
第６回教育研究会：昭和 28年 11月 13 日（金） 

 

研究主題  個人を育てる教育活動 

学習公開 

 国語科： 詩の味わい方と作り方 ２年…田中 

 社会科： 明治維新 ３年…高岡 

 数学科： 交通機関 １年…福原 

      合同と相似 ２年…川野 

 理 科： われわれの健康を保ち進めるためにはどのような飲食物や衣服を必要とするか 

  ２年…新堂 

 保健体育科： バスケットボール １年…保田 

 図画工作科： 表紙図案 １年…木村 

        製図の知識 １年…中谷 

 職業家庭科： 食生活の改善 ３年…上村 

 英語科： 感謝祭とクリスマス ３年…田村 

 習 字： 調和体で好きな詩を散らし書きにする 

研究協議 

 国語科…澤田，田中，中邑 

 社会科…佐野，山崎，安井，高岡 

 数学科…佐崎，川原，福原 

 理 科…新堂，佐崎 

 保健体育科…辻江，保田 

 図画工作科…木村，中谷 

 職業家庭科…上村，鳥井 

 英語科…田村，渡辺 

 放 送…鳥井 

発表 

 １ 本校の教育全体計画と個人を育てる教育…沢田 

 ２ 個人差の合理的評価と生徒補導…佐崎 

 ３ 指導のための教育調査…安井 

 ４ 学校放送の諸問題について…鳥井 

講演 「民主主義の教育」 元文部大臣 日本育英会長 前田 多門 先生  



第７回教育研究会：昭和 30年 10月 26日（水） 

 

研究主題  個人を育てる教育活動 

学習公開 

 国語科： 文学の味わい方 １年…田中 

 社会科： 封建制度の確立 ２年…山崎 

 数学科： 円と運動 ３年…福原 

 理 科： 食物と衣料 ２年…新堂 

 音楽科： 混声合唱をしよう ３年…久米 

 図画工作科： 写生画 ２年…木村 

 保健体育科： 陸上競技 ３年…保田 

 職業家庭科： わたくしたちの衣生活 １年…上村 

 英語科： At Home １年…田村 

研究協議 

 国語科： 国語科における文学指導 

 社会科： 生徒の興味と社会の欲求 

 数学科： 調査に基づく数学指導－論証の可能性－ 

 理 科： 興味欲求に応ずる理科指導 

 音楽科： 音楽の生活化－いかにして音楽に対する興味を深めたらよいか 

 図画工作科： 写生画について 

 保健体育科： 調査に基づく体育指導 

 職業家庭科： 男女共通領域の教材について 

 英語科： 家庭学習と教室学習との関係 

発表 

 １ 本校教育全体計画と個人を育てる教育…佐野敏夫 

 ２ 指導のための調査の意義と実際…佐崎良雄 

 ３ 家庭学習の状態調査とその指導…川野太喜男 

 ４ ホーム・ルームにおける個人指導の一例…安井司 

 ５ 読書指導の基礎…高岡輝夫 

講演 「生活指導と教育評価」について 

 大阪学芸大学助教授  後藤 与一 先生 

講演 「観る眼から育てる手へ」 大阪市教育研究所 白井 勇 先生 

 



第８回教育研究会：昭和 35年 6月 27日（月） 

大阪学芸大学附属天王寺中学校，附属高等学校天王寺校舎 

研究主題 中・高通しての学習指導の問題について 

学習指導 

 国語科： 図書館に行って 中３…上野 

       源氏物語（若紫）高 III…久島 

 社会科： 関東地方 中１…山崎 

       集落（インド）高 II…安井 

 数学科： 二次方程式 高Ｉ …岡田 

       函数のグラフ 高 II…岡森 

 理 科： 炭酸同化作用 高Ｉ …新堂 

       電子と原子（真空放電） 高Ⅲ…武田 

 音楽科： グループ演奏を楽しもう 中３…久米 

 図画工作科： 表現方法の研究 中２…萩原 

 保健体育科： バスケットボール 高 II…保田 

 職業家庭科： 裁縫ミシン 中２…上村 

 英語科： WILLIAM TELL 中３…田村 

       The Moon's Tale 高Ｉ …山口 

研究協議 

 国語科： 中・高読解指導の一貫性について 

 社会科： 中・高社会科の学習指導の検討 

 数学科： 高等学校新入生の学力上の弱点について 

 理 科： 新学習指導要領に準拠した理科教育の発達段階に対する配慮 

 音楽科： 普通授業に於ける楽器学習のあり方 

 図工科： ゼザイン教育の在り方 

 保健体育科： 自主的な体育活動をさせるための指導ならびに中高指導の関連について 

 職業家庭科： 技術・家庭科の学習指導ならびに中高指導の関連について 

 英語科： NON-FINITE の取り扱い 

発表 

 １ 中・高一貫教育の現状…澤田 義一 

 ２ 本校研究の歩みと生活指導…辻江 正夫 

講演 「中・高教育の問題点」 大阪学芸大学助教授 芝野 庄太郎 先生 

特別講演 文部大臣 松田 竹千代 先生 



第９回教育研究会：昭和 36年 6月 29日（木） 

 

