第 13 回

大阪府高等学校総合学科教育研究大会 開催要項
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趣旨

未知なる社会での躍動を！！

☆

大阪府教育関係者の参集を得て研究発表を行い、よりよい総合学科高等学校
の在り方を探るとともに、次の時代に向けての高等学校教育の推進を図る
☆ 互いの課題研究を発表し、生徒同士の意見交換・交流の場を創出・促進する
とともに、参加生徒が今後の課題研究に生かす。
☆ 中学生、保護者に大阪府高等学校総合学科の教育の本質や魅力を理解しても
らうとともに、進路選択の一助となる場を提供する。
日時
平成 30 年 12 月 16 日（日） 13：00 ～16：45（受付 12:30～）
場所
大阪府立今宮高等学校（ 大阪市浪速区戎本町 2－7－39
TEL 06-6641-2612 ）
主催
大阪府総合学科高等学校長協会
後援
大阪府教育委員会
大阪市教育委員会
大阪府立高等学校長協会
大阪市立高等学校長会
内容
☆ 生徒による教育活動の発表（舞台発表、ポスターセッション等）【体育館】
日常の学習活動、およびその効果や学びを、舞台での演技、演奏や、
ポスターセッション、プレゼン形式で生徒たちが発表します。また、
おおきくはばたき活躍している部活動の演奏や演技をお見せします。
☆ 生徒作品展示【２階教室・廊下】
日常の授業や課外活動で、生徒たちが探求研究した内容や制作作成し
た作品を、掲示、展示しています。
☆ 高校相談コーナー【受付 体育館】
主に中学生、保護者から、各高校について質問や知りたいこと等があ
れば、各学校の担当者が個別に対応いたします。
☆ 各学校パンフレットコーナー【体育館】
各学校のパンフレットを置いています。ご自由にお取りください。
参加校（生徒発表・生徒作品展示・相談コーナー・パンフレットコーナー）
府立柴島高校★＊◆
府立今宮高校★＊◆
府立松原高校★◆
市立咲くやこの花高校★＊◆
府立枚岡樟風高校★＊◆
市立扇町総合高校★＊◆
府立堺東高校★＊◆
府立芦間高校★＊◆
府立八尾北高校★＊◆
府立貝塚高校★◆
府立能勢高校 / 府立豊中高校能勢分校★＊◆
府立千里青雲高校★◆
府立福井高校★◆
府立門真なみはや高校★＊◆
府立伯太高校★◆
府立大正白稜高校＊◆
府立成美高校★
【以下 ｴﾝﾊﾟﾜﾒﾝﾄｽｸｰﾙ】
府立布施北高校★◆
府立箕面東高校★＊◆
府立西成高校★◆
府立長吉高校◆
府立岬高校＊◆
府立成城高校
府立和泉総合高校＊◆
府立淀川清流高校＊◆
【以下 ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞｽｸｰﾙ】
府立東住吉総合高校★＊◆
注

