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魅惑の公開授業LINE UP
国語科教科懇公開授業 ９：５０～１２：００ 本館３階Ｃ１７

ジェンダーと文学
今年度はコロナによって近年行っていた読書会ができない中、リモートで『８２年生まれのキム・ジオン』やサマーフェスで与謝野晶子『そ
ぞろごと』とジェンダーに関わる内容のものを取り上げてきました。授業改革フェスでも、それにつながる内容の作品の公開授業を行い
ます。構想段階となりますが、前半に「兄/姉・弟/妹」関係が描かれている文学作品について考え、後半には前半の流れからジェンダー
理論に触れる内容の公開授業を行います。詳細は後日発行される国語科教科懇ニュースをご覧ください。

１

理科教科懇公開授業 ９：５０～１２：００ 本館２階物理実験室

あつまれ こうぶつの森
はいは～い，スズキチだなも 何か，ボクに相談だなも？……ふむふむ，専門外の科目の担当になって，困ってるんだなもね？そういう
ときは，専門の人に聞くといいんだなも！ボクたちも地学が専門じゃないけど，教えてもらって授業ができるようになったんだなも。理
科の部屋でお披露目するから，ぜひ来てほしいんだなも！ちなみに参加費は本来の現金だと４９８０００ベルかかるところ……‶参る”なら０ベ
ルでいいんだなも！

３

社会科教科懇公開授業 ９：５０～１２：００ 本館３階Ｃ１９

今年は、レッチリ～レッツ地理ホットペッパーズ～さあ地理を熱くスパイシーに挑戦しよう‼～
いよいよ地理が必修化されます。それに向けて、今年の社会科教科懇は地理に熱くスパイシーに挑戦します。公開授業では、まず参加者
でいろんな地形を見ていきたいと思います。その後、地形の背後にある防災や歴史について考えいきたいと思います。詳細は、社会教科
懇ニュースを参考にしてください。

２

数学教科懇公開授業 ９：５０～１２：００ 本館３階Ｃ８

折り紙で紋切りに挑戦！！
「紋（もん）」とは、家のしるしである家紋や、着物の模様などのことです。現在ブームの鬼滅の刃では、登場人物の着物にいろんな模様
があり、円と直線から作られています。「紋切り」は、紙を折り、型紙どおりに切り抜いて「紋」のかたちをつくるもので、寺子屋の教科
書にも載っていたそうです。
折り紙を折って切ることで、どこに数学が隠れているのかを一緒に学びましょう。

５

６ 養護教科懇企画 ９：５０～１２：００ 本館４階Ｄ１
①実践報告 奥村ニ美江先生（名経大市邨高校）３月末で退職されます。今までの経験談やこの際だから聞いておきたい事などあれこれ
を深掘りします。
②座談会 コロナ禍で色々知りたい事、相談したい事、他校の実践など皆さんで情報交換しましょう。

英語科教科懇公開授業 ９：５０～１２：００ 本館３階Ｃ１５

For Future Leaders
各国のリーダーたちの国民へ向けたメッセージを読み取り、もし自分がその立場であったらどんなメッセージを送るか考えてみよう。危
機の真っ只中にリーダーとして発言しなければならない…あなたならどうする？
「当日会場に来られない方は、Zoomを使ってオンラインでもご参加いただけます。」

トピック : 授フェス(英語科教科懇)
時間：２０２１年２月１４日０９：３０ＡＭ大阪、札幌、東京（～１６：３０）
Zoomミーティングに参加する
https：//us０２web.zoom.us/j/８２２４７１７２５９３?pwd=M１RMbFJMcnZSWmhJWVBUWkdNZGJ４QT０９
ミーティング ID：８２２４７１７２５９３
パスコード： English

４

家庭科教科懇企画 ９：５０～１２：００ 本館３階Ｃ１２

「おうちの中の人権は？」
主権者教育は、自分が社会の一員として大事にされ、声を出していいということを頭と心に落とし込み、動ける力を身につけること。SDGs
のスローガンは「誰一人取り残さない」。
でも、社会の中の最も小さなコミュニティ「おうち」の中で、それらは守れられている？パートナーや親子は？学校や仕事と家事・育児
・介護は？いろんな切り口から「おうちの中の人権」を考えます。

７

家庭科レポート＆交流会 13 : 00～15 : 00 本館３階Ｃ１２
１ コロナに負けない！調理実習 ２ オンライン赤ちゃんふれあい体験

和田峰一 南山男子 和田峰一 南山男子
コロナの影響で特に感染リスクの高い教育活動とされている調理実習を感染防止を考えて、実施しました。 例年、保育授業で行っていた赤ちゃんふれあい体験。でも、コロナで親子さんに来てもらえない、実際の赤ちゃんを抱

けない！もどかしい状況でもＺｏｏｍで交流しました。
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青青年年協協企企画画（（公公開開授授業業））

高高蔵蔵企企画画 （（本本館館３３階階ＣＣ１１１１教教室室ににてて））１１３３：：００００～～１１３３：：４４００

高高蔵蔵展展示示企企画画 （（図図書書館館棟棟１１階階）） ９９：：５５００～～１１５５：：００００

百花繚乱のレポート

アスクネット企画
『社会とともにつくる探究～生徒の心のスイッチの入れ方～』

探究を進める中で、「生徒達が受け身になってしまう」「どのように生徒達が課
題を見つけていくか」「生徒が主体的に活動しするためにはどうしたらよいか」
という声をお聴きすることがよくあります。アスクネットでも、愛知県内外で活
躍している社会人の方々と協働しながら、高校生の探究プログラムを実施してお
り、その中で生徒の心のスイッチが入るきっかけがあることに着目しました。
探究の一歩目である「生徒の心のスイッチの入れ方」について、探究活動の実

践者をパネリストとしてお招きし、一緒に考えていきます。

公開授業 理科社会チーム 本館４階Ｄ１９ ９：５０～１２：００

コロナ古今東西
青年協の理科と社会の合同チームがお届けする公開授業！「生物基礎・生物」の内容を中心に、新型コロナウィルス感染症やそれに関す
る事柄について理科の目線から授業を行います。また、過去に感染症が与えた歴史的な影響について、「世界史・日本史」の内容を踏まえ
つつ社会の目線からも授業を行います。

１

レポート 混成チーム 本館４階Ｄ２０ ９：５０～１２：００

学校をつくろう
４名の青年教師の実践レポート（授業、HR、部活動、探究）を聞いて、参加者が明日からどんな教育実践ができるかを考えるとともに、
学校を超えたつながりを作っていく企画です。もちろん青年教師以外の参加も歓迎です。

２

SDGｓワークショップ（午後） 本館４階Ｄ２０ １３：００～１５：００
今や未来に向かう地域づくりのキーワードとして欠かせなくなった「SDGs」。２０３０年にむけて多くの国や地域で様々な取り組みが始め

られています。日本でも自治体や企業が行動目標として掲げて活動を始めています。このSDGsの考え方を、地域の課題や未来に寄り添
った形で「自分ごと」として捉えなおしてみようというのが、「SDGs地方創生ゲーム」です。このゲームを通して、「潤いのある豊かな
生活を安心して営むことが出来る地域社会」を目指すために、個別の立場や組織を超えて、持続可能な地域の未来を実現するための活動
を疑似体験し、様々な気づきや学びを得てもらいたいです。
講師：ココミライ株式会社 代表取締役 松島有理

３

主権者教育 １３：００～１５：００ 本館4階D１２教室
１ 中学校１年生向け「主権者教育」

岡本 祐汰 淑徳
高校３年生の国語の授業で行った「主権者教育」を中学校１年生向けにアレンジを加えて実施しました。生徒が
考えやすい「学校校則」を題材として議論をしてもらいました。
２ コロナと地方自治

正木 崇之 淑徳
コロナ禍で国と地方の役割分担の議論が盛んになった。生徒自身が明瞭に政治の影響を受けた稀有でタイムリー
な教材を用い、中３社会の時間で主体的・対話的な学びを試みた。
３ 思わぬ広がりを見せた紙芝居授業

後藤 朋和 椙山
３年前のサマセミから進化を続けた、椙山ＯＧの大宮久子さんの名古屋空襲体験談からおこした紙芝居授業が思
いの外発展進化している様子をレポートします。
４ 主権者教育っぽくやってみた。

上村 淳 名経大高蔵
３年生の日本史Ａの授業を利用して昨年度の衆議院選前後で主権者教育っぽいことをやってみました。

５ 広くかつ鋭い視点で主権者教育を
野田 悟 南山国際

「主権者教育」を特別なものと構えず、それでいて最も求められる視点とは何かを丁寧に考えます。

６ フェス式典１年生徒参加
菰田昌孝 豊川

１年生が式典に参加するに当たり、私学助成制度の歴史と現状、式典の意義を学年で学習しました。

正解のない問いの授業 １３：００～１５：００ 本館４階Ｄ１５教室
１ 休校すべきか！探求を踏まえて

櫻井 奈々子 椙山
昨年度末、突然の休校！この機に「休校すべきか？」という生徒の探究活動を中日新聞で紹介して頂きました。
休校・学校の存在意義等、今改めて一緒に考えてみたいです。
２ 俳句甲子園の世界

水野 大雅 名古屋
勝ち負けをつけにくい文芸の世界にあえて勝ち負けをつける俳句甲子園。しかし、そこには正解があるかといえ
ば、そうでもない。その世界にとりくむ生徒たちを追う。
３ 書かず喋らず静かにさせず…

村上 聡 椙山
タイトルの通りです。板書をせず、あまり喋らず、生徒が喋りまくっている倫理の授業です。

４ イエスかノーか
伊藤さおり 名古屋大谷

人工中絶は是か非か、救急車は有料化すべきか、義理チョコにお返しは必要か、など「正解のない」問いを考え
させたグループディスカッションを紹介します。
５ なぜ直立二足歩行？研究発表授業

宮東 靖浩 福祉大付
地学基礎で、サルからヒトへの進化で「なぜ直立二足歩行になったのか」を論議をし、生徒が発表する授業に取
り組んでいます。まだ、未解明の課題を皆で考えた授業実践です。

オンライン社会見学「ウミガメからの便り」
南知多ビーチランドから中継し、“オンライン授業”を行います。飼育員との会話や問いかけ、飼育業務の見学、標本に触れるなど、教

科書を使った授業とは一味違う授業を体験できます。今回は普段見ることのできない水族館の裏側と、身近な海の生物『ウミガメ』や『環
境問題』についてご紹介ます。
（担当教員）川瀨貴惠（高蔵：理科）
（協力）南知多ビーチランド・株式会社名鉄インプレス・中部テレコミュニケーション株式会社

２０２０年度「校内読書週間」企画展示「コロナ禍を生きる」
「長谷川町子生誕１００年」と「ドラえもん５０年」
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総合探究（学習）① ９：５０～１２：００ 本館４階Ｄ１３教室
１ 目は遠く、足は地に。

米村 悠 至学館
留学後の生徒と足元の社会的課題を考える。日本語で論理的思考を深め、英語で発信力を高める。学校教育とい
うテーマからSDGsを学び、グローカルな視野を養う。
２ 若き学年主任の奮闘記

宇野 正峰 誠信
３０代前半という若さで学年主任への大抜擢！宇野学年の様々な取り組みを紹介します。

３ ＷＦ理科のとりくみ
小川貴子 豊橋中央

ワールドフライデーでは、SDGsを教科の視点からわかり易く解説しています。昨年はマイクロプラスチック
について発表し、今年はアカウミガメについて発表しました。
４ 修学旅行プロジェクト学習

野田貴史 豊橋中央
昨年度、初めて引率した修学旅行。会議を重ねプロジェクト学習を取り入れることとなりました。燃えてなくな
った首里城を前に我々は・・・率直な感想を伝えます。
５ コロナ禍における交流・校外活動

東野 泰之 名経大市邨
コロナ禍で多くの行事が実施困難かと思われました。市邨３年特進コースでは、校外交流やコロナ禍だからでき
る活動を生徒主体で果敢に取組ました。生徒と共に報告します。

総合探究（学習）② １３：００～１５：００ 本館４階Ｄ１３教室
１ 総合探究２年目の実践

田中 潤 名経大高蔵
「より良い社会」を目指して問題解決型の取り組みを実践して２年目を迎えました。その実践報告とこれからの
「学び」についてＳＤＧｓやＥＳＤの観点から考察します。
２ 人の誕生についての特別授業報告

なら木 振一郎 同朋
本校教員の妊婦さん３人と生物教員１人が助産師さんを学校に招き、ヒトの誕生について授業を行なった。本レ
ポートはその実践報告である。
３ 探究の始まり－「探究基礎」報告

長坂幸俊 黎明
黎明高校の「探究」科目のベースとなる「探究基礎」の授業を久しぶりに担当しました。２・３年の探究活動に
つづくきっかけとなる授業の内容を報告します。
４ Zoomの性教育の講演

