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１ 事業概要

本事業の目的は 『児童生徒の学習の状況を把握し，個に応じた指導方法の改善に関す，
る調査研究を行うとともに，確かな学力を身に付けさせるための授業や指導方法の工夫・
改善と，優れた分野の学力をより向上させ個性の伸長を図る教育活動を展開し，教師の指
導力の向上と２１世紀の岐阜県を担う児童生徒の学力の向上を支援する』ことである。

高校情報科においては，年間の評価計画書から授業場面における具体の評価規準を開発
し，指導内容の明確化や重点化を図るとともに，生徒の自己評価や相互評価なども活用し
ながら授業改善を進めてきた。

本年度は，これまでの実践研究の成果を踏まえ，授業改善に活用できる情報システムの
活用実践を中心に，以下の要項により授業改善を実施した。

平成１８年度 学力向上プロジェクト＜高校情報＞

情報科 授業改善プラン実施要項

１ 目 的

普通教科「情報」及び専門教科「情報」の担当教員が相互連携を図りながら，これまで実施してきた授業改

善の成果を踏まえた教育情報システムの構築及び活用実践を行う。

２ 主 催 岐阜県教育委員会（学校支援課）

３ 実施概要

・Ｈ１６～Ｈ１７に実施した「指導と評価の一体化を推進するためのシステム化の研究」及び「専門性を高

めるための指導と評価に関する研究」の成果から，授業改善のための支援が可能になる情報システムを検討

する。

・検討した情報システムの構築を行う。

・構築したシステムを活用した授業改善を実践する。

・成果の普及を図る。

４ 実施方法

学校支援課より委嘱を受けた県立学校職員４名による授業改善委員会を組織し，教育研修課情報研修担当

（則武情報分室）の職員の技術指導を受けながら実施する。

授業改善委員が互いの情報を交流するために，掲示板やＴＶ会議システム等を適宜活用する。

５ 実施日程

５月初旬 授業改善委員の委嘱

５月下旬 【第１回授業改善委員会 （則武情報分室）】
授業改善の成果を踏まえた情報システムのあり方に関する研究協議

６月～７月 各学校におけるシステム構築と課題点の洗い出し

８月 【第２回授業改善委員会 （則武情報分室）】
構築した情報システムの評価と改善に関する協議

９月～１２月 構築した情報システムの運用実践と授業改善の効果に関する検証

１月中旬 【第３回授業改善委員会 （則武情報分室）】
情報システムの課題点の明確化や成果の普及に関する協議

３月 学校間総合ネットによる成果の公開
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２ 教育情報システムの概要

（１）コンテンツ管理システムについて
インターネットで展開されているＷｅｂによるサービスの形態は，単にＷｅｂサイ

トから情報提供するだけの一方向の流れから，利用者が情報を簡易に発信できる環境
が発展するに伴い，ブログに代表されるような不特定多数との双方向のコミュニケー
ション手段として広がりを見せている。これに代表されるツールの一つにＣＭＳ(Cont
ents Management System)がある。

このＣＭＳは，Ｗｅｂサイトの管理が容易になる利点から，最近は，学校のＷｅｂ
サイトにもよく利用されるようになっている。

ＣＭＳは一般的にＷｅｂページの管理やディジタル素材の管理，スケジュールや電
子掲示板などの各種機能をメニュー等の簡易なユーザインターフェイスで提供するも
ので，オープンソースとして無償で利用できるシステムが数多く存在している。

本授業改善委員会では，ＣＭＳを活用した授業改善に繋げるための情報システムの
在り方を検討するため，このＣＭＳを用いた実践研究等を行うこととした。

（２）学校間総合ネットにおけるＣＭＳの活用方法について
学校間総合ネットにおける県立学校のＷｅｂサイトは，管理用サーバで一元的に管

理・運用されている。基本的なＷｅｂ管理の管理方法は従来型のファイル転送による
ものとなっている。

， ，本実践にあたっては 学校用Ｗｅｂサイトには全く影響を与えないようにするため
専用のサーバ機を仮設してこれを各授業改善委員が学校で実践する。

専用サーバには，ＣＭＳとしてＸＯＯＰＳもしくはＦｒｅｅＳｔｙｌｅＷｉｋｉを
授業改善委員が利用できるようにするため，図１に示したソフトウェアを導入した。

ＣＭＳ ＣＭＳ
XOOPS 2.0.15 FreeStyleWiki 3.5.8

スクリプト言語 スクリプト言語
PHP Version 4.4.2 perl v 5.005_03

Ｗｅｂサーバ
Apache (Apache/1.3.27 (Unix) PHP/4.4.2)

