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令和元年度令和元年度

市教研紀要市教研紀要
DIGESTDIGEST

28の部会が、統一主題である「自ら学び心豊かに
生きる力を身につけた児童生徒の育成」に基づき研究
主題を定め、実践的な研究・研修に自ら取り組んでい
る研究団体が、この千葉市教育研究会（市教研）です。
各部会がそれぞれ創意工夫を凝らし、児童生徒がよ
り良い学びができるよう、会員が切磋琢磨しながら研
修を推進しているのが市教研の強みです。私自身、い
くつかの部会の研究授業を拝見し、新たな刺激を受け
ました。本紀要ダイジェストに、各部会の研究主題、
研究経過、そして成果を載せています。ぜひ、他部会
の情報を参考にして、ご自分の所属する部会の研究・
研修に生かしていただければ幸いです。
また、今年度も市教研の指導案データベースに、会
員皆様のご協力により多くの指導案を追加しています。
このデータベースは市教研の貴重な財産でもあります。
巻末に追加された指導案の一覧を掲載していますので、
ご活用ください。
自主的な研修である市教研を大切にしていきま
しょう。

自主的な研修は素晴らしい
千葉市教育研究会　会長　中川　修一（幕張本郷中）

千葉市教育研究会千葉市教育研究会
研究紀要 第54集・付冊研究紀要 第54集・付冊

「夢を追い続けること」

講師講師
朝原 宣治朝原 宣治氏氏

教育講演会教育講演会

於 ：千葉県文化会館於 ：千葉県文化会館

４月16日㈫　部会　役員選出、研究計画

５月８日㈬　総会

５月14日㈫　部会　６月授業の事前研究等

６月18日㈫　部会　授業研究等

８月20日㈫　全体会　教育講演会

　　　　　　部会　各部の計画により実施

９月10日㈫　部会　10月・11月の授業事前研究等

10月21日㈪　部会　授業研究等

11月19日㈫　部会　授業研究等

１月14日㈫　部会　研究のまとめ、本年度のまとめ

１月16日㈭　座談会

令和元年度　活動日程及び内容令和元年度　活動日程及び内容
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国語国語

書写書写 算数算数

社会社会

小学校

小学校

中学校

中学校

確かな学力の育成をめざした
魅力ある国語科の学習のあり方（小中共通）

一人一人が主体的に取り組む書写学習のあり方
― 自ら考え、自ら学ぶ書写学習をめざして ―

数学的に考える資質・
　能力を育むための

算数学習のあり方

変貌する未来を切り拓く社会科学習
～手応えの発見につながる「深い学び」の探求～

（小中共通）

新学習指導要領を意識したねらいや場を設定し、仲間と
協同的に学習する児童の姿が見られました。児童が主体的
に学習に取り組めるように、指導方法を工夫した授業が提
案され、魅力ある国語の授業のあり方について研究を深め
ることができました。

小学校６学年において、字配りに焦点をあてた授業が展
開されました。観点を数値化することで、文字を振り返る
きっかけとし、効果的な評価方法、練習方法が提案され、
研究を深めることができました。

「知識及び技能の習
得」「思考力、判断力、
表現力等の育成」「学
びに向かう力、人間性
等の涵養」を視点に置
き、主題に迫ることが
できるような検証授業
が実践されました。新
学習指導要領の理念
や方向性を意識した授
業が提案され、部会全
体で研究を深めていく
ことができました。

生徒たちの確かな学力の育成のため、生徒自身が意欲的・
主体的に活動する検証授業が展開されました。生徒につけ
たい力を明確化し、適した教材開発をすることで、魅力あ
る国語科学習のあり方について研究を深めることができま
した。

関中社千葉大会の主題の実現へ向け、展開 ・協議しまし
た。資料の読み取りや生徒同士の話合い活動などの「対話
的な学び」や気持ちを掻き立てる学習課題の設定などの「主
体的な学び」に重点を置き、「深い学び」につながる取り
組みとなりました。

「深い学び」へ導く研究
主題のもと、社会的事象を
理解し、社会に主体的に関
わろうとする力を育てるた
め、研究を推進して参りま
した。児童が、問題意識を
もって学習に取り組む授業
が提案され、研究を深める
ことができました。

