みや悩みを交流する会を開きたいと思います。参加はまだまだ受付中で
すので、よろしくお願いします。

教材（理科） ９：５０～１５：００ ２階３０９

１ 教育づくり 同朋高校６０年記念誌 三井 陽子
同朋

２ 教育づくり 高蔵教文部通信２０１８ 柴田 舟
名経大高蔵

３ 主権者教育 憲法改正模擬国民投票「公報」 山盛 洋介
安城学園

４ 主権者教育 １万人模擬国民投票～私の授業～ 村上 楓
岡崎城西

５ 主権者教育 淑徳政経教師による憲法改正賛否の意見文 正木 崇之
淑徳

６ 主権者教育 模擬投票 村上 雅史
名古屋大谷

７ 総合学習 映像制作作品集２０１８ 竹内 徹
安城学園

８ 総合学習 デンマーク研修旅行プリント 尾之内 童
光ヶ丘

９ 総合学習 国際貢献事業 川端 大士
桜丘

１０ 総合学習 「社会との対話」（中学３年生職場体験） 宮部 尚子
聖霊

１１ 総合学習 総合学習プリント 田中 瑞穂
東邦

１２ 総合学習 エネルギーについて 清木 敦史
福祉大附

１３ 総合学習 ＧＦＳⅢグローバルふくしスタディーズ 向井 直紀
福祉大附

１４ 総合学習 大学研究室訪問（総合学習） 渡辺 功裕
豊川

１５ 総合学習 １分間スピーチ・調べ学習・発表活動 １年総合進学コース
豊川

１６ 総合学習 学部学科研究まとめ 安井 元重
豊川

１７ 総合学習 総合学習オリジナルＴ‐ＦＩＬＥノート 総合学習係会
名経大高蔵

１８ 総合学習 課題研究 竹内 肇
名古屋

１９ 学習論 よりよい学習をするために 高木 雅敏
南山男子

２０ 教育相談 相談室だより 松村 美奈子
誠信

２１ 教育相談 教育相談便り（clover 通信） 鈴木 志保美
名古屋大谷

２２ 教育相談 教育相談便り（clover 通信） 鈴木 志保美
名古屋大谷

教材（教育づくり・主権者教育・総合学習・学習論・教育相談） ９：５０～１５：００ ３階２０１

１ 養護 保健だより 岩瀬 真都香
光ヶ丘

２ 養護 保健だより 三浦 万由子
桜丘

３ 養護 保健だより 吉田 千鶴子
大同大大同

４ 養護 保健だより 柴田 真花
豊田大谷

５ 養護 保健だより 松波 敦子
名経大市邨

６ 養護 保健室だより 戸林 美稀
名古屋大谷

７ 養護 保健室での特別支援 鴨下 泰子
黎明

教材（養護） ９ :５０～１５ : ００ ３階２１０

レポート（養護） １４ : ００～ ３階２１０
１ SSWについて

原 裕太 名古屋大谷ソーシャルワーカー

スクールソーシャルワーカーについて名古屋大谷高校での取り組みをお伝えできたらと思います。
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生徒企画

メイン講演 蟻塚亮二氏（精神科医）
私たち高校生が４つのチーム「チーム沖縄」「チーム福島」「チーム平和・憲法」「チーム学費格差」に
分かれて、今の社会の問題点をレポートします。今の社会問題を高校生がどう考えるのか、どうすれば解
決するのか考えてきました。また、沖縄戦のトラウマを長年研究され、今は原発事故が起きた福島で避難
されている方々のトラウマについても研究されている精神科医師の蟻塚亮二さんに来てもらい、講演もし
てもらいます。“タニンゴト”から“ジブンゴト”にならないと、問題は解決しません。ここに来ると、
報道されない真実も見えると思います。ぜひ、たくさんの高校生に来てもらいたいと思います。

