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第１９２７回例会
会長挨拶
2018－19 年度 原義明直前会長
本日は美谷添会長が東京出張の為、私が代行をさせて頂きます。
郡上北高等学校教頭の山田先生、お忙しい中、お越しいただきありがとうございます。後程卓話よ
ろしくお願い致します。
先日の４０周年記念式典、皆さん大変お疲れ様でした。無事に終了できましたのも皆さんのご協力
のお蔭だと感謝申し上げます。また３１日には長良川鉄道を貸し切った長鉄例会を初めて行ったわ
けですが、大勢の方々のご参加をいただきまして、見にこやかに有意義な時間を過ごさせていただ
きました、ご協力ありがとうございました。
今期、大きな事業を一つ二つ終わったわけですが、まだまだ今期は６月まであります。計画されて
いる事業もあると思いますので、是非とも出席していただきまして、ご協力をしていただければ幸
いかと思います。
外来卓話 郡上北高等学校の活動について
郡上北高等学校 教頭 山田徹様
郡上北高校の山田です。本日はお招き頂きありがとうございます。70 周年につ
きましては 9 月末に終わりまして、学校としては大きな行事が終わりホッとして
いるところですが、来年度に向けて準備をしなくてはいけません。来年度は大き
く変わり郡上高校も同様ですが、本日はその内容についてと、28 年度から今年
度までの 3 年間で活性化に向けて取り組んできたことを話したいと思います。
「開こう、未来の扉
探そう、あなたの夢を」をキャッチフレーズの元、生徒
を生き生きと地域へ送り出せるように取り組んでいます。
来年度から本校が変わっていく単位制について話したいと思います。またＫＣＤ
プロジェクトと呼んでいますが、本校が 3 年間取り組んできた内容です。
本校の主な活動などを紹介したいと思います。現在の状況について話します。70 周年に向けて新しい
制服に切り替えており、今年で全校揃いました。また授業に集中できるように個人別にロッカーを設け
ています。携帯電話など授業に支障をきたすので、登校したらロッカーに入れておきます。進学就職指
導については生徒の希望に対応できるように個別指導を中心に色々対応しております。進学希望の生徒
については７限授業、土曜補習、夏期補習など希望者について指導に当たっています。就職希望につい
ても、郡上の企業の皆さんにもお世話になっております郡上未来塾、インターシップ等も充実したもの
を取組んでいます。昨年は６・４くらいで進学・就職です。就職については 75％が地元企業に就職して
います。4 年生大学も増えつつあります。主な就職先では郡上市外で警察官や大企業、公務員等います。
進学ですが、平成 27 年度から主な大学ですが、国公立大学など、どこの大学へ行ったのか数はどうな
のかは学校の指標にもなります。ただプライドを持っていける学校へ行っております。複数の大学へ行
けるようになったのも個別指導の成果ではないかと思っております。
英語や商業の資格検定もビジネスコースを中心に、取り組んでいます。簿記検定や情報処理検定など
合格しております。本校は 28 年度から取り組んでいます、ＫＣＤプロジェクトですが、これは生徒を
地域に送り出して、地域の皆さんと連携しながら色んな活動に取り組んでいくものです。大きく 4 つの