小学校

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖

小学校
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理科理科

数学数学 生活生活

小学校

中学校

個を生かした学習指導の進め方
教科の本質にもとづき、児童の力で自然を調べる

楽しさが体得される場の工夫と指導法の追究

基礎・基本を身につけ、自ら学び
自ら考える力を育てる数学指導のあり方

～活用する力の育成を目指して～

つなぎ 育みながら学ぶ意欲を高める生活科
～新たな生活科の授業づくりをめざして～

　課題解決の過程に、自己
解決をする、考えを整理する、
自分の考えを他の人に説明す
る場面を意図的に設けた。そ
の中で既習事項を活用して解
決を図る、他の意見を活用す
るなどして、解決のための活
用力を育成することができた。

具体的な体験や活動
を大切にし、子どもた
ちの思いや願いを次の
活動へとつなげていく
授業づくりを行ったこ
とで、子どもたちは主
体的に学び、気付きの
質を深めることができ
ました。

中学校

小学校

個を生かした学習指導の進め方
自ら学ぶ意欲をもたせ、

問題解決能力を高める学習指導のあり方

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖

生徒のよさや可能
性を伸ばし、個性を生かす教育の一層の充実を図るため、
どのような学習形態が個を高めていく上でより効果的な授
業（観察・実験）になるか考え、実践しました。

単元の最終目標を明確にする
ことで、どんな表現や語彙が必
要か、活動を通して何ができる
ようになるとよいかなど、毎時
間の活動に目的意識をもち主体
的授業に取り組むことができた。
また、児童が興味・関心を持つ
題材や英語でやり取りをする自
然な場面設定を工夫することで
意欲的に取り組むことができた。

授業研究会では、外国語活動での学習内容を取り入れた
授業を行いました。また、講演会では小中接続における英
語指導についての理解を深め、今後どのような指導をした
らよいかを学びました。

主体的に外国語を用いてコミュニケーションを
図る資質・能力の育成（小中共通）

英語英語
小学校

中学校

自然事象から問題点を見出し、進んで問題を解決するこ
とで、思考が深まるとともに、自然について調べる楽しさ
を体得できると考える。多くの先生方が問題解決を大切に
しながら授業研究を行った。
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造形造形 家庭家庭

「かかわる・つながる・つくりだす」
　（小中共通）

小学校

中学校

中学校

子どもたちの瑞々しい感性を刺激するような題材や素材
との出会いを提供し、価値ある豊かなかかわりやつながり
が生まれる環境の工夫、新たな意味や価値をつくりだす喜
びを味わえる指導法について追求しました。

授業研究では指導案検討を通して、指導方法や表現素材
についての意見交換を行い、内容を深めることができまし
た。また、夏季の実技研修ではフォトショップを利用した
デジタルコラージュの制作について学びました。

家庭生活の学習では、これまでの生活を振り返りながら、
自分たちが環境へ与える影響について考える授業実践を行
いました。持続可能な社会の構築に向けて、環境への配慮
の視点を重視した研究を深めました。

コンピュータのプログラミングによる「数あてゲームの
制作」を通して、問題を見いだし課題を解決する力や他者
と協働して課題を解決する力を身に付けさせる授業につい
て検証しました。

学びを生かし、
よりよい家庭生活を創る児童の育成

― 実践的な態度につなげる指導の工夫 ―

生活や技術を工夫し、
創造する実践的な態度の育成

～ 主体的・対話的で深い学びを通して ～

技術技術
中学校

音楽音楽
小中合同

生涯にわたって音楽を楽しむことができる
児童・生徒の育成

― ９年間を見通した音楽科の学習指導 ―

今年度は「９年間を見通した音楽科の学習指導」をキー
ワードに11の授業展開で指導法の工夫に努めました。同じ
視点で小・中が連携した授業づくりをし、小学校での積み
重ねを中学校に繋げることを意識した授業の実践を行うこ
とができました。

授業研究では、「食品の選択と保存」と「環境に配慮し
た消費生活」の授業で、話し合い活動を通して深い学びへ
と研究を深めました。夏には、「非常用持ち出し袋」の製
作を行いました。

小学校

よりよい生活や持続可能な社会の構築を
　目指して生活を工夫し創造する実践的な

態度を育成する技術・家庭科教育の在り方
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体育体育

保健体育保健体育

小学校

中学校

運動の楽しさ
や喜びをより味
わえるようする
ための体育学習
について理論研

学校図書館を
利活用した授業
や公共図書館と
の連携など、小・
中学校合同で研
究を重ねていま
す。読書感想文
指導や読書活動
の進め方といっ
た日々の授業に

修や実技研修を通し、研修を深めました。様々な学年や単
元で授業を展開し、世代を越えたグループや全体で協議会
を行うことで、幅広く学べるようにしました。

役立つ研修、部会員同士の意見交流を積極的に行いました。

体育や保健の見
方・考え方を働か
せ、課題を発見し、
合理的な解決に向
けた学習過程を通
して、学びに向か
う力と体力を高め
る学習指導の方法
を工夫しました。

年３回の研究授業、実践報告や講師を招聘した学習会な
どを通して、小・中学校合同で研修を重ねています。児童
生徒の発達段階に応じた道徳科の指導、よりよい道徳教育
を進めることを重点として研究に取り組みました。