鴨下 泰子 黎明
毎年実施していた産婦人科医の丹羽先生の性教育講演。急遽３箇所同時ｚｏｏｍの顛末。

５ 自然探究について
冬部 康則 黎明

本校の自然探究について語ります！！

６ 国際探究
伊藤 保憲 東邦

今年度新設のコースを紹介します！

ＩＣＴ １３：００～１５：００ 本館４階Ｄ１６教室
１ 「機械設計」のオンライン授業

安藤 幹斗 大同大大同
「機械設計」とは工業科必須の力学を主に学ぶ科目です。その授業をオンラインでした時の内容や生徒の取り組
み具合等をお話します。
２ ＩＣＴを用いた授業

村上太一 名女大
臨時休校明けから英語の授業でＩＣＴ機器を使い始めました。まだまだ拙い使い方ですが、その意図や今後の課
題などを紹介します。
３ 授業動画作成の実践報告

近藤 修彦 愛知
フリーソフトのMicrosoft Whiteboad を使用した授業動画作成方法を紹介します。

４ ベテランの挑戦
竹下 友二 誠信

ベテラン教員が、慣れないＩＣＴ授業への挑戦を報告

５ ＩＣＴの功罪～誰が為のＩＣＴか
中根 大志 名経大市邨

「生徒一人一台ｉＰａｄ」の学校が増えました。しかし、「どうやって」・「何のために」使うのでしょうか？過
度なＩＣＴ路線に疑問を持つ３０代教員が私見を話します。
６ コロナ禍でのＩＣＴ利用の推進

田浦 武英 南山国際
コロナウイルスの影響で、休校が続いた中、ＩＣＴを利用した授業の取り組みが一段と進んだ。どのようにＩＣ
Ｔ化が進み、現状また今後の展開について考えてみたい。
７ ＩＣＴアップデート安城学園編

竹内 徹 安城学園
コロナ禍とＧＩＧＡスクールを利用してWiFi のリニューアルと念願の生徒１人１台の環境を実現した公認＆た
だ働きの iPaL チームのたたかいと本校の現状をレポート
８ 吹部リモートワークでＭステ出演

竹内 徹 安城学園
３月からの突然の休校に伴い吹奏楽部も急遽リモートワークを開始。生徒のモチベーションが下がらないよう
日々闘っていたら幸運にも星野源に出会いＭステに出演した奮闘記。

インターンシップ １３：００～１５：００ 本館４階Ｄ６教室
１ 体験の積み重ねで見えた自分の道

角田 渉 名古屋
３度のインターンシップ、さらには東北大での合宿プログラムを通じ様々なものに触れ、自らの幅を広げ、つい
には進路選択にもつながった３年間の軌跡をお話しします。
２ インターンシップ～誉の第一歩～

石田 幸子 誉
今年度より誉高校で初めて導入された【インターンシップ】何から始め、どのように進むのか。生徒も初めて、
教員も初めて、一年目の学年主任による心の叫び。
３ 「人生設計ゲーム」の活動報告

三島陽介 桜丘
インターンシップの代わりに行った活動。成果と課題をまとめました。

４ 豊川高校インターンシップ
加藤美紀子 豊川

２年生２０２人が１１月に２日間に渡り、地域に出ています。自分の進路目標が決まる生徒もいます。また、教員が
社会と繋がる重要性を理解する企画です。
５ 黄柳野のインターンシップ

菅原周平 黄柳野
今年はコロナ禍で従来の全校生徒参加のインターンシップができませんでした。その中でもなんとか形を変えて
行いました。その様子を紹介します
６ 多様なインターンシップ

ＮＰＯ法人アスクネット アスクネット
キャリア教育コーディネーターの視点からみたインターンシップをお伝えします。

カリキュラム・進路・学校行事 １３：００～１５：００ 本館４階Ｄ１８教室
１ 黎明新カリへの道２０２２

持丸勝美 黎明
生徒は「ダイヤモンド」であると抱きながら、探究と看護５年一貫の導入をして８年が経過。新カリに向けて、
更なる進化のためにダイヤモンドの新たな研磨方法を模索中。
２ 全教員取り組みへの挑戦

安藤 恵太 誠信
進学で小論文を使用して受験する生徒に、担当教員をつけた。今年度は、管理職を含む全教員が担当。全教員が
取り組むことで進学実績はどうなったのか？そして教員の意識は？
３ 校外での授業に挑戦

原 洋輔 誠信
スポーツコースで行う８単位の「スポーツ」という授業。ここ数年間挑戦した、学校を飛び出しての様々な競技
への挑戦を発表します。
４ 安城学園カリキュラム論議

木全孝次 安城学園
２０２２年度新学習指導要領に向けての安城学園高校でのカリキュラム論議について話します。

５ コロナ禍の進路指導
加納純平 岡崎学園

製造業の求人数は減少、進学希望者はオープンキャンパスが中止やオンライン開催になった今年度のドタバタを
話します。
６ 受験勉強入門②

本多 弘明 豊橋中央
昨年度名古屋大学工学部に合格した本校卒業生や東京大学・京都大学などの難関大学合格者の学習方法を教えま
す。難関大学合格に確実に近付きますよ！
７ 修学旅行事前学習

小西孝典 名古屋大谷
今年度の修学旅行事前学習の内容についてお話しします。

８ 防災訓練アップデート
佐治 嘉隆 岡崎城西

生徒・教師・地域・東日本大震災で繋がった防災のプロ・・・。今まで関わった人々で作り上げた新しい城西の
防災訓練についてお話します。

父母提携・ＨＲ・自主活動 １３：００～１５：００ 本館４階Ｄ１７教室
１ 教員１年目を経験して

江口幹太朗 名古屋大谷
令和２年４月より勤務し、新任教員です。初担任を経験して、感じたことや意識していること等をお話しさせて
頂きます。
２ 輝く生徒～新たな自分への挑戦～

松村 美奈子 誠信
誠信高校の光り輝く生徒たち。群舞・部活動など、日常の生徒たちの姿を、セイシン永遠のアイドルミナコが報
告っ！
３ 網の目教育懇の最適化

小堀 能任 同朋
地域提携戦略を「今様」に創り直そう。こんなコンセプトで今年度は網の目教育懇談会のレポートを作ってみま
した。私学志向の中、よりよい進路選択の一助に。
４ 今年ならではの中１ＨＲ活動

伊藤 智子 淑徳
盛りだくさんだった行事がコロナで壊滅！入学したての中１に「それでも学校が楽しい！」と思ってもらうため
には・・・？あがき続けた２０年度の中１の活動を紹介します。
５ ６４文字の学級通信

片山 一成 享栄
携帯から送る文字制限６４文字の学級通信を紹介します。伝えたいことをコンパクトにまとめる苦労やエピソード
を紹介します。
６ クラスのお宝発見 イイモン書き

池ヶ谷真仁 豊川
ウチのクラスの仲間の魅力は？まじめ、ゴミを拾う、優しい、一生懸命・・。とにかく自他の良い場面をお互い
に、具体的に紹介してみよう。これぞのクラス作りの原点。
７ ＩＢＤについて知ろう！！

渡邉 智章 杜若
安倍元総理の患っているＩＢＤについて、知っていきましょう。若い人がかかりやすく、生徒でのおなかの弱い
子がいませんか。なかなか理解されない苦労もあります。
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レポート（国語） １３：００～１５：００ 本館３階Ｃ１７
１ 現代文実践
国語 藤井大輔 杜若
ＩＣＴ活用について。

２ 日福 ３年古典の取り組み
国語 日本福祉大学付属高校国語科３年担当 福祉大付
グループワーク、創作活動、共通テストに向けた学習……。２０２０年度３年古典Ｂで取り組んだことを紹介します。

３ １年を振り返って
国語 石田 有佳梨 名経大高蔵
新任１年目、コロナ禍で困難の多い中、初めてのＩＣＴ機器を使用した授業に奮闘した体験をお話しさせていた
だきます。

