
愛知教育大学附属岡崎小学校研究発表会
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〜　新時代を切り拓く生活教育　〜
Okazaki Primary School affiliated to AUE

日時　平成30年１１月20日（火）・2１日（水）・22日（木）
	 １3：00〜１６：30

会　場	 愛知教育大学附属岡崎小学校
	 〒444-0072　愛知県岡崎市六供町八貫１５
	 TEL	（0564）21-2237　FAX	（0564）21-2937
主　催	 愛知教育大学附属岡崎小学校
後　援	 愛知県教育委員会　愛知県小中学校長会
	 公益財団法人愛知教育文化振興会
文部科学省　心のバリアフリー研究指定校

日　程

受　付 オリエンテーション
( 各会場 ) 移　動 提案授業

( 各授業会場 ) 休　憩 授業研究協議会
( 各協議会会場 ) 移　動 講　演

(くすのきアリーナ )

　まぶしい秋の日ざしのなか，稲穂もたわわに実る季節を迎えました。皆様方におかれましては，
ますますご健勝にてご活躍のこととお喜び申し上げます。
　本校は大正期より生活教育を掲げ，子どもたちの主体的な学びを大切にした問題解決学習を展開
し，子どもたちがかかわり合い，学びを深めていく姿を求めてきました。そして，研究の立ち上げ
となる本年度，新たな時代を切り拓いていく子どもたちにとって，どのような力が必要となるの
か，また，その力を育むために，教師はどのような授業づくりをしていくのかを考えてきました。
　本授業研究協議会では，各教科，くすのき学習で提案されるめざす子どもの姿や授業について，
具体的な子どもの姿をもとに，ご協議いただきたいと存じます。公務ご多用の折とは存じますが，
多数ご参会くださいますようご案内申し上げます。

平成30年９月吉日　　
愛知教育大学附属岡崎小学校長　柴田　昌一　

※受付は , 各オリエンテーション会場にて行います。



Okazaki Primary School affiliated to AUE

愛知教育大学附属岡崎小学校研究発表会
〜　新時代を切り拓く生活教育　〜

研究主任　本多　克行 ・ 研究副主任　葊川　幸平　

研究発表会　13：00〜16：30

〈１年次〉

敬称略
11月20日（火）
教科等 学年・学級 授業者 オリエンテーション会場 授業会場

助言者 司会者
単　元　名

①国　語 １年１学級 山盛　誠治 １年２学級 １年１学級 愛知教育大学
丹藤　博文

高浜・南中
清水　美智男おもしろいね　きらきらで　ふむふむな　ことばのせかい　－「詩の創作」－

②社　会 ４年３学級 松井　幹宗 ４年２学級 ４年３学級 愛知教育大学
教職大学院
倉本　哲男

岡崎・宮崎小
尾崎　智佳災害から生命を守りたい！　－防災・減災に取り組む人々の願い－

③算　数 １年３学級 杉江　大亮 ２年１学級 １年３学級 西三河教育事務所
吉野　　薫

岡崎・井田小
塚谷　　保どっちがたかいかな　せいかくにくらべるよ　つみあげあそび　－ながさくらべ－

④理　科 ６年２学級 鈴木　大介 図工室 本館理科室 知立・知立南小
福井　信也

豊川・国府小
伊藤　成将水溶液の性質を利用して　においをもとから消すよ　オリジナル消臭ボトル

⑤家庭科活動 ３年２学級 青木　久美子 本館音楽室 家庭科室 愛知教育大学
山根　真理

幸田・豊坂小
本多　宣子

蒲郡・蒲郡中
堀井　雅代味りょくいっぱい　みそ玉パワーでみんな元気いっぱい

⑥英　語 ５年２学級 葊川　幸平 ５年１学級 ５年２学級 愛知教育大学
建内　高昭

西尾市教育委員会
天野　万喜男優勝めざして 心を一つに Let's enjoy throwing folding fans.－Tosenkyo Game－

講 演　倉本　哲男 先生　愛知教育大学教職大学院教授（教職実践講座・社会科）
演 題　「附属岡崎小（三河）の伝統的実践とは？　－ 『子どもありき』 のカリキュラム・マネジメント－」

 オリエンテーション 13：20～13：30　（各会場）
 提案授業 13：40～14：20　（各授業会場）
 授業研究協議会 14：35～15：25　（各協議会会場）
 講　演 15：40～16：30　（くすのきアリーナ）