データベースシステム
ＲＤＢ MySQL 4.1.18 ※FreeStyleWikiでは使用されない

オペレーティングシステム
Solaris v8.0(SunOS open 5.8 Generic_117350-28 sun4u)

図１ 専用サーバのソフトウェア構成

尚，生徒が自分の意見などを書き込める仕組みになっているため，各校とも掲示板等
に書き込む際のモラル等について事前の指導を行い，インターネットからの接続につい
ては，パスワード管理にするなどの対応をした上で実施している。
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３ 実践報告

本年度の研究においては，ＣＭＳが実際に授業改善にはどの様に生かせるのかを試行
的に実施し，その結果を他の学校にも紹介する事を目的とし，各校に共通する目標は次
のように設定している。

授業に関する各種の情報を，授業時間だけでなく，放課後や休み時間等にも生
徒が自由に閲覧したり，教師や外部講師に質問できるようにすることで，教科に
関する学習の興味・関心を高める。

以下に授業改善委員による実践報告を記載する。

（１）岐阜県立羽島高等学校における実践
ア．実践の概要

本校においては，次の項目でＣＭＳを活用してみた。
①授業予定をカレンダーに記入し，事前に学習内容を閲覧できるようにする。
②事前に授業の学習内容を見たかどうかを投票できるようにする。
③参考となる情報をニュースで流し，仲間が利用できるようにする。
④フォーラムで悩みや問題点など議論したり意見交流ができるようにする。
⑤ＦＡＱで具体の評価規準を閲覧できるようにする （評価方法を示す）。

イ．実践状況
①カレンダー

カレンダー機能で授業の予定をクラスごとに設定（図２～３）し，学習の内容と評価
の方法を簡単に掲載して，事前に生徒が授業の学習内容を把握できるようにした。週末
には訂正追加して更新するようにしてある。

図２ 授業予定の表示状況

図３：予定内容の例
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②投票
事前に授業の学習内容を閲覧してきたかどうかを投票できるようにした （図４）生。

， （ ） 。 ，徒が投票することで その集計結果をグラフ化して表示する機能 図５ もある また
投票の受付期間を設定することができる。

生徒は，開始当初は良く閲覧していたが，授業の先の予定まで把握してしまうと，飽
きてしまい，投票数が減少傾向になってしまう。掲載情報の新しさを損なわない工夫が
必要であると感じた。

図４ 投票一覧の例

図５ 自動集計結果の例

③ニュース
ニュース機能は，授業で参考になる情報や資料を紹介するために活用してみた。
見つけた情報を自由に記入するよう指示すると，生徒達はよく参加してくれた。

， ，グループだけの活動ではなく クラス全体や同じ学年の仲間同士で交流できることは
昨年度までの授業ではできなかったことであり，たいへん有用であった。

図６ ニュース機能の活用例
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④フォーラム
フォーラム機能（図７）については，幾つかのテーマ設定はしてみたが，授業時間に

おいて，互いに意見を交換し合う直接的なコミュニケーションを重要視し，積極的な活
用には至らなかった。

， ，「 」 ，フォーラム機能については 例えば 情報モラル に関する授業を展開するために
活用できると考える。その際に注意しておきたい点は，議論するテーマをはっきりさせ
ておくことが重要で，議論の筋道がぶれないように注意しなければならない。