４ 教員四年目を振り返って
国語 林香里 享栄
これまでの実践を振りかえって、いま思うこと、考えていることをレポートします。

１ 国語 看護科とコラボした授業プリント 熊沢 大
黎明

２ 国語 文章集 金井 健太郎
名古屋

３ 国語 センター試験・試行調査古典厳選十題 水野 大雅
名古屋

４ 国語 古典基礎事項確認プリント集 板倉 寛
名古屋

５ 国語 高２現代文プリント 市橋 和也
名経大市邨

６ 国語 高１文理・休校中の課題 市川 庸輔
名経大市邨

７ 国語 高１ＣＤ・休校中の課題 市川 庸輔
名経大市邨

８ 国語 高１漢字４２０ 市川 庸輔
名経大市邨

９ 国語 古文単語テスト 市川 庸輔
名経大市邨

１０ 国語 国語総合プリント（現代文） 市川 庸輔
名経大市邨

１１ 国語 国語総合プリント（詩・古典） 市川 庸輔
名経大市邨

１２ 国語 高１夏休み課題 市川 庸輔
名経大市邨

１３ 国語 小論文にまつわるあれこれ 市川 庸輔
名経大市邨

１４ 国語 「お～い、お茶」新俳句投稿セット 市川 庸輔
名経大市邨

１５ 国語 生徒作品詰め合わせ 市川 庸輔
名経大市邨

１６ 国語 高２現代文授業プリント 小瀧太一
名経大市邨

１７ 国語 高２表現課題 松岡順子
名経大市邨

１８ 国語 高３古典ＩＣＴ授業プリント 川合 滝雄
名経大市邨

１９ 国語 ｉＰａｄを使った２分間スピーチ 高１普通科国語科
名経大高蔵

２０ 国語 現代文、隙間時間の創作活動 高３現文
名経大高蔵

２１ 国語 性善説と性悪説 尾崎 正憲
名経大高蔵

２２ 国語 こころ 尾崎 正憲
名経大高蔵

２３ 国語 山月記 プリント 安田真理子
豊田大谷

２４ 国語 カフェの開店準備 国語科
豊田大谷

２５ 国語 枕草子「すさまじきもの」 加藤美紀子
豊川

２６ 国語 「こころ」ワークシート 黒田啓一
豊川

２７ 国語 ２０２０年度３年古典Ｂの教材 森 あゆみ
福祉大付

２８ 国語 古典文法・古典常識学習プリント 森 あゆみ
福祉大付

２９ 国語 新俳句作り 藤井佑海
福祉大付

３０ 国語 新俳句づくり 半田こすも
福祉大付

３１ 国語 なりきり清少納言！現代版『枕草子』 半田こすも、富澤結菜、森あゆみ
福祉大付

３２ 国語 新俳句作り 富澤結菜
福祉大付

３３ 国語 中１国語授業プリント 高木雅敏
南山男子

３４ 国語 新聞コラムを使った授業プリント 勝山幸雄
南山男子

３５ 国語 古典文法識別問題集 勝山幸雄
南山男子

３６ 国語 古典プリント 矢野 昭彦
南山男子

３７ 国語 論述テスト・国語科通信 澤井 淳
南山男子

３８ 国語 今年度 古典プリント 磯村 美貴
同朋

３９ 国語 短歌授業用プリント 加藤 豊
同朋

４０ 国語 百人一首を現代短歌で！ 久保田 彩
同朋

４１ 国語 短歌を作ろう 原 藍子
同朋

４２ 国語 伊勢物語の地を歩く 坂井 柚香
同朋

４３ 国語 休校期間中に読み進める「こころ」 寺町 健
同朋

４４ 国語 生徒と創る「舞姫」の授業 小堀 能任
同朋

４５ 国語 定期考査の「あまり時間」で総復習 小堀 能任
同朋

４６ 国語 パワポ版「舞姫写真館２０２１」 小堀 能任
同朋

４７ 国語 「さくらさくらさくら」への道筋 中村 亮太
同朋

４８ 国語 「空き缶」前半プリント 柘植 さとみ
同朋

４９ 国語 「古典」の授業プリント 田中 宏明
同朋

５０ 国語 古文を自分なりに「翻訳」してみよう！ 武久 英人
同朋

５１ 国語 『汚れつちまつた悲しみに』を真似た創作 武久 英人
同朋

５２ 国語 ロイロノートを使った「羅生門」本の帯 河内 郊子
東邦

５３ 国語 ２年現代文 短歌プリント＆作品 古田 知子
東邦

５４ 国語 「紫式部」助動詞・敬語復習プリント 水谷 陽子
東邦

５５ 国語 古文・助動詞定着のための教材 水野 雄太
東邦

５６ 国語 羅生門補助プリント 野中 光
東邦

５７ 国語 国語科通信２０２０年度版 稲森 裕之
東海

５８ 国語 国文選２０２０ 中学国語科
東海

５９ 国語 １年生 国語総合 古典 千田 稔
杜若

６０ 国語 オンライン学習教材 村上 淳
大同大大同

６１ 国語 授業用プリント 山崎 一篤
誠信

６２ 国語 漢字コンクールに向けて 金田 南
聖霊

６３ 国語 漢文「性善・性悪ワークシート」 坂田 智子
星城

６４ 国語 評論文のスクラッチ・リーディング 小野 映子
星城

６５ 国語 ロイロを使った休校中課題報告 八田 一平
椙山

６６ 国語 毎日５分！作文＆漢字練習 櫻井 奈々子
椙山

６７ 国語 高３選択科目「国語表現」での取り組み 神尾 環樹
淑徳

６８ 国語 コロナ下の「現代文Ｂ」はどうだったのか。 西尾 俊哉
淑徳

６９ 国語 パワーポイント古典 小笠原 寿仁
至学館

７０ 国語 古典の基本プリント（中学校の復習） 今枝悦子
享栄

７１ 国語 古典の授業で使用したパワーポイント 吉田衣里
享栄

７２ 国語 山月記・学習プリント 奥田 愛
岡崎城西

７３ 国語 今年度の教材いろいろ（国語総合） 太田 丈也
岡崎城西

７４ 国語 村上春樹論 羽田拓朗
栄徳

７５ 国語 エヴァンゲリオン論 羽田拓朗
栄徳

７６ 国語 「忠度の都落ち」を現代ドラマに書きかえる 御宿伸子
安城学園

７７ 国語 国語で演じる 黒柳貴夫
安城学園

７８ 国語 演じてみた「忠度都落ち」 小川立子
安城学園

７９ 国語 「忠度都落ち」をマンガにしてみよう。 中村美弥子
安城学園

８０ 国語 サマセミ新聞改めコロナ禍新聞の取り組み 中嶋 朱子
安城学園

８１ 国語 授業新聞 片岡春海
安城学園

８２ 国語 神様２０１１ ４コママンガ 毛受 由美
安城学園

８３ 国語 慣用句、四字熟語プリント 廣中隆一
安城学園

８４ 国語 こころＴＨＥ ＭＯＶＩＥ 藏野辰徳
安城学園

８５ 国語 伊勢物語 まとめプリント 栁瀬 真代
安城学園

５ 故事成語の学習ー解説の作成ー
国語 中村崇太郎 聖霊
故事成語の由来となった漢文を生徒自らが精読して追加調査を行い、解説を作成する活動を通して、文法や語彙
のみならず、本文の内容・背景を学習する授業例の報告です。

6 教材「で」教えるキャリア教育
国語 長谷川光平 名古屋大谷
国語は教材で教える教科と言われます。テストのためだけでなく生徒の将来に役立つ授業が求められます。今回
はキャリア教育の側面から小説「卒業／魚住直子」を扱います。

７ 授業の取り組み
国語 大山 将生 岡崎城西
今年の授業について

８ 紙vsデジタル
青年協国語科チーム 青年協

教材のデジタル化進んでいますが、紙の教材かデジタル教材のどちらが国語力をつけるのにふさわしいのでしょ
うか？実際の教材を例に参加者でディスカッションしましょう！

教材（国語） ９：５０～１５：００ 本館３階Ｃ１６

１ 「２１世紀型
学び」 教文ニュース 松村 美奈子

誠信

２ 「２１世紀型
学び」 ＧＦＳⅢ 防災・主権者教育のとりくみ 山田尚悟

福祉大付

３ 「２１世紀型
学び」 地域探究Ⅰ授業プリント 長坂幸俊

黎明

４ 「２１世紀型
学び」 豊川オータムフェス式典「構成詩」脚本 黒田啓一

豊川

５ 「２１世紀型
学び」 保育入門 佐藤文俊

豊川

６ インター
ンシップ リモート職場体験 進路指導部

豊田大谷

７ インター
ンシップ インターンシップ 教員マニュアル 石田 幸子

誉

８ 高３の３
学期授業 ロマンチックカップケーキ作り 村林 美佐

淑徳

９ 主権者教育 ３年生学年アセンブリー 主権者教育 伊藤泰正
豊川

１０ 総合学習
（探究） ２０１９年度 修学旅行記 小林 民佳

聖霊

１１ 総合学習
（探究） 聖霊中学校 齋藤 拓自

聖霊

１２ 総合学習
（探究） 修学旅行調べ学習ワークシート 野中 光

東邦

１３ 総合学習
（探究） 職業探求ワークシート 野中 光

東邦

１４ 総合学習
（探究） ＬＧＢＴ講演会 下置 麻琴

椙山

１５ 総合学習
（探究） 「マイプロジェクト」の取り組み中間報告 八田 一平

椙山

１６ 総合学習
（探究） 至学館 人間科の授業（１学年） 橋本 ちなみ

至学館

１７ 総合学習
（探究） オンライン社会見学のまとめ 伊藤純子・川瀨貴惠

名経大高蔵

１８ 総合学習
（探究） SDGsってなんだろう？ 森田 航太

名経大高蔵

１９ 総合学習
（探究） 総合学習生徒レポートまとめ冊子 総合学習係会

名経大高蔵

２０ 総合学習
（探究） T‐FILE NOTEBOOK１～３年 総合探究係会

名経大高蔵

２１ 総合学習
（探究） 総合の時間ー近現代講座ー 澤中 渉

中京大中京

２２ 総合学習
（探究） 社会探究ゼミ プリント教材 菅井 治

南山男子

２３ 総合学習
（探究） 読書の木 尾崎誠

豊川

２４ 総合学習
（探究） 探究１年目！お試し教材 小川 千晶

岡崎城西

２５ 総合学習
（探究） 進路研究会 教員マニュアル 石田 幸子

誉

教材（２１世紀型学び・主権者教育・総合学習・インターンシップ） ９：５０～１５：００ 本館４階Ｄ８
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レポート①（社会） １３：００～１５：００ 本館３階Ｃ１９
１ コロナ禍における学力定着の実践
社会① 芳賀 健太郎 同朋
従来のように授業をし、生徒の取り組みを評価することが難しい世の中になった。生徒が学校を休んだ場合でも、
できる限り不利益のないよう務めた実践を紹介します。

２ 中２あつた歴史・地理探訪
社会① 中島典昭 淑徳
４０年以上にわたって社会科を中心に中学２年生の学年行事として実施してきた熱田区周辺をめぐる巡検について
報告します。

３ 地理のＧＩＳってなに？
社会① 市川 雅歳 名経大市邨
新指導要領で地理の柱の一つになったＧＩＳ。初心者だった私がＧＩＳを使った授業実践について本の原稿を書
くまでになりました。ＧＩＳは怖くない。あなたも使いこなせます

４ オンライン社会見学～社会編～
社会① 花田 達郎 名経大高蔵
１１月に行われた「オンライン社会見学」の概要を簡単に紹介します（「理科編」の姉妹版）。

５ 動画配信に取り組んで
社会① 向井直紀 福祉大付
臨時休校が続いた４・５月に、世界史Ｂ（４単位）の動画配信をおこないました。やってみてわかったことをレ
ポートします。

６ 地理をこの一年とりくんで
社会① 杉浦 浩司 黎明
この一年専門外の地理をやってみたことについてレポートします。

７ 社会科教科実践
社会① 迫田 皐 黎明
はじめて、教壇にたっておこなった教科実践を報告します。

８ 社会科教員の基礎知識 Ｒ１
社会① 湊 俊夫 黎明
社会科教員基礎知識をもう一度レポートします。

レポート②（社会） １３：００～１５：００ 本館３階Ｃ２０
１ ドラマ・ルーツで考える黒人差別
社会② 藤村 宏明 名古屋
７０年代に日米で放映され大反響を呼んだＴＶドラマ・ルーツは黒人差別の歴史を奴隷貿易からたどった名作です。
近年アメリカで再燃している問題を考える絶好の教材です。

２ コラボ de 世界史
社会② 弓立祐貴 東海学園
本校の杉森先生と夏に発表した授業を行います。

３ コラボ de 世界史
社会② 杉森司郎 東海学園
夏に発表し、そこそこ好評だったコラボ授業を行います。

４ 日本史Ｂ授業プリントの作り方
社会② 上村淳 名経大高蔵
今年はじめてパワーポイントで授業プリントを作成してみました。まだ、試行錯誤の連続ですが、その作成課程
をレポートします。

５ 基地から考える「公共の福祉」
社会② 根本 理平 南山女子
「社会公共の利益」が優先されて良いのか。沖縄の米軍基地と反戦地主たちの闘いから考えます。

６ 帰国生の学習とグローバル視点
社会② 野田 悟 南山国際
帰国生と外国籍の生徒を対象とする本校において、これまでに取り組まれた「グローバル」視点の教育実践例を
示し、そこから読み取れる成果と課題を探ります。

