
参加申し込み方法 

会 費 

お問い合わせ 

ご注意 

会場へのご案内 

「こくちーず」による受付手順 

 

 

 

今年度より参加が「こくちーず」によるオンライン受付となりました。 

 

インターネットブラウザで以下の URLを打ち込みます。 

 

 

②ページ下部の「申込む」をクリックします。 

 

                        

③アンケートの必要事項等を 

記入してください。 

 

 

 

 

 

※当日の朝，受付で申し受けます。 
 

一般会員 ３，０００円  

学  生 ２，０００円 （当日は学生証の提示が必要です。） 

※当日，過去の会録（指導案集）と紀要の販売もいたします。 

※昼食のお弁当は，予約販売となります。飲み物(お茶)がついて600円です。 

昼食を希望された方は昼食券ブースでお買い求めください。 

  なお，近くには飲食店もございます。 
 

 

 

ＪＲ西千葉駅北口より徒歩 10 分 

京成線みどり台駅より徒歩８分 

 

 

千葉大学教育学部附属小学校 副校長（大木）宛にお願いいたします。 

〒263-8522 千葉市稲毛区弥生町１－３３ 

ＴＥＬ ０４３－２９０－２４６２  ＦＡＸ ０４３－２９０－２４６１ 

本校ホームページhttp://www.el.chiba-u.jp   E-mail chibahuzoku133@yahoo.co.jp 

 

◇本校では次のような場合，児童について休校措置をとっております。 

①気象情報において千葉市に「警報」が発令された場合  

②流行性疾患のため，児童の登校を控えさせる場合 

③児童登校に関係する鉄道機関が運休となった場合 

上記のような場合は，研究会の持ち方を変更させていただくことがあります。実施についての

情報は，本校ホームページ上に，平成２８年６月２３日(木)より掲載いたします。お手数ですが，

可能な方は，お出かけ前に本校ホームページをご確認いただくようお願い申し上げます。 

◇本学構内は，駐車規制を実施しています。自家用車の本校への乗り入れは固くお断りいたします。 

南門 
正門 

  

 

 

南門 正門 

こくちーずを 
検索後， 

「chibafu49」 
と入力してもでき

ます。 

（スマホ・携帯などは下側の                    

QR コードからも申し込め

ます。） 

 



平成２８年５月吉日 

 関係各位 

 

 

 

 

 

 第４９回公開研究会のご案内 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

教科等 テーマ 教科等 テーマ 

国語 言語生活を豊かにしていく国語科学習 
～受け手に着目した言語活動の工夫～ 

家庭科 
生活を創造する家庭科学習 

～課題を生活に活かそうとする児童の育成～ 

社会 公共意識を高める社会科学習 
～社会的な合意形成に向けた過程に着目して～ 

給食 
健康な体をつくるための 

栄養バランスのよい食事を考える児童の育成 

算数 数学的な関心・意欲・態度を育む算数科学習 
～軸となる考え方の活用に視点をおいて～ 

体育 自ら運動の楽しさを追求していく体育学習 
～そのための効果的なアプローチを探る～ 

理科 類・因果としての見方・考え方を養う理科学習 
～問題把握の場面に指導の力点を置いて～ 

保健 自分の健康に向き合う児童の育成 
～養護教諭が実践する保健学習～ 

生活 
対象に対する見方・考え方の質を高める生活科学習
～子どもの気付きをつなぐ教師の働きかけに着目して～ 

道徳 自分の考えを深める道徳授業 
～児童の発達の段階（各学年段階）に応じた問いを基にした展開～ 

総合 思いを高める総合的な学習の時間 
～「共有」における問答形式の有効性～ 

特活 人間関係力を育む学級活動 
～協力する活動における支援の方策～ 

音楽 表現を追求する児童の育成 
～音楽を特徴付けている要素同士のかかわりに着目して～ 

外国語 

活動 
対話する力を育む外国語活動 

～理解から内在化へつなぐ～ 

図工 相互理解を深め表現を高め合う児童の育成 
～協力・協調を中心とした授業から～ 

帰国 
個の実態に即した適応支援の一方策 
～心情面に着目した適応カードの活用～ 

新緑の候，皆様におかれましては，ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 
さて本校は，｢学びを楽しむ授業｣を全体研究主題とし，千葉大学教育学部との連携研究を活発にし

