
卒業生が残した豊富な記録

貸出可能な豊富な赤本 進路相談室での学習指導

Google Classroom のトップページの一部
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愛知県立春日井高等学校愛知県立春日井高等学校

令和3年度

本校には、多くの卒業生を進路目標の実現に導いた豊富な経験が蓄積されて

います。その経験をもとに生徒たちに的確な助言を行い、一般選抜に限らず総合

型選抜や学校推薦型選抜など、個々の生徒の適性に応じた入試制度を活用して

進路目標の実現に導いています。特に、学校推薦型選抜に向けた指導においては

手厚い個別指導を行っており、国公立大学の学校推薦型選抜においても多くの

合格者が出ています。

進路相談室は自習室として開放しており、生徒たちが朝早くから訪れて先生に

質問したり、自習したりしています。本校は、自ら学ぼうとする生徒の意欲とそれを

支える教員の情熱でいつも活気に溢れています。

春日井高校独自のデータベースを用い、個々の生徒の学力状況を分析した詳

細な資料を提供しています。

進路指導の体制

本校では、Googleの教育用クラ

ウド「Google Workspace for 

Education」を導入し、「思考力・判断

力・表現力」の育成に向けた授業の中で

活用しています。

「Google Workspace for Education」は教育活動で活かせ

るさまざまなサービスが統合されたシステムであり、その中の一

つに「Google Classroom」があります。このサービスにより、動

画や文書データなどの教材を生徒に配信します。生徒は自宅のパ

ソコンやスマホを使って教材に取り組み、レポートなどの成果物を

電子データで教師に提出することが可能になっています。これらを

授業における反転授業やグループワークで活用しています。

教育クラウドシステムの活用

　各種学校行事、部活動の試合結果やコンクール開催案内などの最新情報を
わかりやく掲載しています。また、「在校生」「保護者」「中学生」「卒業生」の対象
別のご案内も充実しています。
　随時更新し春日井高校の最新の情報を掲載しています。ぜひご覧ください。

〒486-0844 愛知県春日井市鳥居松町１丁目５５番地

春日井高校サイト

創立から半世紀を越える歴史のなかで培われた

「自主自立」の校風に抱かれ、

生徒たちは明るくはつらつとした姿で

学校生活を送っています。

本校を巣立った多くの卒業生は、地域はもちろん、

世界を舞台に活躍しています。

本校は、地域から期待され

社会を牽引する若者が育つ学びの場であり続けるため、

常に未来を見つめ生徒の夢を実現するための

努力を続けます。



グローバル化や技術革新の進展等、これからの新しい時代に応じた

資質・能力を育成するため、国は大きな教育改革を進めています。

「知識・技能」のみならず「思考力・表現力・判断力」や「主体性を持って

多様な人々と協働して学ぶ態度」（学力の三要素）を育成・評価しよう

とするものです。この趣旨を踏まえ、大学個別の入学者選抜は、身に付

けたそれらの力を多面的・総合的に評価する制度に転換されます。

また、令和３年度より「大学入学共通テスト」も導入され、「思考力・表現

力・判断力」を一層重視した試験や作問への見直しが図られており、

受験生は「知識・技能」を蓄積した上で、それらを活用する力を身に付

けていかなければなりません。

本校では、学習指導だけではなく、部活動や学校行事などのすべて

の教育活動をとおして、求められている力の育成を目指した取組を

進めています。「自分が進みたい道に、そしてなりたい自分になる」の

実現のため、春日井高校は充実のサポート体制をとっています。

時代が求める
　学びの実現に向けて

新しい大学入試への対応
既存の知識を活用して

新たな価値を創造できる力

相手や状況に応じて
分かりやすく伝えられる力

情報を選択し
結論を決定できる力

思考力

表現力判断力

授　業 学校行事部活動
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部活動での取組

思考力

判断力 表現力

試合中に最適の
フォーメーション等を瞬時に

選択するための練習を
とおして磨かれ力

普段の練習の目的や
試合中の指示をチーム全員で
的確に共有することを
とおして磨かれる力

練習方法や試合の振り返りに
ついての仲間との協議や
分析をとおして磨かれる力

学校行事での取組

確かな学力と高い志を育てるために

　部活動では、試合やコンクールに向けて練習を重ね技を磨いています。
その活動の中に「思考力・判断力・表現力」の育成を目指した多くの工夫が
あります。その一例を紹介します。

