
令和

２
年度 熊本大学教育学部附属小学校

◆ 研 究 主 題 ◆

オンラインZoom開催

粘り強くともに学ぶ子どもの育成（３年次）

期日　令和３年 2 月20 日（土）９：00 ～１６：５０
ご挨拶
　昨年度の研究発表会では全国各地より 800 名を超える方々に，そして
Web セミナーにより開催された今年の「夏の実践研修会」には 500 名も
の方々にご参加いただき，活発なご議論やご指導・ご助言を賜りました。
心から感謝申し上げます。
　本校は，昨年度までの２年間，文部科学省より「主体的・対話的で深い
学びの推進事業」の委託を受け，研究主題「粘り強くともに学ぶ子どもの
育成」のもと，各教科等の特質に応じた見方・考え方を働かせる姿を具体
化し，それに関する評価，見取りについて提案してまいりました。本年度
も研究主題を継続し，各教科等の「資質・能力」を育む学習評価を生かし
た指導方法の工夫など，より一層の改善を図った授業を子どもの姿を通し
て提案いたします。
　本年度の研究発表会は，新型コロナウイルス感染拡大防止のため，１日
間でしかもオンラインによる開催となります。夏の実践研修会で培った
Web セミナーのノウハウを生かし，活発で充実した研究発表会にしたい
と思っています。詳細は本校のホームページ等でご確認ください。多くの
方々のご参加と，忌憚のないご意見・ご指導を賜りますようお願い申し上
げます。

熊本大学教育学部附属小学校長　井福 裕俊

〒 860-0081

熊本市中央区京町本丁5番 12号

TEL 096（356）2492

FAX 096（356）2499

https://elem.educ.kumamoto-u.ac.jp/

ホームページ

主催／熊本大学教育学部附属小学校
　　　初等教育研究協議会
後援／熊本県教育委員会
　　　熊本市教育委員会
　　　熊本大学教育学部同窓会

～各教科等の「資質・能力」を育む学習評価を生かした指導方法の工夫・改善～～各教科等の「資質・能力」を育む学習評価を生かした指導方法の工夫・改善～

（１）参加申し込み方法
　本会は予約制です。イベント参加ＷＥＢ受付システム「イベントペイ」より
お申し込みいただけます。右記 QRコードか下記 URL からお入りください。
　URL：http://u0u0.net/1ivW
＊お申込み手続き完了後にイベントペイから，研究発表会約１週間前に本校か
らメールが届きます。メールが受信できるように，事前にメールの設定で
「eventpay.jp」「educ.kumamoto-u.ac.jp」「outlook.jp」からの受信を許可してください。特に携帯電話キャ
リアメール（docomo,ezweb,softbank 等）のアドレスは，多くの場合，受信設定の変更が必要になりま
す。お申込みは，できるだけPCで連絡可能なアドレスのご登録をお願いします。

（２）会費２, ２２０円（WEB受付手数料２２０円を含む）
＊ただし，次のものの代金を含みます。・研究紀要・学習指導案集（PDFにて送付）
＊お支払い方法は，クレジットカード，コンビニ決済， Payeasy 決済の中からお選びください。

（３）申し込み締切　２月１４日（日）
＊会費をご入金いただいた時点で受付完了となります。特に，コンビニ決済の場合は，決済処理までの時
間が必要になりますので，お早めのご入金をお願いいたします。

（４）その他
＊参加いただける先生方におかれましては，児童の個人情報のお取り扱いには十分にご配慮をお願いいた
します。特に，動画のダウンロード，画面収録等につきましてはお控えください。

＊お申し込み及び入金完了後にイベントペイからメールが届きます。メールには本研究会の分科会の申し
込みフォームへのリンクがありますので，そちらから分科会への申し込みをお願いします。

