
平成２８年５月吉日 

各小中学校長様                                                     
関 係 各 位 
                                                              金沢市立泉野小学校 
                                                               校長  中川 隆博 

石川県教育委員会指定 能動的学習推進事業推進校  

金沢市教育委員会指定 金沢型学校教育モデル実践支援事業（教科一般）一般指定校 

金沢市立泉野小学校 

第５４回 教育研究会のご案内 
研究主題 自分で考える子 

副  題 主体的・協働的な学びを目指して 

新緑が目に染みる季節となりました。皆さまにはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 さて，本校では，自主公開研究会を軸として，日々研鑽に努めて参りました。今年度は，能動的

な学習を推進し，「自分で考える子」を研究主題として，個の学びを深めるグループ学習の在り方

について研究を進めております。どうぞ，ご参会いただき，ご指導，ご助言を宜しくお願い申し上
げます。 
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全体提案（１３：３０～１３：４０） ２階体育館  研究概要提案  室木 千恵子 （本校研究主任） 

 

公開授業 第１限 （１３：５０～１４：３５） 

年・組 教科 単元名・題材名 指導者 場所 

１の１ 道徳 ともだちと なかよく  ２－（３）友情 横山 道代 1 階 １の１ 

１の２ 国語 くちばしクイズをつくろう ～くちばし～ 田村 綾香 1 階 １の２ 

１の３ 図工 やぶいたかたちからうまれたよ 石尾 衣里奈 1 階 １の３ 

２の１ 国語 
お話を読んでお手紙を書こう  

～スイミー  レオ=レオニの作品～ 
小野田 早織 １階 ２の１ 

３の１ 国語 読んでかんじたことを発表しよう ～もうすぐ雨に～ 鈴木 聡一郎 ２階 ３の１ 

４の１ 理科 電気のはたらき 長森 愛 ２階 第１理科室 

４の３ 算数 およその数の表し方を考えよう 櫻井 元太 ２階 ４の３ 

５の３ 英語 
Unit 11  What time do you get uｐ ？ 

        ～ラッキーパーソンを探せ～ 
桐生 愛 ３階 ５の３ 

５の２ 
算数 

（少人数） 
小数のわり算を考えよう 磯部 詩織 ３階 少人数教室 

６の３ 社会 ３人の武将と天下統一 谷口 真 ３階 ６の３ 

わかたけ(知) 算数 たしざんかな？ひきざんかな？ 元村 恵利子 １階 わかたけ 

ひいらぎ(情) 国語 本は友だち 北村 紀子 ２階 ひいらぎ 

 

 

公開授業 第２限  （１４：４５～１５：３０） 

  年・組 教科 単元名・題材名 指導者 場所 

２の２ 算数 計算のしかたをくふうしよう 北川 真理子 １階 ２の２ 

２の３ 国語 大すきなものをわかりやすくはっぴょうしよう 三井 明子 １階 ２の３ 

３の１ 音楽 リコーダーとなかよしになろう 石田 佳裕 ３階 第１音楽室 

３の２ 社会 市の様子 山 たか子 ２階 ３の２ 

３の３ 算数 あまりのあるわり算 野間 佐和子 ２階 ３の３ 

４の２ 英語 Ｕｎｉｔ １５  Ｄｏ you have glue ？  中田 泉 ３階 マルテ 

５の１ 社会   未来につなげる水産業 山井 貴嗣 ３階 ５の１ 

５の２ 理科 植物の発芽と成長 室木 千恵子 ２階 第２理科室 

５の３ 図工 いろいろ心カード 山形 真由美 ２階 図画室 

６の１ 体育 
器械運動（跳び箱運動） 

チームで作り上げよう！Ｂ－Ｄ跳び箱ｓｈｏｗ！ 
中村 岳 １階 体育館 

６の２ 国語 
「〇〇（自分が選んだ名画）を読む！」 
筆者のものの見方をとらえ、絵画コメンテーター
になろう 

泉 照美 ３階 ６の２ 

 

 

全体会  (１５：４０～１６：００)  ２階体育館 

 全体講評    金沢教育事務所  森 裕之 指導課長 

 

研究協議 各学年研究会 （１６：０５～１６：４５）  
協議題 －主体的・協働的な学びを目指して－ 

 

 

学年 場所 助言者 学年 場所 助言者 

１年 １階 １の１ 
山口 久代 

（金沢市教育委員会・指導主事） 
４年 ２階 ４の１ 

藤波 未央 

（金沢市教育委員会・指導主事） 

２年 １階 ２の１ 

塚 芳江 

（金沢市教育委員会・ 

教科指導アドバイザー） 

５年 ３階 ５の３  
山田 裕司 

（金沢市立泉小学校・校長） 

３年 ２階 ３の１ 

室井 登美子 

（金沢市教育プラザ研修相談センター・ 

指導主事） 

６年 ３階 ６の３ 
山岸 郁生 

（金沢市立富樫小学校・校長） 

 ２階 ひいらぎ 
山崎 麻子 

（金沢市教育委員会・指導主事） 
 

 
 
 

期日 ６月２４日（金） 

（全市一斉公開研究日） 

問い合わせ先  金沢市立泉野小学校 

(住所) 金沢市緑が丘４－６４ 

(TEL)  076－241－0615 (FAX)  076－242－2373 

(ホームページ)  http://cms.kanazawa-city.ed.jp/izumino-e/ 
(メールアドレス)  izumino-e@kanazawa-city.ed.jp 

 

特別支援 

学級 


