
主催団体： 

愛知県高等学校教職員組合 名古屋市立高等学校教員組合 

愛知県私立学校教職員組合連合 名古屋大学職員組合 

東海地区私立大学教職員組合連合 

連絡先：愛知県高等学校教職員組合 ＴEL052-261-8155 
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＊ 会場校へは公共交通機関でお越しください。(駐車場無し) 

＊ 託児室あります。事前に上記連絡先(愛高教)までお申し出ください。 

 

 

 

 

 
  
◇全 体 集 会◇   ９：３０～ ９：５０ 
◇午前の分科会◇ １０：００～１２：２０ 問題別  
 

                                                                   分科会名 担当者（職場） レポーター・助言者（職場） レポート題名・分科会の内容など 

１ 
主権者教育・ 
校則 

齊藤 啓美（名古屋商業） 

木村 聡志（緑） 

大泊 和将（同朋） 

山下 剛直 (知多翔洋） 

正木崇之（愛知淑徳）…校則改定は「主権者の学校」 
国際調査によると、日本の若者は、他の先進国に比べて政治参加への意欲が低いとされています。7月の参議 

院選挙で 10代の投票率は 34.49％と、全体の投票率との差は過去最大になりました。その背景には学校のあり 

様があると捉えた上で、｢校則改定｣が主権者の形成にどのような可能性があるかを考えます。 

校則改定にかかわって経験を交流しましょう。 

２ 
ＨＲづくり・
自主活動・ 
学校づくり 

次森 敦哉（工業/全） 

中西 大貴 (山田) 

宇佐美 祐貴 (名古屋西) 

金本 勢一郎（安城学園）  

上井 靖  （Asessions）   …アクティビティから学ぶチーム・クラスづくり 

竹内佐和子（千種）  …「愛知の高校教育№38 特集／主体性とは何か」の発行にあたって 

清水香澄 （豊橋中央）…ＦＯＲＴＩＴＵＤＥ ～文化祭奮闘記～ 

前半は助言者・講師の先生のご経験をもとに、主体性や学級運営について参加者で考えます。後半はグル－プ 

でアクティビティを行い、クラスづくりに役立つチ－ムビルディングの理論・実践を学びます。 

３ 両性の平等・
平和 

後藤   静   (杏和) 

坂本 恵理  (工芸) 

宮下 重和  (南山 男子部) 

奥田 悟司  （西陵） 

坂野 文香  （桜台） 

中谷豊実(南山中学高等学校)…街角保健室の挑戦！～さまよう少女達に寄り添って～ 

大学生代表:束村俊輔（FIWC東海委員会）…大学生がハンセン病を通じて学んだこと 

助言者／谷川伸彦（劇団名古屋）…ハンセン病のことを知ってください 

“街角保健室での活動”や“インドネシア・フィリピンのハンセン病快復村でのワ－クキャンプ”“日本のハ

ンセン病療養所での入所者との交流”を通し多様性の視点を踏まえた平和教育とは何かを考えていきます。 

４ 
生徒指導・生 

徒理解、貧困
と格差 

間宮 千尋  （北） 

嶋﨑 雄一朗 (同朋) 

寺田 英明  （松蔭） 

遠藤 万里子 (中央/昼) 

福冨 治郎 (元中京大中京) 

八木梓沙（日福祉大付属 2年）…「まだ見ぬ仲間を救う『1億円募金』運動！～お金だけでなく人の
気持ちを受け取り渡すあたたかい運動～」 

窪田裕介（人環大岡崎）…「学校選択の自由を目指して！～教育の無償化の早期実現を～」 

神谷千鶴穂（父母）…「生徒を真ん中にして教育を考える！～波風体験こそ生きる力～」 

遠藤万里子（中央昼）・間宮千尋（北）…名古屋市立高校と SSW 

寺田英明(松蔭)…「愛高教困難校検討委員会を通した格差問題へのとりくみ」 

経済格差と教育をめぐる、さまざまな問題を取りあげます。生徒がおかれている環境の理解を深め、実践と運
動に結びつけることをめざして、①私学助成の拡充にむけての三者の連携の取り組みや②SSWとの協働につい
ての報告などを行います。ぜひご参加ください。 

★★ 教材交流しましょう！ ★★ 

レポートとは別に各分科会会場（教科別中心）の廊下に持ち寄った教材を交換

する場を設置します。参加者が持ち寄った教材を並べ、自由に持っていけるよう

にしたいと思います。ご自分の教材を気軽にお持ちください。 

2022 年度 第 71 次 

日時 10 月２３日（日）9:30~16:０0（受付 9:00～） 

会場 名古屋市立中央高等学校（参加費 無料）どなたでも参加できます！ 

◇スローガン 

 憲法と４７年教育基本法の精神にもとづいて、生徒・保護者・地域に開か

れた参加と共同の学校づくりをすすめよう。子どもの権利条約の精神を活か

し、すべての子どもが社会の未来を担う主権者として成長する教育実践をめ

ざして、交流しよう。 

会場への 

アクセス 



 
 
◇午後の分科会◇ １３：４０～１６：００ 教科別＋定通教育 

※コロナウィルス感染症防止のため、受付及び分科会会場入り口等での手指消毒をお願いします。  

５ 
高校と大学の    

交流 

古澤   圭  （菊里） 

荒島 加世子 （聖霊） 

椎野 寿之  （美和） 

中村 曜子   (名東) 