領域に分けて取り組んでいますがその中から 3 つの領域を中心にお話します。
一つは地域行事参画ですが、地域の奥美濃カレーファミリーと連携して、販売促進などを行っています。
地域のいくつかの行事に参加しています。今年度長良川あゆパークがオープンし、家庭科クラブがメニ
ュー開発などをしました。特に滝さんとアユパークの商品開発で梅ゼリー等販売にも関わっています。
公民館応援隊として、小学校を中心に遊びの場を提供しています。本校の生徒が生徒会を中心に遊び道
具を作ったり、その場を儲けて公民館と連携して活動しています。科学部が中心になっておりますが、
命を繋ぐ川作りと云う事で、ハザコ(オオサンショウウオ)の保護に取り組んでみようと云う事で、昨年
度から取り組み始めました。これについてはＣＢＣＴＶのイッポウでも取り上げられました。アユパー
クの梅ゼリー開発についても東海テレビで取り上げられています。ＭＳリーダースを地域の商店の方へ
出向き、挨拶運動や、聖性根肉声のパンフレット配布等行っています。地元のシニアクラブ連合会と連
携した行事をしています。ペタングやボタ餅作りなどしています。郡上長良川ＲＣさんとはツツジの植
樹や雪囲いを外したりしています。吹奏楽部は地域の施設や、地域の行事に出向いて演奏しています。
演劇部は寸劇を郡上八幡ふるさと祭りで歴史を振り返るというような催しに参加しております。
キャリア教育と云う事で取り組んでいる内容を話します。郡上未来塾では 8 つほどの企業に来ていただ
いて説明をしていただきました。この内容についてはＮＨＫで取り上げられました。インターシップに
ついては、2 年生全員参加させています。集中期間として 6 月中下旬に設定しており、総ての生徒がど
こかの企業にお世話になって職場体験をさせていただいています。本校のキャリア教育の中心として位
置づけにしています。7，8 年になりますが、かなり充実しています。地域の企業さんのご協力あっての
ものだと感謝しております。
卒業生に来ていただき、在学中の進路を決定していくまでの流れを説明していただいています。歴史が
古く 20 年近く行っています。年齢の近い卒業生を呼んで、質問を投げかけて質問に答えてもらうよう
にしています。昨年度になりますが、2 月にクロスカントリーの全国インターハイが郡上地区で行われ、
本校の 1，2 年生を中心に補助員を行っています。2 年生の松井一真君が選手として出場しました。
ビジネスコースですが、岐阜女子大と連携を取りながら、デジタルアーカイブクリエーターの資格取得
の講座を受講しました。現在の在校生については、2 年生にライフデザインコースとコミュニケーショ
ンコースに一部分かれます。進学コースに分かれていくのですが、ライフデザインコースについては、
白鳥町の保育園、
幼稚園に出向いて保育実習を年 3 回行っています。地元の自動車学校に協力いただき、
1 年生に自転車講習を行っています。大事故を起こすこともあるので、キャリア教育の一環ではないか
と思います。中高連携ですが、白鳥中学校と連携が中心ですが、北部の中学校との連携も大事で大和・
高鷲中学校との連携も大事だと思います。白鳥中学校においては英語・数学の先生が週 1 出向いて授業
を行っています。また小・中学校の先生と連携を取り、先生同士の研修会を開いたりしています。本校
は 20 代の若い教員が多く、研究の場も必要になります。部活動について吹奏楽は地元で演奏会をした
り、中学校と合同で定期演奏会を行っています。生徒会は中学校の運動会に手伝いに行っています。進
路が決まった生徒が中学校に出向いて進路に関わる話をしたりします。
広報については、ＰＴＡは積極的に行事に参加してくれ、文化祭でバザーをしています。
これらのＫＣＤの活動について、地域の人に発表会を設けています。昨年度は雪の為できませんでした
が、今年度も 2 月に開催予定ですので、来ていただければと思います。以上が本校が取り組んでいる活
動内容です。平成 31 年入学生から、ビジネスコースの募集を停止します。ただビジネスコースの流れ
をくむコースは残っています。また単位制の導入です。大学の単位制と同じで、卒業までに取得すれば
卒業できます。今までは学年制でしたが、一部残しつつ、単位を取らないと留年になります。3 年間で
単位を取得すれば卒業となります。単位制のメリットとして自分が学びたいことを優先して時間割を決
められる制度となりますが、完全に大学と同じにはできませんので、コースを選べば自分が学びたい授
業が取りやすくなります。2 年生からコース分けになり、進学コース、観光・ビジネスコース、福祉・
介護コース、地域産業コースの 4 つに分かれます。普通科進学コースは進学 1 本になり、週 2 回 7 限ま
であります。ビジネスコース停止と言いましたが、観光・ビジネスコースがありますので、完全になく
なった訳ではありません。各コースの特色は、進学コースは理系、文系、看護医療系の進学に必要な学
力を養っていきたいと考えています。観光・ビジネスコースは就職も進学にも必要な学力を養うと云う
事で、新たに学校設定科目を利用しています。学校独自で作った教科科目です。各科目それぞれに取ら
われない教科科目を用意して、学ばせると云う事です。就職と進学に対応もしています。福祉・介護コ
ースは新たに設けたコースです。旧ホームヘルパー2 級の介護職員初任者研修資格取得のコースです。
白鳥病院と連携を行い、週 2 回 1 日 白鳥病院へ出向いて講座を受講してきます。年間 210 時間ほど病
院で受講しています。地域産業コースも新たに設けたコースです。地域の産業を広く学ぶためのコース
です。知識や技術を学ぶコースです。本校だけでは学ぶことができませんので、地域や美濃加茂まで出
向いて工業の技能を学ぶこともします。地元の就職、進学を考えています。生徒一人一人の能力、個性
を伸ばし、地域を支える人材を育てたいと願いでおります。
テレビや新聞当で本校の活躍する姿を取り上げて頂きました。新聞は昨年と比べると 3 倍ほど取り上

