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京都教育大学附属京都小中学校               （第２次案内） 

令和４年度 教育実践研究協議会のご案内 

    

 

 

 

 

 

 

  
 
11 月２日（水）１日目 
 

受  

付 

開  
会 

全
体
総
論 

移  

動 
公開授業Ⅰ 

（初等部１年～４年【45 分】中高等部５年～９年【50 分】） 
図画工作（１年）国語（２年）道徳（３年） 

理科（５年）技術（６年） 

社会（８年）数学（９年）英語（９年） 

特別支援学級（５・６年 D 組） 

移 

動 

公開授業Ⅱ 

（初等部１年～４年【45 分】中高等部５年～９年【50 分】） 

英語（１年）算数（２年） 

道徳（５年）国語（７年） 

保健体育（８年）理科（９年） 

特別支援学級（１・２年に組）   
 

 
11 月３日（木）２日目 
 

    
 
 
 
 
 

昼  

食 
 

教科別授業分科会 

国語科 算数・数学科 社会科 理科 英語科 

 体育科 図画工作・美術科 技術科 道徳科 

特別支援学級 

移  

動 

生活・総合的な学習の時間分科会 

前期課程Ⅰ（１年～４年） 

前期課程Ⅱ（５年～６年） 

後期課程（７年～９年） 

受 

付 

総合的な学習の時間 公開授業 
４年生  ６年生  ８年生 移  

動 

基調講演 
天笠茂先生（千葉大学名誉教授） 
９年カリキュラムに関わる研究開発 

－最前線で探る成果と課題－ 

閉 

会 

小学校プログラミング学習&中学校技術（情報分野）

意見交流会 

文部科学省研究開発学校（４年次・最終年次） 

義務教育９年間で資質・能力を育成するための教育課程の再構築に関する研究開発 

～縦（各学年）と横（各教科・各領域）のつながりを意識したカリキュラム再構築～ 

令和４年 11 月２日（水）   9：30～16：15 
            ３日（木・祝） 9：30～12：00 

本年度は文部科学省研究開発学校の指定最終年度を迎え、これまでの研

究で得られた成果と課題を踏まえ、学年と教科の枠を超えた資質・能力ベース

のカリキュラム構築のために取り組んでいます。生徒たちが今日的な課題を自

らの力で解決し乗り越えていくことができるように、総合的な学習の時間を各

教科で身に付けた資質・能力を活かす場として位置づけ、STEAM 教育の視

点を取り入れた教育活動を計画しています。 

各教科で、そして総合的な学習の時間の中で、子どもたちが「学びの主人

公」となり、自ら学びを開いていけるような授業を展開していきます。 

皆様には、ぜひご来校いただき、私どもの実践研究に忌憚のないご意見、ご

指導を賜りますようお願い申し上げます。 

9:00 9:30 10:00 10:20 11:05／11:10 11:30 12:15／12:20 

Schedule 

【後援】京都府教育委員会／京都市教育委員会（申請中） 

13:30 15:00 15:15 16:15 



 
 
 
 
 
〇 公開授業Ⅰ 10:20～11:05／11:10  

教科等 単元・題材名 授業者 授業学級 

図画工作 かぜとなかよし 松村香保里 １年は組 

国 語 おもちゃづくりの説明書をつくろう 藤田智之 ２年ろ組 

道 徳 学級しょうかい 五十川浩之 ３年い組 

理 科 上手なブランコの乗り方 青木久里 ５年Ａ組 

技 術 プログラミングの学習をしよう 小澤雄生 ６年Ｂ組 

特別支援学級
せいかつ ドキドキ・ツアーへようこそ！ 藤村彰 

（佐藤香澄） 
５・６年Ｄ組 

社 会 明治時代の大名と築城 
～園部城の築城は、なぜ許されたのか～ 山和政 ８年Ｂ組 

英 語 タイと日本の文化を交流しよう 白波瀬優 ９年Ｂ組 

数 学 フェルミ推定と標本調査 竹間光宏 ９年Ｃ組 

 
〇 公開授業Ⅱ 11:30～12:15／12:20 

 
 