さらに，フォーラム機能は実行速度の問題があり，今回の環境では４０人一斉のアク
セスについては，指導に十分な応答性能が得られないことも判った。

図７ フォーラム開催の例

⑤ＦＡＱ
ＦＡＱ機能に授業の評価計画を載せてみた （図８）教師がどのような観点で授業評。

価をしているのかを理解してもらうためである。Ｑ＆Ａ形式で評価を閲覧できる。
今回はこの機能について十分検証しなかったが，よくある生徒の質問事項とその回答

を掲載しておけば，もっと有効に活用できると考えられる。

図８ ＦＡＱ
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ウ．成果
①ＣＭＳを活用した授業

ＸＯＯＰＳの活用について，生徒の関心が高まったかどうか，投票させてみると，半
数以上の生徒から「まあまあ楽しかった」という回答が得られた （図９）。

図９ ＸＯＯＰＳの投票結果

②章末評価の昨年度比較
本校では，授業の進行に合わせ 「章末評価」を実施しているが，昨年度と今年度を，

比較すると図１０のような結果が得られた。
この結果を見ると，昨年度より生徒が意欲的に取り組んでいる姿勢が見受けられた。

図１０ 章末評価

エ．今後の課題
今回の実践によって，昨年度までの授業と大きく変わった点は次の点であった。

総合実習における生徒の活動がグループに限られており，グループの中で相談し
たり，助け合うことで作品制作に取り組んできたが，ＣＭＳを活用することで，グ
ループの枠を超え，同じテーマやグループごとが助け合うことができ，授業の様子
に変化が出てきた。

ＣＭＳのようなコミュニケーションの手段の変化が生徒の作品や，授業の満足度にど
のように結びつけられるのか，今後さらに実践を重ねる必要がある。

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

総合実習の学習は面白かったですか。

様々な情報機器やソフトウエアを利用して，
的確に表現することができましたか。

自分なりに満足のいく作品を作ることができましたか。

基本的なWebページの仕組みや

その作り方を理解できましたか。

H17 H18
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（２）岐阜県立各務原高等学校における実践
ア．概要

本校においては，生徒が授業に向かう意欲を高めるために，事前に授業の内容をＷｅ
ｂで閲覧できるシステムを構築した。構築したシステムは，情報過多とならないよう配
慮するとともに分かりやすい内容になるよう心がけた。

具体的には 「学習内容」として授業の内容と目標を提示するとともに，該当の教科，
書のページや持ち物，授業の場所を示した。さらに，Ｗｅｂの利点を生かして，学習内
容を深めるためのリンクも示した。また，家庭でのＰＣ以外に携帯電話でも閲覧できる
ようにした （図１１）。

図１１ 構築した授業情報のページ
尚，今回の実践においてＣＭＳにはFreeStyleWiki(http://fswiki.poi.jp/) を使用

している。

イ．生徒アンケート結果
生徒の閲覧状況について，１１５名の生徒に対して次のような項目でアンケート調査

を行った。
①授業の予定を見ましたか？

ほぼ毎回 ときどき 数回 見なかった

自宅のＰＣから １人 １人 ５人 １０８人

携帯電話から ０人 １人 ２人 １１２人

情報実習室のPCで １５人 ２０人 ２６人 ５４人



- 8 -

②自宅のＰＣから見なかった主な理由は何ですか？

電源を入れてみるのが面倒 ４９人

情報実習室のＰＣで見るから ２９人

家にパソコンがない ８人

家にパソコンはあるが，インターネットに接続していない ５人

パソコンはあるが，自由に使えない ２人

③携帯電話から見なかった理由は何ですか？

パケット代などの通信費がかかるから ４９人

情報実習室のＰＣで見るから ３４人

その他（見方がわからない，やり方がわからない） ２人

ウ．実践結果
アンケート結果や授業時間における生徒の反応から，実践の結果をまとめると次のよ

うになる。
①自宅からの閲覧について

予想以上に自宅でＰＣの電源を入れて見ることを面倒と感じている生徒が多かった。
自宅で見る環境がない生徒には，情報実習室でも見ることができると言ったことが，逆
に自宅で見ることができる生徒にも情報実習室で見ればよいということになってしまっ
たようである。

②携帯電話からの閲覧について
携帯電話の使用も考慮し，携帯電話からの閲覧も可能にすることにした。携帯電話の

場合，ディスプレイのサイズや使用できるタグ，リンク先のサイトが携帯電話に対応し
ているかなど様々な制限があるため，今回の実践においても，授業の予定のみで学習内
容に関連する他のサイトへのリンクは表示しないようにした。また，閲覧できる内容が
違うことも生徒に説明した。

