
平成28年度

第 ３ 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

師走の候，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 ２月 ４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１０：４５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

社会科 ５い ５い教室 南 再俊 止める！備える！ 自ら問い続ける子どもを育てる社会科学習
地球温暖化

算数科 ３ろ ３ろ教室 草地 貴幸 表とグラフ 統計的な見方・考え方の育成

２は 工作室 平坂 多恵子 ゆめがふくらむ 子どもが主体的に材料にかかわり，
バルーン・パラダイス つくりだす喜びを味わう授業づくり

図画工作科
４は 図画室 高橋 英理子 ３６５０日のたからもの 思いや意図を大切にした表現活動を通し

子どもが自分らしさに気付いていく授業づくり

体育科 １は 体育館 辻田 和代 身につけたことを活用し，踊る楽しさをミラクル クルクル クルリンパ！
味わう子どもを育てる授業づくり～〇〇にへ～んしん～

道徳科 ２い ２い教室 太田 晶子 はたらくっていい気持ち 「対話」を通して自己の生き方を
Ｃ[勤労，公共の精神] 見つめ直す子供を育てる授業づくり

○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 ５は ５は教室 稲本 多加志 わらぐつの中の神様 「問い」の探求を通して
自立した読み手を育てる授業づくり

理科 ４い 辻本 真治 物のあたたまり方 視覚と触覚から探る金属の熱伝導第２理科室
～新しい熱源を使って～

体育科 ６は 体育館 松本 拓也 ゴール型ゲーム 課題を追求し続ける中で，運動固有の動き方や
（バスケットボール） 楽しみ方を身に付ける子どもを育てる授業づくり

道徳科 ６い ６い教室 尾崎 正美 努力が生み出す新たな夢 「対話」を通して自己の生き方を
見つめ直す子供を育てる授業づくりＡ[希望と勇気，努力と強い意志]

外国語活動 ４ろ ４ろ教室 中江 悠 どこに行くの？ 高学年への接続を意識した中学年外国語活動
～Where are you going ?～

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 教科等別研究協議会移動・休憩・受付 移動・休憩

６ 指導助言者・司会者

司会者教科等 指導助言者

国語科 岡山大学大学院教育学研究科 准教授 宮本 浩治 岡山大学教育学部附属小学校 教諭 小出 真規

社会科 岡山市立浮田小学校 校長 浅井 宏史 岡山市立鹿田小学校 副校長 矢延 文夫

算数科 准教授 杉能 道明 岡山大学教育学部附属小学校 教諭 片山 元ノートルダム清心女子大学人間生活学部児童学科

理科 赤磐市立城南小学校 校長 中西 伸司 岡山大学教育学部附属小学校 教諭 谷口 智彦

図画工作科 岡山市立大野小学校 校長 上岡 弘明 岡山市立東疇小学校 教諭 吉野 奈保子

准教授 安江 美保 岡山市立吉備小学校 教諭 鳥越 有実子ノートルダム清心女子大学人間生活学部児童学科
体育科

岡山市立陵南小学校 校長 大森 雅信 岡山市立妹尾小学校 教諭 北原 和明

道徳科 岡山市立御休小学校 校長 重松 恵子 備前市立吉永小学校 教頭 早瀬 尚子

外国語活動 岡山市立加茂小学校 校長 今村 恵子 岡山市立福田小学校 教諭 田辺 晴之

※外国語活動・指導助言者の先生を変更いたしました（１／６追記）

です。７ その他 参加費は無料
（申込締切１月 日）※ 当日参加も歓迎ですが，資料準備等の都合上，なるべく事前にお申し込みください。 27

お申し込みは本校ホームページより「第３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」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＞

※ ２９年６月３日（土）に，２９年度教育研究発表会を行います。２月初旬に１次案内をＨＰに掲載する

予定です。

※ ２９年度の個人実践発表会は，２９年 を予定しています。１１月，３０年２月の２回


