
大阪府教育センター所長                             平成 29(2017)年 12 月 

各市町村教育委員会教育長 

各 学 校 長 

各 関 係 者 様 

                             大阪府教育委員会   教育長 向井  正博 

                             能勢町教育委員会   教育長 加堂  恵二 

                             能勢町立能勢小学校  校 長 萱野 喜一郎 

                             能勢町立能勢中学校  校 長 後藤 るみな 

                             大阪府立能勢高等学校 校 長 向井  幸一 

師走の忙しい頃、皆様方には、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 さて、能勢町では「小中高一貫教育」を柱にすえ、「能勢の宝である子どもたちを学校・家庭・地域・行政が一体

となって育てよう」を理念に、「能勢地域小中高一貫教育・連携型中高一貫教育」研究を進めてまいりました。今年

度は、全国中高一貫教育研究会主催の第 17回全国中高一貫教育研究大会及び第３回能勢高等学校ＳＧＨ研究発表会

と併せて、下記のとおり研究発表会を開催いたします。 

 能勢地域小中高一貫教育の取り組みの効果検証の場として広く公開し、教育関係者や地域・保護者の方から幅広

く意見等をいただき、今後の研究の改善充実を図りたいと考えております。 

 ご多用のことと拝察いたしますが、多数ご参加くださいますようご案内申し上げます。 

記

１．研究主題    グローカル人材の育成 

          ～地域事象から出発し、世界的な視野で考え、地域課題解決に挑むことのできる人材～ 

２．主催      大阪府教育庁・能勢町教育委員会 

３．期日及び内容  平成 30(2018)年 ２月２日(金) ・３日(土) 

          １日目：授業公開 

              分野別検討会 (学力向上／グローバル能勢／グローバル英語／キャリア教育) 

              記念講演 『10 年後、君に仕事はあるのか？』 

                    講演者 奈良市立一条高等学校 校長 藤原 和博 さん 

          ２日目：全国中高一貫教育研究大会 総会 

              校種別分科会 (中等教育学校／併設型中高一貫校／連携型中高一貫校) 

              能勢高等学校ＳＧＨ研究発表会 

４．参加費     無料 

５．会場      １日目： 能勢ささゆり学園 (住所：豊能郡能勢町平野 110 番地) 

          ２日目： 淨るりシアター  (住所：豊能郡能勢町宿野 30 番地) 

６．問い合わせ先  大阪府立能勢高等学校 (担当：高等学校教頭 内田 千秋) 

          〒563－0122 大阪府豊能郡能勢町上田尻 580 番地  

          TEL 072－737－0666  FAX 072－737－1046 

第15回 能勢地域小中高一貫教育・連携型中高一貫教育 研究発表会 (２次案内) 
同時開催 第 17回 全国中高一貫教育研究大会 
     第 ３ 回 能勢高等学校ＳＧＨ 研究発表会 



２月２日(金) 

部会 教科・領域 授業内容 校種・学年 授業者 場所 

学力向上 算数

分数 

はしたの長さの表し方を考え，分数

で表す方法を知る

小学校３年生 中尾 智美

小学校 

３年１組教室 

（２Ｆ） 

数学

正多面体はなぜ５種類？ 

正多面体が５種類ことしかないこ

とを、演繹的に考える

中学校２年生 砂田 謙佑

中学校 

２年Ｂ組教室 

（３Ｆ） 

数学

データの分析 分散と標準偏差 

偏差値の求め方を学び、データを分

析する

高校１年生 田積 武尊

中学校 

２年Ａ組教室 

（３Ｆ） 

グローバル能勢 
生活 

育てたものをいただこう 

～自家製大豆で豆腐づくり～ 

育てた大豆をもとに地域とつなが

り、学習発表会で発表したことなど

をまとめる

小学校２年生 木寺 明史

小学校 

２年１組教室 

（２Ｆ） 

理科

能勢の砂利は何からできているか 

地域の砂利が何からできているかを

学び、地域理解のきっかけをつくる

中学校１年生 島村 竜一郎
理科室１ 

（１Ｆ） 

国語 

「古典」と「和歌」の理解 

「古典」や「和歌」を抽象化し、自

らのものとして再構成する 

高校３年生 岡﨑 絋 
会議室 

(１Ｆ) 

グローバル英語 
外国語活動

Hi ,friends ! 2 Lesson 8  

『What do you want to be?』 

将来就きたい職業についてたずね

たり、答えたりする表現を学習する

小学校６年生

山田 善紀

安田 宏平

Kate Hirata 

English Room１ 

(３Ｆ) 