サッカーでは、個々の選手が変化する状況を瞬時
に「観て」「判断」し、それをすべての選手で共有する
ことが大切です。そして、意図するとおりにボールを
コントロールできる「技術」を日々の練習で磨いてい
ます。キャプテンを中心に行う定期ミーティングで
は、目標達成のための具体的なノルマを決めて共通
認識を図ります。プレー後には、チーム・個人の課題
やストロングポイント等について積極的に意見交換
をしています。また、コミュニケーション・ツールとし
てGoogle Classroom を利用した情報共有も積極
的に行い、データを基にした客観的な分析をしてい
ます。目標の達成度を数値化し、練習の方向性やチー
ム戦術の決定に生かしています。しかし、本当に必要

なものは「優れた人間性」で
す。挨拶や時間を守ること
などのマナーも大切にし、
サッカーをとおして「考える
力」や「判断する力」そして
「豊かな人間性」を身に付け
ることを目指しています。

●サッカー部

「TAKE ACTION～自ら動く～」、生徒主体の春日井ラグビー部の
スローガンです。ラグビーには、瞬時の状況判断や選手間の密なコ
ミュニケーションが必須です。練習中のプレーの良し悪しをフィード
バックし、ミスの原因、改善方法の話し合いを頻繁に行います。自分の
言葉で仲間に的確に伝える力は重要なスキルと位置付けています。
日々の練習メニューの立案も生徒主体で行います。試合後のビデ

オミーティングで課題を見つけたり、毎月の筋力・体重・フィットネス
測定で成長を数値把握したり、自分たちで考える機会にしています。
また、正・副キャプテンを中心に、各ポジションリーダー・環境整備・用
具管理・メディカル・広報など、全員にリーダーの役割があり、各々が
責任を持って役割を果たす部運営を行っています。
ほとんどの生徒が未経験者で、またメンバー不足である中、近隣校

との合同チームで近年は毎年県大会出
場をしています。「単独チームで15人制
出場」、「県大会ベスト8」という2つの目
標を掲げ、日々試行錯誤をしています。
ラグビーを通し、社会で活躍するための
人間的な成長を図っています。

●ラグビー部
バスケットボールではコート上で
の瞬間的な判断や、チームプレイを
円滑にするためにプレイヤーの意思
表示や表現が必要とされるので、日
頃の練習から生徒相互のコミュニ
ケーションを大事にして活動していま
す。大会を１つの区切りとして、目指すべき目標をキャプテンを中心と
したミーティングによって生徒自身が決定し、練習時には具体的にど
こが良くてどこが悪いのかを生徒自身で指摘し合っています。また、
瞬間的な判断には日頃の生活習慣が大きく影響するので、コート上
だけでなく学校生活においても判断力を磨けるような意識づけを心
がけています。
合言葉は「＋１（プラスワン）」です。コーチが定めた練習メニューや

目標はあくまでも他人が定めた目標であり、そこに＋１のアレンジを
加えることで自分自身のメニュー・目標になります。部活動での学び
を学校生活に、学校生活での学びを部活動に、異なる場面での様々
な学びを自身の力として身に付けていけるような部活動を目指して
活動しています。

●男子バスケットボール部

・ ステージ発表、教室発表、マスコット、応
援の４パートにより準備が進みます。

・ 生徒たちは、学年をまたいで編成される
「縦割りブロック」に所属し、上記の４パー
トに分かれて活動します。

・ 学年を越えた主体的で協働的な活動を
重ねることで、思考力・判断力・表現力を
育んでいます。

●学校祭

授業での取組

学ぶことと社会とのつな
がりを意識し、「何を学ぶか」
だけではなく、「どう学ぶか」
という学びの深まりを念頭に
置いて授業を行っています。
「論理的な文章を読み、関連
する文章や資料を引用しな
がら自分の意見を発表する
活動」や「複数の文学的な文
章を読み比べ、論述したり批評したりする活動」等、発展的な活動を単
元の中に組み込み、一つの問題についても多面的な見解を持てる深
い思考力を育て、生徒が「主体性」及び「思考力・判断力・表現力」を身
に付けることを目指しています。

●国語科

通常の授業では、ディベート学習に加えて生徒が深く思考して答え
る機会を多く設定します。生徒への発問も、一問一答の形式ではなく
段階を踏んでスモールステップで思考を深めることができる工夫を
します。授業時間外も、授業の合間やGoogle Classroomによる配
信を有効活用し、文章を書くトレーニングや論述問題の指導を行って
いきます。

●地歴公民科

知識や技能を活用し問題を解決することに加えて、視点を変えて複
数の考え方を判断し、問題解決に向けて取り組む活動を取り入れてい
ます。式変形の意図や、その根拠となる公式の証明を通して、生徒どう
しで考え方を協議する時間を設けるなど、思考力や表現力の育成に
も努めています。

●数学科

実験・観察活動を中心に、結果を検証し、データを分析・解釈する判
断力と思考力を伸ばす工夫をしています。　実験・観察活動では、表
面的な考察に留まらないよう、グループでディスカッションしながら深
い学びを得られるようにし、同時に表現力を養っています。筆記問題
に取り組む際には、問題文をどう読み取るかについても学ぶ機会を設
けています。また、数学的なアプローチについて考えるなど、問題解
決にはさまざまな方法があることを知る取組も進めています。