＊お申し込み手続きでご不明な点がございましたら，matsuyama-a@educ.kumamoto-u.ac.jp までお問い
合わせください。

■ 全体会 ２月２０日（土）　【 １４：２５～１６：５０ 】　

☆全体提案　研究部長　中尾 聡志

☆講演　テーマ「新しい学習評価と授業づくりのあり方」

講　師

京都大学 准教授　石井 英真 先生
京都大学大学院教育学研究科 准教授　博士（教育学）
神戸松蔭女子学院大学人間科学部准教授などを経て現職。

著書『未来の学校　ポスト・コロナの公教育のリデザイン』（日本標準）
『授業づくりの深め方 :「よい授業」をデザインするための5つのツボ』（ミネルヴァ書房）
『中教審「答申」を読み解く』（日本標準）
『今求められる学力と学びとは　―コンピテンシー・ベースのカリキュラムの
光と影―』（日本標準）
『小学校発　アクティブ・ラーニングを超える授業　―質の高い学びのヴィジョ
ン「教科する」授業―』（日本標準）
『授業改善８つのアクション』（東洋館出版社）など

参加申し込みについて

〒860-0081　熊本市中央区京町本丁5番 12号
TEL 096（356）2492　FAX 096（356）2499
ホームページ https://elem.educ.kumamoto-u.ac.jp/
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■ 教科等分科会 ２月２０日（土） 【 分科会Ⅰ：9:00～10:25 】【 分科会Ⅱ：10:35～12:00 】【 分科会Ⅲ：12:50～14:15 】
分科会 研　究　主　題 提 案 者 司　会　者 助　言　者