４５ 社会 授業用プリント 山田 逸記
誠信

４６ 社会 世界史史料 古澤 歩
聖霊

４７ 社会 欧州研修 報告集 椙山社会科（村上．丹羽．内藤）
椙山

４８ 社会 地誌を勉強する前に国々を学ぼう！ 平林 裕規
淑徳

４９ 社会 世界史Ａノート（オリジナル教材） 林田 直樹
淑徳

５０ 社会 現代社会通信 山本雅博
享栄

５１ 社会 世界史Ａ「授業プレゼンテーション資料」 西山悟史
享栄

５２ 社会 新型流行語プリント 伊藤 今日子
菊華

５３ 社会 内閣史 伊藤 広剛
岡崎城西

５４ 社会 世界史Ａ 授業プリント 山内 寛太
岡崎城西

５５ 社会 世界史Ａ授業ノート 大村 義親
岡崎城西

５６ 社会 倫理授業ノート 大村 義親
岡崎城西

５７ 社会 日本史Ａ授業ノート 大村 義親
岡崎城西

５８ 社会 日本史Ｂ授業ノート～その１～ 大村 義親
岡崎城西

５９ 社会 日本史 夏休みの課題 加納純平
岡崎学園

６０ 社会 世界史のプリント 窪田 裕介
岡崎学園

６１ 社会 「世界史演習」授業プリント 山盛 洋介
安城学園

６２ 社会 学園祭コラボ授業プリント＆パワポ 中村友洋
安城学園

６３ 社会 カラヴァッジョとルネサンス 田代 勝裕
安城学園

６４ 社会 現代社会～市場のしくみについて～ 杉原 修一
愛知

６５ 社会 高２地理Ａ系統地理分野（人口と都市村落未収録） 濱脇 洋輔
愛知

６６ 社会 共通テスト社会出願分析傾向予測 伊藤 耕
愛知

１ 社会 地理Ａプリント 杉浦 浩司
黎明

２ 社会 休校中 地理課題 長坂 幸俊
黎明

３ 社会 ＩＣＴを活かした歴史の授業 小林 航一
名女大

４ 社会 世界史Ａ授業プリント 山下 嘉一
名古屋

５ 社会 中学２年 歴史授業プリント 大島 江介
名古屋

６ 社会 応用地理プリント 地理探求を見据えて 市川 雅歳
名経大市邨

７ 社会 中学２年「歴史」授業プリント 中根 大志
名経大市邨

８ 社会 社会 授業プリント 田中 裕介
名経大市邨

９ 社会 日本史Ｂ授業プリント 上村 淳
名経大高蔵

１０ 社会 コロナ禍でのＦＷレポート 藤谷 泰文
名経大高蔵

１１ 社会 『観光大使になろう』 野澤 直仁
名経大高蔵

１２ 社会 SDGs～環境、経済、人権、平和など～ 加納健介
豊田大谷

１３ 社会 幻の修学旅行事前学習 地歴公民科
豊田大谷

１４ 社会 地歴プリント 藤川明仁
豊田大谷

１５ 社会 ロイロノートを活用した現代社会 平松和貴
豊川

１６ 社会 休校中に配信した授業動画（世界史Ｂ） 向井直紀
福祉大付

１７ 社会 休校対策！日本史Ｂ授業動画 赤井 翔
福祉大付

１８ 社会 日本史ノート 水口裕介
南山男子

１９ 社会 中３公民ワークシートあれこれ 根本 理平
南山女子

２０ 社会 中１チリンピック（地理クイズ） 天野義真
南山女子

２１ 社会 日本史プリントプリプリ 原始古代編 半沢 里史
南山女子

２２ 社会 日本プリントプリプリ 中世編 半沢 里史
南山女子

教材（社会） ９：５０～１５：００ 本館３階Ｃ１８
２３ 社会 日本史プリントプリプリ 近世編 半沢 里史

南山女子
２４ 社会 日本史プリントプリプリ 近代後半編 半沢 里史

南山女子
２５ 社会 日本史プリントプリプリ 現代編 半沢 里史

南山女子
２６ 社会 世界史授業プリント 米澤幸司

南山女子
２７ 社会 実物教材 高橋晴之

南山国際
２８ 社会 社会科ＤＶＤ教材リスト＇２０年度版 野田 悟

南山国際
２９ 社会 歴史総合「昭和恐慌と戦前ポピュリズム」 宮城 道良

同朋
３０ 社会 初めての地理授業プリント 遠山 拓

東邦
３１ 社会 世界史授業プリント 後藤 洋輔

東邦
３２ 社会 国際探求コース 宗教史授業プリント 山下 峻平

東邦
３３ 社会 見方考え方を働かせる日本史学習プリント 中山 智貴

東邦
３４ 社会 日本史年代整理 中村 健太郎

東邦
３５ 社会 日本史授業プリント 田村 友一

東邦
３６ 社会 PowerPoint を使って授業してみた 畔野 友紀

東邦
３７ 社会 生い立ちの記（青年期） 奥村 卓

東海学園
３８ 社会 授業プリント世界史Ｂ 弓立 祐貴

東海学園
３９ 社会 みだれうち現社 熊澤 勇紀

東海学園
４０ 社会 世界史プリント 黒田 麻里名

東海学園
４１ 社会 世界史Ａ授業プリント 杉森 司郎

東海学園
４２ 社会 青年期テキスト 太田 伸二

東海学園
４３ 社会 授業通信「かるちべいと２０２１」 西形 久司

東海
４４ 社会 classi ノートを利用した現代社会 松田剛紀

杜若

１ 感染予防対
策について 保健だより 安藤裕子

南山男子
２ 教育相談 クローバー通信 早川 裕

名古屋大谷
３ 性と生の

教育 国内最大の性に関する調査結果概要速報 中谷豊実
南山男子

４ 養護 保健だより 高岡 瞳
淑徳

５ 養護 保健だより 市邨中高保健室
名経大市邨

６ 養護 コロナ渦中の渾身の保険だより 椙山養護科
椙山

７ 養護 保健だより 享栄高校保健室
享栄

８ 養護 ウイルスシリーズ（教文ニュース） 宮下重和
南山男子

９ 養護 保健室だより 服部朱美
名古屋大谷

１０ 養護 保健室だより 保健室
豊田大谷

１１ 養護 保健室通信 鈴木沙代子
豊川

１２ 養護 勝利へのメントレ 鈴木沙代子
豊川

１３ 養護 ほけんだより 嶋田 裕香
誉

１４ 養護 情報の作品例集 渡邉 智章
杜若

教材（養護・教育相談・性教育など） ９：５０～１５：００ 本館４階Ｄ１

１ 家庭 休校課題オンライン用解説動画 余語 宗紀
東海

２ 家庭 我が家のお掃除大作戦！ 椙山家庭科
椙山

３ 家庭 生物育成レポート 椙山家庭科
椙山

４ 家庭 お正月のお雑煮を作ってみよう 椙山家庭科
椙山

５ 家庭 エプロンシアター 椙山家庭科
椙山

６ 家庭 エプロンシアター 椙山家庭科
椙山

７ 家庭 心を育む絵本作り 伊藤 実子
名経大高蔵

８ 家庭 お弁当の献立を考えよう！ver.２ 享栄高校家庭科
享栄

９ 家庭 SDGs 吹田 沙織
豊田大谷

１０ 家庭 コロナに負けない！調理実習 和田峰一
南山男子

１１ 家庭 中３調理実習 鈴木美華
南山女子

１２ 家庭 一般常識＋２０２０年時事ネタ問題 加藤美紀子
豊川

１３ 家庭 フードデザインの食材レポート 義干靖子
豊橋中央

教材（家庭） ９：５０～１５：００ 本館３階Ｃ１２

6



レポート（数学） １３：００～１５：００ 本館３階Ｃ８
１ 今年度の教科指導
数学 石原 裕樹 岡崎城西
日頃の授業で扱っている教材などの紹介。

２ 先取り学習の行方
数学 杉山祐介 東海
今年度から数学研究部で行われている「速習コース」という先取り学習の取り組みについて紹介します。

３ パワーポイントを用いた授業動画
数学 中島信行 淑徳
全国一斉休校中、授業動画を配信し、２問程度ずつ、生徒に課題を提出させました。簡単に添削もしました。苦
手な生徒は何度も繰り返し視聴し学習していたようでした。

１ 数学 中学１年数楽のひろば 伊藤 友則
東海

２ 数学 中学３年数楽のひろば 永田 知也
東海

３ 数学 『数Ⅲ』入試問題演習プリント 杉浦 一輝
東海

４ 数学 数学の授業で用いたプリント 村上 彰慶
東海

５ 数学 中学２年数楽のひろば 髙橋 健
東海

６ 数学 考える数学 森崎 公平
名古屋

７ 数学 YouTube で休校課題 高岡 寛貴
同朋

８ 数学 電卓が必要なデータ分析 山本 明里
同朋

９ 数学 謎解き×数学③ 坪内 翼
同朋

１０ 数学 雑多なプリント 片野 清道
同朋

１１ 数学 休校中の授業動画 水野 秀紀
聖霊

１２ 数学 数学Ⅱ 授業プリント 長谷川 照明
聖霊

１３ 数学 授業におけるグラフ計算機の活用例 朝比奈 雅人
東邦

１４ 数学 新任教師に向けた研究授業例 塚本 郁也
東邦

２９ 数学 ２次関数あれこれ 前田有嬉
南山女子

３０ 数学 ナッキーのきまぐれ数楽 加藤尚樹
南山国際

３１ 数学 ＩＣＴを利用した授業教材 薮下拓紀
豊川

３２ 数学 コロナ禍の授業配信動画 夏目 裕暢
岡崎城西

３３ 数学 三角方程式の練習プリント 格清 隆則
岡崎城西

３４ 数学 敷き詰めパズル 国本 考史
岡崎城西

３５ 数学 振り返りプリント 石原 圭輔
岡崎城西

３６ 数学 授業ノート 石原 裕樹
岡崎城西

３７ 数学 図形と計量・基礎プリント 長谷川 晃裕
岡崎城西

３８ 数学 授業プリント 古橋和明
安城学園

３９ 数学 数学の授業プリント 金谷 勇作
岡崎学園

４０ 数学 ハノイの塔 夏目健太
栄徳

４１ 数学 高校入試対策 小牧 政文
杜若

４２ 数学 関数の連続性と微分可能 田畑伸晃
享栄

教材（数学） ９：５０～１５：００ 本館３階Ｃ７

１ ＨＲ １Ａ学級通信“４７ Aviators＂ 折井 貴大
東海

２ ＨＲ ２Ｈ学級通信“Harmony＂ 折井 貴大
東海

３ ＨＲ 高３学級通信「道標」から 下村 幸裕
名古屋

４ ＨＲ ２０２学級通信 でびる 宇野 信昭
菊華

５ ＨＲ 高校２年Ｂ組学級通信 荒島 加世子
聖霊

６ ＨＲ ２０２０年度学級通信 小林 民佳
聖霊

７ ＨＲ 中１～高３ ６年間の学級通信 清水 彩
聖霊

８ ＨＲ 学級通信 大野木 美鶴
聖霊

９ ＨＲ 受験目前の生徒への「学級通信」 水谷 陽子
東邦

１０ ＨＲ 学級通信 神谷 徳香
名経大市邨

１１ ＨＲ 高２文理学年通信 北岡 由依
名経大市邨

１２ ＨＲ １Ａ学級通信 市原 慧
至学館

１３ ＨＲ ２年葵組 学級通信 花田 達郎
名経大高蔵

１４ ＨＲ 中学３年生 学年通信 吉安 由美子
名経大高蔵

１５ ＨＲ 学級通信でコミュニケーション 岩田千尋
福祉大付

１６ ＨＲ クラスだより 藤原 雅司
星城

１７ ＨＲ 学級通信 勝山幸雄
南山男子

１８ ＨＲ 生徒が作る学級通信「週刊サンノニ」 沓名 智丈
岡崎城西

１９ ＨＲ 学級通信 大山 将生
岡崎城西

４ 質問指導の種別
数学 佐藤太一 桜丘
桜丘高校英数科では、質問指導のシステムがあります。この一年間で、生徒の質問がどのように変化したか、報
告したいと思います。

５ 時間と手間をかけ過ぎない授業
数学 小林 功 岡崎学園
授業準備に時間と手間を掛け過ぎない、頑張りすぎない、手抜き準備、手抜き授業、アクティブラーニング？の
実践を紹介します。

６ Ｅテレ某番組より
数学 野末 訓章 南山男子
何気なく見ていた幼児用教育番組にて、教材として使えそうな内容があったので紹介します。

１５ 数学 数学Ｂ「漸化式の解法」プリント 舟川 快
淑徳

１６ 数学 YouTube 授業動画 森 紀雄
名経大市邨

１７ 数学 授業プリント 白石 慶子
東海学園

１８ 数学 休校中 ロイロノート活用例 斎藤 裕樹
椙山

１９ 数学 数学Ⅲ予習プリント 水野 貴仁
椙山

２０ 数学 確立の活用（中学編） 村田 力哉
椙山

２１ 数学 ３点を通る円の公式を探す 礒部 一哉
至学館

２２ 数学 算額奉納問題 礒部 一哉
至学館

２３ 数学 数学授業用プリント 渡邊 浩之
誠信

２４ 数学 数学研究～生徒作品 柳井谷 真吾
名経大高蔵

２５ 数学 数学教材色々 佐竹裕一郎
名古屋大谷

２６ 数学 三角関数のグラフをgeogebra でかく 山北雄哉
南山男子

２７ 数学 三角関数公式 覚え方まとめ 川西徳弘
南山男子

２８ 数学 中１・数学１ 冬休みハイレベル問題集 谷口 直也
南山男子

２０ ＨＲ 学級通信「We're Buddy！」 大村 義親
岡崎城西

２１ ＨＲ 初担任の学級通信 清水香澄
豊橋中央

２２ ＨＲ 学級通信「もくもく ２‐Ｅ」 児島よしみ
誉

２３ ＨＲ 学級通信（手抜き版） 羽田拓朗
栄徳

２４ 学校新聞 学校新聞 総務部
豊田大谷

２５ 学年 「知感考動」高校２年生学年通信 金尾 文子
菊華

２６ 学年通信 生きる力Ⅲ（学年通信） 神谷 貴博
至学館

２７ 教育と組織をつなぎつくる 「読み応えのある」教文ニュース（通信） 高蔵教文部
名経大高蔵

２８ 教文ニュース 愛知黎明高校教文ニュース アソート 杉浦 浩司
黎明

２９ 助成金 助成金推進ニュース 松村 美奈子
誠信

３０ 進路指導 進路通信 北林 晃
安城学園

３１ 父母提携 網の目教育懇談会資料 小堀 能任
同朋

３２ 父母提携 父母懇だより 松村 美奈子
誠信

３３ 父母提携 尾張東部センターニュース 松村 美奈子
誠信

３４ 父母提携 学級通信・学年通信今年イチオシの１号 高蔵父母提携部
名経大高蔵

３５ 父母提携 学級通信 ジャンプ 安藤 哲嗣
黎明

３６ 父母提携 一学年通信 【縁～ゆかり～】 石田 幸子
誉

３７ 父母提携 ２学年通信 【立志立身】 誉高校２学年
誉

教材（ＨＲ・父母提携・学級学年通信・ニュースなど） ９：５０～１５：００ 本館４階Ｄ９

１ 中学道徳 杉原千畝を中学道徳でやってみた 後藤 朋和
椙山

２ 部活動 ＬＡＣＲＯＳＳＥ！！トレーニング 志治 沙也加
聖霊

３ 部活動 演劇部 発声練習マニュアル 赤坂 学
大同大大同

４ 部活動 全国上位のアクセス数！高蔵合気道部ブログ 臼井 明
名経大高蔵

５ 部活動 インターアクトクラブ部誌 奥出 朝紀
岡崎城西

６ 福祉 休校中の福祉の課題 神谷栄司
名古屋大谷

７ 福祉 介護職員初任者研修 まとめレポート集 鵜生里枝子
豊田大谷

８ 保健
生徒指導 コロナ禍の指導部通信 宮部 尚子

聖霊
９ 保健体育 保健 授業プリント 金尾 文子

菊華
１０ 保健体育 オンライン学習に備えた教材作成 荒谷 美佳

大同大大同
１１ 保健体育 高１保健体育、心肺蘇生 梅垣宏之

南山女子

教材（道徳・部活動・福祉・保体など） ９：５０～１５：００ 本館４階Ｄ１０
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当日会場に来られない方は、ＺＯＯＭを使ってオンラインでもご参加いただけます。

レポート①（英語・外国語） １３：００～１５：００ 本館３階Ｃ１４
１ 「大学入試改革」のゆくえ①
英語① 堀口陽平 東海
特に英語科を中心に混迷を極める大学入試改革。度重なる迷走に振り回された現場からのレポートと、その背後
にある問題への視座を考えていきます。

