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●問い合せ先

　研究最終年次となる今年度は、「主体的・対話的で深い学び」の実現
に向け、１人１台タブレット端末の活用を「学びの質」を高める
ための手立てとし、各教科等におけるICTの効果的な活用について
研究を進めております。今年度の公開研究会は新型コロナウイルス
感染症対策のためオンラインでの開催です。授業及びICTに関
わる実践発表会や、信州大学 佐藤先生によるご講演は、YouTubeで
の限定公開となります。また、授業研究会、ICT活用に関わるワーク
ショップはZoomでの実施になりますので、勤務先や自宅からご参
加いただけます。是非、多くの方々のご参加をお待ちしております。

　日頃より本校の教育活動にご理解とご支援を賜り、感謝申し上げます。
　令和３年度公開研究会を研究テーマ「自ら問題を解決し、未来を創る生徒の育成～「見方・
考え方」を働かせる問題解決の過程を通して～」のもと、２次案内のとおり開催いたします。
皆様には、新型コロナウイルス感染症対策を含め、今年度の公開研究会は、動画による授業
公開とオンライン授業研究会の形式での実施を予定しております。
　皆様には、お忙しい中、ご参加いただき、ご指導・ご意見を賜りたくご案内申し上げます。

群馬大学共同教育学部附属中学校長　上原　永次

令和３年度　公開研究会のご案内（２次案内）
オンライン
開催

オンライン
開催

※20日～ 22日（15：00～ 16：10）にICT活用に関わるワークショップを開催します。
　３日間同じ内容で実施しますので、ご都合のよい日に、是非ご参加ください。

各教科等授業、ICTに関わる実践発表会、講演会（YouTube配信）

授業研究会（Zoom開催）

令和３年10月15日（金） ～ 10月19日（火）

15：00～ 16：10

ICTに関わる実践発表
会及び佐藤先生によ
る講演会についても
YouTube公開です。

講 演 GIGAスクール構想で
　　　求められる情報活用能力の育成

YouTube配信 10/15～ 10/19
信州大学　学術研究院教育学系

　　　　　　助教　佐藤　和紀　先生

１ お申込み フォームにて参加申込み
申込み締切　10月５日（火）

３
各教科等授業、
ICTに関わる実践発表会、
講演会の視聴（YouTube）

10月15日（金）～10月19日（火）

２
参加申込み受付完了
＊視聴用ＵＲＬ受け取り
＊クラウドから指導案等の
　ダウンロード

10月14日（木）に、YouTube視聴用URL及び、授業
研究会用Zoom IDとパスコードをメールでお届けします。
また、研究紀要、各教科学習指導案を自由にダウンロード
できるクラウドへのアクセスURLをお送りします。

４ 授業研究会への参加 ＜各教科の授業研究会日程＞　15：00～ 16：10
10月20日（水）社会、美術、学級活動
 21日（木）国語、理科、保健体育、技術
 22日（金）数学、英語、音楽、道徳

※ICT活用に関わるワークショップを、３日間、同時間帯に開催しております。内容
は３日間とも同じです。Zoomでやりとりをしながら、ICT活用に関する疑問等に、
本校ICT活用委員がお答えします。

※参加申込書は、本校ＨＰからアクセスすることも可能です。
　詳しくは本校ＨＰ（https://jhs.edu.gunma-u.ac.jp/）をご覧ください。

●参加費　無料
●備　考
　(1)「YouTubeによる授業及び講演会動画の配信」は、10月15日（金）～19日（火）の期間、

いつでもご視聴いただけます。
　(2) 授業研究会やICT活用に関わるワークショップに参加される方は、ＰＣ

をご使用の場合カメラやマイクが必要となります。
　(3) インターネットにかかる通信料は、ご自身でご負担いただきます。
　(4) その他、ご不明な点がございましたら、下記連絡先までお問い合わせく