社会科 

 研究主題 社会科学習内容の検討－歴史学習を中心として－ 

 授業Ｉ ヨーロッパの封建制度 中２ 山崎 俊郎 

 授業 II インド文明のおこり 高Ｉ 高岡 輝夫 

 研究協議 

  年表，資料の活用 

  世界史の取り扱いに関する諸問題 

  指導講師 大阪府教育委員会指導主事 杉本 恒男 先生 

  司会 安井 司 

 講演 世界史の教材の取扱い方  

  大阪学芸大学教授 北山 康夫 先生 

 研究協議   

  司会 大阪市立豊崎中学校教頭 佐野 敏夫 先生 

  提案 鎌倉・室町時代の取り扱い 

  大阪市夕陽丘中学校教諭 西田 光男 先生 

  学習指導における歴史意識の形成 高岡 輝夫 

 協議 

  指導講師 大阪市教育委員会指導主事 八田 英治 先生 

  大阪府教育研究所員 三宅 長兵衛 先生 

 講演 時代の特色をどうとらえるか 大阪学芸大学助教授 舟ヶ崎 正孝 先生 

 

理科 

 研究主題 理科学習内容の検討－実験指導を中心として－ 

 授業Ｉ 酸とアルカリ 中３ 武田 久男 

 授業 II 酸・塩基・塩 高Ｉ 武田 和生 

 研究協議 理科学習における発達段階に応ずる指導について－中和滴定実験の取り扱いについて－ 

  指導講師 

   大阪府教育委員会指導主事 光田 輝男 先生 

   大阪府教育委員会指導主事 三宅 孝明 先生 

   大阪市教育委員会指導主事 立石 吉夫 先生 

  司会 佐崎 良雄 



   中学校理科における指導の限界について 大阪市立天王寺中学校教諭 青谷 道三 先生 

   中学校における理科実験指導について 

  指導講師 

   大阪学芸大学助教授 勝守 寛 先生 

   大阪学芸大学教授 松村 栄三 先生 

   大阪学芸大学教授 杉野 久雄 先生 

   大阪学芸大学教授 能田 忠亮 先生 

 

保健体育科 

 研究主題 柔道の学習内容をどのように指導するか 

 授業  柔道 中１ 辻江 正夫 

 研究発表 

  柔道の学習内容の実際指導の研究 

  骨折，脱臼，捻挫などに対する指導者の心得 

  発表者 辻江 正夫 

  柔道審判法の実際指導 大阪府教育委員会保健体育科体育係長 館野 進 先生 

 研究協議 柔道指導の諸問題について 

   大阪市立菅南中学校教諭 寺尾 嘉平 先生 

  指導講師 

   大阪学芸大学教授 重田 為司 先生 

   大阪学芸大学助教授 青谷 甚夫 先生 

   大阪府教育委員会保健体育科体育係長 館野 進 先生 

   大阪市教育委員会指導主事 森口 肇 先生 

  司会 保田 喬 

  



第１０回教育研究会：昭和 37年 6月 28日（木） 

 

国語科 

 研究主題 読書指導について 

 授業Ｉ 「清兵衛とひょうたん」 中２ 上野 久男 

 授業 II 蓮の香 高Ｉ 野井 登 

 研究協議 

  指導講師 

   大阪学芸大学助教授 弥吉 菅一 先生 

   東京教育大学教授 石井 庄司先生 

 講演 読書の諸問題 東京教育大学教授 石井 庄司先生 

 

社会科 

 研究主題 政経社学習の内容検討 

 授業Ｉ 日本における民主主義の発達 中３ 西田 光男 

 授業 II 日本における民主主義の発達 高Ｉ 山崎 俊郎 

 研究発表及び協議 政・経・社学習の諸問題（学習指導の反省） 

  社会科と政・経・社の関連 安井 司 

  小・中・高校生にみられる政治意識について 高岡 輝夫 

  指導講師 

   大阪市教育委員会指導主事 佐野 敏夫 先生 

   大阪府教育委員会指導主事 杉本 恒男 先生 

   大阪学芸大学助教授 村田 廸雄 先生 

  司会 大阪学芸大学附属平野中学校教諭 村田 武三 先生 

 研究協議 現代社会における諸問題と社会科教育 

 指導講師 

  大阪朝日新聞論説副主幹 熊本 忠良 先生 

  大阪学芸大学助教授 村田 廸雄 先生 

  大阪学芸大学助教授 酒井 忠雄 先生 

  司会 大阪学芸大学附属高等学校池田校舎教諭 村田 実 先生 

      大阪学芸大学附属高等学校池田校舎教諭 三木 敏 先生 

 

 



数学科 

 研究主題 中学校における論証の限界・二次関数・ベクトル指導についての実験 

        学習指導要領と数学教育の現代化 

 授業  ベクトル 高Ｉ 岡田 義郎 

 研究協議 

  指導講師 京都大学教授 奥川 光太郎 先生 

 講演 新教材に関して 京都大学教授 奥川 光太郎 先生 

 

英語科 

 研究主題 授業の能率的なすすめ方 

 授業Ｉ Morning,Afternoon,AndEvening 中２ 野村 英太郎 

 授業 II Subjuctive Mood 高 II 宮畑 一郎 

 研究協議 

  指導講師 

   大阪学芸大学助教授 藤田 賢治 先生 

   大阪市教育委員会 小村 幹夫 先生 

 


