いなむら市長の
「ひと咲き まち咲き あまがさき」
９月 2７日(火) 放送分
放送時間
再放送

7:45〜、12:45〜、16:00〜
９/２９(木) 7:45〜、12:45〜、16:00〜
１０/１(土)、１０/２(日)

17:00〜

テーマ ：「ＭＳＢＣ☆ＲＡＤIO 〜FM あまがさき編」

（県立武庫荘総合高校放送部）
〈市長〉皆さん、こんにちは。尼崎市長の稲村です。今回も、元気いっぱい、市内の高校生
の皆さんによる番組をお楽しみいただきましょう。それではさっそくスタートです。
どうぞ！

<全員> みなさんこんにちは！
<武田> MSBC☆RADIO の時間です。
<大石> 今回のこの時間は、武庫荘総合高校放送部がお送りします。
DJ を務めますのは、２年、大石穂（いな）と
<岩本> １年、岩本祐香（ゆうか）と
<武田> 武田れいらです。
<全員> よろしくお願いします！
<大石> さて今回は、武庫荘総合高校、略して『武庫総』のビッグイベントである、総合学
科発表会について取りあげていきます。
<岩本> この行事は毎年１月にあるので、１年次生は経験していないんです！
<武田> 私たちは今回のラジオで一足先に予習します！
<大石> ラジオをお聞きの皆さんにも、総合学科発表会、そして武庫総がどんな学校なのか
知っていただけたら嬉しいです。それではさっそくいってみましょう！

<大石> 総合学科発表会の中身を探る前に、皆さんはこの発表会がどんな行事かご存知です
か？
<大石> １年次生の２人はどうですか？
<岩本> 実はほとんど…名前ぐらいしか聞いたことがないんです。
<武田> 私も同じです。
<大石> それでははじめに、この行事の簡単な説明をします。
<大石> 総合学科発表会は、武庫総の特色である、総合学科に関する授業や取り組みについ
て、発表する機会になっています。
<大石> 武庫総生が、１年を通して学んだことを発表する大切な行事なんです。
<大石> いわば１年間の集大成ですね。
<武田> なるほど…確かにビッグイベントですね！
<大石> はい。
<大石> 毎年、外部から大勢の来場者がいらっしゃいます。
<岩本> たくさんの方が見に来られるんですね！
<大石> そうなんです。
<大石> 続いては、総合学科発表会の中身をご説明します。
<武田> 先輩、総合学科発表会では具体的にどんな発表をするんですか？
<大石> この発表会は、大きく分けて、展示発表と舞台発表の２つに分かれています。
では、まず展示発表について説明しますね。
ここでは、生徒が作成した作品や模造紙を展示します。選択科目で工業やこども文
化の授業を選択している人たちの作品や、産業社会と人間の授業で使われた模造紙が
これにあたります。
<岩本> 先輩は去年の作品の中で、何か記憶に残っているものってありますか？
<大石> そうですね…工業では、電気で動く観覧車の模型を見たときびっくりしました。
<岩本> 観覧車を手作りで?！
<大石> はい、シルバーのフォルムがとてもかっこよかったですよ！
子ども文化の授業で実際に使われた人形の展示もかわいかったです。
<武田> 模造紙でも何か印象に残っているものはありますか？
<大石> そうですね…個々の模造紙も素敵ですが、人によって書き方や、力を入れている部
分が違うので、いろんな人の模造紙を見て、その模造紙の個性を探すのが楽しかった
です。
<武田> そんなに沢山、模造紙が貼ってあるんですか？
<大石> はい。そうやって色々見比べられるのが、この発表会の魅力だと思います。
<武田> 模造紙って地味なイメージだったんですけど、武庫総の模造紙はカラフルで楽しそ
うですね。
<大石> カラフルといえば…総合学科発表会では、毎年テーマを決めて体育館を装飾するん
ですよ！

<岩本> そうなんですか？
<大石> 発表会を少しでも楽しめるようにという意味があるそうです。
ちなみに去年はお花でした。カラフルで、とっても綺麗でしたよ。
<武田> 今年はどんな風になるんでしょうか、今から楽しみです！
<大石> さて、展示発表についてお話ししてきましたが、皆さんどうでしたか？
続いては舞台発表の説明を…
<岩本> 先輩、その前にちょっと一息しませんか？
<武田> 前回好評だったあのコーナーへ行ってみましょう！
<全員> 武庫総あるあるー！
<岩本> その１〜
<武田> 自動販売機まで遠いから、気軽に買いに行けなーい！
<岩本> その２〜
<武田> 校内も土足だから、雨の日廊下がぐっちゃぐちゃー！
<岩本> その３〜
<武田> 先生が多すぎて、名前が覚えられなーい！
しかも、名前が同じ先生がいっぱいで、さらにややこしいー！
<岩本> 学校が大きいって便利だけど、ちょっと、
<一年> 大変だね〜〜。
<大石> 続いて、舞台発表について説明します。
<岩本> 先輩、舞台発表でメインとなるのはやっぱりスピーチですか？
<大石> はい、１人大体５分程度のスピーチを、何も見ずに話します。
ではまずどんな発表をするのか説明しますね。
まず 1 年次生。 1 年次生は、『産業社会と人間』の授業の中で、それぞれの活動で
代表に選ばれた人が発表します。具体的には、自主終業体験やライフプラン、そして、
「産業社会と人間を学んで」という１年間の総まとめの発表を行います。
<武田> ２，３年次生は？
<大石> 本校の特色ある科目と、
『総合的な学習の時間』の発表をします。
特色ある科目の発表では、本校ならではの工業の授業を取っている生徒の発表や、
民族音楽を選択している人の楽器演奏があります。
<武田> なるほど…みんながあまり知らない科目の発表を聞けるのはいいですね。
<岩本> 先輩、前半にも出てきたんですけど、『総合的な学習の時間』って何ですか？
<大石> その説明がまだでしたね。
<大石> 『総合的な学習の時間』とは、簡単に言えば自分の好きなことを、１年を通して研究