ながら，授業実践を進めております。 
今年度もさらに，これまで蓄積した研究成果をもとに，学びを楽しむ姿に着目し，その姿が表れる

ように検討された授業に取り組みます。皆様のご指導ご批判を賜り，よりよい教育の実現に生かして
いきたいと存じます。皆様のご参会を心よりお待ち申し上げます。 

               千葉大学教育学部長       高橋 浩之 
               千葉大学教育学部附属小学校長  片岡 洋子 



学習展開１ ９：４０～１０：２０ 

学習展開２ １０:５０～１１:３０ 

分科会 １２:４０～１４:１０ 

昼  食      １１:３０～１２:４０ 

授業づくりフォーラム １４:３０～１６:００ 

                     
 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

教科等 学年・学級 単元・題材・主題名 授業者 

国語 ２年１組 絵本製作所～ふしょコロくん，旅に出る～ 宇山 美樹 

算数 ４年３組 一億をこえる数 平川  賢 

理科 ５年２組 ★もののとけ方 長島 弘樹 

総合 ４年２組 ★ごみを減らそう！ 四家 崇史 

給食  ３年３組 ごはんってどのくらい食べたらいいの？ 加瀬 真理子 

保健 ３年１組 けんこうな生活 根本 由美子 

特活 ６年３組 未来日記 ―未来を現実に― 佐藤  翔 

外国語 １年１組 Original Rainbow Contest ～自分だけの虹を作ろう～ 小畑 貴紀 

教科等 学年・学級 単元・題材・主題名 授業者 

国語 ３年１組 博士に聞こう！生き物のひみつ（３年「めだか」） 時田  裕 

算数 ２年２組 １０００までの数 石浜 健吾 

理科 ６年２組 植物の養分 鶴島 規晃 

体育 ３年３組 表現運動 藤田 洋介 

保健 ６年１組 薬とうまくつきあおう（薬学部連携授業） 根本 由美子 

道徳 ４年２組 友を信じる心（１） 八木橋 朋子 

外国語 ４年３組 Where Is My Bag？ ～探し物はどこに？～ 清水  佑 

帰国 5 年 4 組 Why Japanese School！ 湊  康志 

教科等         講 師     （敬称略）       司 会   （敬称略） 

国語 東金市立鴇嶺小学校校長 伊藤 一也 本校教諭 石井 桃子 

算数 いすみ市立長者小学校校長 井上 健一  本校教諭 品川 洋輔 

理科 筑波大学附属小学校教諭 白岩 等  袖ケ浦市立蔵波小学校教諭 田中 秀明 

総合 敬愛大学・秀明大学非常勤講師 鎌田 正男 市川市立新井小学校教諭 村上 勝正 

給食 千葉市立稲毛小学校校長 小川 達也 本校教諭 西村 美香 

体育 千葉市立鶴沢小学校教頭 地曵 克浩 木更津市立真舟小学校教諭 佐藤 文彦 

保健 東京学芸大学講師 荒川 雅子 白井市教育委員会学校教育課指導主事 岩﨑 順子 

外国語 成田市立向台小学校教頭 佐藤 広幸 本校教諭 折原 俊一 

帰国 船橋市立若松小学校教諭 佐藤 裕子 千葉大学教育学部附属中学校教諭 金城 正樹 

 

☆開設予定ブース☆ 

【国語，社会，算数，理科，生活・総合，図工，特活，道徳，外国語 

 人権教育新課題，千葉大学大学院教育学研究科修了生による研究発表】 

 明日から使える実践多数紹介！ぜひ多くの参加をお待ちしています。 

◇受付 ８：３０～ 
 

 

 

★は，９:４０～１０:４０までの６０分展開です。 

道徳，特活の分科会は 25 日（土）に合わせて行います。

4 

全体会 ９：００～９：２０ 



★は，９:００～１０:００までの６０分展開です。 学習展開３ ９：００～ ９：４０ 

学習展開４ １０：１０～１０：５０ 

分 科 会  １１:１０～１２:４０ 

昼 食   １２:４０～１３:５０ 

全体会   １３:５０～１４:１０ 

講演会   １４:２０～１６:００ 

     

   

