
第１１回教育研究会：昭和38年 7月 2日（火） 

社会科 

 研究主題 社会科学習内容の検討－倫理・社会分野について－ 

 授業Ｉ  「古代ギリシアの思想 ソクラテス・プラトン」 高 II 河井 真 

 授業 II 「人生の幸福」 高 II 高岡 輝夫 

 授業の反省と提案 

  人生観・世界観の取り扱いについて 河井 真 

  学習指導計画について 高岡 輝夫 

  倫理・社会の教科書分析 西田 光男 

 研究協議 「倫理・社会学習上の問題点」 

  指導講師 大阪学芸大学助教授 村田 廸雄 先生 

  司会 山崎 俊郎 

 

音楽科 

 研究主題 中学校の創作学習について 

 授業  「旋律の流れ」 中１ 久米 てる子 

 研究発表と授業の反省 中学校の創作学習の一貫 久米 てる子 

 研究協議  「創作学習を中心とした中学校音楽教育の諸問題」  

  指導講師 

   大阪学芸大学教授 山県 茂太郎 先生 

   大阪市教育委員会指導主事 菅生 直巳 先生 

   大阪府教育委員会指導主事 木村 忠雄 先生 

 講演 モーツアルトのメロディの構成について 大阪学芸大学教授 山県 茂太郎 先生 

 

美術科 

 研究主題 構想画表現の幅 

  授業  構想画 中２ 萩原 直 

 研究発表 構想画導入の実際 萩原 直 

 研究協議 構想画指導のあり方 

  指導講師 

   大阪学芸大学教授 高妻 巳子 先生 

   大阪学芸大学講師 木村 茂 先生 

  司会 大阪市立北綾中学校教諭 西山 和典 先生 



第１２回教育研究会：昭和39年 11月 19日（木） 

 

国語科 

 研究主題 説明的な文章の解読 漢文構造の問題点 

 授業Ｉ 説明文的な文章の読解 中２ 木下 士郎 

 授業 II 孔子と論語 高Ｉ 片山 智行 

 研究協議 中学校部会「説明的な文章の読解」 

  問題提起者 上野 久男 

  指導講師 

   大阪府教育委員会指導主事 中西 幸男 先生 

   大阪市教育委員会指導主事 竹島 信隆 先生 

   大阪学芸大学助教授 土部 弘 先生 

  司会 大阪市立矢田中学校教諭 村田 真吾 先生 

 研究協議 高等学校部会「漢文構造の問題点」 

  問題提起者 片山 智行 

  指導講師 東京大学教授 藤堂 明保 先生 

  司会 大阪府高等学校国語研究会理事長 森 仁郎 先生 

 講演 漢字ところどころ－国語教育における漢字の諸問題－ 東京大学教授 藤堂 明保 先生 

 

社会科 

 研究主題 地誌学習の問題点 

  授業Ｉ 瀬戸内海をはさむ中国・四国地方 中１ 山崎 俊郎 

  授業 II アジアの自然と生活 中１ 安井 司 

 授業の反省と提案 安井 司 

 研究協議 地誌学習の問題点 

  指導講師 

   大阪府教育委員会指導主事 山田 静也 先生 

   大阪府教育委員会指導主事 佐野 敏夫 先生 

   大阪学芸大学教授 位野木 寿一 先生 

  司会 大阪市立高津中学校教諭 磯 高材 先生 

 

数学科 

 研究主題 図形の論証指導について 

 授業 三角形の辺と角 中２ 福原 公雄 

  研究発表 

   図形における一般化・特殊化の段階指導 松宮 哲夫 



   図形論証の指導方法についての問題点と対策 福原 公雄 

   生徒の論理的思考についての調査 笹田 昭三 

 講演 論証指導の方法の改善について 

  大阪学芸大学助教授 黒崎 達 先生  

 研究協議 図形の論証指導について 

  指導講師 

   大阪府教育委員会指導主事 井上 良治 先生 

   大阪学芸大学教授 花井 七郎 先生 

   大阪学芸大学助教授 黒崎 達 先生 

  司会 岡田 義郎 

 

理科 

 研究主題 物質とエネルギーの交代 

 授業  エネルギーの転換 高Ｉ 浜谷 巌 

 研究協議 物質とエネルギー交代 

  問題提起者 芳賀 和夫 

  指導講師 

   大阪学芸大学教授 中村 治 先生 

   大阪学芸大学教授 藤本 克巳 先生 

   大阪学芸大学教授 川合 浩一 先生 

   大阪学芸大学講師 上林 久雄 先生 

  司会 大阪府立三国丘高等学校校長 小野 雄三 先生 

 講演 遺伝と生化学 大阪学芸大学教授 吉川 秀男 先生 

 

英語科 

 研究主題 中３・高Ｉ の関連－語法を中心として－ 

 授業Ｉ Stephn Fostes 中３ 瀬川 俊一 

 授業 II Grace Darling 高Ｉ 山口 格郎 

 研究協議 中３・高Ｉ の関連－語法を中心として 

  問題提起者 宮畑 一郎 

  指導講師 

   大阪市教育委員会指導主事 小村 幹夫 先生 

   大阪学芸大学助教授 藤田 賢治 先生 

   大阪学芸大学フルブライト英語講師 Samuel Grolmes 先生 

  司会 野村 英太郎 

 講演 Palmer の再評価 大阪学芸大学助教授 藤田 賢治 先生 



第１３回教育研究会：昭和40年 11月 18日（木） 

 

