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初秋の候、皆様方におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

さて、本校は平成２６年度より学校研究主題を「ともに学び、高め合う子」とし、学び合う学習集団

づくり、学ぶ価値のある学習問題づくりを重点として取り組んで参りました。 

この度、下記のとおり研究発表会の開催を予定しております。ご多用とは存じますが、ご参加をいた

だき、ご指導・ご助言を賜りますようご案内申し上げます。 

１ 期 日        平成２７年１０月２３日（金） 

２ 会 場          金沢市立泉小学校 

３ 日 程  13:00  13:30      14:15  14:25     15:10  15:20     15:50  16:00    16:40 
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４ 公開授業 

１限（１３：３０～１４：１５） 

学年・組 教科 単元名・主題名 指導者 場所 

１－２ 国語 くらべてよもう じどう車くらべ 齋藤 牧子 １階 １－２ 

１－３ 国語 くらべてよもう じどう車くらべ 北山 仁美 １階 １－３ 

２－１ 算数 かけ算（１） 佐野 雅子 １階 ２－１ 

２－２ 算数 かけ算（１） 川岸 玲菜 １階 ２－２ 

３－２ 社会 店ではたらく人 浅香 泰江 ３階 ３－２ 

３－３ 算数 はしたの大きさの表し方を考えよう（小数） 高橋 雅美 ３階 ３－３ 

４－２ 理科 物の体積と温度 福家 利隆 ４階 理科室 

なのはな 生活単元 がんばったパーティをしよう 吉田 悠徒 ２階 なのはな 

５－３ 算数 面積の求め方を考えよう 端  洋 子 ４階 ５－３ 

少人数算数 算数 面積の求め方を考えよう 西村 みほ ３階 少人数算数教室 

６－２ 国語 絵を読み、みりょくを伝えよう 北原  剛 ４階 ６－２ 

６－３ 算数 速さの表し方 宮野 広光 ４階 ６－３ 

少人数算数 算数 速さの表し方 小畑 一弥 ２階 マルティパーパス 

研究主題  ともに学び、高め合う子 

研究発表会のご案内（第２次案内） 

 



２限（１４：２５ ～ １５：１０） 

学年・組 教科 単元名・主題名 指導者 場所 

１―１ 国語 くらべてよもう じどう車くらべ 稲井 志津子 １階 １－１ 

つくし 生活単元 みんなで金沢駅たんけんに行こう 加藤 弥生 ２階 つくし 

２－３ 算数 かけ算（１） 米沢 万記子 １階 ２－３ 

３－１ 算数 はしたの大きさの表し方を考えよう（小数） 道下 礼子 ３階 ３－１ 

３－２ 音楽 つづきの歌をつくって歌おう 中村 玲子 ４階 音楽室 

４－１ 算数 およその数の表し方を考えよう 寺村 真知子 ３階 ４－１ 

４－３ 理科 物の体積と温度 鳥田 千絵 ４階 理科室 

５－１ 社会 自動車をつくる工業 廣田 竜一 ４階 ５－１ 

５－２ 道徳 相手の立場になって ２-（４）寛容 佐 藤  哲 ４階 ５－２ 

６－１ 国語 絵を読み、みりょくを伝えよう 髙田 直美 ４階 ６－１ 

６－３  図画工作 味わってみよう、日本の美術 谷本 克典 ３階 図工室 

 

５ 全体会（１５：２０ ～ １５：５０） ２階 マルティパーパスルーム 

   ・研究概要  廣田 竜一    （本校研究主任） 

   ・全体講評  村上 賢正 先生 （金沢市教育委員会学校指導課主席指導主事） 

 

６ 分科会（１６：００ ～ １６：４０） 

 分科会 場所 助言者 

低学年 

（１・２年,つくし） 
１階 ２―１ 

沖 田  拓  先生 

（研修相談センター主任指導主事） 

中学年 

（３・４年,なのはな） 
３階 ３－１ 

江藤 里佳  先生  

（研修相談センター指導主事） 

高学年 

（５・６年） 
４階 ５－３ 

野 村  豊  先生 

（金沢市立諸江町小学校 校長） 

 

◆交通案内◆ 

 

お車でお越しの際は、校舎西側より 

 グランドへお入りください。 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 

       金沢市立泉小学校 

住所   ９２１－８３０１ 金沢市野町３－１１－１ 

ＴＥＬ （０７６）２４１－８３１８ 

ＦＡＸ （０７６）２４１－８３１９ 

ホームページ  http://cms.kanazawa-city.ed.jp/izumi-e/ 

 

 

泉小学校 

南大通り 

野町三丁目 

野町広小路 有松 

野町駅 

野町四丁目 


