
 

 

 

 

 

 

令和４年７月１９日 

各報道機関 御中 

 

国立大学法人山梨大学 

 

山梨大学教育学部附属小学校「初等教育公開研究会」の開催について 

 

本学教育学部附属小学校は，総合的な学習の時間，外国語活動など各教科について，授業実践を

通じた共同研究を教育学部各教育講座と進めてきました。 

このたび，共同研究での取組を公開研究会（分科会・講演会）として，先月の参集型に引き続きオン

ライン開催いたします。当日の取材について，ご協力を賜りますようよろしくお願いいたします。 

附属小学校では，子供たちが意欲をもち，試行錯誤するなどして課題に粘り強く取り組む授業を

行うとともに，子供たちがやり抜いた経験を評価し，その経験が積み重なることで「学び抜く子供」の

実現を目指してまいります。 

 

（参考） 

本校では，「学ぶという行為は，本来自発的・主体的な営みであり，子供から湧き起こる知的欲求を

自ら充足させようとする姿勢に支えられている。」という前提に立ち，長年にわたり「子供が真ん中」

の教育研究を進めてきました。 

本研究は，これまでの研究を踏まえ，研究主題・副題を「ともに学び，学び抜く子供―非認知能力に

注目した授業を通して―」と設定しました。 

  

記 

 

１ 日 時  令和４年７月2３日（土） ８：３0～12:５0 （8:２0受付開始） 

２ 場 所  山梨大学教育学部附属小学校 各教室よりオンライン配信 

３ 内 容  添付の2次案内をご参照ください。 

＊全国各地や海外から1000名近くの教育関係者に参加申し込みをしていただいています。 

＊取材に当たっては，参加者と同じようにオンラインで申し込みいただいてもよいですし，本校に  

直接取材に来ていただいても結構です。いずれにしても事前にお電話にて下記公開研究会担当へ

ご連絡ください。 

 

 

プレスリリース 

<公開研究会についての問い合わせ先> 

 山梨大学教育学部附属小学校  担当：岡里 

  TEL：055-220-８２９１  FAX：055-220-878５ 

  E-mail：ａｏｇｉｒｉ@yamanashi.ac.jp 

 

 <広報についての問い合わせ先> 

山梨大学企画部部広報企画課 

  TEL：055-220-8005，8006 

  FAX：055-220-8799 

  E-mail: koho@yamanashi.ac.jp 



 

 

 

 
 

 

 

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

2022年 

  7月23日(土)   8:30-12:50（8:20受付開始） 

ともに学び、 
学び抜く子供

山梨大学教育学部附属小学校 
初等教育公開研究会（２次案内）

１年次

非認知能力に注目した授業を通して

オンライン開催 参 加 無 料
事前申し込み必須 
定員となり次第受付終了

◆理論提案　：動画の事前視聴 
◆授業提案　：動画の事前視聴 
◆授業研究会：Zoomミーティング 
◆講演　　　：Zoomウェビナー

１２教科１７本の授業動画 
全て視聴できます！



 

 

 

 

 

 

指導助言者                               　＊敬称略 
　小林 紀浩（山梨県教育庁義務教育課） 
共同研究者 
　齋藤 知也（山梨大学教育学部） 
　茅野 政徳（山梨大学教育学部） 
研究協力員 
　渡邊 克吉（富士河口湖町立小立小学校） 
　鈴木 千晶（甲府市立池田小学校） 
　若尾 大樹（山梨大学附属中学校）

分科会１（9:00-10:10） 

子供たちが表現の効果に
ついてちょっと立ち止ま
り、説明行為について考
えることのできる授業を
目指します。

国語

授業者

髙橋 達哉

分科会２（10:25-11:35） 

石川 和彦
授業者

入室 
開始 分科会１

分科会２ 
＊分科会１と異なる教科にも 
お申し込みいただけます。

移動 
休憩

移動 
休憩

講演 
慶應義塾大学　教授 
鹿毛 雅治 先生

公開研究会当日のスケジュール

・研究総論の動画及び、お申し込みの教科の理論提案動画・授業動画をご視聴の上、分科会にご参加ください。�
・最⼤で⼆つの教科の分科会にお申し込みいただくことができます（17本の授業動画は全て視聴可能です）。�
    （例）分科会１：国語、分科会２：社会など ＊三つ以上の教科へのお申し込みはできません。