●理科

グループワークを通して思考力を育成し、各グループでの発表を
通して、表現力が身につくようにしています。また、授業だけでなく体
育的行事（体育祭・スキー学校・継走大会）を通して、知・徳・体のバラ
ンスがとれた生徒の育成にも力を入れています。

●保健体育科

「読む」「聞く」「話す」「書く」の４技能のつながりを理解し学習しま
す。習得した英語を利用して自分の考えを書き、ペアワークや全体へ
の発表で活用できる英語の定着を目指します。その中で、考えたり伝
えたりする活動を多く取り入れ、思考力の育成を目指します。また、世
界中で多くの人が日常的に使って
いるコミュニケーションツールで
あることを念頭に、実際に使える
英語の習得を目指します。教科書
の英文に限らず、インターネットや
英字新聞を教材に取り入れ、世の
中で起きていることに興味を持
ち、自ら考え、自分の言葉で表現す
る力を身に付ける学習をします。

●英語科

今だけでなく高齢者になっても健康を維持できる食事、家族や地
域との関わり、私たちの生活を守ってくれる制度、１８歳で成人を迎
える消費者として・・学びの内容をさまざまな教科とのつないで捉え
ることにより、知識だけでなく多面的な思考力を育成しています。
また、調理実習をはじめ各種実習においては、事前に動画で予習
を求めることで、より主体性をもって授業に取り組めるよう指導して
います。

●家庭科

ますます深化・複雑化する情報化社会と向き合って生きていくため
には、情報を主体的に収集・選択し、それらを元に正しく判断し、さらに
適切に表現できる力を身に着ける必要があります。教科「情報」では、
数学的なものから社会学的なものまで幅広い知識を習得し、スライド
作品の制作などを通して表現力を養います。また、知識の習得と合わ
せて、ワープロソフトや表計算ソフトなどの実習を通じて基本的なパ
ソコン技能の向上も図ります。

●情報科

執行部と他の委員会とが議論や連絡調整を重ねながら、よりよい
結論が得られるよう、また、生徒たちの主体性が尊重された活動とな
るよう支えています。

●生徒会活動

できるだけ多くの生徒が責任者として能力を発揮できる機会を設
けるよう努めています。担当の委員会における議論とＨＲとのフィード
バックを繰り返す経験により、思考力や表現力を育んでいます。  

●その他
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界中で多くの人が日常的に使って
いるコミュニケーションツールで
あることを念頭に、実際に使える
英語の習得を目指します。教科書
の英文に限らず、インターネットや
英字新聞を教材に取り入れ、世の
中で起きていることに興味を持
ち、自ら考え、自分の言葉で表現す
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作品の制作などを通して表現力を養います。また、知識の習得と合わ
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●情報科
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けるよう努めています。担当の委員会における議論とＨＲとのフィード
バックを繰り返す経験により、思考力や表現力を育んでいます。  

●その他
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なりたい自分になる
キャリア形成

３年間を通して
積み上げ、

キャリア形成を
目指します。

新入試 
に

対応！！

愛知県教育委員会は、科学技術創造立国を目指
す日本を牽引する優れた科学技術力をもった人材
を育成するため、県立高等学校においてScience
（科学）、Technology（技術）、Engineering（工
学）、Mathematics（数学）の４分野を融合的に学
ぶ教育（STEM教育）を推進しています。春日井高
校が、2020年度から2022年度までの３年間にわ
たる研究指定校に選定されました。

エンジニアリングデザインとは、社会のニー
ズを見出し、それに応えるものを立案し、現実的
な条件の中で開発プランを構築し実現すること
です。このプロセスは、思考力や判断力を駆使し
て試行錯誤を繰り返しながら進めるスパイラル
的なもので、デザイン力や多くの人材を活かす
ためのマネジメント力も含まれています。本校で
は、この力を探究活動により育成していきます。

春日井高校の
～現コスモサイエンスコースを中心に実施（R4年度からは理数コースに改編）～

教育
ス テム

S T E M  
KASUGAI high school

大学と連携した系統的な探究活動による
エンジニアリングデザイン能力の育成

春日井高校の取組のテーマ

化学エネルギーの変換について、実験実習を交えて学
びました。大学でのレポートの作成方法についても教え
ていただきました。

光る生物研究の第一人者である大場教授による実験
実習です。ホタルミミズを捕まえて、発光する様子を観察
しました。また、研究するとはどういうことかについて学び
ました。