生徒全体会「生フェスティバル」 １５：１５～１７：００ ２階会議室

☆公開授業「模擬国民投票」 ９：５０～１２：００ ２階会議室
「国民投票」の実施が取り沙汰される中、愛知県高校生フェスティバル実行委員会は、昨年５月に、全国の高校生に向けて、『１万
人模擬国民投票』をよびかけました。愛知県では、様々な形でこの取り組みに教員が、生徒が取り組みました。この様子を生徒たち
による報告をもとに、分析をし、次なる方向を探っていきたい。乞うご期待！

生徒レポート①主権者教育 １３：００～１５：００ ４階１０４
１ 文化祭で主権者になろう！

岡崎城西高校文化祭実行委員 岡崎城西高校
全国一万人模擬国民投票、愛知私立で集めた数、７０００票。そのうち岡崎城西
高校は約１２００票を集めました。どのように企画したのかを発表します！
２ 文化祭企画「模擬国民投票」

栄徳高校 栄徳高校
１８歳選挙権や改憲などがニュースになっています。より多くの人に興味をも
ってもらえるように文化祭の中で企画をしました。
３ 模擬選挙をとおして

東邦高校２年 東邦高校
東邦高校２年生では総合で主権者教育にとりくみました。実際の投票箱を見
せて頂いたり投票もしました。その様子をお伝えします。
４ 模擬国民投票～愛知黎明～

愛知黎明高校模擬国民投票推進委員会 愛知黎明高校
昨年末に行った模擬国民投票について実行委員のみんなで話します。

１ ソーシャルチェンジ
市邨高校１年特進 名経大市邨高校

立教大学で行われたクエストカップの全国大会のソーシャルチェンジ部門に
出場した班が困ってる人をテーマに発表します。
２ 東海学園のイチオシ授業

東海学園ボランティア部 東海学園高校
２年生の授業の一環として行われた福祉体験についてお話しします。

３ 企業探究クエストプログラム
東邦高校 １年Ｋ組 東邦高校

１年生の総合の授業で、「クエストエデュケーションプログラム 企業探究
コース」というプログラムでミッションに取り組み、１位を獲得しました。
４ ＮＥＷ！！私たちのGFS

日本福祉大学付属高校・生徒会執行部 林月愛 日本福祉大学付属高校
私たちの学校にはグローバルふくしスタディーズ略してＧＦＳという授業がありま
す。その中で今年から新しくできたスポーツ探究コースのことを詳しく話します。

１ 学校をもっとよくしていきたい
同朋高校生徒会 同朋高校

私たちが通う同朋高校を良くするために、校則などのルール改正に取り組んでい
ます。どんな要望があり、どんなことを考えて活動したのかを報告していきます。
２ 豊川高校生徒会後期活動報告

豊川高校生徒会執行部 豊川高校
私たち豊川高校生徒会の１２月から行った行事の報告をします。

３ 生徒会ってどんなことしてる？
後藤海杜・武田柾樹・吉野駿 享栄高校

生徒会っていつもどんなことをしてるの？皆さんはそんな疑問を持ったことはありま
せんか？今日はそんな皆さんの疑問に生徒会に入って活動している僕がお答えします！！

５ 愛知県議会を傍聴してきたよ！！
後藤海杜 享栄高校

愛知県議会。それは、愛知県のこと、大きく見れば国に関わることについて愛知県議員の
皆さんが報告をし、話しをする場です。その場に行った私たちが皆さんにお話しします！
６ 安城学園生徒会報告

安城学園生徒会 安城学園
安城学園生徒会では学校を「挑戦できる場」にするために様々な活動を行ってきまし
た。今回は助成金学習会や署名week などの活動についてお話ししたいと思います。
７ 人間が人道を失う悲しみ

小栗渚颯 南山高校男子部
主に中東の非人道的すぎる現実と、私が考える『平和』についてお話しさせて頂きます。
人間から人道を奪い、人間を殺人道具に変えてしまう戦争。人間を殺すのは人間です。
８ 戦後７３年企画に関わって

本田かずひろ 豊橋中央高校
戦後７０年をきっかけに本校ではあるゆる平和企画に取り組んでいます。今年度の６月
には、豊橋空襲や豊川海軍工廠を学び、過去を知り、平和について考えてきました。

