
　平成３０年３月に告示された、高等学校の新学習指導要領では、「総合的な学習の時間」に代わり、生徒自ら設定した課

題に対して、教科や科目の枠を越えて横断的・総合的に取り組む「総合的な探究の時間」が新設され、今年度の新入生より

先行して実施されることになりました。

　こうした状況を踏まえ、石川県教育委員会では、金沢大学と連携して「探究型学習推進チーム」を設け、授業の進め方を

研究するとともに、教員を対象とした探究フォーラムを開催し、指導法や評価法の改善を図っています。

　さらに、普通科を有する全日制高等学校のうち２０校に大学教授等の外部講師を「探究アドバイザー」として派遣し、各

校の実情に応じた指導・助言を行っています。

　各校では、町役場の仮想職員となり町の課題やその解決策を考えたり、地元企業とＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）につ

いて研究するなど、現代の諸課題や地域の特色に応じた課題を設定し、工夫しながら授業を行っています。

　このような取組をとおして、自己の在り方生き方を考えながら、よりよく課題を発見し解決していくための資質・能力を育

成していきたいと考えています。

高等学校における探究型学習の推進

地域の現状
と課題につ

いて情報収
集・整理

・ 中学校と高校６年間の一貫した教育を実施

 ※中学校卒業後、全員が無選抜で金沢錦丘

　  高校へ入学

・ＡＬＴ常駐で実施する英語の授業

・高校の授業内容を先取りした授業

・金沢大学訪問による大学生との交流会

・高校生と合同で行う体育祭や文化祭

金沢錦丘中学校に

関心のある方、

進学を考えている方、

お気軽にお申込み

ください。

石川県立金沢錦丘中学校 オープンキャンパス2019石川県立金沢錦丘中学校 オープンキャンパス2019

http://www.ishikawa-maibun.jp/

石川県埋蔵文化財センター
金沢市中戸町 18-1

TEL 076（229）4477

まいぶんセンター古代体験古代体験

石川県埋蔵文化財センター研修室・ホール

事前申込み不要(どなたでも見学できます）

「小さなもの　不思議なカタチ」

７月１３日(土)～９月１日(日)

いしかわの発掘展

職員がセンターの裏側をご案内します

事前申込み不要（どなたでも参加できます）

（平日の１０：３０～１１：５０）

８月１９日(月)～８月３０日(金)

まいぶん・バックヤード・ツアー

・午前・午後　各２５体

・対象：小学生～一般（小学校１～４年生は、

　　　 １名につき保護者１名での体験）

・電話による事前の申込み：7/3(水)～先着順

７月２０日(土)～７月３１日(水)

人物はにわづくり

・午前・午後　各１５人

・対象：小学校３年生～一般

　　　 ※3･4年生は保護者と一緒

・電話による事前の申込み：8/7(水)～先着順

８月２５日(日)

古墳模型づくり

先着200名様にストラップを

プレゼント

お申込み・お問合わせは

9:00～17:00
（入館は 16:30 まで）

も　　  も古代体験ができます！

をプレゼント景品と認定証

石川県埋蔵文化財センター

に申請。ポイントカードを持

参または郵送

まいぶんの施設

（24カ所）で

ポイントゲット 10ポイント

20ポイント

STEP

1
STEP

2
STEP

3

９月23日
(月・祝)

・石川県埋蔵文化財センターで午前に開催

・講座に参加で２ポイントゲット！

石川まいぶん博士

チャレンジ講座
・対象：小学校３年生～中学校3年生

・石川県内にある埋蔵文化財センターなどで、展示の

　見学や古代体験をするとポイントがもらえます

・ポイントを集めると「石川まいぶん博士」に認定

30ポイント

８月２０日(火)