コンピュータの基礎回路について、演習を交えて学習
しました。ユニークな学習だということで、地元のケーブ
ルテレビの取材を受けました。

愛知教育大学で行われた「科学･ものづくりフェスタ」に
て、春日井高校ブースを設営。地元の子どもたちに自分た
ちで考えた科学実験を教える講師を務めました。

取 組 紹 介

大学の先生による講義を受けたり、レポートの
作成法を学んだり、子どもたちに教える体験をし
たり、さまざまな取組をしています。

1年生

春日井高校
入学

●研究の最前線に触れる
●研究のプロセスを学ぶ
●基礎知識を身に付ける

2年生
●研究テーマの決定
●実験計画の立案
●グループ活動での学び合い
●メタ認知的な活動

3年生
●研究成果の発信
●地域との連携
●SDGｓ目標達成

大学入試の変容とは？
　調査書記載欄の、成績以外の諸活動記
入欄が増えて、高校時代に何をしてきた
のかが重視されるようになりました。

大学との連携は？
総合大学である中部大学と連携、知のリソースを高校生に。
春日井高校と中部大学の双方に推進組織を設け、推進会議で協議
しながら、系統的・組織的な連携を行います。

従来の学習 新入試で求められる力

Memorization Presentation Experiments Discussion

春日井高校
推進委員会

中部大学
推進組織

●国際・地域推進部長
●地域連携課長
●大学企画部長
●COC推進センター
　副センター長

思考力

判断力

通常の授業に加えてSTEM教育の講座を受講することで、
今求められている能力を身に付けることができます。

理系分野だけでなく、文系分野や、
デザイン・アートの分野まで
広げていく計画です。

各分野

Engineering
Mathematics

Technology
Science

推進会議

コスモサイ
エンスコー

スが

断然有利！

STEMハイスクールとは？

大学との連携で研究の手法を学び
ます。それを元に、自分たちで設定した
テーマについて研究活動を行います。
研究で身に付けた思考力・判断力・表
現力により、新しい大学入試が求める
力に対応していきます。

学べるが何

表現力

他、各分野

物理分野 化学分野

生物分野 情報分野

ロボット分野 食品分野
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卒業生が残した豊富な記録

貸出可能な豊富な赤本 進路相談室での学習指導

Google Classroom のトップページの一部

自
分
が
進
み
た
い
道
に
、

　
　そ
し
て
、な
り
た
い
自
分
に
な
る
た
め
に

なりたい自分になるために

愛知県立春日井高等学校愛知県立春日井高等学校

令和3年度

本校には、多くの卒業生を進路目標の実現に導いた豊富な経験が蓄積されて

います。その経験をもとに生徒たちに的確な助言を行い、一般選抜に限らず総合

型選抜や学校推薦型選抜など、個々の生徒の適性に応じた入試制度を活用して

進路目標の実現に導いています。特に、学校推薦型選抜に向けた指導においては

手厚い個別指導を行っており、国公立大学の学校推薦型選抜においても多くの

合格者が出ています。

進路相談室は自習室として開放しており、生徒たちが朝早くから訪れて先生に

質問したり、自習したりしています。本校は、自ら学ぼうとする生徒の意欲とそれを

支える教員の情熱でいつも活気に溢れています。

春日井高校独自のデータベースを用い、個々の生徒の学力状況を分析した詳

細な資料を提供しています。

進路指導の体制

本校では、Googleの教育用クラ

ウド「Google Workspace for 

Education」を導入し、「思考力・判断

力・表現力」の育成に向けた授業の中で

活用しています。

「Google Workspace for Education」は教育活動で活かせ

るさまざまなサービスが統合されたシステムであり、その中の一

つに「Google Classroom」があります。このサービスにより、動

画や文書データなどの教材を生徒に配信します。生徒は自宅のパ

ソコンやスマホを使って教材に取り組み、レポートなどの成果物を

電子データで教師に提出することが可能になっています。これらを

授業における反転授業やグループワークで活用しています。

教育クラウドシステムの活用

　各種学校行事、部活動の試合結果やコンクール開催案内などの最新情報を
わかりやく掲載しています。また、「在校生」「保護者」「中学生」「卒業生」の対象
別のご案内も充実しています。
　随時更新し春日井高校の最新の情報を掲載しています。ぜひご覧ください。

〒486-0844 愛知県春日井市鳥居松町１丁目５５番地

春日井高校サイト

創立から半世紀を越える歴史のなかで培われた

「自主自立」の校風に抱かれ、

生徒たちは明るくはつらつとした姿で

学校生活を送っています。

本校を巣立った多くの卒業生は、地域はもちろん、

世界を舞台に活躍しています。

本校は、地域から期待され

社会を牽引する若者が育つ学びの場であり続けるため、

常に未来を見つめ生徒の夢を実現するための

努力を続けます。