③情報実習室での閲覧
プロジェクタで投影したことで，内容をスクリーンで確認して自発的にパソコンの電

源を入れるなど，生徒の意欲が高まったと判断できる様子も見られるようになった。

エ．今後の課題
今後さらに改善しなければならない点としては次のような項目が考えられる。

①学習意欲の向上のためには，情報実習室（本校におけるコンピュータ教室）での閲覧
も含めて必ず事前に見るように方向付ける指導の工夫が必要である。

②授業の予定を見ることを前提にシステムを考えたが，定期考査前などに復習の手助け
となるような学習の振り返りもできるようにする。

。 。③学習内容に関する質問ができるようにする 電子メールや掲示板の利用が考えられる
掲示板の場合，情報モラルやパスワード管理の指導は不可欠であるが，不適切な書き
込みに対するチェック等の負担が問題である。
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（３）岐阜県立岐阜各務野高等学校における実践
ア．概要

本校の情報科では，外部講師等の非常勤講師が授業を担当している科目がある。非常
勤講師は，学校で直接交流する時間の少ないため，よりきめ細かい指導や生徒の質問に
答えられる手段としてＣＭＳを活用しようと考えた。以下に現在までの実践状況につい
て報告する。

イ．ＣＭＳを用いた授業情報の交流
非常勤講師が授業を担当している場合，生徒を指導したり，生徒の質問に対応できる

のは勤務時間のみとなる。例えば，２単位の科目で週１回２時間連続の授業が設定され
ていた場合であれば，残り４日間はその講師は不在である。従って，課題作成が中心と
なるような実習科目では，その時間内に作業が終わらなかった場合，次週の授業までの

。 ， ，間に放課後を利用し課題を完成させることになる しかし 作成中に疑問が生じた場合
質問したくても講師が不在のため，その解決には次の授業を待たなくてはならない。ま
た，講師が授業時間内に指導できなかった内容や次の授業のための準備等を，授業時間
外に追加補充することも不可能である。これらの問題を解決する手段の一つがコンテン
ツ管理システム（以下ＣＭＳ）を用いた授業情報の交流である。

ＣＭＳではメールや掲示板などの交流が中心となる。一般にインターネット上ではメ
ールや掲示板は匿名で使用できるため，悪意のある行為が行われるおそれがある。学校
間総合ネットにおいては掲示板は原則として使用を禁止している。今回使用するＣＭＳ
は，校内だけでなくインターネット上からもアクセス可能であるが，発行されたユーザ
名とパスワードでログインした後使用するため，掲示板等に投稿したユーザ名が表示さ
れ匿名での投稿は不可能である。また，メールはアカウント所有者同士がシステム上だ
けでやりとりするもので，ネットワーク上の他のメールサーバとの送受信はできない。

しかしこのような利点は管理者と本人以外にはユーザ名とパスワードが知られていな
いことが前提であるので，第三者にユーザ名とパスワードを知られてしまった場合はこ
の限りではない。よって，アカウント所有者はその秘密保持に細心の注意を払う必要が
ある。例えばインターネットカフェ等公衆の場からのアクセスは，端末にキーロガーの
ようなキーボード操作を記録するソフトウェアが組み込まれている可能性があるため利
用は避けるのが好ましい。また，このシステムのユーザ認証には暗号化が行われないた
め送信時に読み取られる可能性もあることに注意したい。

インターネット上からこのシステムにアクセスできるようにする第一の目的は，非常
勤講師が外部から勤務時間以外にシステムを利用できるようにすることである。生徒の
課題作成は放課後実習室での作業ため，疑問・質問の投稿や回答の閲覧は学校内部から
のシステム利用が中心となる。しかし，生徒も自宅からアクセスできれば，前回の授業
内容の確認や次回の授業内容を把握することができ，自宅での復習や予習をする習慣を
つけることによって授業に参画する態度を育てる助けになる。また，夏季休業等長期休
暇の課題（自宅で作成可能なもの）に対しては，インターネットを利用し自宅から疑問
・質問のやりとりをすることになる。

先に述べたこのシステムのメリットである閉じたシステムは，実は運営上デメリット
にもなりうる。パソコンを起動しログインしなければ使えないメールは，携帯のメール
のように受信がリアルタイムには確認できない。これは生徒が意識的にシステムにアク
セスしなければ，永久に情報の交流はできないと言うことになる。これは特に家庭での
利用を想定した場合があげられる。毎日の予習復習の習慣をつける以前に，毎日システ
ムにログインする習慣をつける必要がある。長期休暇においても同様なことが考えられ
る。このようなシステムを効果的に運用するには，それを支えるメンター（支援者）及
び支援体制が必要であるとされている。その点，放課後の課題作成の場合は，パソコン
は既に起動済みであり，近くには支援者である本校の教員がいる。そこで，まず教員の
指導のもとに学校内部からシステムにアクセスし，情報交流の技術が身に付くように練
習させる。その結果，交流が活発に行えるようになれば，支援者のいない家庭に学習の
場が移ったとしても生徒自身が積極的にシステムを利用するようになるのではないかと
考えた。



