本日の行事予定 (2019 年 2 月 8 日)
第 3183 回例会
≪平和と紛争予防／紛争解決月間≫
卓話担当：鈴木吉男君
講
師：愛知県立津島高等学校
教頭 伊藤和明氏
演
題：「津島高校の
グローバル化の取組」

是非卓話にとお話ししていましたが、実現いたし
ました。楽しみにしています。
2 月に入りまして、昔から如月(きさらぎ)と呼ばれ
ておりまして諸説いろいろありますが、寒いので
更に着るという「衣更着」からきたのが有力なよ
うです。中国では「如月（にょげつ）」と呼ぶそうで
あります。
今日は、真綿について少しお話をしたいと思い
ます。「真綿で首をしめる」という言葉がありま
して、最初は柔らかいけど徐々に締まっていくと
いう意味合いで使われますが、真綿は実に丈夫で
あります。
メンバーのみなさんの大半が、この真綿の良さ
がわかる人が多いと思われますし、実際に衣料に
使用されていましたので、真綿が綿だと言われる
方はいません。もちろん、シルク＝絹であります。
私共は、真綿ふとんとしてみなさんにご利用い
ただいていますので、主に掛けふとんに使われて
います。以前は、敷きふとんに綿わたが主流だっ
たので、打ち直しをすると仕上げに 4 枚の真綿を
ひいていたのを思い出します。高見山の宣伝で有
名だったところがあったのですが、真綿ふとんを
扱ったことはないように思います。
真綿は、蚕からできるわけですが、私達が使用
する真綿は滋賀県近江産の角真綿でして、高級品
には福島県産の袋真綿を使用します。この袋真綿
は、正繭 6 個でできておりまして、そのまま着物
に使用しますと、いわゆる結城紬の糸になるよう
なしろものです。
東日本大震災の折、風評被害を受け、一時この
真綿ふとんは大変苦労いたしました。この真綿ふ
とんのブランド名は、「入金真綿（いりきんまわた）」
といいまして、とても素晴らしいものです。真綿
の価値は、その密度といいますか、細かさに差が
出てまいります。普通、真綿ふとん 1 ㎏入りを製
造するのに、角真綿は 350 回程引きます。この福
島の入金真綿は 650 回引きます。いわゆる、真綿
650 層のふとんになります。私も、福島で実際に
引かせてもらいましたが、とても力のいる作業で、
１日に 3 枚程度しかできない理由がよくわかりま

先回の記録
第 3182 回 ’19 年 2 月 1 日（金）晴れ
卓話担当：前田昭生君
講
師：愛知県立津島東高等学校
校長 渡辺貞彦氏
演
題：「改革期を迎える高等学校」
ロータリーソング 「四つのテスト」
ソングリーダー 加藤泰一郎君
会 員 総 数 62 名
1 月 11 日例会分訂正
出席免除会員 14 名
欠 席 会 員
11 名
本日出席会員 48 名
MAKEUP 会 員
6名
本日の出席率 77.42％ 訂 正 出 席 率 95.00％

会長挨拶
伊藤哲朗会長
インフルエンザが猛威を振
るって、周りの方も感染された
方が多いと思います。是非ご注
意ください。寒さももう一歩と
いうところで、週末は少し暖か
くなるようであります。
母がインフルエンザにかかり、心配しておりま
したら、今度は誤嚥肺炎ということで、96 才とい
う高齢ですので「様子が悪い」と親戚に話をして
いたら、ちょうどその日に叔母が亡くなり、母の
妹ですが、一昨日通夜、昨日葬式になってしまい
ました。
さて、本日の卓話にはインターアクトクラブで
お世話になっております、津島東高校の渡辺校長
先生に来ていただきました。ちょうど昨年の春、
インターアクトクラブの件でご挨拶に伺った際、
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した。暖かさはもちろん、すぐれた調湿能力を持
っていまして、快適にお休みいただけるという代
物であります。
なお、中国でも真綿のおふとんがありますが、
繊維が荒いため、1 ㎏入りの真綿ふとんをつくる
のに、100 回程度で済むと聞いています。

幹事報告
吉田康裕幹事
 本日は例会終了後、理事会
を開催します。役員、理事、
委員長の皆様はご出席を
お願いします。
 2 月 3 日（日）10 時 30 分
より、地区研修委員会主催
の新会員研修会が名鉄グ
ランドホテルにて開催されます。当クラブより
野尻栄一君が出席しますので、よろしく御願い
致します。
 2 月 5 日（火）15 時より、第 5 回地区社会奉仕
委員会がガバナー事務所にて開催され、猪飼地
区委員が出席します。
 2 月 6 日（水）、第 3 回次期ガバナー補佐研修
会議がガバナー事務所で開催されます。篠田次
期ガバナー補佐と、山田勝弘次期分区幹事が出
席します。
 次回 2 月 8 日（金）の卓話担当は、都合により
当初予定の寺島淳一君から鈴木吉男君に変更
となりました。今後も 3 月～4 月にかけて卓話
担当の変更がありますので、本日の会報でご確
認ください。
 今月 19 日（火）～24 日（日）に開催されます、
第 20 回西尾張分区ロータリークラブ美術展の
案内はがきをお配りしました。今回で最後とな
りますので、ぜひたくさんの皆さんにお出かけ
いただきたいと思います。津島ＲＣからは 5 名
が出展しております。
 本日は、『ロータリーの友』2 月号と『抜粋の
つづり その七十八』を配布し、『ガバナー月
信』及び『The Rotarian』各 2 月号を回覧して
います。これらは地区のホームページからも閲
覧できますので一度ご覧になってください。
 2 月のロータリーレートは＄1＝￥110 です。