8:20 9:00 10:10 10:25 11:35 11:50 12:50

社会

教科主任 ： 小野田 瑞紀 
岡里  秀和    山口  国之算数

理科

教科主任 ： 笠原  成晃 
　　　　　  村田  祐樹 
教科主任 ： 窪田　健 

生活・総合

指導助言者                               　＊敬称略 
　古屋 達朗（山梨県教育庁義務教育課） 
共同研究者 
　服部 一秀　（山梨大学教育学部） 
　後藤 賢次郎（山梨大学教育学部） 
研究協力員 
　藤森 啓太（北杜市立泉小学校） 
　小澤 　雄（韮崎市立甘利小学校） 
　進藤 秀俊（山梨大学附属中学校）

指導助言者                               　＊敬称略 
　廣瀬 雅美（山梨県総合教育センター） 
共同研究者 
　早川 　健（山梨大学教育学部） 
　清水 宏幸（山梨大学教育学部） 
　角田 大輔（山梨大学教育学部） 
研究協力員 
　小池 健夫（北杜市立長坂小学校） 
　鶴田 翔平（昭和町立西条小学校） 
　中山 大輔（韮崎市立韮崎北東小学校）

指導助言者                               　＊敬称略 
　雨宮 正倫（山梨県教育庁義務教育課） 
共同研究者 
　佐々木 智謙（山梨大学教育学部） 
　杉山 雅俊　（山梨大学教育学部） 
研究協力員 
　鶴田 真樹　（昭和町立押原小学校） 
　武居 拓巳　（甲府市立国母小学校）

指導助言者                               　＊敬称略 
　村田 利恵（山梨県教育庁義務教育課） 
　中村 忠廣（山梨県総合教育センター） 
共同研究者 
　若本 純子　（山梨大学教育学部） 
　川島 亜紀子（山梨大学教育学部） 
　大野　歩　 （山梨大学教育学部） 
　増茂 智子　（山梨大学教育学部） 
研究協力員 
　内田 拓　　（笛吹市立八代小学校） 
　小沢 安司　（韮崎市立韮崎北東小学校） 
　野田 多佳子（山梨大学附属幼稚園）

分科会１（9:00-10:10） 分科会２（10:25-11:35） 

分科会１（9:00-10:10） 

授業者

分科会２（10:25-11:35） 

授業者

５年 ６年

分科会１（9:00-10:10） 

授業者

分科会１（9:00-10:10） 

じしゃくにつけよう
３年

認識の「ずれ」や「違和
感」を仲間と共有しなが
ら、自然事象への問いを
見いだす子供の姿を目指
します。

山崎　壮

伝える伝わる。私の頭の中。

４年
水産業のさかんな地域
５年

世界はごかんでできている

自然災害にそなえるまちづくり

神戸 博貴菊島　咲

２年

小野田 瑞紀

教科主任 ： 山崎　壮 
窪田　健　  横内 千智

教科主任 ： 神戸  博貴 
　　　　　  菊島　咲

教科主任 ： 石川  和彦 
髙橋  達哉   堀之内志直

授業者

２年 ４年

かけ算

授業者

窪田　健笠原 成晃

自分と水産業のつながり
について「問いの更新」
を行い、子供がより深く学
び続ける見通しをもつこと
をねらいます。

かけ算の性質やきまりを
使い、新しい課題解決に
自ら挑戦する子供の姿を
目指します。

子供たちの活動が「おも
ちゃで遊ぶこと」から
「みんなと遊ぶこと」へ
と高まることで好奇心が
広がり、思いや願いを明
確にもつことのできる授業
を目指します。

「山梨県は自然災害とどう
向き合っているのか、どう
向き合っていくべきか」を
子供たちの問いでつなぐ授
業を目指します。

わたしたちが世界を捉え、 
表現するために用いている 
ことばについて追究します。

授業者

移動 
休憩全体会

8:458:30

堀之内 志直

分科会２（10:25-11:35） ４年
わり算
第４学年で学習する除法の
指導を通して、子供たちが
「意欲」「粘り強さ」を
もって課題解決する姿を目
指します。