９ 修学旅行での平和学習
東邦高校２年生 修学旅行２団 東邦高校

東邦高校では、修学旅行で平和について学習します。その中の「平和祈念式典」で、
代表として平和宣言文を読んだ西川くんをはじめとし、学んだことを再確認します。
１０ ベトナム戦争から学ぶ平和

愛知県高校生フェスティバル学ぶ会 岡崎城西高校
授業で学ぶよりも深くベトナム戦争について学んでみました。今も残る戦争
の爪痕…。平和とは何か私たちが感じたことを発表します。

生徒レポート②生徒会活動 １３：００～１５：００ ４階１０５
４ 学校のために

愛知黎明高校 佐竹美海 愛知黎明高校
私は学校のために様々な活動をしてきました。黎明高校がより良い環境になるように様々な学校改革に携わって
きました。これからも学校がより良い方向に向かって行けるようにフォーラム委員として頑張っていきたいです。
５ 東邦生徒会２０１８

東邦高校生徒会 東邦高校
東邦高校の生徒会が、２０１８年度に取り組んだ活動を報告したいと思います。
ぜひ交流しにきてください！！
６ クラブ常任活動報告

安城学園生徒会 安城学園
安城学園のクラブ常任では２学期から３学期にかけて行なったクラブインタビューや、役員
を中心として行なった大会応援レポートなどを、クラブ新聞にして全校に発信しています。

７ 防災学習
栄徳高校 栄徳高校

全校の前で、生徒会が作った「防災学習」を発表しました。また、「長久手
市内の一斉防災訓練」にも出展しました。その様子をレポートします。
８ 名古屋空襲慰霊の日

礒部翔馬 東邦高校
東邦高校で行われている名古屋空襲慰霊の日制定に向けた活動紹介や今後の
課題、活動して思った事を発表します。

１ 文化祭クラス企画について
愛知黎明高校 愛知黎明高校

私たちのクラスは文化祭で「心臓迷路」をやりました。企画を進めていく中
で苦労した事嬉しかった事を話します。
２ 原爆・震災～日本を変えた物語～

日本福祉大学付属高校１Ｆ 日本福祉大学付属高校
私たちは文化祭で原爆と震災についての展示をしました。モザイクアートの
作り方や実際に広島や福島に行った時の事を話します。
３ 東邦文化祭２０１８

東邦高校生徒会 東邦高校
２０１８年度の東邦高校で行われた文化祭について報告したいと思います。

４ １８、もし憲、地震、それから・・・
同朋高校生徒会政治部 同朋高校

同朋高校文化祭で毎年行われる本部企画。そんな企画に３年間関わった生徒がいた・・
・。何を思い、考え３年間を過ごしたのか。今、紐解かれる歴史の１ページ。刮目せよ。

生徒レポート③授業・主体的学び １３：００～１５：００ ４階１０６
５ 市邨の学び

名経大市邨高校 名経大市邨高校
市邨の授業では生徒会が主体者となって授業を行っています。その中で、市
邨の教育の良いところ、悪いところを発表します。
６ 超アクティブ！な英語の授業！！

中村琢人 愛知高校
愛知高校のユニークな授業の中で、特に僕のイチオシは大谷先生の英語の授業です。今
回は、愛高生がアクティブに英語を学ぶ方法をたくさん紹介したいと思っています！！
７ アスリート探求コースに入って

愛知黎明高校 愛知黎明高校
２年生から入ったアスリートコースで経験したことや自分自身が成長できた
部分３年生での課題などについて話します。
８ 授業してみて学んだこと

名古屋国際 名古屋国際高校
サマーセミナーで授業をしなさいという課題を出され、授業をしてみました。
思ったことや学んだことについて話します。

９ ＤＫとＬＧＢＴｓを考えよう♡♡
ＬＧＢＴｓ考えよう実行委員会 岡崎城西高校

男子高校生がＬＧＢＴｓについて考えました。あなたのまわりにももしかし
たら・・・ この機会に学びましょう！
１０ ＬＧＢＴとは

東海学園高校学内フェス 東海学園高校
今社会問題となっているＬＧＢＴ。しかし、それについてしっかり理解して
いる人はそう多くありません。改めてＬＧＢＴについて学んでみましょう。