ニコボックス報告 第 3182 回分
柴田伸彦ニコボックス委員長
伊藤哲朗会長、山田勝弘副会長、吉田康裕幹事
①本日の卓話講師に愛知県立津島東高等学校校長
渡辺貞彦氏をお迎えして。②前田昭生君、本日の
卓話よろしくお願いします。
相羽あつ子君、浅井彦治君、飯村理君、猪飼充利
君、稲川明俊君、岡本康義君、神谷里明君、加藤
則之君、加東育郎君、坂井裕君、篠田廣君、柴田
伸彦君、杦田勝彦君、住田正幸君、野尻栄一君、

幅辰雄君、山田公男君 本
日の卓話講師に愛知県立津
島東高等学校校長の渡辺貞
彦氏をお迎えして。
前田昭生君 津島東高等学
校の渡辺校長をお迎えして
の卓話担当です。どうぞよ
ろしくお願いします。
浅井賢次君 今月誕生日を
迎えました。90 才の大台、皆さんのパワーをいた
だき感謝しております。
伊藤幸藏君 久しぶりに会った岡本君にお願いし
ましたが…。
高木輝和君、山本達彦君、水野憲雄君 岡本さん
のお顔を久しぶりに拝見しました。
山田勝弘君 お久しぶりです。
小林啓子君 ウィークリーに写真が載りまして。
稲垣宏高君、中野義光君、横井知代君、田中正明
君 その他。
卓 話
卓話担当：前田昭生君
講
師：愛知県立津島東高等学校
校長 渡辺貞彦氏
演
題：「改革期を迎える高等学校」
■卓話担当：前田昭生君
またまた卓話の当番がや
ってまいりましたが、今回
は当クラブの伊藤会長と吉
田幹事がインターアクトク
ラブの件で津島東高等学校
を訪問され、渡辺校長先生
ともお話をされた折に、ぜ
ひ当クラブの定例会にもご参加くださいと申した
ところ、快くご承諾をいただき、今日の機会とな
りました。
ご承知の通り、当クラブの青少年奉仕委員会で
は、青少年の健全な育成を目指し、その活動を推
進し、支援しております。
委員会活動の一つとして、5 年程前から津島東
高等学校のインターアクトクラブ活動に積極的に
参加、助言を行うとともに、社会奉仕や国際理解
において指導力を発揮できる人材が育つよう支援
しているところでございます。
今日は、そうした関係にある津島東高等学校の
渡辺貞彦校長先生をお迎えしております。自己紹
介を兼ねて、ご講演をお願いいたします。
智
剛
恕

無限大に向上する知性
逆境に強いたくましい心身
他者を思いやる心情

-2第 3183 回例会

⇒ 学力低下問題、学校週五日制導入、少子化
（学級減、統廃合）
 平成 20 年（2008 年）…
 「基礎的・基本的な知識・技能の習得、思考力･
判断力･表現力の育成」

■講師：渡辺貞彦校長先生
【学校を取り巻く社会の変化】
 グローバル化の進展（国際
問題の多様化）
 少子高齢社会への移行（年
金受給開始年齢、高齢者雇
用）
 インターネットの進歩（高
速化、スマホ、モバイル、
ＳＮＳ、動画配信）
 Ｉot、ＡＩ（人工知能）の進化（ビッグデータ、
自動運転、空飛ぶ車……）
 シンギュラリティ、Sosiety5.0 など

【今回の学習指導要領の改訂】
平成 30 年(2018 年)公示～平成 34 年度完全実施
授業改善
「主体的・対話的で深い学び、（アクティブ・ラ
ーニング）」の実現教育活動の質の向上
各学校における「カリキュラム・マネジメント」
の確立

【子供たちの現状と課題】
（平成 28 年 12 月：中央教育審議会答申より）
 学習を生かし生活の中で課題解決する能力の
低下⇒体験活動の減少
 読解力の低下⇒スマホの普及など
 学習面または行動面での著しい困難を示す児
童生徒の存在⇒特別支援
 子供の貧困⇒生活支援
 外国に繋がる子供達の増加⇒多文化共生社会
◆2030 年の社会と子供たちの未来
AI、高度情報化社会の進展⇒社会変化の加速：
予測困難な時代到来
【これから行われる高等学校に関わる改革】
 選挙権年齢の引き下げ（改正公職選挙法：平成
28 年 6 月～）
 成人年齢の引き下げ（改正民法施行：平成 34
年 4 月 1 日～）
 新学習指導要領への移行（～平成 34 年度完全
実施）
 高大接続改革（大学入学共通テスト：平成 33
年度入試～）
※英語の 4 技能評価「読む・聞く・話す・書く」
……資格試験の導入
※国語、数学における記述問題の導入
【学習指導要領とは】
• 文部科学省 初等中等教育局
• 学習指導要領により学習内容が決められる
• 約 10 年ごとに見直し⇒改訂
新学習指導要領（平成 30 年 3 月公示）
移行期間…平成 31 年度～
平成 34 年度より新学習指導要領が完全実施さ
れる