２ 「大学入試改革」のゆくえ②
英語① 折井貴大 東海
特に英語科を中心に混迷を極める大学入試改革。度重なる迷走に振り回されてた現場からのレポートと、その背
後にある問題への視座を考えていきます。

３ スマホでネイティブになる方法
英語① 浅井泉芙 東海
スマホを用いた発音指導の方法について紹介します。スマホ一台一台が生徒にとって発音の「先生」になります。
正しい発音が身につけば、リスニング力も自ずと向上します。

４ ノートアプリの活用実例（英語）
英語① 岡本 篤 名経大市邨
市邨で導入したノートアプリ（ＭｅｔａＭｏｊｉ Ｃｌａｓｓｒｏｏｍ）の英語授業での活用実践例の紹介。ア
プリ上でのオリジナル教材とそのねらい、使い方などをレポート。

５ 高３選択授業とＩＣＴツール
英語① 松本 佳香 椙山
新型コロナウイルスによる休校をきっかけにロイロノートが授業ツールに加わりました。使いこなせていません
が授業をどうやりたかったかと、実践についてです。

６ オンライン交流について
英語① 柴田 舟 名経大高蔵
今年度残念ながら中止になった本校の海外研修。その代わりに実施予定のオンライン交流企画について紹介しま
す。

７ 生徒が主体的に取り組む工夫
英語① 岡本章訓 豊田大谷
授業を展開していくうえで生徒が主体的に参加するための工夫や実践についてレポートします。

８ 複数技能統合に基づく授業改革
外国語 神園あかり 安城学園
外国語科の目標を達成するためには、単一の技能獲得に終始していてはいけない。実際の言語使用場面を想定し、
複数の技能や知識を統合的に活用する授業を追究している。

１ 英語 入試英作文頻出表現演習Part２ 吉田 裕
東海

２ 英語 読解英文法 寺田 幸弘
東海

３ 英語 新英語副読本 notes 西村 尚登
東海

４ 英語 長文教材とリンクさせたライティングテスト 折井 貴大
東海

５ 英語 速読英単語必修編小テスト 浅井 泉芙
東海

６ 英語 入試英作文頻出表現演習Part１ 大矢 梨紗子
東海

７ 英語 コミュ英Ⅰ パワーポイント資料 谷中 克年
東海

８ 英語 新英語副読本 渡辺 真澄
東海

９ 英語 英語構文演習 梅川 理絵
東海

１０ 英語 コミュ英Ⅰ授業プリント 北村 雅臣
東海

１１ 英語 夏から始める英作文 堀口 陽平
東海

１２ 英語 自由英作文 冬の総仕上げ 堀口 陽平
東海

１３ 英語 「読解英文法」授業プリント 堀口 陽平
東海

１４ 英語 まちがいをさがせ！ 加藤 沙織
名古屋

１５ 英語 英語で英語を読むための授業プリント コミニュケーション英語Ⅰチーム
同朋

１６ 英語 英語表現Ⅱ（３年生） 英語表現Ⅱ ３年生チーム
同朋

１７ 英語 英語表現Ⅱ 犀川 桂子
同朋

１８ 英語 英語表現Ⅰ１年生チーム 水野 孝
同朋

１９ 英語 I Have a Dreamに学ぶ 瀧 正範
同朋

２０ 英語 コミュニケーション英語３ 嶋崎 雄一朗
同朋

２１ 英語 高２英語表現Ⅱ 生徒レポート 荒島 加世子
聖霊

２２ 英語 英語 project 学習 生徒と６年の歩み 清水 彩
聖霊

２３ 英語 「クリスマスってなぁに」を翻訳しよう！ 清水 彩
聖霊

２４ 英語 授業ハンドアウト アレキサンドル髙瀨
東邦

２５ 英語 英語Ｗｅｅｋｌｙの授業 伊藤 保憲
東邦

２６ 英語 ロイロノートでの実践 加藤 強
東邦

２７ 英語 オンライン授業で使ったパワーポイント 河合 唯希
東邦

２８ 英語 英語演習Ⅰ教材 東邦高校２年生英語科
東邦

２９ 英語 授業の理解を促すプリント 遠山 勝則
淑徳

３０ 英語 えいごのうた 宮島 彩
淑徳

３１ 英語 「必携英作文（数研出版）」授業プリント 山本 理
淑徳

３２ 英語 パワーポイントでの英文解説 梁瀬 健吾
淑徳

３３ 英語 ＩＣＴ×英語授業（ノートアプリの活用） 岡本 篤
名経大市邨

３４ 英語 探求英語授業プリント 尾形 春香
名経大市邨

３５ 英語 ２年生コミュ英語Ⅱ授業プリント 笠行 悦子
東海学園

３６ 英語 授業プリント 牛込 祐二
東海学園

３７ 英語 高３選択 ３学期プロジェクト 松本 佳香
椙山

３８ 英語 高３選択 エッセイライティング入門 松本 佳香
椙山

３９ 英語 MANGA in English 中新 愛子
至学館

４０ 英語 English song／仮定法 中新 愛子
至学館

４１ 英語 世界のChristmas Food 中新 愛子
至学館

４２ 英語 授業用プリント 齋藤 雄基
誠信

４３ 英語 あなたの座右の銘は？ 久木元 大地
名経大高蔵

４４ 英語 単元軽重をつけた授業計画と実技テスト 普通科１年英語科進学コース
名経大高蔵

４５ 英語 英語の基本文 習熟度クラス配布プリント 稲熊 誠
享栄

４６ 英語 １日１英語 高橋駿介
福祉大付

４７ 英語 英語表現Ⅱ 実際に授業で使ったプリント 田中理恵
福祉大付

４８ 英語 英語教材① 八木 亜希子
黎明

４９ 英語 英語教材② 八木 亜希子
黎明

５０ 英語 英語教材 林 翔大
黎明

５１ 英語 英語教材 林 知明
黎明

５２ 英語 沖縄美ら海水族館 不定詞について 進藤優樹
豊田大谷

５３ 英語 授業プリント 橋本岳
南山男子

５４ 英語 Web上の動画を用いたリスニング指導 佐々木奈緒美
南山男子

５５ 英語 英検ライティング例文集 佐々木奈緒美
南山男子

５６ 英語 中１対象 Show & Tell 課題 上田泰寛
南山男子

５７ 英語 高２コミュニケーション英語 久留宮一浩
南山女子
中島正喜５８ 英語 高３、エクストラリーディング 南山女子
杉浦紳５９ 英語 「海外事情」英字新聞ニュース 豊川
野村光子６０ 英語 授業プリント＆平和推進のための生徒意見 豊川
沓名 智丈６１ 英語 定期考査振り返りシート 岡崎城西
新野 宥貴６２ 英語 授業プリント 岡崎城西

６３ 英語 英単語百人一首 塚本 将矢
岡崎城西
天野 朋美６４ 英語 英語表現Ⅱ・授業プリント 岡崎城西

６５ 英語 教科書の素材を使って４技能トレーニング 野瀬 泰弘
岡崎城西
国分渉悟６６ 英語 ＮＥＴＦＬＩＸで学ぶ 安城学園

６７ 英語 英検２次対策（評価基準共有チャート） 杉浦 竜也
安城学園

６８ 英語 ２年Ｃ英語（プレゼンテーション） 杭田啓世
豊橋中央

６９ 英語 コミュニケーション英語Ⅲ 休校中課題 砂川 和輝
誉

７０ 英語 コミュニケーション英語Ⅲ授業プリント 川崎 円香
誉

７１ 英語 コミュニケーション英語Ⅱ授業プリント 藤本裕太
誉

７２ 外国語 ＵＰＧＲＡＤＥ英文法・語法問題 視覚教材 榊原智穂
福祉大付

７３ 外国語 卒業後も「英語を通じて幸せになれる」教材 神園あかり
安城学園

７４ 国際交流 オーストラリア研修 橋本岳
南山男子

７５ 国際交流 ＮＺターム留学 橋本岳
南山男子

７６ 国際交流 国際交流通信 カナダ留学体験記 安田真奈美
豊川

教材（英語・外国語・国際交流） ９：５０～１５：００ 本館３階Ｃ１３

１ 学校行事 男子校の修学旅行 三里 健一
名古屋

２ 学校行事 学校行事「リトルワールド」のしおり 岡本祐汰・正木崇之
淑徳

３ 学校行事 校内読書週間企画展示「コロナ禍を生きる」 図書委員会
名経大高蔵

４ 学校行事 長谷川町子生誕１００年・ドラえもん５０年 図書委員会２
名経大高蔵

５ 学校行事 洗心の窓ノート（宗教講話ノート） 吉田真良
名古屋大谷

６ 学校行事 修学旅行事前学習の成果 小西孝典
名古屋大谷

７ 学校行事 学園祭パンフレット 安井元重
豊川

８ 自主活動 ジェットコースター設計図 上田 真穂
同朋

９ 自主活動 クリスマス紙芝居 小林 民佳
聖霊

１０ 自主活動 文化祭クラス企画 大野 智子
聖霊

１１ 自主活動 東邦高校生徒会機関誌「東邦」 古田 知子
東邦

１２ 自主活動 生徒会機関誌「興風」 愛知高校生徒会
愛知

１３ 自主活動 生徒会機関誌「清光」 愛知中学生徒会
愛知

１４ 自主活動 医療現場＆覚王山商店街にエールボードを！ 中学生徒会顧問団
椙山

１５ 自主活動 生徒の学び～自主活動 高蔵自主活動部
名経大高蔵

１６ 自主活動 生徒会新聞 生徒会
豊田大谷

１７ 自主活動 生徒会誌『おもだか』 豊川高校生徒会
豊川

１８ 自主活動 コロナに負けるな！ 激励メッセージ企画 豊川高校生徒会
豊川

１９ 自主活動 今すぐ種をまこう 森 鉄平
岡崎城西

２０ 自主活動 生徒会通信 関口美紀
豊橋中央

２１ 自主活動 平和通信 錦 真人
豊橋中央

教材（自主活動・学校行事） ９：５０～１５：００ 本館４階Ｄ８

レポート②（英語・外国語） １３：００～１５：００ 本館３階Ｃ１５
１ コロナ禍における言語活動
英語② 聖霊 東 歩
本校の中学２年生が行った英語での取組を紹介いたします。ペアワークやグループワークが出来ない今、言語に
興味を持つためにはどうしたらいいかを考えました。

２ コロナ禍の留学コースの取り組み
英語② 至学館 西本健吾
コロナ禍における留学コースの取り組み

３ 英単語のキャラクター別暗記法
英語② 名古屋大谷 木村陽菜
皆さんは、英単語の暗記をどのように行なっていますか、または行なっていましたか？書く？聞く？声に出す？
新任の私が考える英単語の暗記法をご紹介します！

４ 教員１年目で感じたこと
英語② 桜丘 福冨 亮
今年から教師として働き始めて様々なことを経験する中で感じたことをまとめたいと思います。

５ 「後悔授業公開供養」の報告①
英語② 岡崎城西 藤元 香帆
主任から「これまでで一番手応えのなかった授業内容を再現して」と言われ、大勢の前で再現させられました…
…。新卒１年目が、もう少しで終わろうとしています。

６ 「後悔授業公開供養」の報告②
英語② 岡崎城西 加藤 和恵
主任から「これまでで一番手応えのなかった授業内容を再現して」と言われ、大勢の前で再現させられました…
…。新卒１年目が、もう少しで終わろうとしています

７ アナログ板書とＩＣＴ
英語② 岡崎城西 沓名 智丈
２０世紀型のチョーク板書を、ＩＣＴと家庭学習に転化する実験をしています。

８ 教育支援ツール対決
英語＆ICT 青年協常任（英語科） 青年協英語科チーム
各学校がいろんな教育支援ツールを使っていると思います。今回はGoogle ＶＳ ロイロノートで、長所アピ
ール対決をします。目からウロコな使い方も紹介します。
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レポート（理科） １３：００～１５：００ 特別棟４階物理実験室
１ アラ還でもできるＩＣＴ
理科 近藤正洋 豊川
「ＩＣＴからは逃げ切る」つもりだった還暦直前の奮闘をお伝えします

２ オンライン社会見学～理科編～
理科 川瀨 貴惠 名経大高蔵
今年度、高蔵中学校では南知多ビーチランドと中継をつないでオンライン社会見学をおこないました。レポート
では、その取り組みについて報告します！

３ イベントを成功させるには？
理科 佐藤 豊 名経大市邨
大量生産・独自の理科教具開発・ＩＣＴ・地域連携・ＥＳＤ・ＳＤＧＳなどの取り組み。マスメディア露出。現
在は、ドローンを用いた自然環境調査に挑戦しています。

