
平成28年度　兵庫教育大学附属小学校研究発表会のご案内

「子ども─文化─教師」をつなぐ （4年次）
─子どもの力に培う学習デザイン─

校　長　あ　い　さ　つ
　本校では，平成25年度より「『子ども－文化－教師』をつなぐ」というテーマを掲げて研究を行ってきていま
す。１年次では，「文化」の部分に焦点を当て，授業における「文化」（教材）が果たしうる多様な可能性につい
て研究を行いました。２年次では，「子ども」に焦点を当て，学習内容に主体的な関わりをもとうとする子ども
の状態を各教科・領域ごとで明らかにしました。3年次では，「教師」に焦点を当て，授業において「子ども－
文化－教師」のより良い「つながり」を構築するための教師の働きかけについて研究を行いました。本年度
は，これまでの研究成果を受け，子ども自らが主体的に対象に関わり学びとっていく「学習デザイン」の研究
に取り組んでいます。この研究発表会においては，本校の研究・実践を公開すると共に，ご指導・ご教示をた
まわりながら，共に研究・実践を深めてまいりたいと存じます。ご多忙とは存じますが，多様の関係各位のご
参加をいただきたく，ご案内申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　兵庫教育大学附属小学校　校長　　國　岡　高　宏

主催　兵庫教育大学附属小学校・兵庫教育大学附属小学校教育研究会
後援　兵庫県教育委員会　加東市教育委員会
会場　兵庫教育大学附属小学校

平成29年1月28日（土）
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兵庫教育大学附属小学校研究発表会　参加申込用紙
学校・所属機関名

宛先

兵庫教育大学附属小学校 0795－40－2219
FAX番号

職名 お　名　前

（ふりがな） （ふりがな）

（ふりがな）

（ふりがな）

（ふりがな）

参加予定
分科会

弁当
900円

本校教育
研究会員

所在地　〒　　　　－

都・道
府・県

FAX番号（　　　　　）　　　－

Eメールアドレス（代表者）

通信欄

電話番号（　　　　　）　　　－

（ふりがな）

【別紙参加申込用紙】 ※この用紙にご記入の上，送信票をつけずそのままFAXしてください。

　　　　　　　　　　　　送信年月日：平成　　　年　　　月　　　日

※所属機関名・お名前は，ふりがなまでお願いします。
※参加予定の分科会をお書きください。
※本校の近くには，お食事処やコンビニは多くありません。お弁当を購入予定の方は○をご記入ください。（およその数を業者が把握
　するため）。お弁当（お茶付き）は900円です。当日，受付後に券をご購入ください。
※本校教育研究会員の方は○をご記入ください。
※連絡等がありましたら，通信欄をご利用ください。

申込方法
◎以下のいずれかの方法でお願いします。
　①本校ホームページの「研究発表会申込フォーム」より送信。
　②下記の「参加申込用紙」でFAX。
　③下記E-mailアドレスに必要事項を記入し，件名を「研究発表会参加申込」で送信。

参加費　3,000円
◎提案要項・学習指導案集，本校叢書№11『「子ども─文化─教師」をつなぐ』（明治図書），
　本校機関誌『教育のあゆみ2016 第43号』の3冊の代金を含みます。当日，受付にてお支払いください。
◎「附属小学校教育研究会」会員は無料です。
◎当日ご参加できない方で，上記3冊の資料・図書をご希望の方は，研究発表会終了後3,000円（送料込）でお送りいたしま
す。本校までお問い合わせください。

申込締切　平成29年1月23日（月）
◎当日受付もいたしますが，資料等準備の都合上，できるだけ事前にお申込みください。

その他
◎駐車場は用意しておりますが台数に限りがあります。出来るだけ公共交通機関又は直通バス（JR新大阪・JR三ノ宮・JR
　姫路）をご利用ください。裏面に案内があります。
◎授業ならびに分科会，全体会でのビデオ撮影はご遠慮いただいております。
◎スリッパをご持参ください。
◎当日，手荷物（スーツケース等）をお預かりします。ご利用ください。
◎参会者に必要な情報・お知らせを本校ホームページにて随時更新していきますので，事前にご確認ください。

会場・お問い合わせ先・申込先
兵庫教育大学附属小学校　　〒673-1421  兵庫県加東市山国2013-4　TEL0795-40-2216　　FAX0795-40-2219
E-mail：element@hyogo-u.ac.jp　　URL http://www.hyogo-u.ac.jp/element/　
主幹教諭　藤原　典英　宛