山口 国之
授業者

他教科の分科会へ 
ご参加ください。

未来へとつながって池!! 
～持続可能な環境づくり～

自分たちが始めた活動
をこの先どのように残し
ていくのか、粘り強く
思考し続ける子どもの姿
を目指します。

うごく うごく わたしのおもちゃ

社会



 

 

 

 

 

 

 
 

音楽 分科会２（10:25-11:35） 

授業者

指導助言者                               　＊敬称略 
　小林 美佳（山梨県総合教育センター） 
共同研究者 
　小島 千か（山梨大学教育学部） 
研究協力員 
　鈴木 基生（甲府市立相川小学校） 
　和智 宏樹（上野原市立秋山小学校） 
　依田 秀樹（富士吉田市立下吉田東小学校）

教科主任 ： 加賀美 信行 図工
指導助言者                               　＊敬称略 
　鷹野 敦貴（山梨県教育庁義務教育課） 
共同研究者 
　新野 貴則（山梨大学教育学部） 
研究協力員 
　岩間 啓介　（笛吹市立石和西小学校） 
　市川 安紀　（甲州市立塩山南小学校） 
　古屋 美那実（山梨大学附属中学校）

教科主任：堀口  萌華 
　　　　　山村  淳子 
   

家庭
指導助言者                               　＊敬称略 
　坂本 久美（山梨県総合教育センター） 
共同研究者 
　志村 結美（山梨大学教育学部） 
　今井 千裕（山梨大学教育学部） 
研究協力員 
　池田 理恵子（甲州市立塩山南小学校） 
　成島 勇樹　（笛吹市立富士見小学校） 
　圡橋 奈央子（北杜市立明野小学校）

体育
指導助言者                               　＊敬称略 
　清水 宏次（山梨県教育庁保健体育課） 
共同研究者 
　関口 浩文（山梨大学教育学部） 
　金澤 翔一（山梨大学教育学部） 
研究協力員 
　内藤 陽介　（甲府市立玉諸小学校） 
　横田 はつき（甲府市立羽黒小学校） 
　長沼 裕樹　（山梨大学附属中学校）

教科主任 ： 細野  貴寛道徳
指導助言者                               　＊敬称略 
　小嶋 庸子（山梨県教育庁義務教育課） 
　田中 一弘（北杜市立須玉中学校） 
共同研究者 
　蘒原 　桂（山梨大学教育学部） 
研究協力員 
　小野 貴博　（甲斐市立敷島南小学校） 
　河西 佑哉　（甲府市立山城小学校） 
　安孫子 悠生（甲斐市立竜王東小学校）

外国語

指導助言者                               　＊敬称略 
　早川 優子（山梨県教育庁義務教育課） 
共同研究者 
　田中 武夫（山梨大学教育学部） 
　堀田　 誠（山梨大学教育学部） 
研究協力員 
　笹本 裕太　（甲府市立国母小学校） 
　藤木 真里佳（山梨市立加納岩小学校） 
　関原 寛明　（山梨大学附属中学校）

分科会１（9:00-10:10） 

授業者

分科会２（10:25-11:35） 

授業者

分科会１（9:00-10:10） 

授業者

分科会１（9:00-10:10） 

授業者

分科会１（9:00-10:10） 

授業者

分科会２（10:25-11:35） 

授業者

教科主任 ： 五味  宏一 
　　　　　  入月  安奈

教科主任 ： 澤野  琢郎 
落合  祥平　山口  玲子

教科主任 ： 太田　圭 
 　　　　　 多田  康平 
Anderson Georgia Maureen

２年
おまつりの音楽

６年

５年 整理・整とんで快適に 
～どのような整理・整とんができるだろう～

１年

１年 「しょうじきに」 
A-2 正直、誠実

５年 ３年
Unit3 What do you want to study? 
～夢をかなえる時間割～（NHE5）

　　Unit4 I like blue.