 

                        

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教科等 学年・学級 単元・題材・主題名 授業者 

国語 ３年３組 聞いてびっくり！生き物のひみつ 時田  裕 

社会 ５年１組 これからの食料生産とわたしたち 相沢 俊介 

算数 ６年１組 資料の調べ方 品川 洋輔 

理科 ４年３組 ★水の三態変化 中島 隆洋 

生活 ２年３組 ストロー笛演奏会をしよう 髙石 隼人 

音楽 ６年３組 ★ひびき合いをいかして 山本  陽 

図工 ３年２組 みんなで探検！わくわく地底王国 鈴木 大啓 

家庭科 ５年２組 わが家のくらし 西村 美香 

体育 ６年２組 ★跳び箱運動（抱え込み跳び） 松尾 英明 

道徳 １年２組 自分も相手もあったかいね 向中野 優 

特活 １年３組 グーグーバッチグー賞を紹介しよう 奥平 安瑞香 

外国語 ５年３組 I Am a Weather Forecaster! 〜今日の天気を知らせよう～ 折原 俊一 

教科等 学年・学級 単元・題材・主題名 授業者 

国語 ５年３組 漢詩で物語 石井 桃子 

社会 ６年１組 ３人の武将と天下統一 佐伯 和博 

算数 ４年１組 がい数とその計算 平川  賢 

理科 ６年２組 植物の養分 鶴島 規晃 

生活 １年３組 葉っぱで風車をつくろう！ 小林  敬 

音楽 ３年１組 拍の流れにのって歌おう 清水 麻希子 

図工 ５年２組 挑戦！みんなは未来の建築家 小林 恭代 

家庭科 ５年１組 考えよう 物やお金とのかかわり 古重 奈央 

道徳 ４年２組 友を信じる心（２） 八木橋 朋子 

特活 ６年３組 未来日記 ―未来を現実に― 佐藤  翔 

教科等        講 師     （敬称略）       司 会   （敬称略） 

国語 千葉県教育庁北総教育事務所 指導室 指導主事 半田 康 本校教諭 宇山 美樹 

社会 八街市立実住小学校校長 根本 悦光 八街市立笹引小学校教諭 佐藤 一馬 

算数 中央国際高等学校校長 大屋 雅由 大網白里市立大網小学校 教諭 高嶺 加代子 

理科 旭市立三川小学校校長 櫻井 良敬 千葉市立誉田小学校教諭 前川 良平 

音楽 元船橋市立坪井中学校校長 佐藤 日呂志 千葉県教育庁北総教育事務所 指導主事 西村 美紀子 

図工 文部科学省初等中等教育局教育課程課教科調査官 岡田 京子 千葉大教育学部附属中学校教諭 江藤 知香 

生活 君津市立秋元小学校教頭 山口 浩 本校教諭 髙石 隼人 

家庭科 元千葉市立轟町小学校校長 庄司 佳子 本校教諭 古重 奈央 

体育 千葉市教育委員会指導主事 野崎 崇 木更津市立真舟小学校教諭 佐藤 文彦 

道徳 習志野市立大久保東小学校校長 小宮 健 山武市立緑海小学校教諭 村田 正実 

特活 千葉市立養護学校教頭 久保木 修 本校教諭 佐藤 翔 

外国語 成田市立向台小学校教頭 佐藤 広幸 本校教諭 清水 佑 

 

【演題】 
〈「学びを楽しむ子ども」を育てる教師の愉しみ〉 

早稲田大学 教授  小林
こばやし

 宏
ひ

己
ろみ

 先生 

    ◇受付 ８：３０～ 

共同研究者 千葉大学教育学部教員 
国 語：森田真吾准教授  家 庭：久保桂子教授 
社 会：竹内裕一教授   給 食：米田千恵准教授 
    戸田善治教授   体 育：佐藤道雄教授 
算 数：松尾七重教授   保 健：高橋浩之教授 
理 科：山下修一教授   道 徳：土田雄一教授 
生 活：鈴木隆司教授   特別活動：片岡洋子教授 
総 合：天笠茂特任教授  外国語活動：物井尚子准教授 
音 楽：本多佐保美教授  帰国児童教育：新倉涼子教授 
図 工：小橋暁子准教授    
 


