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令和元(2019)年度 第４回高校生のための放送技術講座について（おしらせ） 

 

 

 

 平素は本研究会の活動にご理解とご協力をいただき、厚く御礼申し上げます。 

 さて、本研究会では、放送についての理解を深め、放送技術の向上に資するため、毎年

「高校生のための放送技術講座」を開催いたしております。今年度の第４回を下記の通り

計画いたしました。 

 つきましては、関係生徒の参加についてご配慮いただきますようお願い申し上げます。 

 

 

記 

 

１ 日 時    令和２(2020)年１月26日（日） 

  午前９時30分 ～ 午後５時 

 

２ 場 所    大阪府立 西成高等学校 

           大阪市西成区津守１丁目13－10 

 

３ 講 師    放送局社員・高視研役員など 

 

４ 内 容    午前 放送技術講座 

            指導者講座の伝達講習 

        午後 放送技術講座 

           アナウンス、朗読、番組１、番組２ 

 

５ 定 員    なし 

 

６ 参加費    一人につき 100 円 

 

７ 詳 細    別紙「実施要項」を参照してください。



令和元(2019)年度 第４回高校生のための放送技術講座 実施要項 

 

［１］当日（1月26日）の日程 

 ９：３０～１０：０５ 受付 

１０：０５～１０：１５ 開会行事・諸注意・連絡 

１０：２０～１２：１０ 放送技術講座 （指導者講座の伝達講習） 

１３：００～１６：００ 放送技術講座 （アナウンス、朗読、番組１、番組２） 

※閉会行事はありません 

 

［２］講座内容等について 

 (1) 午前：「指導者講座の伝達講習」 

    12 月実施の「校内放送指導者講座」に参加された先生方のお話を聞き、模擬審査

などを交えて学びます。 

    （詳細は 12 月の指導者講座の内容によって変わります。） 

 (2) 午後：「放送技術講座」 

   ・アナウンス 

     講師：仲山 豊秋 先生（第 1 回・第２回技術講座でお世話になりました） 

     内容：宿題で出された自校ニュースを発表してもらい、その原稿や音声表現に

ついて公開で指導していただきます。 

   ・朗読 

     講師：鎌田 潤 先生（元コンテスト委員長） 

     内容：来年度の NHK 杯コンテストに向け、指定作品の抽出箇所を考えます。 

   ・番組１ 

     講師：井村 慎介 先生（第 3 回技術講座に引き続きお世話になります） 

     内容：宿題として提出してもらった企画（Ｎコンへのエントリーを想定した内

容）をもとに、具体的な番組の構成の立て方、取材の進め方についてア

ドバイスをいただきます。  

   ・番組２ 

     講師：高視研役員です  さあ、だれが登場する？ 

     内容：来年度から初めて番組を作る人や、１年生で顧問の先生も先輩も何にも

教えてくれない人などを対象にします。テレビドラマを作ることを目標

に、基本的な機材の使い方やカメラアングル、ロケーションに応じた撮

影や録音のコツ、簡単な機材の工夫など、すぐに役立つ技術を身につけ

てもらいます。講座が終わった時には、きっと番組が作りたくなってい

ると確信しています。 

 



［３］参加申込について 

(1) 参 加 費  生徒一人につき100円 

(2) 申込方法  参加申込書を「高視研ホームページ」の放送技術講座のページから 

ダウンロードし、電子メールにて申込んでください。 

(3) 締め切り  令和２年１月17日(金) 17時 締め切り厳守 

 (4) そ の 他  受付確認を１月21日(火)までにFAXにて連絡します。 

 

［４］各講座に参加するための宿題 

   ・アナウンス 

     NHK 杯コンテストの基準に基づいて自校のニュース原稿を作成する。 

   所定の書式で２部印刷したものを当日持参する。 

   ・朗読 

     NHK 杯コンテストの指定作品を読んでおく。 

   ・番組１ 

     NHK 杯コンテストへのエントリーを想定した番組企画を１校につき１つ以上 

（できれば複数）作成する。申込み時に、所定の書式で電子メールで送信する。 

   ・番組２ 

     番組を作りたいという強い意志を心に秘めておく。 

 

［５］今後の予定 

   来年度 第１回放送技術講座は４月 26 日(日)に実施します。（場所未定） 

 

［会場へのアクセス］ 詳しくは別紙をご覧ください。 

   ・南海高野線（汐見橋線）津守駅前（改札口から正門まで 70m ） 

   ・JR大阪環状線     芦原橋駅から 南へ  1.6 km 

   ・JR大和路線・環状線  今 宮 駅から 南西へ1.6 km 

   ・OsakaMetro 四つ橋線  花園町駅から 西へ  1.5 km 

   ・大阪シティバス29号  鶴見橋通バス停から 西へ 350 m 

   ・大阪市営渡船      落合上渡船場から 南東へ 500 m 

  自転車・二輪車は校内の駐輪場へとめてください。 

  自家用車での来校はご遠慮ください。自動車の校内乗り入れはできません。 

  なお、学校付近にコンビニを含め飲食店はありません。昼食はお持ちください。 

 