１ 物理 手作り実験器具『電熱線の発熱量測定』 福田 恒康
淑徳

２ 物理 物理プリント 加藤 隆
東海学園

３ 物理 物理基礎 授業プリント 神谷 修平
享栄

４ 物理 高１物理・剛体（６回分） 末次義孝
南山女子

５ 物理 波動 水野雅允
豊川

６ 物理 授業プリント 井上 悠治
岡崎学園

７ 実験 ＫＩＫＵＫＡ講座 理科実験 プリント 宇野 信昭
菊華

８ 実験 学校ビオトープの使い方・考え方 佐藤 豊
名経大市邨

９ 実験 科学研究部の理科講座 佐藤 豊
名経大市邨

１０ 実験 理科のための言語技術 佐藤 豊
名経大市邨

１１ 実験 おもしろ実験レシピ集 柴田信代
星城

１２ 実験 実験レポート（全てを指示しないｖｅｒ．） 倉田 浩明
安城学園

１３ 化学 化学テキスト① 井上 勝憲
東海

１４ 化学 化学問題集① 井上 勝憲
東海

１５ 化学 化学テキスト③ 加世田 祐作
東海

１６ 化学 化学問題集③ 加世田 祐作
東海

１７ 化学 センター化学難問集（共通テスト対策） 川合 諄
東海

１８ 化学 化学テキスト② 川合 諄
東海

１９ 化学 化学問題集② 川合 諄
東海

２０ 化学 授業プリント（無機化学） 三好 隆文
名古屋

２１ 化学 有機化学実験教程 荒川 諒太
同朋

４ 太陽光発電システムの製作
（工業）課題研究 佐藤 正則 大同大大同
企業から寄附していただいた、太陽光パネルやバッテリーなどを利用して、生徒とともに試行錯誤しながら、太
陽光発電システムを完成させました。

５ 勉強しなくても解ける生物基礎
理科 本多洋平 同朋
暗記した事を書くだけのテストなんて解いててもつまらないので、つまらなくないテストを作ろうと試行錯誤し
ています。

６ 休校中の動画授業の配信について
伊藤慎悟 淑徳

コロナ禍による突然の休校。４月・５月の約２か月間対面授業ができない状況になった。休校中に高校２年生の
化学基礎の動画授業を配信したのでその実践を報告する。

７ 実験〈ちょっと危険な消毒薬〉
村上 悠 同朋

コロナ禍で関心のある消毒薬！エタノール、オゾン、次亜塩素酸など、様々な消毒薬を用いての実験。それぞれ
が効く病原体は？どうして抗力があるの？疑問に答える授業紹介

「理科部 いま、何してる?」 １３：００～ 本館３階Ｃ１１
突然ですが、他校の理科部が今、何をしてるか、知っていますか？うちの学校ではこんな実験してるけど……運動部みたいに試合もないし…
…交流してみたい。そんな理科の部活が持つ素朴な疑問を解決すべく、交流会の場がココです!!
注目レポートは南山男子理科部生物班がセミから環境問題を説く！！

教材（理科） ９：５０～１５：００ 特別棟３階生物実験室

１ ＩＣＴ 数学スタディサプリ、情報ＶＢＡの活用 佐野 将史
同朋

２ ＩＣＴ ロイロで繋がる読書課題 八田 一平
椙山

３ 芸術 ステンドグラス／自画像 小西 雅也
名古屋

４ 芸術 卒業の歌を作る～歌詞編 中村 暢宏
椙山

５ 芸術 美術の授業作品 高蔵中学部
名経大高蔵

６ 芸術 休校中の音楽の課題 牛島慶子
黎明

７ 芸術 書道「篆刻」生徒作品 今田 昌宏
岡崎城西

８ 工業 課題研究＠「机・いす作り・木材加工 井戸 健太
大同大大同

９ 工業 課題研究「使い勝手のいい下駄箱」 奥田 文彬
大同大大同

１０ 工業 課題研究「スマホ冷却ファン」 宮田 憲
大同大大同

１１ 工業 課題研究「アロマキャンドル」 宮田 憲
大同大大同

１２ 工業 Bluetooth スピーカーの製作 大西 徳和
大同大大同

１３ 工業 課題研究「ソファーの製作」 滝藤 慎介
大同大大同

１４ 工業 課題研究「テックボール」 梅澤 利章
大同大大同

１５ 工業 「テニスネットを作って溶接技術向上」 立花 光由
大同大大同

１６ 工業 課題研究 伊勢型紙の探究 鈴木 厚之
大同大大同

１７ 工業 実習教材 森本 英夫
中部大一

１８ 商業 簿記教材 中道 剛
享栄

１９ 情報 情報授業用のPowerPoint 高井 直美
淑徳

２０ 情報 情報 実技プリント 田口 奈緒子
淑徳

２１ 情報 情報テキスト 山木 美幸
東海学園

２２ 情報 パリティビットの教材 土方 宏敏
椙山

２３ 情報 プレゼンテーション 山口美香
豊田大谷

２４ 情報 情報の授業プリント 小林 功
岡崎学園

２５ 図書館 メディア情報センター新聞 齊藤 卓哉
東邦

２６ 図書館 図書館 news 原 恵里芽
名古屋大谷

２７ 図書館
活動 図書館報２０２０ 図書部・図書委員会

名経大高蔵

２８ 図書館
活動 図書館通信２０２０ 齋藤 ゆかり

名経大高蔵

教材（ＩＣＴ・図書館・商業・工業・情報・芸術など） ９：５０～１５：００ 本館４階Ｄ１０

４３ 生物 ＩＣＴ活用教材・生物基礎 山口 哲也
名経大市邨

４４ 生物 進学文系向け 生物実験 橋本 ちなみ
至学館

４５ 生物 ＤＮＡ抽出実験プリント 濱田 剛平
大同大大同

４６ 生物 生物授業プリント 坂井健悟
名女大

４７ 生物 生物 ｋｅｙｎｏｔｅ 清木敦史
福祉大附

４８ 生物 高１、遺伝子とそのはたらき 天本匡宥
南山女子

４９ 生物 免疫 ～悪い菌を一網打尽～ 村上 楓
岡崎城西

５０ 生物 生物基礎・生態系。休校中課題と解説動画 小野 昌史
安城学園

５１ 生物 Ｒｅｍｏｔｅ・生物基礎 二宮淳
安城学園

５２ 理科 東海中学校理科ｂｌｏｇ 島田 尚幸
東海

５３ 理科 定期テスト前対策プリント＆動画 小木曽 貴俊
聖霊

５４ 理科 中学２年生 理科自由研究 小木曽 貴俊
聖霊

５５ 理科 専門外が使う地学基礎プリント 鈴木 脩平
東邦

５６ 理科 専門外が使う科学と人間生活プリント 鈴木 脩平
東邦

５７ 理科 理科演習の取り組み 青山 裕太
至学館

５８ 理科 授業用プリント 安藤 恵太
誠信

５９ 理科 地質時代別でみる生物の変遷 山田 未来
名経大高蔵

６０ 理科 環境問題解決に向けて（生徒発表） 髙須 雄太
名経大高蔵

６１ 理科 南山中学一年 教科通信 宮下重和
南山男子

６２ 理科 南山中学三年生 理科通信 宮下重和
南山男子

６３ 理科 授業プリント 外山 寛
栄徳

２２ 化学 臓器ポスターをつくろう 日比 伸子
同朋

２３ 化学 中学２年理科 化学物理分野 授業プリント 加藤 宏美
聖霊

２４ 化学 専門外が使う化学基礎プリント 鈴木 脩平
東邦

２５ 化学 化学基礎・化学（理系２年）授業プリント 小崎 邦夫
愛知

２６ 化学 ｉＰａｄの画面録画で授業動画づくり 村田 譲
名経大市邨

２７ 化学 ３年理系化学プリント 岩田 晋太朗
東海学園

２８ 化学 ２年文系化学プリント 吉田 早希
東海学園

２９ 化学 ２年理系化学プリント 清水 崇史
東海学園

３０ 化学 有機化学パネル 富金原 隆太
至学館

３１ 化学 化学小問集合問題集 河内 章浩
愛工大名電

３２ 化学 ＤＬ後ちょい加工で使える無機化学セット 浅野 孝太郎
愛工大名電

３３ 化学 化学基礎授業プリント 梅村 和正
愛工大名電

３４ 化学 有機化学の授業プリント（分離と構造決定） 島田祥宇
福祉大附

３５ 化学 化学基礎授業プリント 船戸 元樹
黎明

３６ 化学 化学基礎 授業復習スライド 西川 智宏
星城

３７ 化学 化学基礎と物理基礎のプリント 加藤悠太
豊田大谷

３８ 化学 硫化水素を使わない系統分離実験 上田恵嗣
南山男子

３９ 化学 １年生 化学基礎 授業冊子 吉川 文人
誉

４０ 生物 中３生物プリント 田中 円
東海

４１ 生物 有機化学実験生徒レポート 日比 伸子
同朋

４２ 生物 １００均でつくるＤＮＡ、ＲＮＡ転写翻訳 溝田 香織
愛知

配信用URL
https : //youtu.be/yyv０gYqhIUE
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生徒企画

「学校のなかで、一番長く過ごす時間」とは……「授業」！それは「わくわくする」時間なのか、「退屈」と「忍耐」の時
間なのか？「楽しい授業」とは？「つまらない授業」とは？教師の本音を生徒はわからない。生徒の本音を教師はわからな
い。「授業」って何だろう？日々の授業をふりかえり、「学校って、何だろう？」そんな「答えのない問い」に真正面からぶ
つかって、討議して、「理想の授業」を一緒に考えましょう。

生徒「公開授業」～「日常の授業を考える」～ １０：００～１１：４０ 本館２階会議室Ｂ

（５） 文化祭や学校行事の取り組み① １３：４０～１５：００ Ｅ５
１ アフリカの環境問題について

東学団体 東海学園
私たちは文化祭のクラス企画で「アフリカ」を題材に、東海学園初となる学年を跨
いでの活動をしました。文化祭での取り組みや、学んだことについて発表します！
２ 学校生活を楽しくするために

東海高校生徒会 東海
東海では生徒や一般人に向けて生徒主体の学校行事が行われています。参加
者は然る事乍ら企画する側も充実できるような行事となっています。

（１） 生徒会活動①・仲間をつなぐ取り組み① １３：４０～１５：００ Ｅ１
１ 日福の組織！

日本福祉大学付属高校 福祉
今年、日福では学内を増やすために、アンケートを取ったりして、学内群舞練習会
ではなんと最大６０人！！どうやってこんなにも集まるかを紹介したいと思います。
２ コロナ禍での杜若高校

杜若高等学校生徒会 杜若
コロナ禍で何もかも変わってしまった学校生活。いろいろな苦労話の中で、
一条の光明を見つけるためにレポートします！

１ 防災訓練アップデート！
岡崎城西自主活動部 岡崎城西

机の下に隠れて校庭に逃げるだけの訓練はもう終わった！自分の命を守るため
に、私たちが学んで、想像して実現した新しい防災訓練について話します！
２ ＬＧＢＴ問題から見る栄徳高校

宮城 匠・中村 伽音 栄徳
先日行われた生徒議会で、私たち栄徳高校から見たＬＧＢＴ問題について話しあいまし
た。様々な意見の中で男女の校則の差の意見が多く、これからの課題となりそうです。

１ 生徒会長だからって特別ではない
松尾 羽矢 豊田大谷

「生徒会長だから」「生徒会長でしょ」私はこの言葉が嫌いだ。私が生徒会長にな
ったときみんなの視線、言葉、態度、関わり方が変わった。そして私も変わった。
２ 名高のこと。

段 兪伯 名古屋
自分の生徒会役員としての高校３年間を振り返って話します。

３ 安城学園の学内会議
学内会議 安城学園

安城学園では、学内会議を必要に応じて行ったり、なくなったりした。歴史
と今年の学内会議で行ったことについて話します。
４ 安城学園の生徒会活動

生徒会 安城学園
安城学園高等学校の生徒会が１年何をしたかを話します。特に、今年新しく
始めた事や常任について話をしたいと思います。

５ １年間の活動報告～学内と父母懇～
享栄高等学校 享栄

今年の学内の１年間について報告します。父母さんたちに支えられながら、
どんなふうに活動してきたのか振り返ります。
６ 「考動」する生徒会

同朋高校生徒会 同朋
同朋高校生徒会は、この１年「考動（こうどう）」をスローガンに活動して
きました。その内容をレポートします。頑張るので、聴きに来てね！！

（２） 生徒会活動・学校改革① １３：４０～１５：００ Ｅ２
３ 学校行事～幻の文化祭～

菊華高校有志 菊華
生徒会がコロナウィルスの中できるかどうか分からない文化祭を、工夫しな
がらみんなで団結して、成功をさせようと頑張った成果を見せます。
４ 新たな行事「城西祭」！