検証授業や研修会
を通して、児童の情
報活用能力育成のた
めのメディア活用方
法を研究しています。
プログラミングや第
２次CABINETの活
用など、今日的課題
についての研究を行
いました。

生涯にわたって健康を保持増進し、
運動に親しむ子どもを育てる体育学習

生涯にわたって健康を保持増進し豊かなスポーツ
ライフを実現するための保健体育指導のあり方

～ 学びの向かう力と体力を高める学習指導の工夫 ～

道徳道徳 視聴覚メディア視聴覚メディア
情報活用能力の育成を目指した指導法の工夫

～ 各教科等に通じて ～

主体的・対話的で深い学びを支える学校図書館

学校図書館学校図書館

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖

栄養管理、食に関す
る指導、指導資料作成、
衛生管理、事務管理、
給食費、給食センター
の各グループで研究を
深めました。実践発表、
授業研究、層別研修も
行い、日々の業務に役
立つ有意義な研修とな
りました。

学校給食学校給食

心身ともに、健康な児童・生徒の育成を
図るための効果的な管理運営のあり方

道徳性豊かな、考え、
議論する児童生徒の育成
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新学習指導
要領の先行実
施として、小
６学級活動⑶

「一人一人の
キャリア形成
と自己実現」

特別支援教
育のより一層
の専門性の向
上につながる
ように、実態
把握や実態分

新潟や松戸の凶悪
事件を受け、児童の
危険回避力を高める
ために防犯の授業を
展開した。教育講演
会では、大阪教育大
附属池田小の校長を
招き、学校防犯の取
組についてご教授し
ていただいた。

授業にどのように
キャリア教育の視点
を取り入れれば、子
どもたちのキャリア
発達を促すことがで
きるのかを検証しま
した。また、「しっ
かりキャリア」「ちょ
こっとキャリア」に
ついての理解を深め
ました。

様々な教科の先生が
いる部会です。主に、
寄せ植えの実習や植物
園等の施設見学を通し
て、植物栽培の基礎を
研修しますが、個人の
追究テーマ（環境、生
き物、食等）に基づき、
研究を深めていくこと
もできます。

安全教育安全教育

特別活動特別活動

キャリア教育キャリア教育学校園学校園

特別支援教育特別支援教育

児童・生徒が自他の安全を守るために必要な
　「潜在危険を予測し、それに対応できる能力」を

育てるには、どのようにしたらよいか。

自主的、実践的に活動し、
生きる力を身に付けた児童生徒の育成

－ 主体的・対話的で深い学びの実現を通して －

生きる力を育むキャリア教育のあり方

自ら学び、心豊かな児童生徒を育てるために、
生きて働く学校園経営のあり方

－ 栽培の基礎的知識の習得を通して －

特別な教育的支援を必要とする
児童生徒の理解と指導のあり方

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖

豊かな心を持ち、健康な生活を
送ることのできる児童生徒の育成

保健養護保健養護

の授業研究を行いました。意思決定から実践を行うまでの
児童の学びを繋ぐ学習過程について提案がされました。

析の仕方、児童生徒の行動の捉え方、授業展開における手
立ての工夫、キャリア教育の充実に向けた取組等について
研修・研究に取り組みました。また、将来を見据え、消費
生活センターや特別支援学校高等部の見学も行いました。

日常の執務の中から来室者対応、ネット依存、がん教育
など７つのテーマを決め、３年計画でグループごとに研究
を進めています。今年は２年目にあたり、それぞれ充実し
た研究を行うことができました。
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現代社会にお
ける諸問題や生
徒指導上で悩ん
でいることにつ
いて、事例を持
ち寄って検討し
たり、施設見学
を行ったりして

国際理解教育とし
て、持続可能な開発
目標であるＳＤＧｓ
を扱うことで、子ど
もたちが世界貢献を
果たそうという意欲
をもたせるような授
業実践を新たに開発

学校生活を通して、
子どもたちの社会性
を育むための研究を
しています。友だち
と関わりながら様々
な力を身につけるこ
とができるような教
材を開発して、「学
習を支える力」の事
例を増やしています。