外国語

英語でディベートしよう 

身近な内容について、自分の考えや

意見を持たせ、既習事項を活用し英

語でディベートをする

中学校３年生
English Room２ 

(３Ｆ) 

英語 

プレゼン 

講座 

「能勢紹介」英語プレゼンテーション

能勢の自然、文化などを英語で紹介

する 

高校１年生
Kern Timothy 

井田 周子 

小学校 

ささゆり５ 

（３Ｆ） 

キャリア教育 

総合的な 

学習の時間 

よのなか科 「公平」とは何か？ 

東日本大震災で起こった 700/800

問題の解決策を提案する

中学校１年生 

高校１年生 

河﨑 肇 

山内 逸平 

横山 政幸 

多目的教室 

(１Ｆ) 

公開授業 13：30～14：20 

能勢全体を学び

のフィールド、地

域の方を学びの

支援者と捉えて、

自然や歴史、産

業、伝統文化など

をテーマにした

学習活動 

「伝えたい」「聞

いてみたい」とい

ったオープンマ

インドを大切に

「コミュニケー

ション力」育成を

軸とした学習活

動 

思考力・判断力・

表現力を高める学

習活動 

生きる力を学習す

る「よのなか科」の

授業を通して、地域

の課題を発見し解

決策を考える学習

活動 

松本 陽子 

Brandy Joy Huff



部会 検討会テーマ 助言者 場所

学力向上 
思考力・判断力・表現力を高め

る授業づくり

田村 壽 教授

(大阪樟蔭女子大学) 
ランチルーム 

グローバル能勢 
地域から世界へつながるカリキ

ュラムマネジメント

辻 新造 指導担当課長

(能勢町教育委員会) 
会議室 

グローバル英語 
グローバルにつながるコミュニ

ケーション能力

松下 信行 指導主事

(大阪府教育センター) 
English Room ２ 

キャリア教育 
これからの世の中を生き抜く子

どもたちにつけたい力

末崎 貴士 さん 

(株式会社 Prima Pinguino) 
多目的室 

 ・挨拶     能勢町 教育長  加堂 恵二

 ・指導講評   大阪府教育庁 教育振興室高等学校課 主任指導主事 香月 孝治

 ・記念講演   演題  『１０年後、君に仕事はあるのか？』 

        講演者  藤原 和博さん (奈良市立一条高等学校 校長) 

・閉会謝辞   能勢小学校 校長  萱野 喜一郎 

分野別検討会 14：30～15：20 

全体会 15：40～16：50 【体育館】 

講師紹介 

 藤原 和博 さん 

 1955 年東京生まれ。東京大学経済学部卒業。リクルートに入社し、 

東京営業統括部長、新規事業担当部長などを歴任。年俸契約の客員 

社員「フェロー」制度を創設した。 

 2008 年 8 月から 2011 年 10 月まで大阪府教育委員会特別顧問を 

務めた。2016 年からは奈良市立一条高等学校校長。 

 2003 年には、東京都における義務教育初の民間人校長として杉並区立和田中学校に

赴任。同校では、生徒や大人も参加する形で自営業者やホームレスなど様々な立場の

社会人の講義を聞くなどして世の中について学習する「よのなか科」の創設や、学習

塾と連携した有料の課外授業「夜スペ」の実施に携わった。支援地域本部事業を文部



２月３日(土) 

 ・会長挨拶  名古屋大学教育学部附属中・高等学校長 中嶋 哲彦

 ・行政報告  文部科学省初等中等教育局教育企画課教育制度改革室

 ・総 会   事業報告 会計報告

 ・次期開催校挨拶

校種 発表校・発表者 テーマ 場所

中等教育学校分科会 
山口県立下関中等教育学校

梅田 憲和 教頭

下関から世界へ

－志と気概をもった人材の育成－
研修室

併設型中高分科会 
滋賀県立守山高等学校 

吉澤 加寿子 校長

生徒の未来にタネをまく学校をめざして 

－2030 年とその先の世界を担う人材育成－
小ホール１

連携型中高分科会 
島根県立飯南高等学校 

秦 勉 校長

ふるさとがあるから世界に

－生命地域宣言の小さな田舎(まち)から－ 
小ホール２

 ・校長挨拶 

 ・今年度ＳＧＨの取組み説明 

 ・高校生地域創造サミット報告 

 ・課題研究生徒発表 

①ビジネスプランコンテストエントリー作品 

      『日本の故郷文化探検隊～広がる日本固有文化～』 

   ②平成 29 年度 国内・海外実態調査について（英語発表） 

      “Understanding the World Through Fieldwork” 