★印：生徒発表参加校

＊印：展示参加校

◆印：相談コーナー開設校

【プログラム】
＜司会進行 市立扇町総合高等学校演劇部＞
13：00

（１）開会式
・開会挨拶 大阪府総合学科高等学校長協会会長（大阪府立今宮高等学校長）
・来賓挨拶 大阪府教育庁 教育振興室 高等学校課長

境田 優二
網代

大阪市教育委員会事務局 指導部 高等学校教育担当 課長

柘原 康友 様

・来賓紹介 大阪府総合学科高等学校長協会会長（大阪府立今宮高等学校長）
（２）舞台発表Ⅰ

典子 様

境田 優二

＜3 校 60 分＞

13：20

・府立門真なみはや高等学校

合唱・演奏

・府立八尾北高等学校

多文化共生部オアシス 中国舞踊

・府立今宮高等学校

書画部

パフォーマンス

（３）ポスターセッションⅠ ＜各 20 分 入れ替え 5 分＞

14：20

・１回目
・２回目
（４）作品展示鑑賞・休憩

15：05

＜20 分＞

（５）ポスターセッションⅡ ＜各 20 分 入れ替え 5 分＞

15：25

・３回目
・４回目
（６）舞台発表Ⅱ

＜1 校 15 分＞

・府立成美高等学校

16：15
中国文化「春暁」倶楽部 獅子舞と女子民族舞踊
16：30

（７）閉会式
・講評

芦屋大学 特任教授 （元大阪府総合学科高等学校長協会会長）
吉村 和彦 様

・閉会挨拶 大阪府総合学科高等学校長協会副会長（大阪市立扇町総合高等学校長）
筒井 良恵

【舞台発表タイトル】（体育館）
府立門真なみはや高等学校

空き瓶で奏でるクリスマスアンサンブル

府立八尾北高等学校

「京劇風ダンス・龍の舞」
（舞踊）

府立今宮高等学校

「書」と「画」がコラボした書画部のパフォーマンス

府立成美高等学校

獅子舞と女子民族舞踊

【ポスターセッションタイトル】（体育館）
府立柴島高等学校

柴島高校の特色ある授業、３年「卒業研究」の成果発表

府立今宮高等学校

学校設定科目「私たちが立っている場所」の成果発表

府立松原高等学校

イマジン、や。～産業社会と人間から海外研修旅行へ

市立咲くやこの花高等学校

中高合同ディベート大会の取組みについて

府立枚岡樟風高等学校

学校設定科目「カルチャーキャリア」による地域交流の
成果発表

市立扇町総合高等学校

私たちが知るべき著作権

府立堺東高等学校

堺東高校での看護の授業を通じて学んだこと

府立芦間高等学校
府立八尾北高等学校
府立貝塚高等学校
府立能勢高等学校 /
府立豊中高等学校能勢分校

「産業社会と人間」の中の取組み「ジョブカバリー（職
業インタビュー）」のプレゼンテーション
（仮題）
「社会への扉」の探究から集大成「課題研究」の
発表へ
（仮題）総合学習の成果発表の最優秀作品
能勢高校 SGH の活動概要と SGH 実態調査

府立千里青雲高等学校

学校設定科目「地域の防災」における取組み

府立布施北高等学校

デュアル実習から学んだこと

府立福井高等学校

課題研究「ドリカムテイクオフ」の成果発表

府立箕面東高等学校

「箕面東版デュアルシステム」体験発表

府立西成高等学校

学校設定科目「私たちの町と防災」の成果発表

府立東住吉総合高等学校

東住吉総合高校 ビジネス系列の発表

府立門真なみはや高等学校
府立伯太高等学校

中国事情に関する調査報告
総合的な学習の時間 「 Glocal Studies II 」の成果発
表

【作品展示タイトル】（２階教室・廊下）
府立柴島高等学校
府立今宮高等学校
市立咲くやこの花高等学校
府立枚岡樟風高等学校
市立扇町総合高等学校
府立堺東高等学校
府立芦間高等学校
府立八尾北高等学校
府立能勢高等学校 /
府立豊中高等学校能勢分校

柴島高校総合文化発表会（ザ・シンフォニーホール）の
記録
様々な選択科目における生徒の作品
ロボット工学系列・造形芸術系列・映像表現系列におけ
る生徒作品展示
「工業デザイン」、「農と自然」、「福祉・保育」、「地域文
化」系列の授業で作製した生徒の作品展示
マーケティングデザイン系列の授業で作成した生徒の作
品展示
総合学科および自立支援コースの作品展示
「総合的な学習の時間」の中の取組み「総学論文（４０
００字）」のクリアファイル展示
美術系授業で作成した生徒の作品展示と図書委員の作品
展示
SGH 活動と海外・国内実態調査結果の展示

府立箕面東高等学校

授業で作成した生徒の作品展示 及び 活動の写真展示

府立岬高等学校

海洋系列の活動に関する作品展示等

府立東住吉総合高等学校

授業で作成した生徒の作品展示

府立和泉総合高等学校

各系列の授業で作成した生徒の作品展示

府立門真なみはや高等学校

美術フィールド作品ファイル展示

府立淀川清流高等学校

「産業社会と人間」の授業で作成した生徒の作品展示

府立大正白稜高等学校

キャラ弁当づくりで、地域の健康意識向上！
（白稜生×大学生×ＮＰＯ）