教科等 学年・学級 授業者 オリエンテーション会場 授業会場
助言者 司会者

単　元　名

⑦社　会 ５年１学級 金山　孝宏 ５年２学級 ５年１学級 設楽・田口小
金田　季也

田原・六連小
大羽　佳洋地元ＦＭ局の本当の魅力を伝えたい　－市民を支えるコミュニティ放送－

⑧算　数 １年２学級 大久保　輝聡 １年２学級 あおいホール 碧南・新川小
神谷　　晃

西尾・一色南部小
横地　喜之どうやってくらべよう？　おなじながさにしてよーいどん　モーターカーグランプリはじまるよ　－ながさくらべ－

⑨理　科 ４年１学級 杉浦　崇文 １年１学級 新館理科室 愛知教育大学
大鹿　聖公

豊根・豊根小
村井　正照水の行方と地面の様子を考えて　災害時に役立てるよ　二十日大根づくり

⑩音　楽 ３年３学級 安藤　朗広 ３年２学級 ３年３学級 愛知教育大学
新山王　政和

岡崎・城北中
服部　晃峰ことばにぴったりなメロディーにのせて　知ってもらおう　みんなの附属小

⑪図　工 ５年３学級 桃野　修太郎 本館理科室 図工室 愛知教育大学
鷹巣　　純

豊田・若林東小
鈴木　敦士

新城・新城小
原田　健一羽のもようと体の動きで表すよ　心をつなぐ　附特のクジャク・ピーコのオブジェ

⑫くすのき学習 ２年３学級 島﨑　信行 ２年２学級 ２年３学級 愛知教育大学
中野　真志

田原・赤羽根小
彦坂　登一朗

安城市教育委員会
奥川　正規いっしょにかくって楽しいね　すてきがいっぱいあるんだね

　－ふとくさんとふぞくっ子の絵の具遊び－　

講 演　加納　誠司 先生　愛知教育大学教授（生活科教育講座）
演 題　「教育改革の今，生活教育の価値とこれからの可能性を考える　～附属岡崎小の取り組みを明日の授業に生かす～」
※「くすのき学習」は生活科・総合的な学習の時間の総称
　提案授業では，文部科学省から委託を受けた，学校における交流及び共同学習を通した障がい者理解（心のバリアフリー）の授業を行います。

11月22日（木）

11月21日（水）

教科等 学年・学級 授業者 オリエンテーション会場 授業会場
助言者 司会者

単　元　名

⑬国　語 ２年２学級 前崎　伸周 ２年３学級 ２年２学級 岡崎・恵田小
牧野　　守

刈谷・刈谷南中
中村　友一本当の思いはつたえなくても　とどいているよ　かみさまみたいなきつねの思い　－『きつねのおきゃくさま』あまんきみこ－

⑭算　数 ６年１学級 山口　真司 ６年２学級 ６年１学級 愛知教育大学
青山　和裕

豊川・小坂井西小
伊藤　克裕データを読み取って　ルールを決定するよ　「６－１　咲かせよう　ありがとうの花フェスタ」　－資料の調べ方－

⑮理　科 ３年１学級 鈴木　優也 ３年２学級 ３年１学級 西尾・鶴城小
牧野　高士

設楽・田口小
伊藤　昭康太陽の光を使って　水を温めるよ　手作りペットボトル温水器

⑯音　楽 ２年１学級 髙松　未来 ２年１学級 新館音楽室 豊田・寺部小
池田　美枝子

豊橋・南稜中
太田　理恵みんなの音をつないでかなでるよ　２年１学級ミュージックベルコンサート

⑰体　育 ６年３学級 杉浦　健次郎 本館音楽室 くすのきアリーナ 愛知教育大学
上原　三十三

岡崎・竜美丘小
鈴木　　明

豊田・平井小
中西　裕也ねらってヒット　進めてホームイン　－フェザーベース－

⑱英　語 ４年２学級 杉浦　儀一 ４年１学級 ４年２学級 愛知教育大学
建内　高昭

碧南・南中
神谷　崇仁いっしょに考えたいな 安心したくらしのために I'll tell foreigners Japanese earthquake.－For Our Future Lives－

講 演　森　　勇示 先生　愛知教育大学教授（保健体育教育講座）
演 題　「状況論・越境・デザイン思考で生活教育を展望する」



附属岡崎小 検索平成30年11月６日（火）まで
HPにある申し込みフォームにて，お申し込みください。
同封の申込書からでもお申し込みできます。
HPにある受付票に，ご記入・印刷したうえで，オリエンテーション会場にお持ちください。

申し込み

会　費　　　無　料　
皆様のご参加をお待ちしております。

交通機関
公共交通機関をご利用の場合
【名鉄バス】名鉄東岡崎駅⑤のりば
　　　　　　梅園経由大樹寺行�～�系統
　　　　　　「梅園学校前」下車徒歩５分

自家用車をご利用の場合
　本校運動場が駐車場です。北側正門よりお入
りください。
　なお，駐車できる台数に限りがあります。
乗り合わせ，もしくは公共交通機関での来校に
ご協力ください。

各教科，くすのき学習の求める子どもの姿
Okazaki Primary School affiliated to AUE

国　語 思いや考えを伝え合うなかで　ことばの力を磨きつづける子ども

社　会 事実の背景にあるものの意味を考え合うことで　ともによりよい社会を形成していこうとする子ども

算　数 自分と仲間の考えから数学のよさに気づき　学びを拡げていく子ども

理　科 自然事象と科学的にかかわることで見方や考え方を深め　自然の魅力や科学の有用性を感じ取る子ども

音　楽 音や音楽による他者とのかかわりを通して　感性を豊かにする子ども

図　工 粘り強く追求し　色や形で想いを豊かに表現する子ども

家　庭 くらしを見つめ　人とのかかわりを考えながら　よりよいくらしを創り出していく子ども

体　育 仲間とともに　めざす動きに迫り　自分の動きを拡げ高める子ども

英　語 「伝えたい」「知りたい」思いを表現し　伝え方を考え　コミュニケーションを豊かにする子ども

くすのき学習 仲間とのかかわりのなかで　自己を見つめ　自ら動き出す子ども


