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各教育委員会 様  

各学校園長  様 

各関係者   様 

       明 石 市 立 人 丸 小 学 校 

校 長   大森 正和 

 

平成 30年度「主体的・対話的で深い学び」授業改善促進事業（県） 

平成 29・30年度 明石市教育委員会 教科・総合研究指定 

国語科研究発表会のご案内（第２次） 

 

秋冷の候、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、本校は平成２９・３０年度明石市教育委員会研究指定を受け、関係各位にご指導を賜りながら研究を進めて

まいりました。また、平成３０年度には兵庫県教育委員会より「主体的・対話的で深い学び」授業改善促進事業の

研究指定も受け、国語科の実践研究を進めているところです。 

このたび、下記のとおり研究発表会を開催いたします。つきましては職務ご多用とは存じますが、多くの先生方の

ご参加をいただき、ご指導を賜りますようご案内申し上げます。 

 

記 

 

１ 日  時   平成３０年１１月３０日（金） 8:20 ～ 12:40 

 

２ 会  場   明石市立人丸小学校 

          〒673-0876  明石市東人丸町 26番 29号 

                 Tel 078-918-5450   Fax 078-918-5451 

                                  e-mail hitom-es@edi.akashi.hyogo.jp 

  （ＪＲ明石駅から南側 7番乗り場神姫バスにて人丸小前下車 山電人丸前駅から北へ徒歩７分） 

 

 

３ 研究主題   「主体的に思考し、対話的な学びを通して高め合う子どもの育成」 

          ～生き生きと学び、個と個がつながる授業づくり～ 

４ 日  程 

8:00  8:20  8:30 8:35 8:50          9:35  9:45          10:30  10:50          11:30              12:30  12:40 

 

 

 

 

 

５ 内  容  

（１） 基調提案〔体育館〕                明石市立人丸小学校  教諭  今市 伸 

（２） 公開授業Ⅰ〔各教室〕 

学年・組 教材名 本時の主たる対話の対象 指導者 

１－１ 『これは、なんでしょう』 友だち・教職員 内田 教子 

１－４ 『ともだちに、きいてみよう』 友だち・教職員 久見瀬 まさみ 

１－５ 『くらべてよもう じどう車くらべ』 教材 有門 環 

２－２ 『あったらいいな、こんなもの』 友だち・教職員 金井 沙耶 

２－３ 『おにごっこ』 自己 筒井 幸介 

３－１ 『たから島のぼうけん』 友だち・教職員 渡部 公貴 

３－３ 『すがたをかえる大豆』 教材 南 尚加 

４－３ 『アップとルーズで伝える』 教材 武田 貴妃 

４－４ 『秋の風景』 友だち・教職員 中島 雅彦 

４－５ 『アップとルーズで伝える』 教材 福田 冴子 

５－１ 『大造じいさんとガン』 友だち・教職員 渡辺 郁博 

５－３ 『百年後のふるさとを守る』 教材 梶原 麻莉 

６－１ 『海の命』 教材 髙ノ 純也 

６－３ 『「鳥獣戯画」を読む』 教材 粟田 星可 

 

（３）公開授業Ⅱ 

学年・組 教材名 本時の主たる対話の対象 指導者 

１－２ 『ともだちに、きいてみよう』 友だち・教職員 河島 朝海 

１－３ 『くらべてよもう じどう車くらべ』 自己 勢造 牧人 

１－６ 『これは、なんでしょう』 友だち・教職員 中尾 珠代 

２－１ 『あったらいいな、こんなもの』 家族・地域 大西 たつき 

２－４ 『おにごっこ』 友だち・教職員 宮下 泰徳 

３－２ 『たから島のぼうけん』 自己 松下 由香里 

３－４ 『すがたをかえる大豆』 友だち・教職員 河内 真理子 

４－１ 『アップとルーズで伝える』 友だち・教職員 松原 俊介 

４－２ 『秋の風景』 友だち・教職員 岸田 真由子 

５－２ 『百年後のふるさとを守る』 自己 大西 郁子 

５－４ 『大造じいさんとガン』 友だち・教職員 眞野 洋輔 

６－２ 『海の命』 友だち・教職員 細谷 葉子 

６－４ 『「鳥獣戯画」を読む』 教材 今市 伸 

 

６ 全体会〔体育館〕 

 開会あいさつ                明石市立人丸小学校   校長   大森 正和 

 来賓あいさつ                明石市教育委員会   教育長   清重 隆信 

 本校研究発表                明石市立人丸小学校   教諭   中島 雅彦 

 指導助言                  明石市教育委員会  指導主事   米村 貴之 

 

７ 講演会〔体育館〕    

「 ヒトを人にすることば－対話（コミュニケーション）と思考をとおして－」 

立命館大学大学院 教職研究科（教職大学院）教授  井上 雅彦 先生 

８ 参加申し込みについて    

  申込書に必要事項をご記入の上、ＦＡＸまたはメール等にてお送りください。 

  なお、準備の都合上１１月１日（木）までにお送りください。 

 

９ その他 

 ・当日の受付は、本校南校舎北東の正面玄関前です。 

 ・来校の際には、できるだけ公共の交通機関をご利用ください。 

 ・駐車場は運動場です。台数に限りがありますので、乗り合わせでお願いします。 

 （車は南門からのみとさせていただきます。） 

                  （きりとり） 

明石市立人丸小学校 教頭 敦見信彦 宛 

国語科研究発表会参加申込書 

学校園名（            ） 

職名 氏名 職名 氏名 
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