社会科 

 研究主題 基本的事項の取扱いについて 

  授業Ｉ 鎌倉幕府の衰退 中２ 西田 光男 

  授業 II 鎌倉幕府の衰退 高Ｉ 高岡 輝夫 

 授業の反省と提案 

  授業の反省 

   「鎌倉文化」の取扱い方 高岡 輝夫 

   「戦後の日本」の取扱い方 西田 光男 

 研究協議 基本的な事項の取扱いについて 

  指導講師 

   大阪市教育委員会指導主事 佐野 敏夫 先生 

   大阪学芸大学教授 舟ヶ崎 正孝 先生 

  司会 大阪市立堀江中学校教諭 富田 啓二 先生 

 講演 室町時代の社会と文化  京都大学教授 柴田 実 先生 

 

理科 

 研究主題 発達段階に応ずる理科の学習 

 授業Ｉ 光の屈折 中３  佐崎 良雄  

 授業 II 光の回折と干渉 高 II 武田 和生 

 研究協議 発達段階に応ずる理科の学習指導－中・高における物理教材の取扱いを中心に－ 

  解説者 武田 和生 

  指導講師 

   大阪学芸大学教授 綾井 誠昌 先生 

   大阪学芸大学教授 小林 篤郎 先生 

   大阪学芸大学教授 志茂山保光 先生 

  司会 佐崎 良雄 

 講演  Ｘ線構造解析 大阪大学助教授 笹田 義夫 先生 

 

美術科 

 研究主題 単色木版画の効果的な指導 

  授業Ｉ 木版画の指導 中１ 岡田 博 

  授業 II 木版画の指導 中１ 岡田 博 

 研究発表 単色木版画の効果的な指導 

  発表者 岡田 博 

 研究協議 版画指導のあり方について 

  指導講師 大阪学芸大学講師 木村 茂 先生 

  司会 大阪学芸大学附属天王寺小学校教諭 原 晃一郎 先生 

 



第１４回教育研究会：昭和 41年７月１日（金） 

 

国語科 

 研究主題 中学校高学年の古典入門について 

  授業Ｉ そら寝（宇治拾遺物語） 中２ 上野 久雄 

  授業 II 馬盗人（今昔物語） 中３ 野井 登 

 研究協議 中学校高学年の古典入門について 

  指導講師 

   大阪市教育委員会指導主事 田中 義真 先生 

   大阪学芸大学助教授 土部 弘 先生 

  司会 大阪学芸大学附属平野中学校教諭 青木 弘 先生 

 講演 翻訳と解釈  甲南大学教授 寿岳 文章 先生 

 

保健体育科 

 研究主題 陸上競技の指導について 

  授業Ｉ 陸上競技（短距離走） 高 II 男 保田 蕎 

  授業 II 陸上競技（短距離走） 中１男 保田 蕎 

 研究協議 陸上競技の指導について 

  指導講師 

   大阪府教育委員会指導主事 長野 元泰 先生 

   大阪市教育委員会学校体育係長 森口 肇 先生 

   大阪学芸大学教授 重田 為司 先生 

  司会 大阪府立大手前高等学校教諭 八倉 広道 先生 

 講演 スポーツの振興と学校体育教育のあり方について 大阪市教育委員会体育課長，日本陸上競技

連盟理事 木南 道孝 先生 

 

英語科 

 研究主題 表現指導上の問題点 

 授業Ｉ 不定代名詞 中２ 田村 啓 

 授業 II 英作文 高 III 山口 格郎 

 授業 III 関係代名詞 中３ 瀬川 俊一 

 授業 IV ANCIENT HISTORY  野村 英太郎 

 研究協議 表現指導上の問題点 

  授業の反省と提案 山口 格郎 瀬川 俊一 

  ミス・スペリングについて 田村 啓 

  指導講師 

   大阪市教育委員会指導主事 小村 幹夫 先生 

   大阪学芸大学助教授 藤田 賢治 先生 

  司会 大阪学芸大学講師 宮畑 一郎 先生 

 講演 （国語と同じ）  



第１５回教育研究会：昭和42年 10月 19日（木） 

 

社会科 

 研究主題 中学校における政経社学習の諸問題 

 授業Ｉ 世論と政治 高Ｉ 高木 正喬 

 授業 II 政治のしくみと運営 中３ 安井 司 

 研究協議 中学校における政経社学習の諸問題 

  提案者 中学校における政治学習の実践 西田 光男 

  指導講師 

   大阪府教育委員会指導主事 木下 良裕 先生 

   神戸大学助教授 和田 鶴蔵 先生 

   大阪教育大学助教授 土居 靖美 先生 

  司会 河井 真     

 

理科 

 研究主題 物質の化学構造の指導について 

  授業Ｉ 酸化と還元 中３ 林 寿夫 

  授業 II 分子量の求め方 高 II 桜井 寛 

 研究協議 物質の化学構造の指導について 

  指導講師 

   大阪府教育委員会指導主事 小田切 岩男 先生 

   大阪市教育委員会指導主事 中野 文雄 先生 

   大阪教育大学教授 小田 孜 先生 

   大阪教育大学教授 松村 栄三 先生 

   大阪教育大学助教授 菜嶋 健夫 先生 

      司会 武田 和生 

 講演 物質構造と化学の教育  大阪大学名誉教授，関西学院大学教授 仁田 勇 先生  

 

美術科 

 研究主題 表現教材開発の意義と可能性について 

  授業Ｉ 化石を作ろう 中１ 岡田 博 

  授業 II 極地方を描く 中３ 岡田 博 

 研究協議 表現教材開発の意義と可能性について 

  提案者 表現教材の現状と問題点，表現教材開発の必要性，表現教材開発の見通し 岡田 博 

  指導講師 

   大阪市教育委員会指導主事 乾 一雄 先生 

   大阪府教育委員会泉北郡出張所指導主事 庭田 定男 先生 

   大阪教育大学講師 木村 茂 先生 

  司会 大阪教育大学附属天王寺小学校教諭 原 晃一郎 先生 


