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能勢高校 SGH講義メモ 

斉藤俊幸 

1．何が問題なのかしっかり考えよう。 

パームプランテーション開発でボルネオのジャングルが壊滅状態。ここでできたパームオ

イルは日本でてんぷら油となっている。石鹸になっている。プランテーションがなければ

仕事がなくなる。人口減少につながる。自然保護、それとも地域の雇用か。何が問題なの

かしっかり考えよう。 

エビ養殖池の拡大でマングローブ林が壊滅状態、エビは日本への輸出が 80％を超える。エ

ビ養殖がなければ仕事がなくなる。仕事がなければ人口減少につながる。自然保護、それと

も地域の雇用か。何が問題なのかしっかり考えよう 
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伐採されたマングローブの木は木炭化され、日本へ輸出。バーベキューで使っている。 

 

能勢町はピンチ！人口が減少する市町村全国 24 位。創業率が悪い全国 32 位。何が問題な

のかしっかり考えよう。  

 

全国市町村別「20～39歳女性」の 

将来推計人口ワースト 24位          能勢町は創業比率全国ワースト 40位 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 長野県 喬木村
32 北海道 増毛町
33 山形県 最上町
34 長野県 木島平村
35 宮城県 色麻町
36 群馬県 昭和村
37 岐阜県 七宗町
38 北海道 和寒町
39 山形県 大蔵村
40 大阪府 能勢町
41 長野県 川上村
42 長野県 山ノ内町
43 三重県 度会町
44 青森県 今別町
45 山口県 阿武町
46 高知県 田野町
47 山形県 西川町
48 島根県 海士町
49 群馬県 片品村
50 北海道 沼田町
51 岩手県 普代村
52 奈良県 曽爾村
53 高知県 大月町
54 福井県 南越前町
55 長野県 南牧村
56 北海道 佐呂間町
57 東京都 新島村
58 山梨県 西桂町
59 島根県 飯南町
60 北海道 置戸町

1 群馬県 南牧村
2 奈良県 川上村
3 青森県 今別町
4 北海道 奥尻町
5 北海道 木古内町
6 群馬県 神流町
7 北海道 夕張市
8 北海道 歌志内市
9 北海道 松前町
10 北海道 福島町
11 奈良県 吉野町
12 群馬県 下仁田町
13 徳島県 那賀町
14 高知県 室戸市
15 新潟県 粟島浦村
16 青森県 外ヶ浜町
17 京都府 南山城村
18 和歌山県 高野町
19 奈良県 東吉野村
20 徳島県 神山町
21 埼玉県 東秩父村
22 北海道 妹背牛町
23 山梨県 早川町
24 大阪府 能勢町
25 鳥取県 若桜町
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能勢町でも海外でも同じ問題を抱えている。 

地域で役に立つことは世界でも役に立つ。 

 

3段論法が必要だ。 

何が問題かをどう表明するのか。「こう思う、こう感じた」だけではだめだ。客観的な意見

を述べよう。このためには問題の把握→課題の抽出→解決策の提案の 3段論法が必要だ。 

（問題の把握） マングローブの伐採が問題である。 

（課題の抽出） このため自然保護をみんなで考える必要がある。 

（解決策の提案）マングローブの植林をしよう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（問題の把握） 能勢町の人口減少が問題である。 

（課題の抽出） このためどう人口増加するのかをみんなで考える必要がある。 

（解決策の提案）能勢町内で雇用を作ろう。 
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ノートに表を作って整理をしよう。 

問題（～が問題である） 課題（～が必要である） 解決策の提案（～しよう） 

マングローブの伐採が問

題である。 

自然保護をみんなで考える必

要がある。 

マングローブの植林をし

よう。 

能勢町の人口減少が問題

である。 

どうすれば人口増加するのか

をみんなで考える必要がある。 

能勢町内で雇用を作ろう。 

 

２．この夏、英単語を記憶してみないか。 

多くの高校生は英語を話すことが不得意である（ことが問題である）。 

英語を話すには英単語を記憶する必要がある。 

毎日、30分、継続して英単語を記憶しよう。 

いつやるの？ 今でしょ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

英単語は何度も繰り返すことが大切だ。 

野球でバットを素振りする、テニスでラケット素振りする。 

何度も何度も繰り返すことがとても大切 

時間がかかるものは、みんなより先にスタートが大切。 

遅れると追いつくのに気が滅入ってしまうから。 

先頭を走ったほうが楽。この夏、英単語を覚えてみないか。 

 