五味 宏一

加賀美 信行

堀口 萌華

澤野 琢郎

細野 貴寛

多田 康平太田　圭
Anderson Georgia Maureen Anderson Georgia Maureen 

正直について自分との関
わりとして考え、自己の生
き方についての考えを深
める学びを目指します。

自分の生活を見つめ直し
よりよくしようという意
欲をもてる授業を目指し
ます。

外国語表現との出会いを大切にしながら英 
語を使ったコミュニケーションへの関心や 
意欲を高められるような授業を目指します。

思いや考えを伝え合うことで、外国語の学 
びの楽しさを実感できる授業を目指します。

「反復」を用いて、子供た
ちが「おまつりの音楽」を
楽しみながらつくっていく
授業を目指します。

他教科の分科会へ 
ご参加ください。

他教科の分科会へ 
ご参加ください。

他教科の分科会へ 
ご参加ください。

他教科の分科会へ 
ご参加ください。

分科会２（10:25-11:35） ６年

授業者

落合 祥平

攻撃する時や守備する時
の状況判断する力を育成
する体育授業を目指しま
す。

コロコロ　テニピン
低学年から取り組むネッ
ト型ゲーム。テニピンに
つなげる攻守一体型の授
業を追求します。

ドリーム・モンスター 
～自分だけのモンスターをつくろう！～

主題を表すために、粘り強
く表現しようとしたり、お
互いによりよい表現ができ
るように友達と意欲的に交
流したりする子供の姿を目
指します。

T（thinking base）ボール



 
 

 

◆お問い合わせ 
       　

◆お申し込み

◆講  演　　   
　 

［略歴」 
　慶応義塾大学大学院社会学研究科教育学専攻修士課程修了、同博士課程単位取得
退学、博士(教育学)。 
　日本学術振興会特別研究員、慶應義塾大学教職課程センター助手、同専任講師、
同助教授、スタンフォード大学心理学部客員研究員、東京大学大学院教育学研究科
客員教授等を経て、現職。  

［専門分野］ 
 　教育心理学、特に学習意欲論、授業論 
［著書］  
　『授業という営み―子どもとともに「主体的に学ぶ場」を創る』（教育出版）、
『自ら問い続ける子どもを育てる授業－「問いたくなる」状況づくりと学び合い』
（教育出版）、『学習意欲の理論－動機づけの教育心理学』（金子書房）等、多数。

　下記URL、またはQRコードから申し込み受付ページにアクセスし、 必要事項を入力して
ください。

　　公開研究会申し込みページ　　　　*本校HPからもアクセスできます。

　https://www.kokuchpro.com/event/nashidaifuzoku2022/ 

【注意事項】
・申し込みは、こくちーずプロのHPから受け付けます。 
・こくちーずプロのアカウント作成は無料です 。 
・登録するメールアドレスは、お間違えのないよう、ご確認ください。 
　また、「kokuchpro.com」「yamanashi.ac.jp」からのメールが受信できることを、必ずご確認ください。
・分科会及び講演は、オンライン会議システムZoomを使用します。
　参加されるPCやタブレット、スマートフォン等で、あらかじめZoomの設定をお願いいたします。 

　　　国立大学法人 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 
　　　　TEL：055-220-8291 
　　　　E-mail：aogiri@yamanashi.ac.jp 　  研究主任：入月 安奈（いりづき あんな）

◆お申し込みから公開研究会当日までの流れ 
       　

慶應義塾大学 
教職課程センター 
教授　鹿毛  雅治  先生

①お申し込み 
受付期間　 
5/30 10:00～7/20 19:00 
こくちーずプロから、お手
続きください。 
＊定員に達した場合は、上記期間内
でも、受付を締め切ります。

③動画視聴 
視聴可能期間　 
7/11 17:00～7/30 12:00 
動画をご視聴ください。研
究総論、指導案等の資料
も、ダウンロードすること
ができます。

④分科会・講演参加 
事前にメールでお送りした
ZoomのURLから、ご参加
ください。 
＊Zoomの登録名が、お申し込
み者のお名前と一致しているこ
とを予めご確認ください。 

②メール受信 
配信予定日時　 
7月11日（月） 17:00頃 
動画やZoomのURLを、メール
でお送りいたします。 
＊7/11（月）以降にお申し込みいた
だいた方へは、7/12（火）以降に
メールをお送りいたします。

「ともに学び、学び抜く子供の実現に向けて」 
ー子供の姿から学習意欲について考えるー


