
 

平成28年 

６月25日(土) 
    
  

山梨大学教育学部附属小学校 

（１年次） 

 初等教育公開研究会のご案内（２次案内） 

 

仲間と共に学び続ける子ども 
ー学びがいを実感できる授業を通してー 

主催｜山梨大学教育学部附属小学校 
後援｜山梨県教育委員会  
   甲府市教育委員会 
   甲府市公立小中学校校長会 
   甲府市教育研究協議会 

受 
付 

提案授業１ 
移 
動 

提案授業２ 
移 
動 

分科会 昼食移動 全体会 
準 
備 

講演会 

8:30 9:00 9:45 10:00 10:45 11:00 12:20 13:30 13:55 14:00 15:30 



提案授業１ 9:00~9:45 

山口 国之 
１年・算数 あおぎりホール 

鈴木 基生 
２年・音楽  音楽室 

長田 雅基 
３年・国語  ３－３ 

三澤 瞬 
４年・社会  ４－２ 

提案授業２ 10:00~10:45 

雨宮 和美 
１年・生活  １－２ 

中山 裕之 
４年・道徳  ４－１ 

福留 あゆみ 
５年・体育  体育館 

前島 光一郎 
５年・国語  ５－３ 

池田 理恵子 
６年・家庭  家庭科室 

笠井 さゆり 
６年・算数 あおぎりホール 

赤井 大悟  
Asche Christopher Glenn  
６年・外国語活動  ６－３ 

井澤 映里子 
２年・図画工作 図工室 

中島 康夫 
３年・理科  ３－２ 

加藤 三紘 
４年・体育  体育館 

栄養満点！ 
わが家の幸せごはん 

じしゃくにつけよう 

のこりは いくつ 
ちがいは いくつ 

分数のわり算を 
考えよう 

ゴール型ゲーム 
  ～タグラグビーに 

  つながるゲーム～ 

詩を味わおう 
～素朴な琴・鳴く虫 

はたはたのうた・雪～ 

登場人物の性格を 
とらえて読む 
～のらねこ～ 

とろとろえのぐで 
かいてみると･･･?! 

Lesson5 

Let’s go to Italy. 

 ようすを  
おもいうかべよう 

健康なくらしと 
まちづくり 

～水はどこから～ 

きまりとは何か 
C-11 規則の尊重 

がっこう だいすき 

ボール運動（ネット型）
～ソフトバレーボールに 

   つながるゲーム～ 



 
「学びがいを実感できる授業 
          ～アクティブ・ラーニングとカリキュラム・マネジメントを視点にして」 

一般財団法人教育調査研究所  
研究部長 寺崎 千秋 先生 

略歴 
昭和２１年生まれ。東京都公立小学校勤務の後,東京都教育庁指導部指導主事・主任指導主事, 
東京都立教育研究所教科研究部長,東京都公立小学校長,東京学芸大学教職大学院特任教授 
  

主な役職 
全国小学校生活科・総合的な学習研究協議会会長,日本生活科・総合的な学習教育学会常任理事 
中央教育審議会初等中等教育分科会臨時委員,文部科学省政策評価に関する有識者会議委員等 
  

専門分野 
社会科・生活科・総合的な学習の時間・特別活動・教育課程・学校経営・評価 
  

主な著書 
『小学校学習指導要領の解説と展開 総則編』（編 教育出版） 
『小学校学習指導要領の展開 総則編』（明治図書） 
『新教育課程完全実施の授業力更新』（明治図書） 
『生活科・総合的な学習 感動ドラマを創る子どもたち』 
『寺崎千秋の学校経営相談室』（教育開発研究所） 
『教務主任実務ハンドブック』（教育開発研究所） 等,多数 