- 10 -

イ．現在までの実践状況
①校内のみで使用できる環境の構築

ＸＳＡＳ（Xoops Stand Alone Server http://xoops.smej.com/）の利用
今回使用するＣＭＳは，Ｓｏｌａｒｉｓ上に構築されたものであるが，Ｘｏｏｐｓ・Ａ
ｐａｃｈｅ・ＭｙＳＱＬ・ＰＨＰがインストールされていればどのＯＳにでも構築可能
である。そこで本格運用に入る前の準備段階として，本校にあるWindows Server 2003
がインストールされたパソコンで試作用ＣＭＳ構築を試みたがうまく起動できなかっ
た。すべて最初から構築しようとすると，これらすべてに対する知識がある程度必要と
なり，また，それぞれのバージョンの競合による不具合が起こる場合もある。この問題
を解決するため本校ではＸＳＡＳ（Xoops Stand Alone Server ）を利用した。ＸＳＡ
ＳはＸｏｏｐｓ・Ａｐａｃｈｅ・ＭｙＳＱＬ・ＰＨＰをすべて含んだファイルで構成さ

， ， 。れ ダウンロードした圧縮ファイルを解凍後 簡単な設定作業をするだけで起動できる
また解凍先は，内蔵ハードディスクだけでなく，ＵＳＢ接続デバイスを含めた，どのド
ライブでも指定できる。

②モジュールの追加
ＣＭＳで利用するメール以外のコンテンツは，モジュールを追加することにより使用

できるようになる。ＸＳＡＳにはあらかじめ一般的に使用されるようなモジュールが組
み込まれており，モジュール管理という機能で，モジュールの一覧から利用したいもの
を選べば使用可能となる。今回は，授業内容を公開するためのコンテンツ管理機能（図
１２）と，生徒による課題作品を公開できるようにデータベース機能（図１３）を追加
した。

組み込みのコンテンツモジュールではフォームが既成の形となるので，自由にページ
を作成できるTiny D http://xoops.peak.ne.jp/modules/mydownloads/singlefile.php?（
lid=18）を，また，データベース機能があるモジュールはＸＳＡＳには組み込まれてい
ないためＣＯＳＭＯＤＢ（http://cosmodb.sourceforge.jp/jp/）をダウンロードし使
用した。このように様々な機能を持ち自由に利用できるモジュールがインターネット上
に公開されている。

図１２ コンテンツ管理機能の例
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図１３
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図１４
ウ．試作したサイトの構成
・ニュース（ニュース投稿・ニュースアーカイブ）
・授業（各授業の概要・授業内容・フォーラムへのリンク）
・データベース（作品集）
・フォーラム（各授業の掲示板）
・その他（アルバム・リンク集・カレンダー・ToDo）

このような構成でＸＳＡＳのサイトを試行的に作成してみたが，生徒にとって項目が
わかりづらいものであったため，あまり積極的には活用されなかった。そこで今後の実
践予定として，わかりやすい表記，使いやすいサイトになるようにサイトの再構成を考
えている （図１５）。
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図３

図１５

エ．今後の進め方について
本実践では，システムの構想及び構築方法について，学校独自のシステムを開発する

ために多くの時間を要したため，具体的な実践には至っていないものの，システム構築
， 。にはさらに十分な時間が必要であると考えているが 次の手順で進めていく方針である

①ＸＳＡＳ上での再構成が完成し，試行運用した後は，外部からアクセスできるサーバ
機にシステムを移植する。

②移植後は，生徒にアカウントを発行し，まず校内の実習室からアクセスすることで，
外部にいる非常勤講師と情報交流しながら，コンテンツ利用の技術を習得する方向で
実践を進めていく予定である。

③生徒が使い慣れるなど，授業時間等，校内である程度交流ができるようになった段階
で，生徒の自宅からもシステムを利用できるように構築を続ける。
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（４）岐阜県立大垣商業高等学校における実践