今年度は「地
域」「防災」を
テーマとした検
証授業を実施し、
情報の整理・分
析から更なる追
究へと深める指
導のあり方につ

事例研究や、学
校現場で実践する
教育相談に関する
理論や技法を学ぶ
研修会・講演会を
行いました。特に、
学校と深く関わっ
ている方の講演を
多く取り入れ、外

部機関との連携の方法などについて研修を深めました。

学校事務学校事務

幼年教育幼年教育

国際理解教育・国際理解教育・
外国語活動外国語活動

教育相談教育相談

総合的な学習総合的な学習

生徒指導生徒指導

「チーム学校における学校事務のあり方」
～ 学校事務職員の新たな役割の研究 ～

子ども一人一人の社会性を育てる集団活動を
どう深め広げていくか。

心の国際化から、共に生きる社会へ
－ 国際性豊かな児童生徒の育成を目指して －

一人一人が豊かな心で主体的・意欲的に
学校生活を送るための教育相談的かかわり

～一人一人を理解し、支援するためのよりよい手だてを求めて～

生きる力を育むための　　　　　　　
　　　　　総合的な学習の時間の創造

～ どこでも、だれでもできる実践を目指して ～

社会性・連帯性のある児童・生徒の育成
－ 魅力ある学校・学級づくりを通して －

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖

います。また、授業研究を通して学級における望ましい生
徒指導の在り方について検証し、研修を深めました。

することができました。今後は、外国にルーツをもつ子ど
ものための日本語指導の研究もさらに深めていきたいです。

いて研修を深めました。各校の全体計画や指導事例をもち
寄って検討・協議し、指導力の向上を図っています。

今年度は講義及びグループ協議を行うことで新しい分野
への職務の理解を深めました。チーム学校の一員として、
組織力の発揮や教育活動の充実を図れるよう事務職員が学
校で果たす役割を考えチーム学校の中での学校事務職員の
あり方の研究を推進しています。
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部　会 学年 内　　容 学校・実践者名

国語（小）

2 読み方を工夫して音読発表会をしよう「かさこじぞう」 山下　眞弘（生浜小）

4 見学したことを報告しよう 北橋　輝一（弥生小）

4 短歌の世界 森本　文（あすみが丘小）

4 うまい！新聞をめしあがれ！4年2組新聞社より 五十嵐　裕一（星久喜小）

4 「アメージングガイドブック」をつくろう 大津　志帆（磯辺小）

4 ごんぎつねのクライマックスをつくろう 嶋司　翔産（朝日ヶ丘小）

6 思いを一つにグループで話し合おう
～北小ラストイヤープロジェクトに向けて～ 滝沢　祐太（千城台北小）

6 自分流枕草子を作ろう 末永　優子（幕張西小）

6 グループで話し合おう 手塚　未菜（山王小）

6 大切な本をしょうかいしよう  ～6年2組  名作34選～ 齋藤　なつの（草野小）

国語（中）
1 情報を整理してラジオコマーシャルを作ろう 宍戸　優太（磯辺中）

2 著者の構成や展開に着目し、その工夫と効果を考えよう 髙橋　暖（草野中）

3 「おくのほそ道」のおすすめスポットを紹介しよう 石毛　信明（星久喜中）

書写 6 字配りと点画のつながり『おもいやり』 西野　暁子（千城台東小）

社会（小）

3 お店のしごと 井出　雄飛（誉田東小）

4 水はどこから 松本　弘樹（金沢小）

4 くらしをささえる電気 小髙　智也（園生小）

4 ごみとすみよいくらし 田浦　秀稔（美浜打瀬小）

5 自動車をつくる工業 髙江洲　順平（幕張小）

6 明治の国づくりを進めた人々 新井　哲平（大宮小）

社会（中）

1 世界の諸地域　ヨーロッパ州 石橋　崇（高洲一中）

1 古代までの日本 松井　直樹（有吉中）

2 日本の諸地域　関東地方 木本　和道（花園中）

2 中世までの日本 河西　麦（若松中）

3 現代社会の特色と私たち 中後　直樹（若松中）

3 民主主義を問う 高橋　晶（千葉大附属中）

算数

1 たし算（1） 永井　雪香（都賀小）

1 かたちづくり 小林　奈緒子（こてはし台小）

1 たし算（2） 丸山　結花（源小）

5 合同な図形 中尾　光（川戸小）

5 面積 増田　弘明（園生小）

5 面積 多田　有輝（あすみが丘小）

6 分数÷分数 梶山　瑞貴（平山小）

6 速さ 大田　悠介（院内小）

6 比例と反比例 藤田　佑磨（稲毛第二小）

数学

1 正の数・負の数 阿部　雅大（土気中）

1 正の数・負の数 渡邉　瑞紀（天戸中)