岡崎城西自主活動部 岡崎城西
新型コロナウィルスによって失われた体育祭、文化祭、花のとうなど…行事
が盛んな城西高校に訪れた最大のピンチについて話します！！

５ 前期生徒会活動について
豊川高校（生徒会活動） 豊川

豊川高校生徒会執行部が行った募金活動や、コロナ禍で実施した学園祭につ
いての発表を行います。

１ 自転車ピースリレーに参加して
川島 理空 黎明

コロナが無ければ、サッカーの遠征に行っているところでした。何気なく参
加した自転車ピースリレーには、沢山の出会いと新しい発見がありました。
２ 東海学内の平和学習

東海学内 東海
高フェスで様々な平和学習をした今年度。東海学内では、平和学習で学んだこと
をもとに劇を制作し、オンライン開催だった文化祭で動画として発表しました。

（３） 生徒会活動・学校改革② １３：４０～１５：００ Ｅ３
３ 校則改訂と生徒会新聞

愛知淑徳高校生徒会執行部 愛知淑徳
新型コロナウィルスの拡大に伴って換気が必要になったため、本来禁止とされていた
ひざかけを学校に承認してもらいました。また今期の生徒会新聞について話します。
４ パンの自動販売の設置にあたって

東学団体 東海学園
私たち生徒会宛にパンの自動販売が欲しいとの要望があった。そのため、私は仲間たちとと
もに設置の実現に向けて努力し議論を重ねていこうと考え、現在話は前向きに進んでいる。

５ 学校生活をもっと快適に！
東学団体 東海学園

私たち生徒会はこれからの学校生活を世代をこえてもっと快適にするために、さま
ざまなルールを各クラスの代表と話し合い、意見を集め先生方と検討しています。
６ ゆりのきフォーラム

日本福祉大学付属高校生徒会 福祉
教員・父母・生徒・地域に住む人の四者で話し合いをする日です。今年は「防
災」について話をしました。そこで理解を深めたことを話します。

（４） 生徒による主体的な学び・「主権者」としての学び １３：４０～１５：００ Ｅ４
３ この１年が私に教えてくれたこと

岡田 侑咲凜 椙山
私は、今年の学校行事の中でも強く思い出に残った名古屋空襲講演についてと、学級
委員をして学んだことについてみなさんにお話しします。「この１年が私を変えた」
４ 名古屋空襲について～

東邦学内 東邦
東邦高校では、平和教育に力を入れており、特に名古屋空襲について深く学んでいま
す。今回、東邦高校だけで学ぶのではなく、他の皆さんと学んで行きたいと思います。

５ ボランティア部の活動について
東学団体ボランティア部 東海学園

私達、東海学園高校のボランティア部は、これまでやってきたこと、これか
らやる活動について発表します。
６ 大同高校でのものづくり

大同高校機械科生産システムコース 大同
大同高校での３年間で、様々なことを学びました。多くの資格試験に挑戦したり、
課題研究ではソファー作りをしたりと、いろんな学びのあれこれをお話しします。

３ 淑徳の行事‐２０２０
愛知淑徳高校生徒会執行部 愛知淑徳

普段の淑徳ではどのような行事を行っているのか、今年度はどのような対応
をしたのか、そして今後につなげるために何をするのかについて発表します。
４ 自主活動に参加した２人が送る

北村優季・上田美希菜 高フェス
学校の違う私たちが高フェス、そして生徒会で学んだこと、体験したことを話します。
自主活動で得た私達の大切な経験を１人でも多くの人に知って貰えると嬉しいです。

５ 広報活動の真の意義とは！？
肩書き多き生徒会書記 岡村碧斗 東海

生徒会書記、サタデープログラム広報部長など様々な組織で多くの肩書きを持つ男、
岡村碧斗が長年の広報活動を通して得た物とその意義について語り尽くします。
６ 歩み続けた３年間

日福３年生 学年議長団 福祉
私たちの学校には学年議長団という組織があります。卒業式や修学旅行を中心に学
年をひとつにまとめるために様々な活動を行ってきました。３年間をまとめます。

１ 安城学園のテーマ企画
テーマ企画 安城学園

学園祭で毎年行う伝統ある企画であるテーマ企画が例に見ないコロナの中で
どのように開催したのか。どんなことをしたのか。
２ 文化祭や学校行事の取り組み

東学団体 東海学園
コロナで大変であった学校行事を円滑に行いました。

（６） 文化祭や学校行事の取り組み② １３：４０～１５：００ Ｅ６
３ 記念祭での新しい取り組み

東海高校記念祭 東海
僕たちの学校では、１３２ｔｈの記念祭をオンラインで開催しました。その時
に新しく取り組んだことや、オンラインでの弊害について詳しく説明します。
４ コロナ禍での学園祭

豊川高校（学園祭本部企画） 豊川
今回、コロナ禍での学園祭を行いました。オンラインでゲストを招待したこ
と、コロナ対策のためにしたことなどを話します。

５ 文化祭で３回群舞を踊った
豊田大谷ボランティア部 豊田大谷

コロナ禍での文化祭。体育館に全員が集合することを避け、各学年に分かれて３
回のステージが行われた。そのすべてにボランティア部は出演し群舞を踊った。
６ 青春を贈る椙山ロードショー

堀田 あおば 椙山
今年度、椙山では各学年でテーマを決めて動画を作りました！生徒会にとっ
ても、生徒にとっても初めての行事の道のりをご紹介します。

（７） 自主活動が自分をこう変えた① １３：４０～１５：００ Ｅ７
１ しあわせの香りを探して

原田 明里 黎明
生徒会と高フェスを見つけた看護科１年生の私。看護の勉強は難しく、課題に追われる
毎日……。だけど一歩踏み出した自主活動。それが私の高校生活を輝かせてくれました。
２ オレの武勇伝

清家 孝記 誠信
三年間の自分の変化を語ります。自分を受け入れてくれた友人、そして先生方と
の出会い。合唱部での様々な体験など、俺の武勇伝を聞いてくれ。お楽しみに！

３ 高フェスに戻って変われたこと
石川 莉彩 愛知淑徳

６７期から約１年離れた高フェス。戻ってみると以前は感じなかった魅力を見つける
ことができた。私が思ったコロナの今だからこそ高フェスが活動する意味とは！？
４ 募金活動を体験して

誠信高校 金城葉奈 誠信
中学校の頃から、お小遣いを貯めて貯金していました。いつかどこかで誰かのためになる
と思い。前夜祭の募金活動は初めての体験でした。その日の感想を話したいと思います。

５ 私の２０２０
岡本紗輝 福祉

コロナで始まりコロナで終わった１年間。私が２０２０年に出会ったもの、そこ
で学んだことを１０分間に詰め込みます！！
５ 募金活動をしてみて

東邦高校学内フェス 東邦
私たちが高フェスに入って、色々なことを体験して変わったことはたくさん
あります。また募金活動の大切さや楽しさなど色々なことを学びました。

生徒全体会～「学校って、何だろう？」～ １２：４０～１３：３０ 会場：本館２階会議室Ｂ
「学校は勉強する場所」、そんな答えは見なおす時期にきているのかもしれません。コロナによる一斉休校で、学校の ICT化は加速、オン
ライン授業も一気に普及しました。いろんなことが家でもできる時代、生徒からは「学校はいらないんじゃないか？」「オンライン授業でい
いじゃん」という声もでました。本当にそうなのか、いま、「学校って、何だろう？」という問いと本気でぶつかる時がきたようです。遊ん
でいるだけでも、勉強しているだけでも、多分、ダメ。生徒の側から、自分たちが求めているものを発信しよう。生徒どうしで、みんなで意
見を交換して、大人の意見もたくさん聞いて、考えよう。「学校って、何だろう？」
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１ 普通が普通じゃない世界
石田 倫太郎 ／ 佐々木 菫 高蔵

今の普通は１年前の普通とは大きく異なります。そもそも「普通」とは何か
私たちと一緒に考えてみませんか？
２ コロナ禍とヲタクについて

東邦高校学内フェス 東邦
これまでのものを全て過去にしてしまったコロナ禍、そんな状況下でのヲタ
クたちの「推し事」のこれまでとこれからを考えてみました。

（１１） コロナ禍で思ったこと・気づいたこと② １３：４０～１５：００ Ｅ１２

１ 群舞で明るくなった性格
佐々木匠 誠信

僕は中学校までよくいじめられていました。そのせいで、性格が暗くなり、ちょっとした人間
不信になっていました。だけど、群舞に入って色々な人と関わって変わることができました。
２ 群舞に参加して

北村瑠偉・加藤洸亮 黎明
人前で自分を表現することが苦手だった私ですが、群舞と出会って、自分の世界がいかに広が
ったかを精一杯お話しします。でも、人前で話すのは苦手なので、温かく見守ってください。

１ 私の高校生活での運命の出会い
前田真琴 誠信

小学３年生から中学卒業までいじめに悩まされていた私。臆病で言いたいことも言えな
かった私を明るく変えてくれた運命の出会いと伝えたかった沢山の想いをお話しします。
２ 私を変えた高フェス

岡村 博槻 東邦
私はこの高フェスに参加してから、参加したからこそ得られた経験や平和や
募金などについてのことなど、いろんなことに目を向けることができました。

（８） 自主活動が自分をこう変えた② １３：４０～１５：００ Ｅ８
３ 誠信高校で変わった自分

近藤真治 誠信
中学校ではやる気がなく、色々なことをさぼって過ごしていましたが、高校に
入学し、僕は変わりました。どんな風に変わったのか、話したいと思います。
４ 「嫌い」から「好き」へ

吉田 愛未花 名古屋大谷
大勢の前で話すこと、紹介されることが嫌いだった私がなぜ好きになったか。
そしてなぜレポートをだすことにしたのか。私の成長とともにお話します。

５ 環境の変化による心の変化
上條詩織 誠信

今までの引っ越しによる心の変化、高校に入り群舞を始めてからの心の変化。
その場所の環境によって今の私がどうあるのかを話します。
６ 仲間と出会い成長した自分！

山岡 泰士 誉
高校入学時、人見知りで何もできず一人でいた…そんな私を変えてくれたのは、
高校生フェスティバルやクラスメイト、先生など多くの人との出会いだった！

１ ２年間の群舞の想い
２年生コンビ♡ 高フェス

私たちがこの２年間一生懸命やってきた群舞で学んだこと、感じたことを伝
えます！！
２ コロナに対する疑問

コロナ撲滅隊隊長 片山恒 東海
新型コロナウィルスについて話します。コロナなんて俺がぶっ壊してやるよ
！

（９） 自主活動が自分をこう変えた③ １３：４０～１５：００ Ｅ９
３ 未知の感覚

松本彩花 誠信
中学時代に責められてダンスが苦手だった私が群舞サークルを通じて自信が持て
て明るくなれた。踊ることってこんなに楽しかったんだと自分でも驚いている。
４ 高フェスで出会った”輝き”

蟹江 美友 愛知淑徳
高フェスに関わった期間、２ヶ月。高校３年生で突然飛び込んだのは心動かされる場所
でした。高フェスで得たこと、感じたこと、そして少しの後悔。想いの限りを話します。

５ 群舞で変わった生活
柴田悠平 誠信

友達から誘われて入り、少しでも多く練習しようと弁当を早く食べて、練習をし
に行っていました。群舞のイベントは、出来る限り全て行き、楽しくやりました。
６ 自分を変えた高フェス

髙浪 結加 福祉
私が高フェスに関わって変わったことを話したいと思います。

（１０） コロナ禍で思ったこと・気づいたこと①・仲間をつなぐ取り組み② １３：４０～１５：００ Ｅ１１
３ コロナ禍で思ったこと気づいたこと

伊藤 綾那 黎明
コロナ禍で明らかになった医療について。

４ コロナに直面して
池田 怜樹 名古屋大谷

コロナが最初にできたときは、こんなことになるとは思っていませんでした。もしコロナ
がでてなかったら、４月から学校に行って友達をつくれていたのにと思うと悔しいです。

５ アグレッシブな活動が僕の可能性を広げてくれた
鈴木 秋津 豊川

引っ込み思案な自分を変えたくて、思いきって生徒会役員に立候補。高校生フェスの活
動に参加したらあれこれ引っ張り出され衝撃を受けた。これが自分の幅を広げてくれた。
６ 学校に行く大切さ

榊原 未羽 同朋
分散登校が終わってからの授業で初めての人と今まで仲が良かった人での壁があ
ってクラスメイトのみんなで授業を受けるからこそ団結できるんだなと思った。