生徒レポート④文化祭・学校行事１ １３：００～１５：００ ４階１０７
５ 豊川高校生徒会前期活動報告

豊川高校生徒会執行部 豊川高校
こんにちは！豊川高校生徒会執行部です。５月～１２月までの前期の生徒会活動の中
から生徒主体で作り上げている学園祭とオープンスクールについて報告します！
６ １年代表者会と夏のキャンプ！

安城学園１年代表者会 安城学園
級長、副級長、希望者で夏に長野県でキャンプをしました。学年や学園祭を良いものに
するために討論したり、レクで仲良くなったり。１月には学年レクも企画運営しました。
７ LET’S６０ 式典班

６０周年企画 同朋高校
私は式典で構成詩を作りました。作るだけでなく、みんなに読んでもらうた
めに発声練習や運動したり、良いものにするために精一杯がんばりました！
８ 潮の匂いは

名高４Ⅰ 名古屋高校
東日本大震災の復興など、発信先が多岐にわたる総合芸術を生徒主体で創り
出しました！

９ 私たちの３年間の学び
ＡＧ ３年代表者会 安城学園

３年間の代表者会の活動を振り返ります。今年の話は卒フェス（卒業フェス
ティバル）の取り組みについて紹介していきます。
１０ 岡崎城西高校の自主活動

岡崎城西高校自主活動部 岡崎城西高校
岡崎城西高校の行事を作っている「自主活動部」がなにをしているのか、楽
しいところ、辛いところ、全部教えちゃいます！
１１ Let’s６０‐企画、メディア

６０周年企画 同朋高校
企画、メディアでは同朋の魅力を伝えるための魅力ブックやLet’s６０を知っ
てもらうための動画制作などを通じて人に伝えることの大切さを学びました。

10



生徒レポート⑤文化祭・学校行事２ １３：００～１５：００ ４階１０８

１ 発達障害の正しい理解と対応
荻野橘花・鵜野智希 東海学園高校

私自身、発達障害の一種である高次脳機能障害という障害を患っています。なので
当事者である私が、発達障害の正しい理解と対応の仕方を発信しようと思います。
２ 名大谷学内とサマーセミナー

名古屋大谷高校学内フェス 名古屋大谷高校
学内がサマセミへの取り組みや講座についての内容などを互いに意見を出し合ってよく
するまでの流れやサマセミでの学内の子たちの活躍やサマセミの宣伝について話します。
３ 大学生の本音①

大人の学ぶ会 大人の学ぶ会
大学生になってからどのような生活を送っているのか、どのような問題に直
面しているのか、大学の魅力など、高校生に向けて大学生が話します！
４ 成長できた高校生活

愛知黎明高校 愛知黎明高校
私が黎明に入ってからどう変わったか

生徒レポート⑥自主活動を通しての学び・成長 １３：００～１５：００ ４階１０９

１ 自分の特性への付き合い方
豊川高校学内 笹谷弦 豊川高校

僕は生まれもった人とは違う特性がある。異感覚と言うと格好良く聞こえるが、正直、
困ったり疲れてしまう。自分を理解する為に仲間や先生との出会いが必要で大事なのだ。
２ 署名活動に参加して感じた事

愛知黎明高校 愛知黎明高校
私たちは人生で初めて署名活動に参加しました。署名活動に参加して感じた
事を話します。
３ 名大谷学内の組織活動

名古屋大谷高校 名古屋大谷高校
名大谷学内では学内メンバーそれぞれの個性を生かし組織活動を行っていま
す。考え方一つで「私は組織ができない」という不安は軽減できるのです。