ア．実践項目
①ＸＯＯＰＳのフォーラムを活用した外部講師との連携授業を研究する。
②最新の授業予定をカスタムブロックに記入し，インターネット環境のＰＣがあればい

つでもどこからでも事前に学習内容を閲覧できるようにする。
③アンケートの入力画面を用意し外部講師との連携の効果を検証する。
④カレンダー機能により授業予定や学校行事を閲覧できるようにする。

イ．実践状況
①フォーラム
・フォーラムの内容は指導教諭と外部講師からの授業に関する連絡。
・生徒側と教諭，講師間の質疑応答。

図１６

図１７
②カスタムブロック
・カスタムブロック上に最新の授業予定から順に表示できるようにした。
・一週間経過した情報は自動削除されるようにした。
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図１８

③アンケート
・授業についての感想やサイトの状況について投票形式でアンケートを実施した。

図１９

図２０
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④カレンダー
・カレンダーに授業の予定を記入し，更に学校行事も掲載してある。

図２１

ウ．実践成果
・ＸＯＯＰＳを活用し外部講師との連携授業を展開することにより，ＩＴ関連企業の現
状などの具体的な情報についてこのシステムを利用することで知り，関心・意欲が向上
した生徒の様子が見られるようになった。

○生徒の感想例１
私は入学以来，授業をはじめ様々な場面で情報に関する勉強を進めてきました。１年生では

情報に関する基礎を勉強し，２年生ではそれを活かした高度な内容の学習を行っています。そ

の中でも特に興味深いのは企業の方をお招きしての学習です ・・・ 中略 ・・・提携企業様の。 （ ）

連絡手段として，私たちはＸＯＯＰＳを用いてコミュニケーションサイトを利用しました。こ

れは今回初めて用いられた方法で，授業時間以外でも質問をする事ができたので便利だと思い

ました。ＸＯＯＰＳに対して強い関心を抱きましたので，私が運営する個人サイトもＸＯＯＰ

Ｓで作成し，公開を始めました。

授業の中で，企業の方，外部の講師の方をお招きする事により，学校の中だけの勉強ではな

かなかする事のできない多くの体験をする事が出来ました。

○生徒の感想例２
私は今回javaによるネットワーク対戦ゲームの制作に携わることによって，まずシステム開

発の手順を学びました ・・・ 中略 ・・・ＸＯＯＰＳを使用することによって，先生や企業の。 （ ）

方などと気軽に意見交換することができて，困ったときには大変役立ちました。これから，コ

ミュニケーションサイトを利用して，知らない企業の方々ともいろいろお話する機会を設けて

もらえればうれしいものです。

２年生になって，やることが急に難しくはなってきましたが，これは進学にも特に社会にで

ても必ず役に立つことなので，活かしていけるように努めたいと思います。また，３年生にな

ってからjavaや同じくオブジェクト指向型のＣ＃などを使って，実用的で便利な日常に役立つ

システムを開発できたらいいなと思っています。

・授業予定を事前に知らせることで，以前より積極的に授業へ向かう意欲の向上がみら
れるようになった。
・専門分野の先進的な知識，技術の習得が促進できた。
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エ．今後の課題
・生徒側から質問する場合の質問事項が多岐にわたるので，管理者側で質問情報の整理
の方法を研究する必要がある。
・ クラス 「出席番号」で個人を特定できる状態だが，今後開かれたフォーラムに発「 」
展させるためには個人情報の管理や取り扱いについて検討する必要がある。
・継続運用する場合の運用方法についてと，教員側の負担をどう軽減するのかについて
研究する必要がある。
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資料編

（１）実践した各科目の評価計画及び単元計画
・羽島高等学校「情報Ａ」評価計画
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・羽島高等学校「情報Ａ」単元計画
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・各務原高等学校「情報Ａ」評価計画
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・各務原高等学校「情報Ａ」単元計画
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・岐阜各務野高等学校「情報実習」評価計画
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・岐阜各務野高等学校情報科「情報実習」単元計画
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・大垣商業高等学校情報科（システム類型 「情報実習」評価計画）
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・大垣商業高等学校情報科（システム類型 「情報実習」単元計画）
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授業改善委員
岐 阜 県 立 羽 島 高 等 学 校 教 諭 亀 山 弘
岐阜県立各務原高等学校 教 諭 吉 村 和 昌
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岐阜県立大垣商業高等学校 教 諭 大 野 宏
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