1 図形の移動 渡邉　祐太（打瀬中）

1 比例の利用 渡辺　徹（新宿中）

2 課題学習「ぶどうの房パズル」 内山　まなみ（貝塚中）

2 合同な三角形 加藤　拓也（花園中）

3 平方根 林　秀和（緑町中）

3 円の敷き詰めと長方形 関　聖史（花園中）

3 相似な図形の利用 小倉　直子（花園中）

理科（小）

3 ゴムや風でものをうごかそう 山辺　智子（海浜打瀬小）

3 ゴムや風でものをうごかそう 西之川　美紀（小谷小）

4 電池のはたらき 鈴木　美智子（園生小）

4 とじこめた空気や水 兼子　稔（宮崎小）

5 流れる水のはたらき 幸阪　亮汰（北貝塚小）

6 水よう液の性質 小澤　あさと（花園小）

理科（中）

1 身近な物理現象 青木　敏史（高洲第二中）

1 物質のすがた 本間　駿一（都賀中）

1 身近な物理現象 岩﨑　直城（有吉中）

1 物質のすがた 大林　日登美（星久喜中）

2 化学変化と原子・分子 柴田　航（花園中）

3 運動とエネルギー 坂本　祐也（大宮中）

3 化学変化とイオン 片野　茂男（さつきが丘中）

3 化学変化とイオン 安岡　香奈子（千城台西中）

生活科 1 なつとなかよし  ～おもしろいあそびがいっぱい～ 髙橋　花梨（園生小）

部　会 学年 内　　容 学校・実践者名

英語
（小・中）

小6 Unit 6　What do you want to watch? 岡島　正輝（大宮台小）

中1 Lesson 3　I like Soccer 竜田　郁彦（みつわ台中）

中1 Let's Talk 4　買い物をしよう 上村　奈央（山王中）

中3 Lesson 4　The Story of Sadako 本田　仁美（天戸中）

中3 Lesson 5　Places to Go, Things to Do 宮野　友輔（朝日ヶ丘中）

中3 Project 3　ディスカッションをしよう 長谷川　頼子（さつきが丘中）

音楽
（小・中）

1 どれみでうたったりふいたりしよう 植草　史帆（大木戸小）

2 音の高さの違いを感じ取ろう 宮間　貴子（検見川小）

5 リズムアンサンブルをつくろう 水野　達（新宿小）

5 詩と音楽を味わおう 山田　美恵子（有吉小）

5 曲想を味わおう 池﨑　麻美（松ケ丘小）

6 曲想を味わおう 永田　枝緒里（磯辺第三小）

中1 イメージをもたらす音楽の秘密を探ろう 石川　ゆり（轟町中）

中2 曲の特徴を感じ取って奏法を工夫しよう 山田　妃登美（小中台中）

中2 思いや意図を持って曲想豊かに合唱しよう 川島　迪人（土気中）

中2 曲想を感じ取り、よさを味わおう 袴田　あやの（幕張西中）

中3 思いを歌に込めて合唱しよう 大木　弘美（貝塚中）

造形（小）

2 はっくつ！七まわりづかこふんをまもる　ふしぎな○○ 笠井　由紀（生浜東小）

4 発見！森林たんけん家 寺井　智史（草野小）

5 立ち上がれ！マイ・ライン　～ My不思議植物～ 桑原　小百合（土気小）

6 マイ　ワールド　～感じて　ためして　ひらめいて～ 池田　知大（花園小）

造形（中）
2 銅板画で描く不思議な世界 金丸　千紘（大椎中）

3 思いを「かたち」に～抽象表現に挑戦しよう～ 秋元　秀介（小中台中）

技術
3 ニンジンの栽培 神田　直樹（轟町中）

3 数あてゲームの制作 平野　泰博（打瀬中）

家庭（小） 6 共に生きる生活 川田　祐平（おゆみの南小）

家庭（中）
2 食生活と自立「食品の選択と保存」 星　麻希（稲毛中）

3 身近な消費生活と環境「環境に配慮した消費生活」 草川　政之（大椎中）

道徳
（小・中）

3 主題名「がんばりが続くには」教材名「うまくなりたいけれど」 手塚　了巳（生浜小）

4 主題名「誰に対しても公平に」教材名「となりのせき」 牧　祐太郎（大森小）

中3 主題名「自分で決めたこと」教材名「私も高校生」 田中　聖一（花見川中）