生徒レポート⑦自主活動と仲間づくり １３：００～１５：００ ４階１１０

１ 安城学園特別常任委員会
安城学園特別常任委員会 安城学園

安城学園では福島ひまわり里親プロジェクトに参加しています。また、夏には東
北に行っており、それらの安城学園と福島とのつながりについてレポートします。
２ 福島スタディツアーを通して

岡崎城西インターアクトクラブ 岡崎城西高校
私たち城西インターアクトクラブは２０１１年より現地へのボランティア、福島
インターアクトとの交流を行っています。その報告をしたいと思います。
３ 豊田大谷で募金リレー

豊田大谷ボランティア 松本輝一郎 豊田大谷高校
昨年７月、関西地方を中心に襲った西日本豪雨は多くの死者と行方不明者を出しました。
本校では部活全体で、募金に取り組みました。今回はこの活動のご報告を行います。

生徒レポート⑧ボランティア・地域連携 １３：００～１５：００ ４階１１１

１ 強豪と戦い、得た物。
至学館高校学内吉田智宙 至学館高校

囲碁将棋部での経験を語ります。

２ 未知との遭遇
至学館高校自然科学部 至学館高校

友人に誘われて何となく入部した自然科学部。そこには、自分が知らない「新
しい世界」がたくさん広がっていました。
３ 俺たちのサッカー人生

東邦高校サッカー部 東邦高校
全国大会出場を果たした、東邦高校サッカー部３年生が、これまでのサッカー人生、
これからのサッカー人生を思う存分語ります。サッカーファンよ！永久保存版だぜ！

生徒レポート⑨部活動と成長・社会とのつながり １３：００～１５：００ ４階１１２

９ 今年度の文化祭
越元 小島 南山高校男子部

今年度の文化祭を振り返り、自分なりにできるだけたくさん話します。

１０ 文化祭での取り組み
東海学園学内フェス実行委員 東海学園高校

今までとは違う「社会とつながる」文化祭！各クラスが社会と向き合ったこ
とについてお話しします！
１１ Let’s６０で学んだこと

６０周年企画 同朋高校
三ヵ月前まで自主活動だけでなくクラスの活動もしたことがなかった。そん
な私が自主活動を通してたくさんのことを学びました。

５ 初めてのこと
木全優維 東海学園高校

６５期から本格的に関わり始めた高フェス。何もかもが初めてのことばかりで新鮮だっ
た。そんな中迎えたＢＩＧフェスティバルで私はある苦悩を感じることになった…。
６ 群舞がきっかけの高フェス

武田誓也・吉野真生 大同大学大同高校
昨秋に初めて群舞を踊ったことがきっかけとなり、高フェスに顔を出すようになり
ました。その過程で自分の中で変化のあった事を漫才のように２人で発表します。
７ 高フェスが私たちを変えた

山下さくら 名経大市邨高校
私たちが愛知県高校生フェスティバルの実行委員として今まで活動してきて
自分がどう変わったら発表します。
８ みうさんの２年間

同朋学内 同朋高校
場面緘黙症を抱えるみうさんが愛知県高校生フェスティバルで過ごした２年
間、何を感じどう成長したか話します！

９ 私達の成長
黒木亜華莉、和佐田汐里 安城学園

高校生活の半分、１年半を生徒会役員として過ごし、会長、副会長として夢を獲得するこ
とができる場所をつくろうと、衝突しながらも成長した私達の想いを聞きに来てください！
１０ 夢と幸せって言葉について考える

後藤海杜 享栄高校
皆さんには夢がありますか？そして皆さんは幸せって言葉の由来ってなにか知っていま
すか？今回はその夢と幸せというものについて皆さんとお話ししたいと思います！！

４ 群舞でひとつに！
誠信高校鈴木健太 船橋拓斗 酒井太夢 誠信高校

ある日突然、先生から「群舞を踊ろう」と誘われた。本番まで１ヵ月しかない中、学年
もクラスも部活も違う仲間と出会い、ただひたすら練習した。みんながひとつになれた。
５ 群舞に出会えて変わった自分