【問合せ先】 大阪府立桜塚高等学校 田名瀨 さゆり 

〒561-0881 豊中市中桜塚4-1-1 

TEL 06-6853-2244 



            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             

■汐見橋線への乗り換え方法 

乗り換え① 近鉄難波線・阪神なんば線の桜川駅からは （50ｍ） 

「桜川」駅の改札を出て、すぐ前のエスカレーターを上がると、すぐ右隣が「汐見橋」駅です。 

 → 汐見橋線「汐見橋」駅 → (毎時 10/40 分発 乗車時間５分) → 「津守」駅 

乗り換え② OsakaMetro 千日前線の桜川駅からは （地下道 250ｍ） 

「桜川」駅の ④番出口（阪神電車乗換えの表示あり）に向かって地下道を歩きます。 

阪神電車の「桜川」駅横のエスカレーターを上がると、すぐ右隣が「汐見橋」駅です。 

 → 汐見橋線「汐見橋」駅 → (毎時 10/40 分発 乗車時間５分) → 「津守」駅 

乗り換え③ JR 大阪環状線の芦原橋駅からは （地上 250ｍ） 

「芦原橋」駅の北出口を出て、「浪速西自転車保管所」の看板が示す通りに進みます。 

すなわち、たこ焼き屋さんの前を通って、環状線の高架沿いに左（北）に進みます。 

2 つめの交差点「芦原橋駅北」を左折、先に見える阪神高速の高架下の右横が「芦原町」駅です。 

 → 汐見橋線「芦原町」駅 → (毎時 11/41 分発 乗車時間４分) → 「津守」駅 

乗り換え④ 南海高野線・南海線の岸里玉出駅からは （同一改札内） 

「岸里玉出駅」で地下道を通って 6 乗線の電車に乗り換えます。 

 → 汐見橋線「岸里玉出」駅 → (毎時 25/55 分発 乗車時間４分) → 「津守」駅 

 

【注意】津守駅は無人駅で、自動精算機がありません。 

 そのため、磁気カード式の定期券でお越しになると、降車の際に乗越し精算ができません。 

 ご注意ください。（ICカード式の場合は大丈夫です。また、帰りの場合も大丈夫です。） 
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西成高校への行き方 

乗り換え③ 

乗り換え①②

乗り換え④ 

西成高校は、南海高野線（汐見橋線）

の津守駅の駅前(70m)にあります。 

汐見橋線は 1 時間に 2 本（30 分毎）の

運行のため、ネット等で事前にダイヤを調

べてからお越しになることを勧めます。 

なお、ネットやアプリの乗換案内などでは

「西成高校」で検索すると南海線や地下

鉄線からの徒歩ルートが検索されることが

あるので、行き先は「津守駅」で検索する

のが便利です。 

※ 西成高校 

 大阪市西成区津守１－１３－１０ 

 TEL 06-6562-5751 (8 時～19 時) 

 

★徒歩で、という場合は 

OsakaMetro 四つ橋線「花園町駅」から 1.5km 

JR 大阪環状線 「芦原橋駅」から 1.6km 

★バスを使おう、という場合は、 

大阪シティバス２９ 「鶴見橋通」から 350m 

詳しくは次のページをご覧ください。 

天下茶屋 



西成高校へのアクセスについて                地図はGoogleMapからの引用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

■ JR 大阪環状線の芦原橋から徒歩でお越しになるときには……（約 1.6km） 

 南出口を出て、大きな道(新なにわ筋)を左(南)に曲がり、FamiryMart の前を通って 

ひたすら道なりに歩きます。（上の地図の     線の通り） 

約 1km で、「北津守３」交差点に突き当たるので、左(南)に曲がり、150m で、くら寿司前にある 

「北津守４」交差点を右(西)に曲がります。200m ほど進んで、公園を過ぎたところにある２つめの 

交差点を左(右)に曲がり、道なりに 100m 進んで踏切を渡ります。 

渡ってすぐ左(南)に曲がり、線路沿いに 250m 進むと正門に着きます。 
 

■ OsakaMetro の花園町駅からお越しになるときには……（約 1.5km） 

 ②番出口を出て、国道 26 号線を北に 50m ほど進んだところの、「じゃんぼたこやき」のある交差点 

 (「鶴見橋」交差点)を左(西)に曲がり、アーケードのある鶴見橋商店街に入ります。 

この商店街をひたすら(1.2km)進むと、最後はアーケードのない津守商店街になります。 

それをさらに 100m ほど進み、踏切を渡ります。 

西成公園の前の突き当たりを右(北)に曲がると西成高校が見えます。100m 先が正門です。 
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