教科 提案者 

国語 
前島 光一郎  
保坂 修男  
長田 雅基 

社会 
阿部 伸之介 
三澤 瞬 

算数 
笠井 さゆり  
岡里 秀和  
山口 国之 

理科 
中島 康夫  
窪田 健  
山崎 壮 

音楽 
鈴木 基生  
入月 安奈 

役割 氏名 所属 

指 重田 誠  山梨県教育庁義務教育課 

共 岩永 正史 山梨大学教育学部 

共 齋藤 知也  山梨大学教育学部 

協 石川 和彦 甲府市立相川小学校 

協 堀之内 志直  南アルプス市立八田小学校 

協 冨高 勇樹  山梨大学附属中学校 

指 饗場 宏  山梨県教育庁義務教育課 

共 服部 一秀  山梨大学教育学部 

共 後藤 賢次郎  山梨大学教育学部 

協 那須 栄樹  甲州市立塩山南小学校 

協 佐藤 貴史  大月市立七保小学校 

協 佐野 愛  山梨大学附属中学校 

指 小池 孝二 山梨県教育庁義務教育課 

共 中村 享史  山梨大学教育学部 

共 一瀬 孝仁  山梨大学教育学部 

協 大間 俊男  昭和町立押原小学校 

協 角田 大輔  甲府市立国母小学校 

協 杉山 順哉  笛吹市立御坂西小学校 

指 一瀬 邦彦 山梨県教育庁義務教育課 

共 松森 靖夫  山梨大学教育学部 

共 佐藤 寛之  山梨大学教育学部 

協 渡邊 富博  甲府市立玉諸小学校 

協 石川 恵理子  甲府市立山城小学校 

指 内田 浩恵 山梨県教育庁義務教育課 

指 薬袋 貴 昭和町立押原中学校 

共 小島 千か  山梨大学教育学部 

協 保坂 由起  甲府市立相川小学校 

協 保坂 直行  昭和町立西条小学校 

教科 提案者 

図工 
山田麻衣子 
井澤映里子 

体育 
加藤 三紘 
福留あゆみ 
時田 陽子 

生活 

 
雨宮 和美  
岩下亜希子  

 

家庭 池田理恵子 

道徳 中山 裕之 

外国 
語 

赤井 大悟 

役割 氏名 所属 

指 小田切 武  山梨県教育庁義務教育課 

共 新野 貴則 山梨大学教育学部 

協 堀江 雅人 甲府市立朝日小学校 

協 佐野 淳一  甲府市立中道南小学校 

協 松岡 あすみ  山梨大学附属中学校 

指 矢澤 満美  山梨県教育庁スポーツ振興課 

共 中村 和彦  山梨大学教育学部 

共 木島 章文  山梨大学教育学部 

協 根津 盛吾 昭和町立常永小学校 

協 時田 和彦  南アルプス市立白根飯野小学校 

協 長田 健一  笛吹市立石和北小学校 

指 極楽寺 眞理子  元石和西小学校校長 

共 高橋 英児  山梨大学教育学部 

共 増茂 智子  山梨大学教育学部 

協 立花婦美子 甲府市立羽黒小学校 

協 城内 優子  甲府市立善誘館小学校 

指 榛原 砂穂理 山梨県教育庁義務教育課 

共 時友 裕紀子  山梨大学教育学部 

共 志村 結美  山梨大学教育学部 

協 岡 珠実 甲府市立大国小学校 

協 五味 奈央子  忍野村立忍野小学校 

指 田中 一弘 山梨県教育庁義務教育課 

指 蘒原 桂 甲府市立池田小学校 

共 藤田 博康  山梨大学教育学部 

協 佐藤 淳一 大月市立大月東小学校 

協 小尾 綾  北杜市立明野小学校 

指 深沢 裕也 山梨県教育庁義務教育課 

共 古家 貴雄  山梨大学教育学部 

共 田中 武夫  山梨大学教育学部 

協 弦間 文 甲府市立東小学校 

協 大矢 裕子  山梨大学附属中学校 

指導助言者・共同研究者・協力員 

講演会 14:00～15:30 

指＝指導助言者  共＝共同研究者  協＝協力員 



アクセス 

お問い合せ 

申し込み   6月20日（月）締切 
（１）ＦＡＸによる申し込み 
  ◆必要事項を御記入いただき，コピーして下記のFAX番号へそのまま送信してください。 

 

FAX番号 ０５５－２２０－８７８５ 
 
◆学校名・所属所名（                          ） 
◆勤務先住所 〒 
 
◆TEL （                                  ）◆駐車希望台数（   ）台 
 
 

職名 氏 名 
提案授業１ 
（教科名） 

提案授業２ 
（教科名） 

参加分科会 
（教科名） 

昼食注文 
880円（○印） 

講演会 
（○印） 

（２）山梨大学附属小ホームページからの申し込み   
 ◆下記アドレスから「公開研究会申し込み受付」をクリックして,必要事項を入力してください。 

 

アドレス http://www.agr.yamanashi.ac.jp 

山梨大学教育学部附属小学校 
〒400-0005 山梨県甲府市北新一丁目４－１ 
研究主任 保坂 修男（ほさか のぶお） TEL:055-220-8291  E-mail:aogiri@yamanashi.ac.jp 

車 
甲府昭和インター，国道20号線より甲府駅方面へ。
会場に駐車場あり。県内の方は，相乗りにご協力
をお願いします。 
 
バス 
山梨交通甲府駅北口乗り場利用「塚原行き」また
は，「HANAZONOホスピタル行き」乗車，「附
属小学校前」降車。乗車時間10分程 
 
鉄道 
新宿からJR中央本線特急約1時間40分，静岡から
JR身延線特急約2時間甲府駅下車。 
 

コンビニ 