毎日 100単語の同じテストを繰り返し点数をつけて覚える。毎日 15分！同じ時間に。 

今週、毎日 15分、同じテストをやって成績がどれくらいあがるか実験してみよう！ 

ピーナツ JUNIORは 700問あるので、これから 7週間。夏休み頑張ってみよう。 

試験の点数の推移はみんなで情報共有しようね。 

さあ、テスト開始！ 
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1 next Monday 今度の月曜日   

2 this Tuesday 今週の火曜日   

3 on Wednesday evening 水曜日の晩に   

4 on Thursday night 木曜日の夜に   

5 except Friday 金曜日を除いて   

6 have Saturday off 土曜日は休みだ   

7 every Sunday 毎週日曜日   

8 the day before yesterday おととい   

9 the day after tomorrow あさって   

10 at noon today 今日の正午に   

11 a few days ago ２、３日前   

12 just now たった今   

13 for a little while 少しの間   

14 wait for a moment 少しの間待つ   

15 since then そのときからずっと   

16 for half an hour 30分間   

17 for thirty minutes 30分間   

18 per second 1秒につき   

19 within a week 1週間以内に   

20 the following month 翌月   

21 a long period 長期間   

22 last spring 去年の春   

23 all the year around 1年中   

24 once again もう一度   

25 later than usual ふだんより遅く   
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26 at nine o'clock tonight 今夜 9時に   

27 until midnight 深夜まで   

28 have already ended 既に終わっている   

29 a clock tower 時計塔（台）   

30 sooner or later 遅かれ早かれ   

31 spend a weekend 週末を過ごす   

32 during the daytime 昼間に   

33 fix the date 日付を確認する   

34 the late teens 十代後半   

35 last forever 永遠に続く   

36 an autumn festival 秋祭り   

37 celebrate Christmas クリスマスを祝う   

38 the twentieth century 20世紀   

39 the end of January １月末   

40 the beginning of February ２月の初め   

41 March fifth ３月５日   

42 April Fool's day エイプリルフール（４月１日）   

43 May fourth ５月４日   

44 a June bride ６月の花嫁   

45 from July to August ７月から８月   

46 September sixth ９月６日   

47 October seventh １０月７日   

48 November eighth １１月８日   

49 December ninth １２月９日   

50 the dancer's height そのダンサーの身長   
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51 the length of a bridge 橋の長さ   

52 the weight of a package 荷物の重さ   

53 the population of Germany ドイツの人口   

54 a thousand years 千年   

55 many things 多くのもの   

56 a lot of bananas たくさんのバナナ   

57 two dozen eggs ２ダースの卵   

58 double the size ２倍の大きさ   

59 twice my age 私の年齢の２倍   

60 at a low price 安価で   

61 a million dollars 100万ドル   

62 five billion yen ５０億円   

63 fifty percent ５０パーセント   

64 more than a hundred １００より多く   

65 forty or less ４０以下   

66 zero point eight meters ０．８メートル   

67 most people ほとんどの人々   

68 most of the members 会員の大部分   

69 a happy marriage 幸せな結婚   

70 marry his daughter 彼の娘と結婚する   

71 a married couple 結婚している夫婦   

72 her former husband 彼女の前の夫   

73 a single life 独身生活   

74 my previous boyfriend 前の男友達   

75 invite a girlfriend 女友達を招待する   
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76 a large family 大家族   

77 the birth of baby  赤ちゃんの誕生   

78 visit my grandmother 祖母を訪ねる   

79 twin sisters 双子の姉妹   

80 respect my parents 両親を尊敬する   

81 my big brother 私の兄   

82 my cousin's name いとこの名前   

83 his aged grandfather 彼の高齢の祖父   

84 my father's watch 父の時計   

85 instead of my mother 母の代わりに   

86 the manager's wife 経営者の妻   

87 grow up to be an actor 成長して俳優になる   

88 be born rich 金持ちに生まれる   

89 a poor farmer 貧しい農民   

90 be well off 裕福だ   

91 a low salary 安い給料   

92 pay a tax 税金を支払う   

93 make much money 大金を稼ぐ   

94 drop my wallet 財布を落とす   

95 a cash card キャッシュカード   

96 a shopping bag 買い物袋   

97 a discount sale 値下げ販売   

98 a free drink 無料の飲み物   

99 necessary cost 必要経費   

100 small change 小銭   
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点数表 

月日 点数（○／100） 

6月 13日（土） 
 

6月 14日（日） 
 

6月 15日（月） 
 

6月 16日（火） 
 

6月 17日（水） 
 

6月 18日（木） 
 

6月 19日（金） 
 

 