３ コロナ禍での影響 看護学生ｖｅｒ．
堀尾 心保 黎明

コロナ禍がもたらした看護学生への影響。

４ 群舞初めて踊った！！
石黒真帆・小島萌々華 名古屋大谷

先輩や先生に誘われて行ったBigFestival で初めて群舞を踊らせてもらい、
愛知県の高校生の深い絆のつながりを感じたことを精一杯伝えます！！

５ 高フェスに関わって学べたこと
佐々木 康乃 黎明

今まで高フェスに関わり、感じ、成長したと思う所やコロナ禍での想いを皆
に伝染させたいです！！！
６ コロナ禍だから社会に伝えられた

吉岡 秀哉 名古屋大谷
昨年の１月頃から日本でもコロナが広まり、いつもどおりの行事、イベント
が行えなくなりました。だからこそ高フェスがやれたことがあります。

１ ウィルスと向き合う。
西村 心琴 高蔵

昨年はコロナウィルスにより休校や行事の縮小と沢山のことが制限された。そんな中、私
たちはどうウィルスと向き合うべきか、休校になり改めて考え、思ったことがありました。
２ 授業の「カタチ」を考える

愛知県高校生フェスティバル学ぶ会 高フェス
コロナの影響で対面授業が厳しい中でオンライン授業が盛んになりつつあります。オンライ
ンのいいところと悪いところを踏まえ、これからの授業のカタチを考えてみたいと思います。

（１２） コロナ禍で思ったこと・気づいたこと③ １３：４０～１５：００ Ｅ１３
３ 休校中の２ヶ月間で思ったこと

豊川高校（１年生） 豊川
１年で入学してすぐ休校になり思っていた生活と違った生活を送ることにな
りました。学校とは何かを考えるようになりました。
４ 教育の視点からコロナを考える！

岡崎城西自主活動部３年 岡崎城西
今までにない被害と混乱を生み出している新型コロナウィルス。そんなコロナの今後
を教育の視点から知識はないけど元気のある僕たちが話し合った考えを発表します！

５ 学校の真価が問われたコロナ禍
西尾信之介 滝

「コロナ禍」という新しい状況下で自分の高校が行った様々な政策をじっくり
と見つめ直し、そこから自分なりに「学校の意味」について考えてみました。
６ 人との分断が教えてくれたコト

越元 宰輔 南山男子
突然我々の身を襲ったコロナウィルス。人と話すことを遮られてしまい、真
っ黒になってしまった。だからこそわかったこと！

（１３）「ウチの学校の一押し授業」・生徒の多様な学び① １３：４０～１５：００ Ｅ１４
１ 福島ひまわり里親プロジェクト

福島ひまわり里親プロジェクト 安城学園
福島ひまわり里親プロジェクトに参加して今年で４年目に。参加してからの
経過とひまわり甲子園２０２０全国大会についてお話します！
２ 今だからわかること

誉高校 誉
小牧市平和祈念式典や修学旅行から、平和の大切さを感じました。コロナ禍の今と、７５
年前の共通点は苦しんでいる人がいること。私たちに今何ができるのかをお話します。

１ ディベート～議論の醍醐味～
水野 航資 東海

ディベート。皆さん一度くらいは耳にしたことがあるかもしれません。今回は部活・スポ
ーツとしてのディベートとは何か。そしてその討論の楽しさを伝えられたらなと思います。
２ 我々は何故動くのか２

名古屋高校鐵道研究部 名古屋
大好評？につき第２回、名古屋高校鐵道研究部のプレゼンテーションを実施！今
年はウィルスによって冬眠。これからこの部活が何していきたいかを伝えます。

３ 新しい学校教育の形”個性教育”
田口 朋暉 愛知

「自分は何をしたらいいのか分からない」これが現代の若者のリアルな声です。自分の
人生の選択肢を見つけるための新しい教育を展開します。あなたの「個性」は何だろう。
４ 初挑戦！誉のインターンシップ！

平坂・近藤 誉
ドキドキハラハラのインターンシップ！それを通して、働くことの楽しさやその
意味を知りました。新しい自分も発見できました。僕たちの体験を発表します。

５ 募金の力と大切さ
いちおくる 高フェス

高校生フェスティバルでやっているいちおくるというものは何なのか。何をやって
いるのか。今までやってきたことや、これからのいちおくるについてお話しします。
６ ＃ａｊの日常

安城学園２年９組 安城学園
私たちは、コロナで落ち込んだ安城市を元気づける活動をしてきました。そして、マ
イプロ中部サミットでも活動内容を発表しました。今日は私たちの活動を発表します。

（１４） 生徒の多様な学び② １３：４０～１５：００ Ｅ１５
３ 部活におけるＩＣＴの活用

南山男子アマチュア無線同好会 南山男子
南山男子アマチュア無線同好会は部活動管理システムというシステムを運用
しています。このシステム機能や活用例について紹介したいと思います。
４ 身近なネットに潜む問題

愛知県高校生フェスティバル学ぶ会 高フェス
正確な情報が分からないコロナ禍で、たくさんの情報に振り回されてきた私たち。正
しく情報を扱うために必要なことは何か、身近なＳＮＳから一緒に考えてみませんか。

５ One for all，All for one
徳良 和之 東海

カヅラカタ歌劇団。華々しいミュージカルの世界に、歌は苦手でダンスも演技も素人の自
分が飛び込み、台風やコロナの逆境に立ち向かう中で多くのことを学んだ、そんな話です。
６ 第３３次創作ミュージカル

第３３次創作ミュージカル 安城学園
安城学園のミュージカルは、今年で３３年目を迎えました。そんな中コロナの影響で例年
通りにはいかない事が多くあります。その中で今年はどんなミュージカルができるのか。

１ 見た目から陽キャに！！メンズ！
髙島 一樹 東海

きっとこれが目に留まった君はもっと外交的面白くかっこよくなりたいって思っ
てるはず。性格を変えるには時間がかかるけど、見た目なら１日あれば十分！
２ 思想と思考とグローバル化

浦崎 仁花 高蔵
人は自らのおかれた環境、今までの経験で物事を考えます。少し視野を広げてみて
下さい。今まで見えていなかった思想や文化があなたの常識を覆すかもしれません。

１ 実習を終えて
阿部 桃華 黎明

看護実習で学んだことを発表します。

２ “つながる”大切さ
栗田 采珠 椙山

色々なこと・モノ・ヒトとつながるってこんなに面白いんだって思えた私の
１年について。
３ 群舞を通して

長尾 心夏音 同朋
群舞が何なのかも知らずに高フェスに入り、初めて群舞の説明を聞いて、高
校生のつながりに感動しました。
４ 生徒会長になって学んだこと

川島 理空 黎明
サッカー部アスリート探究コースで入学した愛知黎明高校。今までは無縁だった生
徒会に入り会長へ。成績は…。しかし、たくさん学んだと胸を張って卒業します。

（１５） 生徒の多様な学び③ １３：４０～１５：００ Ｅ１６
３ 「シガク」について考えよう！

渡邉 晟 東邦
私たちが通っている「私立高校」。そもそも私学って？どうして私学ができたの？あまり
触れられることのない私学の根っこを「建学の精神」という切り口でひもときませんか？
４ 女らしさ、男らしさ、自分らしさ

愛知県高校生フェスティバル学ぶ会 高フェス
ＷＥＦによると男女格差１５３カ国中１２１位の日本。先進国の中では最下位。ら
しさを求める現代の日本って時代遅れじゃない？

５ ＧＯＴＯトラベル in中国＆韓国
稲垣侑里・湯浅こころ 聖霊

你好！ ！私たちと一緒に中国や韓国の魅力について学びませんか
？現地で思ったこと、困ったこと、楽しかったことをお話しします！！
６ 見てみぬふり、してませんか？

愛知県高校生フェスティバル学ぶ会 高フェス
あなたの周りに少し変わっているなと思う人がいませんか。実は何かしらの障
害を抱えているのかもしれません。どのような事情があるか考えて見ませんか。

（１６） 弁論 １３：４０～１５：００ Ｅ１７
５ 僕が今の社会をみて思うこと。

石田倫太郎 高蔵
２０２０年に入ってから目まぐるしいほど様々なことがありました。新型コロナウィル
スや芸能界の訃報、テーマパーク・飲食店の封鎖など、僕が思うことを弁論します。
６ 自分を変えてくれた高校生フェス

佐々木 薫 高蔵
中学生の頃、周りの人から「自分のやりたい・意見はないの？」と言われて
いた私が、自分の意見、やりたいことを見つけるまでの話を弁論しました。
７ 希望羽搏く

岸本 真 名古屋
名古屋学院生として過ごした６年間について話します。今まで人前で話すこ
とを避けてきた話題に触れ、今後に向けた転機とするつもりです。
８ 全てが変わった

今枝侑香 名古屋大谷
自主活動に関わって全てが変わりました。自分の壁を壊さないとやっていけなかっ
た自主活動。周りの人に支えてもらいながらどのように成長したのかを弁論します。

９ 私が高フェスで活動する理由
成重 初花 県立熱田

公立高校に通う私が「関係ない」と言われても高校生フェスで活動し、私学
問題に取り組もうとするのはなぜなのか。
１０ 鮮やかになった僕の高校生活

坂田 周弥 岡崎城西
小学生の頃からたくさん失敗して周りの目が怖くなって制服に袖を通した。出る杭
にならないと決めた自分が高校生フェスに出会って変わった話を主観的に話します。
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全体会・シンポジウム １５：１５～１７：００ １階 会議室Ａ
教育の公共性を創る２１世紀型学びの実践！
―主権者教育における父母提携と自主活動の優位性―
＜基調報告＞
山田益久氏（愛知私教連副委員長・教文部長）

＜典型レポート＞
地頭雅春氏（安城学園高校教諭）、石田幸子氏（誉高校教諭）

＜生徒弁論＞
山下咲桜さん（市邨高３年）、増田美咲さん（誠信高３年）
田枝真人君（東海高１年）

◆まとめ 仲井真司氏（愛知私教連委員長）
◆司 会 田中一夫氏（愛知私教連書記長）

コロナ禍が渦巻く中、学校の存在意義が鋭く問われています。「個別最適化」による
国の教育改革は、「学びの孤立化・自己責任化」をすすめ、愛知県の公立入試改革は、
学校と子どもたちを、さらに「序列化」することが懸念されます。教育の目的は「人格
の完成」「平和的な国家及び社会の形成者としての力をつける」であり、私学の存在価
値が問われています。
今回のシンポでは、教育の原点―人間は人間によってしか育てることはできない―を

堅持している典型実践を学び、各校の教
育から生み出された生徒群像を深く見つ
め、公共性を担保する教育を実践例から
浮き彫りにしたいと思います。生徒アン
ケートが示す誉高校の授業指標の急上昇、
安城学園高校の主権者意識の跳ね上がり
の秘密とは何なのでしょうか？そして、
生徒弁論から見えてくる愛知私学が積み
上げてきた「共同体の教育」に確信をもっ
て、明日への活力、そして、２１世紀を展
望する“１０年戦略”を共有しましょう。

出版社・企業展 ９：５０～１５：００（本館３階Ｃ９Ｃ１０）
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！

匠レポート 本館４階Ｄ７教室 １２：００～１３：００
１ 破天荒な実践の数々 ２ 誉単組の形を作った永年の闘い ３

榎木哲郎 同朋 児島よしみ 誉 今田和弘 福祉
私学教育の巨匠である榎木先生は、自主活動、父母提携分野などに対する丁寧な

試みが魅力です。美術の教員であることから、文化祭クラス演劇へのこだわりが強
く、生徒がつくった舞台装置を全部壊してやり直しをさせるなど、破天荒な実践も
…中執経験や私学運動のなかで乗り越えてきた激動の三十年を語っていただきます。
リアルな実体験や、感動体験、失敗談など、先生の人柄が十分に感じられる話が

きっときけるでしょう。今後の自分のキャリアを想像できる、若手必聴のレポート
です！ （推薦文：小堀）

「この人がいたからこそ、今の誉がある」―そう言っても過言ではない程、
これまで闘い続けて来てくださっているのが児島先生です。児島先生の器の大
きさがあってこそ、誉の青年教師たちが今、安心して活躍の場を広げられてい
ます。児島先生が永年かけて作り上げてきている誉単組の形。青年教師に受け
継がれ始めていることの根幹にあるものをお話しいただけると思います。ぜひ、
青年からベテランまで、幅広く聞いていただきたいです。 （推薦文：吉川）

今田先生といえば、和太鼓部とハンセン病。和太鼓部は今年で創部３３年目。
３０年連続全国大会出場。演奏場所は地域にとどまらず、東日本大震災の被災地、
海外にも出かけていきます。また文化祭クラス発表から始まったハンセン病の
授業にも力を入れています。どちらの活動にも共通する大切にしていることは、
生徒の中にある「学びたい」と思う気持ちを引き出すことだ、と今田先生は言
います。「学ぶとは、誰かの幸せになること」。その真髄をお聞きください。

（推薦文：森）
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