石川 哲（北）…大学入試と高校教育の関わりについて 
大学入試検討委員会および名高教の大学入試問題分析を紹介し、これまでの大学入試と高校教育の関わりにつ

いて考えます。また、大学入試が「改革」され、高校でも観点別評価が本格化するなど、今後の関わりに浮い

ても展望をします。 

椎野寿之（美和）…高校改革 中高一貫校について 
高大接続改革・大学改革が終わり、入試改革・高校改革・新学習指導要領へと改革が進んできました。さらに

は県立高等学校への併設型中高一貫校教育制度の導入の検討などまだまだ変化が絶えない状況です。皆さんで

現状を交流しましょう。 

６ 
総合的な 
探求の時間 

杉浦 明雄  （刈谷東昼） 

田中 敏男  （豊田大谷） 

押見 奈美  (富田) 

小山 拓也  （向陽） 

長谷川涼（富田高校キャリアナビゲ－ター）、小山拓也（向陽） 

  …市立高校における「総合的な探求の時間」の取り組み ～富田・向陽～ 

富田高校と向陽高校で実践している総合的な探求の時間の取り組みについてを発表します。その後、各学校で
の取り組みや探求活動のアイデアなどを共有する交流会を行います。 

 分科会名 担当者（職場） レポーター・助言者（職場） レポート題名・分科会の内容など 

 
７ 
 

理科 

山田 光雄 (長久手) 

太田   楓 (南山 男子) 

利渉 幾多郎 (向陽) 

佐藤   圭  （向陽） 

① 倉知愛加（刈谷東昼定）…「刈谷東高校における新カリ評価について(仮)」 

② 伊藤政夫（向陽）   …「生物基礎での振り返りシート」 

③ 井上悠治（人環大岡崎）…「若手教員 新カリでこまっています」 

レポ－トの発表のほか、座談会の時間を設けたいと思います。また、教材実験交流と教材展示会も行います。

実験プリントや授業プリント、視聴覚教材など何でもかまいませんので何か１つ持ち寄って交流しましょう。 

８ 国語 

後藤   厚 (菊里) 

太田 丈也  （岡崎城西） 

赤井 泰三  (東海南) 

 

渋谷 仁（北）…1年生の国語どうしていますか？～「現代の国語」を中心に～ 

水野恭司（岡崎城西）…「言語文化」での取り組みと「古典探究」への接続問題について 

「明日の授業をどう創るか」という観点から、今年度より始まった「現代の国語」「言語文化」の実践報告と、
参加者を交えての情報交換を行います。現場で起きている実際的な問題について、忌憚なく語り合いましょう。 

９ 社会 

堀内 陽来（緑） 

杉浦 浩司 (愛知黎明) 

柴田 博之 (西春) 

① 社会科教科懇  …「移民の歌」～歴史総合・公共を意識した取り組み 

② 堀内陽来（緑）…「歴史総合」授業実践例点：ＩＣＴ×グループワークによる組み立て 

新科目である「歴史総合」や「公共」を軸としたレポ－トを中心に、幅広い話題で意見交換ができると嬉しい
です。話題・教材の持ち寄りも大歓迎です！ 

10 数学 

近藤 岳彦 (大府) 

丸井 俊紀 (菊里) 

西田 有佑 (東海学園) 

① 市川 敏 （椙山女学園中学校・高等学校）…「数学活用主体授業の効果と新課程」 

② 川喜田武士 (菊里)   …数学の質問力の向上とは？ 

③ 落合洋子 （名古屋南）…「反故紙で作る多面体」 

数学分科会では、数学に特化して様々な現状を交流していきます。実践やアンケートをもとに活用分野やそ 

の効果(評価)について一緒に考えましょう。そして、授業実践では、反故紙をつかい多面体をつくります。 

みなさん一緒に正四面体を 4等分した三角錐を作ってみましょう。 

12 障害児教育 松本 陵子 (豊川特支) 
三谷真大（小牧特支）…「穴子丼食べたい」 

障害児教育の分科会では、今年度もオンライン開催とします。こどもの姿、学校現場の苦しさ、教師の苦悩の
ようなものもレポ－トから読み取り、明日からまた元気にがんばろうと思えるような分科会を目指します。 

 
13 
 

養護 

稲塚 梨恵 (名城大附) 

浦濱 奈津美  (津島) 

吉川 由希子(富田) 

髙橋亜希（名城大附 SC) …HSCって何？－つらいと言えない敏感な子どもたち－ 

クラスの子が叱られていると自分のことのように感じたり、授業中にぼ－っとしていたり、騒がしい教室が苦
手で体調を崩したり。そんな HSCの特徴を理解し、寄り添い方を一緒に探りましょう。 

14 定通教育 
谷澤 文彦 (城北つばさ夜) 

瀬古 茂生 （中央夜） 

谷澤文彦(城北つばさ夜)…県立の定時制・通信制高校をめぐる現状について 

伊藤伸之（中央夜）    …「キャリアナビゲーター」と「教員・生徒」との関わり 

定時制・通信制高校をめぐる現状について情報共有をすることで、将来にむけた定通教育の在り方をさぐると
ともに、学校現場における諸課題を見ることでの明日からの教育活動に役立つヒントを得ていきます。 