【新学習指導要領の主な改正点】
 教科科目構成の見直し（国語科、地理歴史科、
公民科、外国語、共通科等）
 言語能力の確実な育成
 理数教育の充実
 伝統や文化に関する教育の充実
 道徳教育の充実
 外国語能力の充実
 職業教育の充実
 その他
初等中等教育の一貫した学び、主権者教育、消
費者教育、防災・安全教育、情報教育等の充実、
部活動（持続可能な運営体制）、子どもたちの
発達の支援（社会的・職業的自立支援、通級、
不登校）
【新設科目（参考）】
国語科…「現代の国語」「言語文化」「論理国語」
「文学国語」「古典探究」
地理歴史科…「地理総合」「歴史総合」「日本史
探究」「世界史探究」
数学科…「数学Ｃ」
公民科…「現代社会」⇒「公共」
外国語…「英語コミュニケーション」「論理・表現」
共通教科…「理数科」⇒「理数探究」
総合的な学習の時間…総合的な探究の時間」
【今回の改訂における二つのキーワード】
アクティブラーニング（ＡＬ）
生涯にわたって探求を深める未来の創り手を育
てるために
◆生徒自身が問題を見いだして解決策を考えたり、
思いや考えを創造する力を育む

【学習指導要領とキャッチフレーズの変遷】
 昭和 43 年(1968 年）…「教育内容の現代化」
 昭和 52 年(1977 年）…「ゆとりと充実」
 平成 元年(1989 年）…「心豊かな人間の育成」
 平成 10 年(1998 年）…「生きる力」

各教科を学ぶ本質的な意義を明らかにする
各学校が教育課程の検討・改善や、創意工夫に
あふれた指導の充実を図る
探究的な学習への取組を推し進める
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カリキュラム・マネジメント
学習の基盤となる資質・能力、現代的な諸課題へ
の対応力の充実
◆学校全体として、教育内容や時間の適切な配分、
必要な人的・物的体制の確保等により、学習の
効果の最大化を図る
 学校で育まれる資質・能力が社会とどのように
つながっているのか？
⇒地域と学校が認識を共有することが求めら
れる
 各校の実情に合わせた教育課程の必要性
学習指導要領等の枠組みの改善と
「社会に開かれた教育課程」の作成
【各高等学校の対応 ～津島東高校の場合～】
 新学習指導要領への移行
平成 31 年度より新教育課程編成プロジェクト
チーム発足
総合的な探究の時間は本年度中に対応済み（平
成 31 年度より始める）
 高大接続改革対応
現１年生より新入試制度（大学入学共通テス
ト）適用となる。英語資格試験対策…ＧＴＥＣ
（ジーテック）導入（明日 2 月 2 日模擬試験）
 調査書への生徒の活動記録
校務支援システムの活用とｅ-ポートフォリオ
の導入（生徒がスマホで記録）
アクティブラーニング（ＡＬ）の導入
教員研修（教育センターや職場研修を通して指導
力の向上を図る
カリキュラム・マネジメント
学校評議員会及び学校関係者評価委員会の活用、
ＰＴＡ役員・理事会、同窓会等との連携強化、教
務部を中心に、学校経営目標の具現化対策の実施。

誕生日祝福（2月）
伊藤誠親睦活動副委員長

大河内勝彦君（ 5日）
佐藤 敬治君（11日）
相羽あつ子君（19日）
夫 人
佐藤敬治夫人（ 5 日）
吉田 康裕君（18 日）

2 年生

遠山孝義夫人（11 日）
堀田力男夫人（25 日）

その他

山田勝弘副会長

教育課程 （『学校案内』より）
1 年生

吉田 康裕君（ 8日）
岡本 康義君（16日）
浅井 賢次君（25日）

3 年生

加藤泰一郎君

寺島淳一国際
奉仕委員長

次回例会
第 3184 回 ’19 年 2 月 16 日(土)
≪西尾張分区ＩＭ≫
ところ：名古屋マリオットアソシアホテル
16 階 タワーズボールルーム
時 間：16：00～20：00
ホスト：名古屋清須ＲＣ
お知らせ
■次々回例会
第 3185 回 ’19 年 2 月 22 日(金)
卓話担当：野尻栄一君
講
師：三菱ＵＦＪモルガン・スタン
レー証券 名古屋駅前支店
フィナンシャル・アドバイザー
課長 三田孝之氏
演
題：「2019 年株式市場の展望」
■第 20 回西尾張ＲＣ美術展（最終展）
と き：2 月 19 日(火)～24 日(日)
9：30～17：00(入場 16：30 まで)
※19 日(火)13：00～
※24 日(日)16：00 まで
ところ：稲沢市荻須記念美術館
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