
平成29年度

第 １ 回 個 人 実 践 発 表 会 の ご 案 内
岡山大学教育学部附属小学校

初秋の候，先生方には，益々ご健勝でご活躍のこととお慶び申し上げます。
さて，本校では，附属小教員が今日的な課題等について個人的に研究した成果を発表する機会として，個人実

践発表会を計画いたしました。
たくさんの先生方にご批評とご指導を賜りたく，ご案内申し上げます。

岡 山 大 学 教 育 学 部 長 髙 塚 成 信
岡山大学教育学部附属小学校長 田 中 智 生

平成２９年 １１月 １１日（土）１ 期 日

岡山大学教育学部附属小学校 岡山市中区東山二丁目１３番８０号２ 会 場
Tel 086 272-0511 Fax 086 271-3455( ) ( )
URL http://www.okayama-u.ac.jp/user/fusho/

okafusho@fuzoku.okayama-u.ac.jpE-mail

岡山県教育委員会 岡山市教育委員会３ 後 援

４ 公開授業
※図画工作科は１０：３０まで○公開授業①（９：００～９：４５）

教科等名 学級 公開場所 指導者 単元（題材）名 研究内容

国語科 ６い ６い教室 北野 哲也 やまなし 交流で深める文学的文章の授業づくり

算数科 １ろ １ろ教室 草地 貴幸 おおきさくらべ（長さ） 長さの概念を深める授業づくり

音楽科 ３は 音楽室 板野 真子 音を合わせて楽しもう 段階的なアプローチで音の重なりを楽しめる
授業づくり

図画工作科 ４ろ 図画室 高橋 英理子 やきもの ほんもの 表現と鑑賞の一体化を目指した授業づくり
すぐれもの ～「本物」に触れて（３）～

体育科 ２は 体育館 中安 翼 ふわふわマットに 「気持ちいい！ 「楽しい！」を味わう」
ジャーンプ！ 体ほぐしの運動遊び

道徳科 ３い ３い教室 太田 晶子 くじけない自分に 思わず考えたくなる，語り合いたくなる
道徳科の授業づくり「まつりまでには―宮本武蔵―」

○公開授業②（１０：００～１０：４５）

教科等名 学級 公開場所 指導者 単元（題材）名 研究内容

国語科 １い １い教室 小出 真規 ずうっと、ずっと、大すきだよ 交流で深める文学的文章の授業づくり

社会科 ５は ５は教室 小笠原 優貴 届け！日本の工業製品 自ら問い続ける子供を育てる社会科学習

算数科 ３ろ ３ろ教室 有元 淳一 分数 つながりを大切にした分数の授業づくり

理科 ５ろ 理科室 福島 康介 流れる水のはたらき 空間的な視点を大切にした授業づくり
～川全体を再現できる流水モデルを使って～

道徳科 ２ろ ２ろ教室 尾崎 正美 やくそくやきまりをまもって 道徳科の目標の４つの視点からつくる
「黄色いベンチ」 道徳科授業

５ 日 程

8:30 9:00 9:45 10:00 10:45 11:00 12:30

受付 公開授業① 公開授業② 教科別研究協議会移動・休憩・受付 移動・休憩

６ 指導助言者・司会者

教科等 助言者 司会者

国語科 ノートルダム清心女子大学 准教授 赤木 雅宣 倉敷市立万寿小学校 教諭 小野 桂
人間生活学部 児童学科

社会科 岡山市立浦安小学校 校長 岡田 秀徳 倉敷市立中洲小学校 教諭 山下 洋平

算数科 岡山理科大学 教授 黒﨑 東洋郎 岡山市立芥子山小学校 校長 山 晴夫
教育学部 初等教育学科

理科 瀬戸内市立牛窓西小学校 校長 森 尚紀 教諭 辻本 真治岡山大学教育学部附属小学校

音楽科 岡山市教育委員会 指導課 指導主査 今野 喜久恵 玉野市立荘内小学校 教諭 松島 博子

美咲町立美咲中央小学校 校長 渡部 健治 赤磐市立山陽北小学校 教諭 安田 純子図画工作科

体育科 岡山市立妹尾小学校 教諭 北原 和明 教諭 松本 拓也岡山大学教育学部附属小学校

道徳科 環太平洋大学 特任教授 大野 光二 備前市立吉永小学校 教頭 早瀬 尚子
次世代教育学部 教育経営学科

です。７ その他 参加費は無料
※ 参加の方へ。当日，指導案集をお渡しいたします。事前申し込みの方は必ずお渡しできるよう準備いたし

ますが，当日参加の方は先着順でのお渡しになります。なるべく事前申し込みをお願いいたします。

です。申込締切は１１月５日（日）

お申し込みは本校ホームページより「第１回個人実践発表会参加申し込み」にアクセスしていただき，

http://www.okayama-u.ac.jp/user/fusho/必要事項を入力して送信してください。 URL
※ 本校は，岡山駅で電車「東山行き （約５分おきに発車）」

， 「 」 ，に乗り 終点 東山・おかでんミュージアム駅 で下車し

南に徒歩約５分です。所要時間は，約２５分です。

※ 個人実践発表会当日は，駐車台数に限りがあります。つき

ましては，公共の交通機関をご利用いただきますよう，よ

ろしくお願いいたします。また，お車でお越しの際も，で

きるだけ乗り合わせてお越しいただきますようお願いいた

します。

※ 車でお越しの方は正門から係の誘導にしたがって，運動場

へ駐車してください。

＜お知らせ＞

※ 第２回個人実践発表会は， の平成３０年２月３日（土）

開催を予定しています。

※ 開催の「岡山大学教育学部附属幼稚園 幼児教育研究会」内で，平成２９年１１月８日（水）

幼小接続授業として し， で幼小接続につ本校１年生の授業（国語科・生活科）を公開 午後から合同協議会

いて話し合います。

・研究会の参加費は２０００円です。附属幼稚園へお申し込みください。

・駐車場はございません。公共の交通機関をご利用ください。

詳しくは附属幼稚園ＨＰ（ ）をご覧ください。http://www.okayama-u.ac.jp/user/fuyou/youchien.html