まいぶんはにわの日

平日 土日

金沢錦丘中学校はこんな学校

併設型

中高一貫教育校

特色のある

授業・行事

【日時】 令和元年７月２８日（日）

 午前の部　 ８：３０～１２：３０

 午後の部  １２：２０～１６：００

 　※４０人程度のグループで約９０分の見学を行います。

【内容】 校舎見学、ミニ授業、部活動見学など　

         　※昨年度の適性検査問題を配付します。

【対象】 小学６年生とその保護者

【申込】 参加をご希望の方は、メール 、FAX、ハガキの

　　　 いずれかでお申し込みください。

　　　 申込〆切：７月１２日（金）

　　　　 ※〆切を過ぎた場合でも、可能な限り受付し

              ますので、お気軽に学校へご相談ください。

　           （TEL ： 076-241-8404）

入館・体験など 無料 です！

秋の学校説明会 第１回：10月10日（木）　第２回：10月13日（日）　　　学校公開週間 10月8日（火）～13日（日）

全教室空調完備で

快適な学習環境

　　　　 申し込み必要事項

①参加児童名

②小学校名

③自宅住所（郵便番号）

④連絡先電話番号

⑤希望体験時間帯

  （午前の部・午後の部・どちらでもよい）

⑥参加保護者名

   ※送迎のみの場合はご記入不要です。

                    あ て 先

 メール  nisikj@m1.ishikawa-c.ed.jp

 FAX    076-241-8415

 ハガキ　 〒921-8151 金沢市窪6丁目218番地

           石川県立金沢錦丘中学校
           オープンキャンパス担当あて
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　石川県教育委員会では国際社会で活躍でき

る人材の育成を目指して、小松、金沢泉丘、七尾、

金沢二水、金沢桜丘の５校をいしかわニュースー

パーハイスクールに指定しています。

　各指定校において、特色ある授業として学

校設定科目を実施するとともに、グローバル

人材の育成という観点を重視し、生徒に大学

での研究や実践的英語力、社会的課題に触れ

る機会を提供し、探究的な学びに繋がる課題

研究の充実を図っています。

　さらに、５校による連携事業として、課題研

究合同発表会を開催し、各校の代表生徒が日

頃の研究成果を発表しています。

　県では、平成３０年４月に、金沢中央高校に通級

指導教室を開設しました。今年度は、新たに小松

北高校と羽松高校を加え、３校で実践的研究を

行っています。

　通級指導教室とは、障害のある児童生徒

に対して、各教科等の授業を在籍学級で受

けながら、一部、障害に応じた特別な指導を

受ける指導形態のことです。　

生徒一人一人の学習上や生活上の困難

さの改善と克服を目指し、指導目標と指

導方法を盛り込んだ個別の指導計画を

作成します。

個別の指導計画

個別指導

一人一人の指導目標に

合わせて、専門性の高い

教員が個別に指導しま

す。

小集団指導

必要に応じて小集団によ

る指導で、身につけた力

を発揮できる機会を設け

ます。

多様な指導形態 保護者の感想

高等学校通級指導教室の

モデル事業を実施しています

通級指導教室とは？通級指導教室とは？ 指導の概要指導の概要

オックスフォード大学での講義（七尾高校）

IT企業での研修（金沢桜丘高校）

金沢地方裁判所模擬裁判（金沢二水高校）

情報整理が苦手なので

見通しをもって生活する

方法を学びたい

タブレット端末を活用

して字を書くことの困難

さを改善したい

相手とのコミュニケーシ

ョンの取り方を学びたい

通級の指導を受けた結果、将来

についてよく語るようになり、い

ろんな仕事に関心をもつように

なりました。

通級の指導で、書くことの困難

さを補う方法として、タブレット

による文字入力が速くなりまし

た。授業でも使って欲しいな！

英語の苦手意識が減ったような

気がします。先生方が子供の得

手不得手を理解しようと努力し

てくださり感謝しています。

「いしかわ子ども自然学校」では、本年度新たなプログラムとして、県内の小学生と外国人

の留学生や児童等がともに宿泊し、自然体験活動をはじめ様々な活動を通じて、異文化や

外国語について理解、関心を深める「グローバルキャンプ」を年３回実施します。

 対 　象： 小学５～６年生

 定 　員： １回につき４５名程度

 スタッフ： 県内在住の外国の方及び留学生

 参加費： 1人　3,000円程度

 申込方法： 石川県電子申請システムor往復はがき

   詳細は小学校で配布されるチラシやホームページをご覧下さい。

   （第2弾は9月、第3弾は11月に配布予定です）

 ※小松駅、金沢駅から送迎バス（無料）が利用できます。

企画展  「美しき甲虫 斑猫の世界」
ハンミョウ

と　き 7月13日（土）～１0月13日（日） 会期中無休

 9：00～17：00（入館は16：30まで）

ところ 自然史資料館２階企画展示室

参加費 入館無料　事前申込み不要

お問い合わせは 石川県教育委員会事務局生涯学習課まで （TEL:076-225-1839）
ホ ー ム ペ ージ  https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kyoiku/syougai/shizengakkou/index.html