   ③グローバルな視点からの地域課題解決について 

      Ａ 『震災復興から考えるふるさと創生』 

      Ｂ 『エビ養殖とマングローブ林破壊』 

      Ｃ 『オイルパームプランテーションと熱帯雨林の伐採』 

 ・質疑応答 

 ・運営指導委員等による講評 

中高一貫研究会総会 ９：30～10：10 【ホール】 

校種別分科会 10：30～12：00 

能勢高校ＳＧＨ成果発表会 13：00～16：00 【ホール】 



アクセスについて 
 ★公共交通機関をご利用の場合 
   （ＪＲ大阪駅から） 

     阪急電車梅田駅から宝塚線〔宝塚行／雲雀丘花屋敷行〕で川西能勢口駅まで急行で約２０分 

     能勢電鉄に乗り換え、〔妙見口行／日生中央行〕で川西能勢口から山下駅まで約２０分 

     阪急バスで山下駅前から〔能勢町宿野行／豊中センター行〕に乗車 

      ２日(金)のささゆり学園は、平野口（約 20分）下車 徒歩５分 

      ３日(土)の淨るりシアターは、能勢町役場前（約 30分）下車すぐ 

   （伊丹空港から） 

     大阪モノレールの〔門真市行〕で、伊丹空港から蛍池まで約３分 

     阪急電車宝塚線で、蛍池から〔宝塚行／雲雀丘花屋敷行〕で川西能勢口まで約 10分 

   （JR 新大阪駅から） 

    ＪＲ在来線で、新大阪から大阪まで約５分 

    地下鉄御堂筋線で新大阪から大阪まで約５分 

 ※能勢電鉄山下駅から阪急バスを利用される場合は、 

右表のとおり、便数が少ないためご注意ください。 

 ★自家用車をご利用の場合 

   同乗されるなど、台数を減らしていただきますよう 

ご協力ください。（駐車台数３００台） 

 ★実施会場の地図 

  能勢ささゆり学園までの案内図           淨るりシアターまでの案内図 

  その他  ２日(金)の「能勢ささゆり学園」へは、できる限り上履きをご持参ください。 

国道１７３号線

⇒

能勢ささゆり学園

平野口バス停下車、徒歩５分



大会バス・宿泊施設等のご案内 
 ★大会バスのご案内 
   近畿日本ツーリスト(株)大阪教育旅行支店にお願いし、大会バスを運行します。 

   ご利用の申し込みは、別紙申し込み用紙の説明に従ってお願いします。 

コース 

番号 

日にち 

経路 
出発地・時間 途中停車 到着地・時間 

Ａ 
２日 

往路 
11：30 新大阪 12：00 伊丹空港 13：00 ささゆり学園 

Ｂ 
２日 

復路 
17：20 ささゆり学園 18：00 伊丹空港 18：40 新大阪 

Ｃ 
３日 

往路 
７：30 新大阪 ８：10 伊丹空港 ９：10 淨るりシアター 

Ｄ 
３日 

復路 
16：10 淨るりシアター 16：50 伊丹空港 17：30 新大阪 

   ①最少催行人数 30 名 添乗員は同行しません。 

      利用希望者が少ない場合は、運行できない旨、連絡させていただきます。 

   ②費用は、いずれも片道 

      伊丹空港／新大阪⇔ささゆり学園／淨るりシアター  1,500 円 

   ③新大阪／伊丹空港での乗車地点は、地図をご覧ください。 

   ④お申し込みの際は、大会バスの欄に申し込み番号と乗車(下車)と地点をご記入ください。 

   ⑤バスの座席には限りがございます。定員になり次第締め切らせていただきます。 

         新大阪の集合場所                伊丹空港の集合場所 

 ★お弁当のご案内 
   ３日(土)の会場周辺では飲食店の数が限られていますので、お弁当をご利用ください。 

   ご利用の申し込みは、別紙申し込み用紙の説明に従ってお願いします。 

   ①昼食お弁当：２月３日(土)のみ、1000 円（お茶付） 

   ②受け渡し場所：淨るりシアターエントランス の引き換えコーナー 

こちらの 
１階駐車場から 
出発致します 



 ★宿泊施設のご案内 
   宿泊も、近畿日本ツーリスト(株)大阪教育旅行支店にお願いしています。 

   ご利用の申し込みは、別紙申し込み用紙の説明に従ってお願いします。 

申し込

み番号 
ホテル名 

地図 

記号 
部屋タイプ 

宿泊 

料金 
備考 

い ヴィアイン新大阪ウエスト Ａ シングル 10870 円 
喫煙・禁煙はホテル

お任せ 

ろ－１ 
ホテル新大阪 Ｂ 

シングル 喫煙 
8840 円  

ろ－２ シングル 禁煙 

は－１ 
ニューオーサカホテル Ｃ 

シングル 喫煙 
9920 円 

は－２ シングル 禁煙 

   ①宿泊地：地図をご参照ください 

   ②宿泊料金：お一人様(税金・サービス込) 

