
研究主題 「深く考える」授業の創造
＜３年計画の最終年次＞

期 日 ： 平成２８年１０月１日（土）

会 場 ： 山梨大学教育学部附属中学校

主 催 ： 山梨大学教育学部附属中学校

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

１．日 程

8:20 8:50 9:40 10:00 10:50 11:10 12:40 13:40 14:20

受付Ⅰ 公開授業Ⅰ 移動 公開授業Ⅱ 移動 分科会 昼食 全体会 講演会
（休憩）

受付Ⅱ

9:30 12:50 13:30 14:30 16:00

２．公開授業

公開授業Ⅰ（８：５０～９：４０）

教 科 授 業 者 授業学級 授業会場 授 業 内 容 分科会会場

国 語 冨髙 勇樹 １年１組 図書室 『少年の日の思い出』語りに着目して作品を読み深める

数 学 井上 透 ３年１組 ３年１組教室 課題学習「式やグラフ，図などを用いて説明しよう」

公開授業Ⅱ（１０：００～１０：５０）

教 科 授 業 者 授業学級 授業会場 授 業 内 容 分科会会場

「スポーツにおけるガッツポーズの是非」について考えを書こう
～自分の立場、伝えたい事実や事柄を客観的に見つめる～

社 会 梶原 隆一 １年２組 １年２組教室 オリンピックとファベーラ １年１組教室

数 学 日向 昭子 １年４組 １年４組教室 比例と反比例「自転車で数学」 １年３組教室

理 科 宮澤 和孝 ３年２組 第１理科室 質量の異なる物体の落下速度はどうなるか 第１理科室

音 楽 小林 美佳 ３年４組 第１音楽室 日本の音楽を、唄と三味線で表現しよう 第１音楽室

美 術 松岡あすみ １年３組 美術室 記憶に残るデザイン －伝える内容を印象的に表す－ 美術室

保 体 村松 裕太 ２年２組 桐華館 武道（柔道） ２年２組教室

技 術 山主 公彦 ２年４組 第２ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ室 Ａ材料と加工に関する技術「３Ｄプリンタで作ったコマを回そう」 第１ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ室

家 庭 山本 裕子 ２年１組 ２年１組教室 他国の人々に和食料理を伝えよう ２年１組教室

英 語 大矢 裕子 ３年３組 ３年３組教室 情報を加えて相手に伝えよう（後置修飾） ３年４組教室

山梨大学教育学部附属中学校

平成２８年度 中等教育研究会のご案内

国 語 平井 規夫 図書室 図書室２年３組



３．分科会（１１：１０～１２：４０）

指導助言者
教科 分科会テーマ 司会者

共同研究者

県教育委員会 指導主事 望月 陵
教育センター 主査･指導主事 田邉 秀樹

国語
山梨大学大学院 教授 岩永 正史
山梨大学大学院 准教授 齊藤 知也

県教育委員会 指導主事 佐藤 雄二
教育センター 研修指導部部長 長田 英和

社会認識を高める授業の創造 上条中学校
－「社会的な見方や考え方」を育てる学習を通して－ 教諭 中田 敦 山梨大学大学院 教授 服部 一秀

山梨大学大学院 准教授 後藤賢次郎
山梨大学大学院 客員教授 堀之内睦男

県教育委員会 指導主事 櫻井 順矢
教育センター 主査･指導主事 雨宮 友成

数学
山梨大学大学院 教授 中村 享史
山梨大学大学院 准教授 清水 宏幸

県教育委員会 指導主事 佐久間 覚
教育センター 主幹･指導主事 須田 浩孝

理科 実感をともなった理解をさせる授業の創造
山梨大学大学院 教授 松森 靖夫
山梨大学大学院 准教授 佐藤 寛之

県教育委員会 指導主事 内田 浩恵
自分の思いや意図を音で表現することができる力の育成 南中学校 教育センター 副主幹・指導主事 鶴田 心

～聴く活動から感受し、表現する授業をとおして～ 教諭 近藤 京子
山梨大学大学院 准教授 大内 邦靖

県教育委員会 指導主事 小田切 武
美術 美術の基礎的な力を伸ばす授業の工夫

山梨大学大学院 准教授 新野 貴則

県教育委員会 指導主事 金井 哲也
自ら考え主体的に取り組む体育学習の創造 県教育委員会 指導主事 桐原 洋

保体 ～生徒が運動技能のイメージをもち，探求すること
を支援する体育学習の工夫～ 山梨大学大学院 教授 木島 章文

山梨大学大学院 准教授 安藤 大輔

県教育委員会 指導主事 中島 浩三
工夫し創造する能力の深化 教育センター 主査･指導主事 齊藤 和裕
３Dプリンタで何を学ぶか

（技術分野） 山梨大学大学院 教授 上里 正男
山梨大学大学院 教授 佐藤 博

工夫し創造する能力の深化 県教育委員会 指導主事 榛原砂穂理
課題を深く考え，生活をよりよくしようとする 東中学校 教育センター 主幹･指導主事 赤岡 玲子

能力と態度の育成 教諭 清田 礼子
（家庭分野） 山梨大学大学院 准教授 志村 結美

県教育委員会 指導主事 桑畑 秀子
『伝える力』を育む授業の創造 久那土小学校 教育センター 主査･指導主事 長田 修一
～振り返りを生かす学習過程の工夫～ 教頭 石原 敬彦

山梨大学大学院 教授 田中 武夫

４．全体会（１３：４０～１４：２０） 体育館

５．講演会（１４：３０～１６：００） 体育館

十文字学園女子大学教授（前文部科学省教科調査官）
冨山哲也先生
演題「予測困難な時代を生きる子供たちのために ～これからの授業づくりを考える～ 」

韮崎西中学校
教諭 小俣 直喜

西中学校
主幹教諭 加藤 克人

玉穂中学校
教諭 塚田 博紀

長坂中学校
教諭 飯塚 誠吾

西中学校
教諭 西川 卓

櫛形中学校
教諭 内藤波矢登

協働的な探究を促す授業の創造
～自分の考えを再構成する力の育成をめざして～

考えさせる授業の創造
～振り返る活動を重視して～

技術
・
家庭

英語

音楽

社会