と　   き 8月24日（土）～25日(日）　　

 1泊2日

内　   容 イングリッシュタイム、いかだ体験、　

 キャンプファイヤー など

申　　込 6/14（金）～7/19（金）

と　    き 11月16日（土）～17日（日）　　1泊2日

内　   容 イングリッシュタイム、オリエンテーリング など

申　　込 9月中旬開始

内  容  魅力的な甲虫である斑猫（ハンミョウ）。日本

に生息する種類から世界の珍しい種類まで、

多数の標本や生態写真を一堂に展示します。

内  容  前田利家ってどんな人？ 兼六園の歴史って？ 加賀藩の参

勤交代はいつ頃、どこを通ったの？ にしき絵で幕末を知

るなど、教科書には書かれていない加賀藩の歴史を親子

で学べる講座です。自由研究の題材探しにピッタリです。

内  容  親子で同じ絵本をじっくり読んで、感じたことや

思ったことを話しあってみませんか。絵本を通して、

親子で語りあう時間を楽しみましょう。おじいちゃ

んやおばあちゃんとの参加、ご家族そろっての参加もOKです。

内  容  資料館の周りで集めた植物でアルバムシー

トを使ったオリジナル植物図鑑をつくります。

内  容  カブトムシに関する知識を身に付け、幼虫の飼育法

を習得します。幼虫はそのままプレゼントします。

押し葉で植物ずかんをつくろう

【問い合わせ・申込み】　石川県立自然史資料館　〒920-1147　金沢市銚子町リ４４１番地　TEL 076-229-3450

【問い合わせ・申込み】　石川県立図書館　〒920-0964　金沢市本多町3丁目2番15号　TEL 076-223-9565    FAX 076-222-2531

と　き 8月18日（日）　13：30～16：00

ところ 自然史資料館及び館周辺

昆虫飼育講座
－カブトムシの幼虫を育てよう－

と　き 10月12日（土）　13：30～15：00

ところ 自然史資料館

対　象 １2名(小学３年生～中学３年生）

参加費 無料

申　込 9月14日(土)～　電話 （定員に達し次第締切）

と　   き 1月25日（土）～26日(日）　1泊2日 

内　   容 イングリッシュタイム、雪遊び など

申　　込 11月下旬開始

いしかわ子ども自然学校　子ども異文化交流キャンプ

対　象 20名(小学４年生～高校３年生）

参加費 無料

申　込 7月21日(日)～　電話 （定員に達し次第締切）

親子で学ぶやさしい加賀藩講座

と　き 8月3日(土)　13:30～15:00 

ところ 県立図書館

対　象 ５０名（小学校高学年～中学生とその保護者）

参加費 無料

申　込 電話・ＦＡＸ・メール (chosa@pref.ishikawa.lg.jp)

親子de読書会

と　き 8月4日(日) 10：30～12：00

ところ 県立図書館

対　象 親子１０組　（年長児～小学校中学年とその保護者）

参加費 無料

申　込 電話・ＦＡＸ・メール (child@pref.ishikawa.lg.jp)

令和元年度

いしかわ子ども自然学校　子ども異文化交流キャンプ

石川県教育委員会事務局生涯学習課TEL：076-225-1839

石川県教育委員会事務局生涯学習課TEL：076-225-1839

詳しい内容・お申し込みは
裏面をご覧ください。

自然
体

験
で
交
流
！

外
国

の
友
達や
スタッフと交流！

イン
グリッシュタイム！

世界
の文化を知るチャンス！

場　所：石川県立鹿島少年自然の家定　員：45名程度
参加費：3,000 円程度

8�24�����25����
������

���������

��������
�

�
�

����������������

※天候等によって内容を変更する場合があります。

第１弾 鹿島少年自然の家 能登少年自然の家

白山ろく少年自然の家

第２弾

第３弾

外国の友達や

スタッフと交流！

自然体験で交流！

イングリッシュタイム！

鹿島少年自然の家：

鹿島郡中能登町高畠原山分ハ1

白山ろく少年自然の家：白山市瀬戸ワ29  

能登少年自然の家：鳳珠郡能登町字九里川尻16-20

の取組の取組の取組

H３１年１月に実施した合同発表会の様子

いしかわニュースーパーハイスクールいしかわニュースーパーハイスクールいしかわニュースーパーハイスクール

障 害 種 ：発達障害

対象生徒：５名程度

単　　位：週１単位時間

対象決定：原則、診断のある生徒で本人及び保護者が希望する者

３名の教員が、個別の指導計画に基づい

て、生徒の状況に応じた個別指導や小集

団指導を行います。

生徒Ａ

生徒B

生徒C