体育（小）

1 表現リズム遊び 橋口　和真（宮崎小）

1 跳の運動遊び 福士　利恵（誉田小）

3 健康な生活 石倉　陽介（宮崎小）

3 ハンドパスボール 山下　俊輔（美浜打瀬小）

4 マット運動 小林　和順（稲毛第二小）

5 跳び箱運動 深山　忍（花見川小）

6 体の動きを高める運動 小林　誠（誉田小）

6 バスケットボール 積田　創（こてはし台小）

体育（中）
2 体育理論「車イスバスケットボールから学ぶスポーツマンシップ」 福島　友樹（磯辺中）

2 球技「ハンドボール」 山本　康平（千城台南中）

視聴覚メディア 3 理科「太陽の光を調べよう」 塚田　和明（新宿小）

学校図書館 3 越智プラネタリウム開幕！  ～本から得た知識を伝え合おう～ 山田　広子（越智中）

学校給食 6 道徳「食べ物を大切に」節度・節制 越野　順子（弁天小）

特別活動（小・中） 6 これからの自分にできること 澤村　慶紀（美浜打瀬小）

特別支援
教育
（小・中）

1･2･3
5･6 げんき交流会へ行こう 中田　智子（花園小）

1･2･5 あきらめない心「とべたよ！」 大石　美樹、高宮　冴枝子
（金沢小）

2･3
5･6 げんきキャンプへ行こう！ 武安　博美、久保田　鮎子

（幕張小）

3～6 What do you like ? 茂木　一真、向　純子
（新宿小）

4 グループを前向きにふり返ろう 川口　竜平（花見川第三小）

1～3 自分だけのオリジナルフレームを作ろう 森田　由希子、竹内　由美
（千城台西中）

1・3 カレンダーで手提げカバンを作ろう 秋葉　泰博、森　知子
（さつきが丘中）

キャリア教育
（小・中） 4 だれもが『幸せな町』をつくろう 湯浅　正幸（幸町小）

安全教育 4 モデルジレンマを生かした防犯教育 月野木　諭（小中台南小）

生徒指導 3 特別活動「人間カラーコピー機」 泉　崇博（松ケ丘小）

国際理解教育・
外国語活動

6 外国語活動「I like my town」 奥小路　晴夫（高洲第四小）

1 社会科「世界の諸地域　第3節　アフリカ州」 鎌田　理子（稲毛中）

総合的な
学習

3
おゆみ野公園マイスター

若松　諭（おゆみ野南小）

3 山口　由真（おゆみ野南小）

5 自分たちの命を守るために 今井　良行（おゆみ野南小）

6 わたしたちの町　おゆみ野 中嶋　麻友（おゆみ野南小）今年度も「市教研で授業をやらせてください。」、「市
教研で授業がやってみたいです。」そんな先生方がた
くさんいました。頼もしく、嬉しい限りです。授業をやることで先生方
の授業力、教師として力量は確実に高まります。そして本番での授業では、
いつもとは少し違った授業に子どもたちは目を輝かせ、先生の一生懸命
な姿にいつも以上に頑張る姿を見せてくれます。毎日忙しい先生方にとっ
て市教研の授業を受けることは決して楽なことではありません。しかし、
頑張った分、得ること学ぶことはたくさんあり、自分の財産にもなります。
積極的に授業を受けてくださった先生、本当にありがとうございました。

千 葉 市 教 育 研 究 会 事 務 局
〒261-0003
千葉市美浜区高浜３–１–３千葉市教育会館内
TEL 043―279―8102
FAX 043―278―7630
WEB  http://www14.plala.or.jp/shikyoken/
e-mail  chibashikyoken@cameo.plala.or.jp
………………………………………………………………
　各部会の活動内容の詳細、授業記録は 「千葉市教育研究
会研究紀要第54集」本冊（学校１部配付）をご覧ください。

市教研で育てられる先生たち
千葉市教育研究会　副会長　植草 伸之（院内小）

市教研 指導案データベース　市教研 指導案データベース　令和元年度　令和元年度　追加指導案一覧追加指導案一覧


