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初秋の候，皆様方にはますますご健勝のこととお喜び申し上げます。 

 さて，本校も義務教育学校として３年目を迎えます。『自学・共生・鍛錬 ～じぶんひとりでも，みんなとで

も，がんばれる子』を教育目標に設定し，岐阜県教育委員会より「学校におけるカリキュラム・マネジメント充

実事業」の指定を受け，研究主題を「義務教育学校の特色を生かした効果的な教育課程の編成と実践」として研

究を進めてまいりました。 

 つきましては，その研究の集大成として，下記の通り研究発表会を実施いたします。公務，ご多用のことと存

じますが，貴職をはじめ多数の教育関係者の皆様にご参加いただき，貴重なご意見，ご助言を受け賜わりますよ

うご案内申し上げます。 

 

 

◆期  日：令和元年（2019 年）10 月 30 日（水） 

◆会  場：義務教育学校 羽島市立桑原学園 

◆内  容： 

・公開Ｉ「学びの系統性を明らかにし，単元の付けたい力を確実に身に付ける学習指導」に関わる授業公開 

・公開Ⅱ「学習の効果の最大化を図る人的・物的資源の活用」に関わる授業公開 

 ・学校紹介 ・合唱 

 ・全体会 ・分科会 

  ◆日  程： 

 

12:30～13:00 

 

受付 

 

 

公開Ⅰ 13:00～13:45（50） 

 

「学びの系統性を明らかにし，

単元の付けたい力を確実に身に

付ける学習指導」に関わる授業

公開 

（9 つの授業公開） 

 

公開Ⅱ 14:00～14:45（50） 

 

「学習の効果の最大化を図る人

的・物的資源の活用」に関わる

授業公開 

（４つの授業公開） 

 

15:00～15:20 

 

学校紹介・合唱 

合唱曲 

「夢のかなう場所へ」 

（後期課程体育館） 

 

15:25～16:40 

 

全体会・分科会 

 

（後期課程体育館） 

  

 ◆連 絡 先：羽島市立桑原学園 

      〒501－6312 岐阜県羽島市桑原町八神 3315の１ 

      ＴＥＬ（058）398－8500   ＦＡＸ（058）398－7164 

      Ｅ－mail kuwabarag@hashima-gifu.ed.jp 

令和元年度（2019 年度）研究発表会のご案内（二次案内） 

【研究主題】 

「義務教育学校の特色を生かした効果的な教育課程の編成と実践」 

 

mailto:kuwabarag@hashima-gifu.ed.jp


義務教育学校 羽島市立桑原学園 研究発表会 日程 

 

◆公開Ⅰ 13:00～13:45（１～６年生），13:00～13:50（７～９年生） 

「学びの系統性を明らかにし，単元の付けたい力を確実に身に付ける学習指導」 

教科 授業者 会場 学年 単元名・教材名・題材名 

理科 松田 敦 後期課程理科室 ９年 エネルギーと仕事 

国語 永田 勝亮 ８年生教室 ８年 モアイは語る ―地球の未来― 

数学 中田 直哉 後期課程交流室 ７年 量の変化と比例，反比例 

国語 大井 由莉菜 ６年生教室 ６年 『鳥獣戯画』を読む 

社会 石井 貴之 ５年生教室 ５年 わたしたちの生活と工業生産 

国語 上野 晴香 ４年生教室 ４年 「クラブ活動リーフレット」を作ろう 

理科 小神 美歩 ３年生教室 ３年 明かりをつけよう 

体育 山内 克敏 前期課程体育館 ２年 走・跳の運動遊び 

音楽 小塚 香有 前期課程音楽室 １年 はる・なつ・あき・ふゆ 

 

◆公開Ⅱ 14:00～14:45（３･２年生），14:00～14:50（９･４年，８･５年，７･６年） 

「学習の効果の最大化を図る人的・物的資源の活用」に関わる授業公開 

教科・領域 授業者 会場 学年 単元名・教材名・題材名 

教え学び愛科 
井上 智嗣 

上野 晴香 
後期課程交流室 9・4年 桑原町の福祉について学ぼう 

教え学び愛科 
米口 真由美 

Andrew James Kliewer 
English Room 8・5年 My Favorite Country 

教え学び愛科 

石本 忠 

中田 直哉 

大井 由莉菜 

後期課程技術室 7・6年 
プログラミングを利用した絵

の紹介 

教え学び愛科 
髙橋 智恵美 

小神 美歩 
２年生教室 3・2年 

1年生の子を「おもちゃランド」

に招待しよう 

 

◆生徒会による学校紹介・合唱披露 後期課程体育館 15:00～15:20 

・学校紹介 

・合唱 

「夢のかなう場所へ」 

 

◆全体会・分科会 後期課程体育館 15:25～16:40 

・全体会  

・分科会  
 

◆ご指導 （岐阜県教育委員会より） 

◆校長挨拶 



＜分科会グループ＞ 

 

・分科会は全体会終了後，後期課程体育館で会場を仕切って行います。 

・別紙参加申込み用紙に，参加を希望する分科会名をご記入ください。 

 
分科会対象授業 

授業者 

 

公開 教科・領域 学年 単元名 

１グループ 

公開Ⅰ 理科 ３年 明かりをつけようｘ 小神 美歩 

公開Ⅰ 理科 ９年 エネルギーと仕事 松田  敦 

公開Ⅱ 教え学び愛科 ３・２年 
1年生の子を「おもちゃランド」に招

待しよう 

髙橋智恵美 

小神 美歩 

２グループ 

 

公開Ⅰ 国語 ４年 「クラブ活動リーフレット」を作ろう 上野 晴香 

公開Ⅰ 社会 ５年 わたしたちの生活と工業生産 石井 貴之 

公開Ⅰ 音楽 １年 はる・なつ・あき・ふゆ 小塚 香有 

公開Ⅱ 教え学び愛科 ９・４年 桑原町の福祉について学ぼう 
井上 智嗣 

上野 晴香 

 

 

 

３グループ 

 

 

公開Ⅰ 国語 ６年 『鳥獣戯画』を読む 大井由莉菜 

公開Ⅰ 数学 ７年 量の変化と比例，反比例 中田 直哉 

公開Ⅱ 教え学び愛科 ７・６年 プログラミングを利用した絵の紹介 
石本  忠 
中田 直哉 
大井由莉菜 

 

 

 

４グループ 

 

 

 

 

公開Ⅰ 体育 ２年 走・跳の運動遊び 山内 克敏 

公開Ⅰ 国語 ８年 モアイは語る －地球の未来― 永田 勝亮 

公開Ⅱ 教え学び愛科 ８・５年 My Favorite Country 
米口真由美 

Andrew James Kliewer 