ださい。

〈参加申込みフォーム〉

〈本校ＨＰ〉

〈ごあいさつ〉

令和３年10月20日（水）　社会、美術、学級活動

 21日（木）　国語、理科、保健体育、技術

 22日（金）　数学、英語、音楽、道徳



社　会 よりよい社会の実現に向け、多面的・多角的に考察、構想することができる生徒の育成

公開授業
　日本の諸地域「近畿地方」

授業者：後藤　高行
　　　　（２年４組）

環境保全と産業の振興の両立への取組を多面的・
多角的に考察する中で気付いた、新たな課題を
解決するための取組を考え提案する活動を通し
て、よりよい社会の実現に向け主体的に社会参
画しようとする力を養います。

群馬県教育委員会
指導主事　星野　浩章

群馬大学共同教育学部
教授　関戸　明子

美　術 「造形的なものの見方・考え方」を基に、新たな発想を生み出していく生徒の育成

公開授業
　世界の仮面と出会う

授業者：多胡　慎平
　　　　（１年２組）

世界の仮面に着目し、造形的な視点から、そこ
に込められた思いや生活との関わりについて考
え、新たな発想を表現していく力の育成を目指
します。

群馬県教育委員会
指導主事　前島　隆宏

群馬大学共同教育学部
教授　齋江　貴志

学級活動 自分らしい生き方の実現に向けて、学び続けようとする生徒の育成
公開授業
　�30歳になった自分を見つめ
よう

授業者：高橋　正人
　　　　（１年３組）

キャリア・パスポートを教材として活用し、こ
れまでの自己の成長や変容を振り返る場を設定
します。また、ICT を活用して、デジタルスタ
ディ・ログとして蓄積された学びを個人で振り
返り、共有することを通じてよりよい意思決定
を目指します。

群馬県教育委員会
指導主事　坂口　延弘

群馬大学共同教育学部
教授　吉田　浩之

国　語 確かな読みの技術に基づき、自分の思いや考えを広げたり深めたりする生徒の育成

公開授業
　夏の葬列

授業者：前原　　聡
　　　　（２年１組）

構成が時系列でない作品において、場面の展開
と本来の時間の順序をロイロノートを活用して
比較します。また、表現の効果について考えた
ことを伝え合うことを通して自分なりの考えを
もつことができるようにします。

群馬県教育委員会
指導主事　柴﨑　厚志

群馬大学共同教育学部
准教授　河内　昭浩

理　科 自らの学習過程を振り返りながら、科学的に探究し続ける生徒の育成

公開授業
　水溶液

授業者：柏木　　純
　　　　（１年１組）

物質が水へ溶解するという現象について、粒子
のモデルと関連付けて考える活動を通して、生
徒が理科の見方・考え方を働かせることの意義
に気付き、見いだした問題について見通しをもっ
て解決する力の育成を目指します。

群馬県教育委員会
指導主事　大河原隆徳

群馬大学共同教育学部
教授　益田　裕充

保健体育 問題解決に向けて運動の取り組み方を工夫して楽しむ生徒の育成

公開授業
　マット運動

授業者：三好　和人
　　　　（１年４組）

ジグソー学習法で協働的な学びを実現し、タブ
レット端末を活用し、蓄積された映像データか
ら自己の出来映えを実感できる生徒を育成しま
す。

群馬県教育委員会
指導主事　小山　靖弘

群馬大学共同教育学部
准教授　鬼澤　陽子

技　術 よりよい生活や持続可能な社会の実現を目指し、学びを生活や社会とつなぐ生徒の育成
公開授業
　�よりよい生活や社会を創る
双方向性コンテンツ

授業者：茂木　　悟
　　　　（３年４組）

ネットワークを利用した双方向性のあるコンテ
ンツについて、生活や社会における新たな問題
の解決策を構想する活動を通して、技術の見方・
考え方を働かせた提言を行い、生活や社会の問
題解決に取り組む力を養います。