げていただいており、活躍を新聞等で知っていただいていると思います。
学校の様子分かっていただけたでしょうか。ＫＣＤプロジェクトは 3 年間の指定を受けており、本年
度が最後になりますが、まだまだ継続していかなければいけないと考えております。地元の皆さんの協
力があってのものだと思っておりますので、色々ご意見やご指導が願えればありがたいと思います。
ニコＢＯＸ
ニコＢＯＸ委員会 藤代昇君
島崎禮子様 美谷添会長様、
会員の皆様へ 先日は 40 周年にお招きいただきありがとうございました。
素晴らしい式典に参加でき、懐かしい皆様方にお会いできましたことに感謝申し上げます。また長良川
鉄道「鮎号」にてお食事を頂きながら見る車窓からの景色は格別で、貴重な時間を過ごす事が出来まし
た。感謝感謝です。ありがとうございました。車内でのニコボックスうっかり申し訳ありませんでした。
美谷添里恵子君 東京出張の為、本日の例会、欠席します。原前会長代理よろしくお願いします。
畑中君 山田先生、本日ありがとうございます。
三島勲君 郡上北教頭 山田徹様ようこそ、歓迎申し上げます。
大村君 教頭先生、今日はお忙しい所、卓話ありがとうございます。いつも青少年健全育成ご尽力感謝
しています。
羽土君 山田教頭先生、ようこそ。卓話楽しみにしています。
同文 石徹白君、原君、和田君、小島君、野島君、寺田正実君、佐藤君、山田君、旭君、清水君
井俣君 同文 先日の北高のマラソン大会、天気が良くてよかったです。 毎年応援しております。
山口君 同文 寒くなりそうで暖かいです。
藤代君 同文 先日の共立会に参加していただいた和田君、三島昭君、ありがとうございました。大変
盛り上がった旅行で楽しかったです。
美谷添生君 10 月 31 日の長良川鉄道例会、出席出来ず残念でした。妻が参加し喜んで帰ってきました。
代理出席が認められればいいな。特色ある郡上北高として注目されるように期待します。山田教頭様、
ありがとうございます。
島崎君 今マーゴで上映している「いのちの深呼吸」は関市の大禅寺住職を 3 年半追ったドキュメンタ
リー映画です。一度時間があれば見て下さい。自殺防止活動を 10 年以上している根本さんの日常を映
した映画です。
(本日 23,000 円 累計 359,500 円)

次回例会予定
１１月２１日 例会（４０周年まとめ）
１１月 ８日 例会（Ｒ財団卓話）
出席報告

１２月 ３日
１２月 ５日

会長・幹事会（各務原市）
例会（会員卓話）
出席委員会 山口里美君

会員数

出席者数

欠席者数

補正者数

出席率

第 1926 回

３４名

１９名

６名

８名

81.82％

第 1927 回

３４名

２２名

６名

５名

81.82％

例会日：毎週水曜日 午後 6 時 30 分 （６～９月
午後 7 時～）
例会場及び事務所：白鳥町農業指導研修センター 岐阜県郡上市白鳥町白鳥４７番地１２
TEL.0575-82-3822
FAX.0575-82-5191
URLhttp://www.gujonagaragawa-rc.com/
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