国語
（低） Ⅰ

「深い学び」を生み出す
国語科学習

田邉　友弥
熊本市立出水小学校
教諭　畠村 　　哲

熊本大学大学院人文社会科学研究部
南関町立南関第四小学校

教 授
校 長

堀畑 　正臣
坂本 　隆文

国語
（中） Ⅱ 中尾　聡志

益城町立益城中央小学校
教諭　坂﨑 慎太郎

京都大学大学院教育学研究科
熊本大学大学院教育学研究科

准 教 授
准 教 授

石井　 英真
北川 　雅浩

国語
（高） Ⅲ 溝上　剛道

宇城市立三角小学校
教諭　下中　 一平

熊本大学大学院教育学研究科
熊本市立城東小学校

准 教 授
校 長

仁野平 智明
佐藤 　俊幸　

社会
（高A） Ⅰ

よりよい社会を考える
子どもを育む社会科学習

村上　春樹
宇城市立豊福小学校
教諭　村上 歌奈子

宇土市立網津小学校
熊本大学大学院教育学研究科

校　 長
准 教 授

村田 　　武
藤瀬　 泰司

社会
（高B） Ⅱ 定松　良彰

玉名市立大野小学校
教諭　島田　 一仁

玉名市立築山小学校
熊本県教育庁市町村教育局義務教育課

校 長
指導主事

隈部　 修一
恒松　 龍治

社会
（中） Ⅲ 山田　壽彦

熊本市立川上小学校
教諭　平川　 純哉

上天草市立中北小学校
熊本大学大学院教育学研究科

校 長
准 教 授

横山 　幸生
竹中　 伸夫

算数
（高） Ⅰ

自ら「数学的」に探究する
子どもを育む算数科学習

大林　将呉
大津町立室小学校
教諭　德渕　 剛希

熊本大学大学院教育学研究科
熊本県立教育センター

教 授
指導主事

浦川 健一郎
水上　 洋平

算数
（中） Ⅱ 篠田　啓子

熊本市立小島小学校
教諭　本田　 貴士

熊本市立龍田西小学校
熊本県教育庁市町村教育局義務教育課

校　 長
指導主事

緒方 　　裕
岩木 太一郎

算数
（低） Ⅲ 枝川　晃久

阿蘇市立波野小学校
教諭　内田　 武瑠

熊本大学大学院先端科学研究部
山鹿市教育委員会

准 教 授 籾原　 幸二
百田　 止水

理科
（高） Ⅰ

自ら問題を追究する理科学習

松山　明道
人吉市立人吉東小学校
教諭　井上　 竜作

熊本市教育委員会
熊本大学大学院教育学研究科

指導主事
教 授

土肥　 弘実
渡邉　 重義

理科
（中） Ⅱ 牛嶋　克宏

山鹿市立山鹿中学校
教諭　西村　 幸太

山鹿市立山鹿小学校
熊本大学大学院教育学研究科

校 長
准 教 授

島木　 浩次
飯野　 直子

理科
プログラ
ミング

Ⅲ 松山　明道
南関町立南関第三小学校
教諭　近藤　 祐樹

熊本県教育庁教育政策課教育情報化推進室
熊本大学大学院教育学研究科

主 幹
准 教 授

杉　 　聖也
前田　 康裕

生活 Ⅲ 子ども自ら対象に働きかけ，
豊かな生活を創り出す生活科学習 坂口　静磨

熊本市立帯山西小学校
教諭　長谷川 郁弥

熊本大学大学院人文社会科学研究部
熊本市立帯山小学校

教 授
校 長

春田　 直紀
渡邊　 　亨

音楽
（中） Ⅰ 子どもが自ら音楽と

向き合う音楽科学習

上原　正士
熊本市立中島小学校
教諭　渡辺　 祐子

熊本市立城山小学校
熊本大学大学院教育学研究科

校 長
准 教 授

杉水 　　修
山﨑　 浩隆

音楽
（高） Ⅱ 中島　千晴

熊本市立碩台小学校
教諭　蒲地　 悦子

熊本市立黒髪小学校
熊本大学大学院教育学研究科

校 長
准 教 授

柴田　 治穂
瀧川 　　淳

図画
工作 Ⅱ 自分なりの意味や価値を

つくりだす図画工作科学習 毎床 栄一郎
合志市立西合志東小学校
主幹教諭　本山　 和寿

熊本市立尾ノ上小学校
熊本大学大学院教育学研究科

校 長
教 授

村上　 正祐
喜久山 　悟

家庭 Ⅰ よりよい生活を創り出す
家庭科学習 大廣　紘子

熊本市立健軍小学校
主幹教諭　廣瀨　 文子

熊本大学教育学部附属特別支援学校
熊本大学大学院教育学研究科

校 長
教 授 八幡　 彩子

熊本市立慶徳小学校 校 長 八谷　 邦子
体育
（低） Ⅰ

よりよい自分を追い求める
体育科学習

磨田 慎太郎
熊本市立託麻西小学校
教諭　西村　 正之

和水町立三加和小学校
熊本大学大学院教育学研究科

校 長
教 授

黒川 　哲治
大石 　康晴

体育
（高） Ⅱ 是住　直人

上天草市立登立小学校
教諭　豊田 誠一郎

宇城市立豊福小学校
熊本大学大学院教育学研究科

校 長
准 教 授

池上　 秀昭
坂本　 将基

体育
（中） Ⅲ 西　　沙織

熊本市立出水南小学校
教諭　平嶋　 秀盛

熊本市立託麻東小学校
熊本大学大学院教育学研究科