する時間です。
2 年次生は週 1 時間、3 年次生は週 2 時間行っていますよ。
<武田> 自分の好きなことは、本当に何でもいいんですか？
<大石> １年を通して掘り下げられることなら、何でも構いません。
自分の興味を持ったことを、思う存分掘り下げてください！
<武田> 何だか面白そうですね。
<大石> はい、これも事前に選ばれた数名の代表者が、ユニークな研究の成果を発表をして
くれます。
<武田> 具体的には、過去にどんな発表があったんですか？
<大石> そうですね…例えば、「ウルトラマンの戦いから人間の戦争を見てみたらどうなる
か」という発表や、「恐竜はなぜ文明を持たなかったのか」という発表ですかね。
<岩本> えぇ！？ 本当にそんな発表した人いるんですか？
<大石> 本当ですよ！ 簡単そうに感じますが、この授業は、ちょっとした疑問の原因を理論
的に説明し、結論を出さなくてはいけないので、結構難しいそうです。
ですが、自分の調べたいことだけあって、皆楽しんで研究をしていますよ。
<岩本> 今年は、どんな発表があるんでしょうか？
<大石> 本番を楽しみにしましょう。
<大石> さて話を戻して、これまでに、
『産業社会と人間』
、
『特色ある科目』、
『総合的な学習
の時間』の 3 つの舞台発表を紹介してきましたが…。
<岩本> え、まだあるんですか？
<武田> もうお腹いっぱいです！
<大石> メインディッシュはこれからですよ！
<岩本> メインディッシュって、なんですか？
<大石> それは「総合学科に学んで」という発表です。
これはその名の通り、３年間を通して、自分がいかに総合学科生として成長できた
のか、これまでを振り返り発表します。
<武田> 今までの発表を、ひとつにぎゅっとまとめた感じですね。
<大石> そのとおり！ なので発表時間も一番長いです。なんと 10 分スピーチします。
<岩本> 10 分？
<大石> これも何も見ないで発表しています。
<武田> えっ！ そんなに覚えられそうにないです。
<大石> そうですよね。
私も去年「産業社会と人間を学んで」を発表しましたが、その時でも 5 分間でした。
本番はもちろん緊張しますし、覚えたことが飛んでしまわないようにするのに必死
でした。
<岩本> 大変そうです…。

<大石> 大変ですが、この発表はこの学校の一番の特色、総合学科を学んだ生徒の代表とし
てスピーチするわけですから、発表できることはとても素晴らしいと思います。
<岩本> 確かに…それだけ話せたらかっこいいですね。
<大石>

1 年後、２人は 2 年後、あそこに立って話せるくらい、この学校についてしっかり

学んでいきましょう！
<一年> はい！
<岩本> お送りする曲は嵐の welcome to our party です。
(嵐

welcome to our party)

<大石> 今回、総合学科発表会について取り上げたＭＳＢＣ☆ＲＡＤＩＯ、そろそろ終わり
の時間が近づいてきました。
１年次生の 2 人はどうでしたか？
<武田> 私は、今回のラジオを通して総合学科発表会について詳しく知ることが出来ました。
発表会が楽しみです。
<大石> 良かったです。
<岩本> 私も、今回のラジオで２月になるのが楽しみになりました。
発表会で舞台に立てるよう、スピーチを頑張りたいです！
<大石> 頑張ってくださいね。
<大石> 武庫総生は総合学科発表会のために、沢山の時間をかけて準備しています。
その大変さを武庫総生は知っているからこそ、真剣にスピーチを聞いてくれたり、
作品を見てもらえるのだと思います。私自身、スピーチが終わった後の拍手は本当に
嬉かったです。
もし今回のラジオで興味を持ってくださった方がいらっしゃいましたら、是非、2
月４日土曜日の、総合学科発表会にお越し下さい！
<大石> ここまでの放送は、武庫荘総合高校放送部２年、大石穂（いな）と
<岩本> １年、岩本祐香（ゆうか）と
<武田> 武田れいらがお送りしました。
<全員> さようなら！
〈市長〉いかがでしたか？

それでは、次回の放送もお楽しみに！
以

上