 
〇 総合的な学習の時間 公開授業 ９:30～10:15／10:20 

単元名 授業者 授業学年 

伝統文化～和食 WASHOKU～ 伊藤友輔・馬場和代・大原澄久 ４年 

京都再発見２～SDGｓに関連して～ 森脇正博・藤澤薫里・野ケ山康弘・平島和雄 ６年 

プレゼンテーション中間発表～エネルギーⅡ～ 國原信太郎・遠島彰美・森田拓樹 ８年 

 
〇 小学校プログラミング学習&中学校技術（情報分野）意見交流会 ９:30～10:20 
 

本校カリキュラムの特色の１つでもある、初等部３年生から実施している技術科(情報・プログラミング)についての意見交流会

を行います。他教科へのつながりや、今後の方向性等、幅広く意見交流の機会とします。 

文部科学省調査官や大学教授等、参加予定です。ぜひご参会ください。 

教科等 単元・題材名 授業者 授業学級 

英 語 どうぶつと ともだちになろう 池本淳子 １年ろ組 

算 数 長さをはかり隊！！ 保科一生 ２年は組 

特別支援学級
せいかつ ふしぎのくにであそぼう 田岡千秋 

（山田鈴子） 
1・2 年に組 

道 徳 うばわれた自由 山口賢 ５年Ｂ組 

国 語 「少年の日の思い出」  
～登場人物になりきろう！～ 市原まゆ美 ７年Ｂ組 

保健体育 陸上競技「ハードル走」 大賀玲子 ８年Ａ組 

理 科 化学変化とイオン 
～安全な廃液方法を考える～ 秋月康平 ９年Ａ組 

Program 
11 月２日（水） 

11 月３日（木） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国　語 　　　　　　　　京都教育大学   教授　　　　　植山　俊宏

社　会 　　　　　　　　京都教育大学   教授　　　　　山下　宏文

算　数・数　学 　　　　　　　　京都教育大学   教授　　　　　深尾 武史

理　科 　　　　　　　　京都教育大学　　　教授　　　　　谷口 和成 

音　楽 　　　　　　　　京都教育大学  　　教授　　　　　清村 百合子 

図　工・美　術 　　　　　　　　京都教育大学  　　教授　　　　　村田 利裕 

保健体育 　　　　　　　　京都教育大学 　　 准教授　　　小山 宏之  

技　術 　　　　　　　　京都教育大学  　　教授　　　　　原田 信一 

　　　　　　　　京都教育大学  　　教授　　　　　湯川 夏子 

　　　　　　　　京都教育大学  　　教授　　　　　延原 理恵 

　　　　　　　　京都教育大学  　　教授　　　　　西本 有逸 

　　　　　　　　京都教育大学  　　准教授　　　 アンドリュー・オーバマイヤー

　　　　　　　　京都教育大学　　  講師　　　　　染谷 藤重 

道　徳 　　　　　　　　京都教育大学 　　 准教授　　　神代 健彦 

生　活・総　合 　　　　　　　　京都教育大学  　　教授　　　　　浜田 麻里 

特別支援 　　　　　　　　京都教育大学  　　准教授　　　丸山 啓史 

英　語

家　庭

研究協力者 

研究開発学校運営指導委員 
※ 敬称略 

石井 英真 　　　京都大学大学院教育学研究科　准教授

西川 信廣 　　　京都産業大学現代社会学部　教授

樋口 直宏 　　　筑波大学人間系教育学域　教授

中 比呂志 　　　京都教育大学　理事・副学長

田中 里志 　　　京都教育大学　副学長・附属学校部長

樋口 とみ子 　　　京都教育大学教職キャリア高度化センター　教授

山下 和美 　　　京都教育大学教職キャリア高度化センター　教授

徳永 俊太 　　　京都教育大学大学院連合教職実践研究科　准教授



 

参 加 申 込 

以下の参加申込フォームに必要事項をご記入の上お申込みください。 

申込開始日： ９月３０日（金）  

申込終了日：１０月２３日（日） 

※ 当日の昼食は、各自でご用意していただくよ

うお願いいたします。 

 

 
問い合わせ先 
                           
 

京都教育大学附属京都小中学校（東エリア） 

研究主任 河合 晋司 
 
〒603‐8163 京都市北区小山南大野町 1 番地 

TEL ： 075‐431‐7131 

FAX : ０７５‐４３１‐７１３３ 

URL : https://www.fuzokukyoto.jp/ 

E-mail : kyojsken@kyokyo-u.ac.jp 

 

https://pay.f-regi.com/fc/kyokyo/fuzokukyoto 

参加申込フォーム 

※ スマートフォンからのお申込みも可能です。 