校 長
教 授

川上　 哲也
坂下　 玲子

外国語 Ⅰ コミュニケーションのおもしろさ
と大切さを実感する外国語学習 髙田　実里

熊本市立飽田東小学校
教諭　前田　 陽子

熊本県教育庁英語教育推進室
熊本大学大学院教育学研究科

指導主事
准 教 授

深水　 宏子
スタン・ピダーソン

道徳 Ⅱ よさを追求し続ける
子どもを育む道徳科学習 山平　恵太

熊本市立白川小学校
教諭　宮原　 大輔

熊本市立一新小学校
熊本大学教育学部大学院教育学研究科

校 長
学部長・研究科長

須藤　 　聡
八幡　 英幸

保健・
健康教育 Ⅲ 学びを行動変容につなげる

健康教育 津江　禎子
熊本市立千原台高等学校
養護教諭　竹口　 洋子

熊本県教育庁県立学校教育局体育保健課
熊本大学大学院教育学研究科

指導主事
シニア准教授

種子永 香織
瀬口 久美代

栄養・食育 Ⅲ 自分の食生活を見つめ，望ましい
食習慣の形成を目指す学校の食育 松尾　夕貴

菊池市立隈府小学校
栄養教諭　上月　 直美

熊本県教育庁県立学校教育局体育保健課
公益財団法人　熊本県学校給食会

指導主事
常務理事

吉﨑　 孝明
原田　 力子

受付 分科会Ⅰ 休憩 分科会Ⅱ 昼食 分科会Ⅲ 休憩 校長
あいさつ 総論提案 講演 閉会

アンケート

8:15 9:00 10:25 10:35 12:00 12:50 14:25 14:35 15:0014:15 16:50
■ 日　程

２月２０日（土）オンライン研究発表会

■ 公開授業Ⅰ

教科等 年　組 授業者 単元・題材名

国　語 ２年３組 田邉　友弥 行動の理由を詳しく想像して，息子に語る『スーホの白い馬番外編』をつくろう「スーホの白い馬」 

社　会 ５年３組 村上　春樹 自然災害とともに生きる　～わたしたちの防災・減災～

算　数 ６年３組 大林　将呉 図形を重ねて研究を深めよう（小中接続単元）

理　科 ５年２組 松山　明道 育てよう！　ぼくらのメダカたち（メダカの誕生） 

音　楽 ３年１組 上原　正士 つくろう！　リズムアンサンブル　～重ねてつなげよう～ 

家　庭 ５年１組 大廣　紘子 未来を変えるあなたの選択！～物やお金の使い方～

体　育 １年２組 磨田 慎太郎 トライアングルシュートゲーム（ボールゲーム）

外国語 ５年２組 髙田　実里 My Hero, My Sunshine!～ The Inspiring Speech～

■ 公開授業Ⅱ

教科等 年　組 授業者 単元・題材名

国　語 ４年３組 中尾　聡志 自分の感想や考えをのせて，３つの『ごんぎつね読書レター』を書こう「ごんぎつね」 

社　会 ６年２組 定松　良彰 地球規模の課題の解決と国際協力～未来を創るＳＤＧｓ宣言～

算　数 ３年３組 篠田　啓子 等分した大きさを分数を使って表そう（分数）

理　科 ４年１組 牛嶋　克宏 解き明かせ！　グラウンドの水はどこへ（雨水のゆくえ）

音　楽 ５年３組 中島　千晴 発見！郷土の音楽の魅力　～自作のお囃子で楽しもう～

図　工 ２年１組 毎床 栄一郎 石と遊ぼう（造形遊び） 

体　育 ６年１組 是住　直人 アシストフラッグ（ゴール型）

道　徳 １年３組 山平　恵太 あたたかなつながりを　～いつもありがとう～（単元型学習本時 : Ｂ感謝）

■ 公開授業Ⅲ

教科等 年　組 授業者 単元・題材名

国　語 ５年１組 溝上　剛道 すぐれた表現から人物像をとらえ，『プロフェッショナルー大造の流儀ー』を創ろう「大造じいさんとガン」 

社　会 ３年２組 山田　壽彦 火事からまちを守る　～減らそう熊本市の火事被害～

算　数 ２年２組 枝川　晃久 はこをつくって　しらべよう （はこの形）
理　科

プログラミング ６年３組 松山　明道 作ろう！　わたしたちのスマートエネルギータウン（電気の利用） 

生　活 １年１組 坂口　静磨 ふゆのあそび　～みんなでさぐろう！たこあげのひみつ～

体　育 ４年２組 西　　沙織 リンクゲーム（ネット型ゲーム）

保　健 ６年１組 津江　禎子
是住　直人 病気予防プロジェクト～未来につなげる健康カルテ～（病気の予防）

特別活動
栄養・食育 ５年３組

村上　春樹
松尾　夕貴 見直そう　私の朝ごはん～プラス１でレベルアップ！～

２月１５日（月）～１９日（金）YouTube 授業動画の事前配信

※お申込みいただいた方には，２月１５日（月） YouTube 授業動画（限定公開）の URL を送付いたします。
上記の期間内にご視聴いただき，２月２０日（土）の研究会にご参加ください。 

学校教育指導
室長兼指導主事