群馬県教育委員会
指導主事　品川　壽栄

群馬大学共同教育学部
講師　小熊　良一

数　学 数学に関わる事象を統合的・発展的に考察し、数学を深めていく生徒の育成

公開授業
　相似と比

授業者：関根　直哉
　　　　（３年１組）

日常生活の場面を数学化した課題について、生
徒一人一人がＩＣＴを活用して解決する活動を
通して、相似な図形や平行線と線分の比の性質
を関連させながら考察し、数学を深めていく生
徒の育成を目指します。

群馬県教育委員会
指導主事　浦野　　正

群馬大学共同教育学部
准教授　澤田麻衣子

英　語 適切かつ正確な表現でコミュニケーションを図ることができる生徒の育成
公開授業
　Program�5�
　The�Story�of�Chocolate

授業者：小野里健太
　　　　（３年１組）

ＡＩによる文法校正アプリを活用して、自己の
表現に含まれる言語面の誤りを認識して文法知
識に基づき修正する活動と、修正された表現を
用いた言語活動を通して、適切な内容を、より
正確に表現しようとする生徒の育成を目指しま
す。

群馬県教育委員会
指導主事　田村　　強

群馬大学共同教育学部
名誉教授　上原　景子

講師　山田　敏幸

音　楽 自らの経験を生かして創意工夫し、思いや意図の実現を楽しむ生徒の育成
公開授業
　�歌詞の内容と曲想を生かして
表現を工夫し合わせて歌おう

授業者：星野　勇希
　　　　（３年３組）

クラス合唱曲の歌詞の内容や曲想を感じ取り、
生徒が見方・考え方を働かせながら協働的に練
習することを通して、音楽のふさわしさを吟味
しながら創意工夫する力の育成を目指します。

群馬県教育委員会
指導主事　石川　文俊

群馬大学共同教育学部
教授　吉田　秀文

道　徳 道徳的価値の理解を自分との関わりの中で深め、よりよく生きようとする生徒の育成
公開授業
　�Ｄ（22）よりよく生きる喜び
「足袋の季節」

授業者：千明　　隼
　　　　（３年２組）

タブレット端末を活用して思考の可視化を行い、
物事を広い視野で多面的・多角的に考えた上で、
対話を深める活動を通して、生徒がよりよく生
きる喜びについて、道徳的価値の理解を自分と
の関わりの中で生かし、道徳的に判断する力を
養います。

群馬県教育委員会
指導主事　前原　稔彦

群馬大学共同教育学部
教授　益田　裕充

教　科
主　題

単元（等）名 授業ＰＲ 指導助言者
教　科

主　題
単元（等）名 授業ＰＲ 指導助言者

■授業研究会①　10月20日（水）

■授業研究会②　10月21日（木）

■授業研究会③　10月22日（金）

群馬大学共同教育学部附属中学校　公開研究会
自ら問題を解決し、未来を創る生徒の育成 ～「見方・考え方」を働かせる問題解決の過程を通して～（最終年次）

教科特性に応じた活用と学校生活を豊かにする ICT教科特性に応じた活用と学校生活を豊かにする ICT
実 践 発 表 会　10/15～ 10/19（YouTube 配信）
ワークショップ　10/20～ 10/22（Zoom）※３日間いつでもご参加ください

　タブレット端末を授業でいかに活用していくかを、導入期から教科の特性に応じた活用
までの実践を提案します。さらに、生徒の学校生活をより豊かにするための活用
実践やその様子を紹介していきます。

信州大学学術研究院教育学系　助教　佐藤　和紀　先生

信州大学　学術研究院　教育学系・助教（教育学部 教育科学グル－プ）
信州大学教育学部　学校教育教員養成課程　現代教育コース　ICT活用教育ユニット
信州大学教育学部　附属次世代型学び研究開発センター
信州大学大学院　教育学研究科　高度教職実践専攻（教職大学院）
信州大学　社会基盤研究所　AI・ロボティクス部門（併任）

研究主任  柳川 祥恵

ICT活用委員長  櫻井　康之

副校長　関　悟

GIGAスクール構想で求められる情報活用能力の育成
YouTube 配信　10/15～ 10/19

講 演

実践発表・ワークショップ