検 索兵庫教育大学附属小
検索・申込はこちら



学年 教科等 指導者単元・題材・主題

1年1組 道徳 白井　克法どうしたらいいかな

1年3組 生活 田中　吾子ふゆとあそぼう

3年2組 体育 田中　大介サイドマン付きラインポートボール

3年3組 理科 西澤　宏一じしゃくのふしぎ

学年 教科等 指導者単元・題材・主題

国語科 中尾　通孝
（佐賀県武雄市立山内東小学校教諭）

田中　雅和
（兵庫教育大学大学院教授）
羽田　　潤

（兵庫教育大学大学院准教授）
自らことばを紡ぐ子どもが育つ単元デザイン

社会科 小寺　　研
　（姫路市教育委員会

総合教育センター教育研修課）　

關　　浩和
（兵庫教育大学大学院教授）

社会にひらく学びの創造
～子どもの思考の深まりを評価する授業デザイン～

算数科 中村　正紀
（岐阜県羽島市立羽島中学校教諭）

加藤　久恵
（兵庫教育大学大学院准教授）

学びにひらく子どもを育てる算数科授業デザイン

理　科 藤本　将宏
（三木市自由が丘東小学校教諭）

渥美　茂明
（兵庫教育大学大学院教授）

自然の原理法則を自ら意味づける子どもを育む
～問いの連続する単元づくり～

生活科 森川　茂樹
（加西市立特別支援学校教諭）

溝邊　和成
（兵庫教育大学大学院教授）

子どもと教師がともに学びに向かう生活科授業

図画工作科 中田　高俊 
（三木市立みなぎ台小学校教諭）

初田　    隆
（兵庫教育大学大学院教授）

ひとりひとりの思いがつながる造形的かかわり

体育科 佐々　敬政
（明石市立和坂小学校教諭）

上原　禎弘
（兵庫教育大学大学院教授）

動きにこだわる子どもを育てる体育科学習
～子どもの思いを生かした授業づくり～

道　徳 柿本　由子
（姫路市立中寺小学校主幹教諭）

淀澤　勝治
（兵庫教育大学大学院准教授）

自己の生き方をみつめる道徳教育

英語学習 重枝　孝明
（山口県下関市立小月小学校教諭）

吉田　達弘
（兵庫教育大学大学院教授）

子どもの「学ぶ力」に培う英語学習の創造

4年1組 藤尾美奈子ビー玉の大ぼうけん

4年2組

図画
工作

藤原　達矢変わり方

5年1組 社会

算数

吉田　繁之環境とわたしたちのくらし

■公開授業Ⅰ 《 ９：４５～１０：３０ 》 ■テーマ別分科会（教科・道徳・英語）《 １３：３０～１５：００ 》　

■講演会 《 １５：１５～１６：４５ 》

学年 教科等 指導者単元・題材・主題

1年2組 国語 井上　真緒

2年1組 坂本　真人サークルシュートゲーム

2年3組 算数 木村　友香分数

3年1組 英語 上村　麗子フードコートに行こう

学年 教科等 指導者単元・題材・主題

3年3組 社会 土松　拓生工場ではたらく人

4年2組 道徳体育

理科

菊池　仁志あれでよかったの？

4年3組

算数6年1組

溝口　賢一もののあたたまり方

有吉　克哲資料の調べ方

■公開授業Ⅱ 《 １０：４５～１１：３０ 》

だってだってのおばあさん
（光村　1年）

3年2組 国語 門脇　大輔モチモチの木（光村　３年下）

学年 教科等 指導者単元・題材・主題

2年2組 棚治　　崇あれ？こんなものが…

4年1組 社会 森　　清成

5年2組 算数 指熊　　衛割合

わたしたちの兵庫県ショウカイSHOW

学年 教科等 指導者単元・題材・主題

5年3組 英語 三浦　良久Let’s plan a trip around the world!

6年2組 久安　武志てこのはたらき

6年3組

図画
工作

堀　　祥三バスケットボール体育

理科

■公開授業Ⅲ 《 １１：４５～１２：３０ 》 

教科名 司　会　者 指導助言者テ　　ー　　マ

演題 「次期学習指導要領のめざすところ」
　　　　　　　─アクティブ・ラーニングを考える─ 　

白梅学園大学子ども学部　教授　　無藤　　隆　氏
　1946年生まれ。東京都出身。東京大学大学院教育学研究課博士課程中退。聖心女子大学文学部助教授，お茶の水女子大学
生活科学部教授などを経て，現職に至る。発達心理学，教育心理学を専門とし，特に幼児教育・学校教育への応用を行って
いる。また，教育現場への助言活動，教育行政関連の委員としての活動も多い。現在，中央教育審議会教育課程部会長。
〈主な著書〉
『社会情動スキルを育む「保育内容人間関係」－乳幼児期から小学校へつなぐ非認知能力とは－』（共著）北大路書房（2016），
『増補改訂認定こども園の時代』（共著）ひかりのくに（2015），『保育の学校』（第１～３巻）フレーベル館（2011），『むすん
でみよう　子どもと自然』（共編著）北大路書房（2010），『幼児教育の原則』ミネルヴァ書房（2009），『シリーズ新　保育ラ
イブラリ』（共編著）北大路書房（2009），『子育て支援の心理学』（編著）有斐閣（2008），『現場と学問のふれあうところ』
新曜社（2007）など多数