愛知黎明高校 愛知黎明高校
「群舞」たった２文字。この２文字にはたくさんの意味が込められている。群舞に参加し
て欲しい、何をするのだろう。そんな思いを抱き参加した。その日から自分が変わった。
６ 名大谷学内と文化祭での取り組み

名古屋大谷高校学内フェス 名古屋大谷高校
学内のメンバーだけでなく他校の子と一緒に群舞を踊るまでの流れや東別院の
方々と今までの活動を紹介するシンポジウムへの取り組みについて紹介します。

７ 群舞がひろがった福祉の学内
日本福祉大学付属高校学内 日本福祉大学付属高校

福祉の学内では、群舞を踊る人がとても増えました。その仲間たちが増えた
過程などを誘った側と誘われた側の話しを交えてお話しします。
８ 大学生の本音②

大人の学ぶ会 大人の学ぶ会
大学生になってからどのような生活を送っているのか、どのような問題に直
面しているのか、大学の魅力など、高校生に向けて大学生が話します！

４ 福島で感じた事
日本福祉大学付属高校学内・和太鼓部楽鼓 日本福祉大学付属高校

私たちは、夏休みに部活動で東北に行き、現地の人に話を聞いたり、震災の
跡を見ました。自分たちが感じたことや学んだことを話します。
５ リアカーボランティア２０１８

豊橋中央高校生徒会 豊橋中央高校
毎年行っている本校独自のリアカーボランティアを今年度は地域協同をテーマに実施
しました。地域の方と交流を深めることで新たな発見も。その取り組みを発表します。
６ LET’S６０ ―結。―

６０周年企画 同朋高校
ボランティアでは、人の役に立つ事のステキさや、周りの人との繋がりがいかに
大切かなどたくさんの事を学びました。それだけでなく人として成長できました。

７ それは群舞から始まった！
誉高等学校地域ボランティア部岩中茜、山岡泰士 誉高等学校

地域とつながる学校を目指し、様々な活動をしています。「小学生からお年寄りまで」、
「群舞から夏まつりまで」先輩から受けついだ地域との関わりについてお話しします。

４ 名大谷ボラ部３年間の歩みと思い
名古屋大谷高校ボランティア部 奥村英二 名古屋大谷高校

私たち名古屋大谷高校ボランティア部３年生が卒業を目前とし部活を引退しようとし
ている今、後輩や部活に思っていることを資料などを使い発表したいと思っています。
５ 国際協力！世界に笑顔を届けよう

日本福祉大学付属高校 国際協力部 日本福祉大学付属高校
創部１０年を迎える国際協力部。世界に笑顔を届けようをモットーに活動して
います。日頃の活動を紹介します。
６ ボランティア活動を通して

愛知淑徳高校ＪＲＣ部・小森麻矢 愛知淑徳高校
私はＪＲＣ部（Junior Red Cross）という部活で活動しています。私が今まで体
験したことや、活動を通して思ったこと、学んだことを話していきたいと思います。

７ 名古屋空襲を語り継ぐ作品制作
東邦高校美術科有志 東邦高校

東邦美術科では、今年名古屋空襲体験者の方から体験談を聞き、そこから感じた
こと等を作品として制作しました。その取り組みを通して得たことを発表します。
８ 社会貢献、はじめました！

名経大高蔵高校ソーシャル同好会 名経大高蔵高校
私たちは社会に貢献するソーシャル同好会を立ち上げ、同好会を通じて社会問題のボ
ランティア活動をしています。私たちに、何かアドバイスをいただけたら嬉しいです。

５ ミュージカルの新しい１歩
安城学園第３１次創作ミュージカル実行委員会 安城学園

３０年目で終わるといわれたミュージカルを３１年目に繫げたいきさつと、実行
委員の１回目の公演を終えての感想や次に向けての目標。
６ 人とのつながりが平和をつくる

日本福祉大学付属高校・生徒会執行部平和担当 日本福祉大学付属高校
昨年の文化祭でつながった福島商業高校。そこで、７年前福島で何があったのか、そして
今の福島の現状を知った。そこでの学びを元に私たちと震災について考えてみませんか？
７ ２年生がつながるためにしたこと

