
 

 

＊早めにご到着された方は，体育館でお待ちいただきます。 

＊１日目は，授業討議会を行いません。また，ビデオ部屋（授業の様子を中継した部屋）をご用意しておりません。 

予めご了承ください。 

【授業Ⅰ】 １４：００～１４：４５ 【授業Ⅱ】 １５：００～１５：４５ 

教科 学級 単元名 授業 授業者 教科 学年 単元名 授業 授業者 

国語 １－１ 「手ぶくろ」 公開 長﨑 育惠 国語 ５－２ 「わらぐつの中の神様」 E 吉岡 尚孝  

算数 ６－３ 場合の数 E 松村 吉勝 算数 ４－３ 資料の整理 E 國光 妙子 

算数 ４－１ 
直方体と立方体 

（プログラミング） 
公開 堀田  淳  算数 ５―１ 

円と正多角形 

（プログラミング) 
公開 金田 良平 

音楽 １－２ 
いろいろなおとを 

たのしもう 
E 上野 絢音 道徳 ３－１ 「道夫とぼく」 公開 加藤  翔 

総合 ５－３ 防災プロジェクト E 村口 飛鳥 道徳 ４－２ 「なしの木」 公開 日野 朋子 

道徳 ２－３ 「一まいの絵」 公開 大久保 亨 ぼうさい ３－２ 
もしものための 

マイノート 
公開 内堀 友寛 

ぼうさい ２－２ じしんだ！どうする？ 公開 和田 秀昭 ぼうさい ６－１ 何ができるのだろう？ 公開 降井  健 

ぼうさい ４－３ 何を持っていく？ 公開 國光 妙子  

      

【教育講演会】 １６：００～１６：４０  於：講堂 

演題「災害と向き合う－大規模災害から自分の命を守り人の命を助ける防災教育－」 

         神戸学院大学 現代社会学部 社会防災学科 前林清和 教授 

大規模災害が頻発する日本で，次世代を担う子どもたちが生きぬくための防災教育について， 

アクティブラーニングの手法に基づいて考えます。 

【全体会・教科提案】 １６：４０～１７：００  於：講堂 

今年度の研究テーマ「学びをつむぐ 学びをつくる（二年次）～拡張的学習への挑戦～」について，ご説明します。 

その後，各教科等の授業ポイントをご提案します。 

 

【申込みについて】 
＊研究会へ参加を希望される方は，本校ＨＰ申込みフォームよりお申込みください。 

＊参加費は，２０００円です。学生は１０００円です。（１日のみ参加でも２日とも参加でも同料金） 

  現金払いをご希望される方は，お問い合わせ先までご連絡ください。 

＊申込み締切 ２月１３日（木） 資料の準備の関係上，できるだけこの日までにお申込みください。 

＊両日ともに，当日受付も行っております。ただし，資料が不足したり，手続き等でたいへん時間がかかったりする場合がござ

いますので，予めご了承ください。 

 

【お知らせ】 
＊児童の安全確保のため，申込完了メールを印刷の上，必ずご持参いただき，校門にてご提示ください。 

＊インフルエンザ等が発生し，学級閉鎖・学年閉鎖になった場合，研究発表会の内容を一部変更する場合があります。その場

合は，本校 HPにて随時状況をお知らせしますので，ご確認ください。 

＊スリッパをご用意しておりますが，可能な方は室内履きをご持参ください。  

＊児童の個人情報保護のため，児童の様子がわかるような写真・動画の撮影はご遠慮ください。 

 

 

＊２日目の国語・算数の B・E授業のみビデオ部屋（授業の様子を中継した部屋）をご用意しております。 

＊※印の授業については，授業討議会を行いません。予めご了承ください。 

＊ワークショップは，授業の時間に合わせて実施します。１コマ先着３５名程度です。（当日の参加状況により変更があります。） 

【授業Ⅲ】 ９：００～９：４５ 【授業Ⅳ】 １０：５０～１１：３５ 

教科 学級 単元名 授業 授業者 教科 学年 単元名 授業 授業者 

国語 １－１ 「手ぶくろ」 ※ 長﨑 育惠 国語 ４－２ 「ごんぎつね」 E 日野 朋子 

国語 ５－２ 「わらぐつの中の神様」 E 吉岡 尚孝 社会 ３－３ 昔のくらし ※ 森   保 

算数 ４－３ 資料の整理 E 國光 妙子  算数 ６－３ 場合の数 E 松村 吉勝 

生活 ２－２ 冬野菜を育てよう ※ 和田 秀昭 音楽 １－２ 
いろいろなおとを 

たのしもう E 上野 絢音 

体育 １－３ おにあそび B 橋本  峻 体育 ３－２ ボールゲーム E 内堀 友寛 

外国語活動 ４－１ 
What do you 

want ? 
B 橋本 芳宏 総合 ５－３ 防災プロジェクト E 村口 友寛 

【授業Ⅲ討議会】 １０：００～１０：３５ 【授業Ⅳ討議会】 １１：５０～１２：２５ 

  

【授業Ⅴ】 １３：３０～１４：１５ ワークショップ 【大阪デザインセンター】 

教科 学級 単元名 授業 授業者 
３コマ開催 

授業Ⅲ「空・雲・木の葉 ～見違える水彩画～」 

空・雲・木の葉を彩色するときのポイントとは？ 

授業Ⅳ「人物・顔 ～水彩でイキイキと～」 

人物や顔の表情をかくときのポイントとは？ 

授業Ⅴ「建物 ～角度・奥行の水彩テクニック～」 

建物の大きさや立体感はどうやって表す？ 

実際にかいてみながら学んでいきます。 

図画工作科の学習にいかすことができる内容です。 

国語 ２－３ 「お手紙」 B 日野 朋子 

社会 ６－１ 世界の中の日本 E 降井  健 

算数 ２－１ 
うまく 

つたえられるかな ※ 松村 吉勝 

算数 ５－１ 割合 E 金田 良平 

理科 ３－１ ものと重さ E 和田 秀昭 

家庭 ６－２ 持続可能な社会へ B 吉野 裕美 

【授業Ⅴ討議会】 １４：３０～１５：０５ 

ワークショップ 【ロイロノート】 ワークショップ 【辻調理師専門学校】 

２コマ開催 

授業Ⅲ・Ⅳ 授業支援アプリ ロイロノート 

  スクールワークショップ 

～公開授業の内容を実際に体験してみよう～ 

１コマ開催 

授業Ⅲ プロ直伝！「おいしい出汁の取り方」 

  実際に調理しながら学んでいきます。 

    家庭科の学習にいかすことができる内容です。 

  

【教育講演会】 １５：２０～１６：２０  於：講堂 

演題「人を動かす仕掛け」 

大阪大学大学院 経済学研究科 松村真宏 教授 
つい行動したくなる「きっかけ」のことを「仕掛け」と呼んでいます。本講演では，いろいろな 

仕掛けの事例を紹介しますので，仕掛けの面白さや可能性を一緒に考えていきましょう。 

【事務連絡・アンケート記入】 １６：２０～１７：００ 

 

    

information 

１日目  ２/14（金） 受付１３：１５～ 

大阪教育大学附属天王寺小学校 

２日目  ２/15（土） 受付８：３０～ 

申込みフォーム 

QR コード 

個が生きる学校 

  

（協賛） 


