広島県教育委員会 NEWS RELEASE

平成 30 年 10 月 22 日

広島で学んで良かったと思える日本一の教育県の創造
広がる！深まる！広島版「学びの変革」

第18回広島県高校生スペシャリストの祭典
意見発表・研究発表大会の開催
テーマ 「～はじけろ才能！輝け私！皆で照らす明るい未来！～」
10 月 27 日（土）
，広島県医師会館において，第 18 回広島県高校生スペシャリストの祭典
意見発表・研究発表大会を開催します。
産業教育を学ぶ生徒が，学習している教科・科目・実験実習・部活動やインターンシップ
などを通して，学び得た成果を発表することにより，学習意欲や研究心を高めます。

１ 日
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平成 30 年 10 月 27 日（土）10:00～16:30
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広島県医師会館
（広島市東区二葉の里三丁目２番３号）
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容
【ディスカッション】
テーマ「スペシャリストとは，なに？」
各専門学科の代表生徒が，日頃の学習の中で
こだわっていることや，大切にしていることに
ついて，意見を交わし，スペシャリストとして
の生き方やあり方についての共通点を見出す。
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仁井内 春寧 広島皆実高等学校 衛生看護科２年

【生徒意見発表・生徒研究発表】
農業，工業，商業，家庭，看護・福祉のクラブ
連盟生徒による発表
※ 詳細は，裏面「第 18 回広島県高校生スペシャリストの祭典 意見発表・研究発表会 内容」を参照してください。

【担当】

呉工業高等学校 教頭
（電 話）0823-71-2177
高校教育指導課 専門教育担当 主任指導主事
（電 話）082-513-4998
（e-mail）koukoushidou@pref.hiroshima.lg.jp

第18回広島県高校生スペシャリストの祭典 意見発表・研究発表大会 内容
◎ 開会行事・閉会行事
時 間 帯

内

10：00 ～ 10：50

開会行事

16：00 ～ 16：30

閉会行事

容
開会式
ポスター，標語入賞者 表彰
閉会式
各種表彰

◎ ディスカッション （11：00 ～ 12：00）
テーマ

コーディネーター並びにパネリスト

テーマ 「スペシャリストとは，なに？」

コーディネーター
山本 将輝 氏 広島ＦＭ ＤＪ
パネリスト
農業クラブ連盟 広島県立庄原実業高等学校 生物生産学科
工業クラブ連盟 広島県立総合技術高等学校 電子機械科
商業クラブ連盟 広島県立呉商業高等学校
情報処理科
家庭クラブ連盟 広島県立総合技術高等学校 食デザイン科
看護・福祉クラブ連盟 広島県立広島皆実高等学校 衛生看護科
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◎ 意見発表 （13：00 ～ 14：00）
発表内容

担当校並びに出場者

動物の命と子どもたちへの教育

農業クラブ連盟
広島県立西条農業高等学校 畜産科 ３年 角本 咲

高校生活で取り組み，学んだこと

工業クラブ連盟
広島県立総合技術高等学校 電子機械科 ３年 奥野 太陽

地域活性化活動で得たもの

商業クラブ連盟
広島県立呉商業高等学校 情報処理科 ３年 白石 紗耶佳

広島県高等学校家庭クラブ連盟生徒会長の役を担って

家庭クラブ連盟
広島県立総合技術高等学校 人間福祉科 ２年 平田 めぐみ

変化の少ない毎日に細やかな楽しみを

看護・福祉クラブ連盟
広島県立黒瀬高等学校 福祉科 ３年 岡崎 鈴奈

◎ 研究発表（14：15 ～ 15：45）
発表内容

担当校並びに出場者

世羅梨ブランドを守るプロジェクト
～安定収穫のための交配用ミツバチの飼育を目指して～

農業クラブ連盟 広島県立世羅高等学校 農業経営科
１年 仲島晴輝 丸次泰雅 林龍太郎 山口大翔

沼田川の洪水予測
～流域雨量取得システムの開発とAIによる予測～

工業クラブ連盟 広島県立総合技術高等学校 情報技術科
３年 下川翔平 井口瑠海 横山廉 今井凱士 森幹大 横尾優紀

私たち地域おこし協力隊
～江田島の魅力を発見せよ～

商業クラブ連盟
広島県立広島商業高等学校 商業科
２年 下村成美 瀧川結愛 園田有唯 重谷杏 川相まりも 羽田歩未
比良悠夏
１年 小西栞音 重松奈那 六岡愛華 木村碧希

神楽の町の魅力づくり応援
～フルコース「神楽の舞コース」から始めてみました～

家庭クラブ連盟
広島県立吉田高等学校 生活福祉科
３年 藤井綾花 中谷望恵 山崎穂野花 清木瑠奈 田中楓琳

自分の歯を守ろう
～児童期から積み重なる知識～

看護・福祉クラブ連盟 広島県立広島皆実高等学校 衛生看護科
２年 濱口理奈 内海美月
１年 高久礼愛李 鷹橋希望

〔ポスター 優秀賞〕

〔標語（テーマ） 優秀賞〕
広島県立安芸高等学校 総合学科 ３年 小畑 眞大
「 輝け！未来を照らすスペシャリスト 」
広島県立黒瀬高等学校 福祉科 １年 綱場 瑠菜
「 世界へはばたけ 立ち向かえ ～広島の若き英雄たち～ 」
広島県立総合技術高等学校 食デザイン科 ３年 前山 美海
「 つながる！広がる！！ワンダフル！！！～広島の夢のせて～ 」
広島県立総合技術高等学校 食デザイン科 ２年 麦谷 美聡
「 挑戦～未来を創造（つく）り、挑み続ける～ 」
広島県立総合技術高等学校 人間福祉科 ２年 岡本 悠花
「 咲かせよう スペシャリストの花 創りだそう 未来の自分 」

広島県立宮島工業高等学校
インテリア科 ３年 竹本 晴菜

広島県立呉商業高等学校
商業科 １年 岡本 佳歩

広島県立総合技術高等学校 人間福祉科 １年 岡本 千央
「 百花繚乱 ～広島からスペシャリストを～ 」