安城学園２年代表者会 安城学園
コースや階も関係なく壁をこわして２年生全体がつながれるように、２年代
表者会が考えて、学年全体でつながったレクとこれからの活動内容について。
８ 文化祭と私のクラス

菊華高校学内 菊華高校
私は２年続けて担任が同じ宇野先生でした。良い事も多くありましたが、一番大変だった
のは文化祭でした。その文化祭について、どのような物だったかを説明したいと思います。

１ 私たちがつくる卒業式第二部！
同朋高校生徒会 同朋高校

同朋高校の卒業式は厳粛な第一部と、私たちがつくる第二部があります。３年間を振り返
る構成詩。一二年生から三年生に贈る企画。多くの感動がある卒業式を知ってください。
２ 学園祭での取り組み

愛知淑徳高校生徒会・藤井飛鳥 愛知淑徳高校
私たちは今年の学園祭で生徒会として取り組んだことを紹介します。来年の学園祭をより良
いものにできるように、良かったことも悪かったことも紹介するので、是非聞いて下さい。
３ 東海高校記念祭について

東海高校生徒会 東海高校
東海高校の最大行事である記念祭（文化祭）を創っている記念祭実行委員会
の活動について紹介します。
４ 学園祭ＯＰムービーについて

愛知黎明高校生徒会 愛知黎明高校
学園祭のために取り組んだＯＰムービーについて苦労した事、嬉しかったこ
となどを話します。
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１６：００

１７：００

生フェス全体会
２階 会議室
１５：１５～１７：００

全体会
４階 多目的室 １５：１５～１７：００

「愛知私学の『２１世紀型学び』の到達点とこれからの展望！！」

全体会 １５：１５～１７：００ ４階多目的室
「愛知私学の２１世紀型学びの到達点とこれからの展望！」

＜レポーター＞
宮東靖浩氏（愛知私教連副委員長・自主活動部担当）
下村幸裕氏（名古屋高校教諭）、
地頭雅春氏（安城学園高校教諭）
神尾環樹氏（愛知淑徳高校教諭）
◆まとめ 寺内義和氏（愛知私教連 特別顧問）
◆司 会 山田益久氏（愛知私教連副委員長・教文部長）

世界の動向は混迷と激しさを増し、１８歳選挙権、新テスト、憲法改正、子どもの貧困など、
今後の日本と教育を大きく揺り動かすテーマが次々に迫ってくる中、私たちはどう進んでい
ったらよいのでしょうか？
愛知私学では、このような時代を鋭敏に察知し、特に青年教師の授業要求に焦点を当てた

『２１世紀型学び』戦略を打ち出し、３年前からは主権者教育を軸に、模擬国民投票を各学校
で展開してきた。さらに各校における多彩な実践の到達点を確認する。
今、愛知私学の教育をリードする多彩なレポーターによる百花繚乱の教育実践を紹介し、

到達点をしっかりと踏みしめると共に最後は私学の教育運動のリーダー、『大きな学力』『さ
れど波風体験』の著者である寺内氏に、これからの愛知私学の進むべき道を縦横無尽に語っ
ていただく。

みんな集まれ！『憲法カフェ』 ３階２０９
午後（公開授業）
第１部 伝えたいー未来への取り組み
① 「沖縄学習旅行」の報告 父母懇平和学習サークル
② 「平和の詩」の朗読 父母懇OB会有志
③ 「豊川海軍工廠記念館」見学報告 退職教（篠田さん）
④ 「名古屋空襲慰霊の日」制定を求める東邦高校生徒会の取り組み
⑤ 「コスタリカの主権者教育」 退職教（梶田さん）

第２部 ワークショップ「憲法ビンゴで遊ぼう！」
＊ビンゴゲームで楽しく憲法を学びます（景品あり！）

出版社企画 ９：５０～１５：００（１階ランチルームさくら）
今年も、各出版社から様々な教材・教具・教科書などを出展していただきます。是非、一度足を運んで実際に手にとり、業者の方と話をしましょう！
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