一泊朝食付(朝食が不要でも返金できません)

   ③お申し込みの際は、宿泊の欄に申し込み番号を、 

第二希望までご記入ください。 

   ④宿泊人数には限りがございます。 

満室になり次第締め切らせていただきます。 

 ◎申し込みに関して 
   別紙の大会申し込み用紙に記入して、能勢高校宛にＦＡＸしてください。 

   受付確認後、近畿日本ツーリストから、料金振込の案内等が送付されます。 

   その案内に従って、手続きをお願いします。 

   変更や取り消しの場合は、二重線で見え消ししてＦＡＸ願います。 

   変更や取り消しに伴うキャンセル料について、下表を参考に願います。 

■２日利用のバス・宿泊 

 取 消 日 取消料金 

 旅行開始日の３日前(１月 30 日)迄の取消 不要 

 旅行開始日の前々日(１月 31 日)迄の取消 料金の 40％ 

 旅行開始日の前日(２月１日)の取消 料金の 50％

 旅行開始後または無連絡不参加 料金の 100％

■３日利用のバス・弁当 

 取 消 日 取消料金 

 旅行開始日の３日前(１月 31 日)迄の取消 不要 

 旅行開始日の前々日(２月１日)迄の取消 料金の 40％ 

 旅行開始日の前日(２月２日)の取消 料金の 50％

 旅行開始後または無連絡不参加 料金の 100％

Ｂ

Ｃ

Ａ



連絡先電話番号

緊急連絡先

連絡先ＦＡＸ番号

２月３日(土)
お弁当

研究授業

13:30～
　14:20

分野別
検討会
14:30～
　15:20

全体会

15:40～
　16:50

中高一貫
総会
９:30～
　10:10

校種別
分科会
10:30～
　12:00

ＳＧＨ
発表会
13:00～
　16:00

○をお付けください

大会バスをご利用の場合、乗車
コース（往路復路共に）と、乗
車／下車 地点名の両方に、○を
お付けください

○をお付け
ください

例 女 ○ ○ ○ ○ ○ ○
（  　）自家用車
（  　）公共交通機関
（ ○ ）大会バスの利用

Ａ　　Ｂ　　Ｃ　　Ｄ

新大阪　　　伊丹空港
○ ろ－２ はー２

（　　）自家用車
（　　）公共交通機関
（　　）大会バスの利用

Ａ　　Ｂ　　Ｃ　　Ｄ

新大阪　　　伊丹空港

（　　）自家用車
（　　）公共交通機関
（　　）大会バスの利用

Ａ　　Ｂ　　Ｃ　　Ｄ

新大阪　　　伊丹空港

（　　）自家用車
（　　）公共交通機関
（　　）大会バスの利用

Ａ　　Ｂ　　Ｃ　　Ｄ

新大阪　　　伊丹空港

（　　）自家用車
（　　）公共交通機関
（　　）大会バスの利用

Ａ　　Ｂ　　Ｃ　　Ｄ

新大阪　　　伊丹空港

その他ご要望等 費用振込み先

口 座 名：三菱東京ＵＦＪ銀行　振込第二支店

口座番号：普通　8621312

口座名義：カ）キンキニッポンツーリストカンサイ

振込期限：平成30年１月31日(水) ＴＥＬ：072-737-0666

ＦＡＸ：072-737-1046

都道府県名

郵便番号

学校住所

　      大阪府豊能郡能勢町上田尻580番地

交通手段

いずれかに○をお付けください

【新規・変更・追加・取消】

（　　）枚目中の（　　）

申込日：　　月　　日

申し込み・問い合わせは、

能勢高等学校　向井まで

住所：〒563 0122

第17回全国中高一貫教育研究大会・第15回能勢地域小中高一貫教育研究発表会等　申し込み用紙

性別

２月２日(金)
ご宿泊

必ず第二希望まで、
申込番号をご記入ください

第一希望　　　第二希望

ノセ　ルリ
能勢　瑠璃

申込担当職・氏名

学校名

ＦＡＸ送付先：072-737-1046　能勢高校　向井あて　【申し込み締め切り：１月19日(金)】　必ず控え(コピー)をお残しください

※申し込み用紙内の個人情報については、本大会受付業務以外の目的に使用することはありません。

２月２日（金） ２月３日（土）

Ｎｏ
フリガナ

参加者氏名

振込手数料はお客様のご負担でお願いいたします。※ お申込み欄が不足する場合は、申し込み用紙をコピーしてご利用ください。


