第１６回教育研究会：昭和 43 年 10 月 17 日（木）
国語科
研究主題 長文の読解をめぐって
授業Ｉ くもの糸 中１

木下 士郎

授業 II 羅生門 高Ｉ 石川 承紀
研究協議 物語文の読解をめぐって
提案者 上野 久男
指導講師 大阪市立花乃井中学校長 白井 勇 先生
司会 大阪市立菫中学校教諭 波田野 文夫 先生
研究協議 長文の読解をめぐって－文学作品指導の場合－
提案者 久島 惟行
指導講師 大阪教育大学教授 彌吉 菅一 先生
司会 大阪教育大学講師 中西 一弘 先生
講演 ベルグソンの哲学観

大阪大学名誉教授，南山大学教授 沢瀉 久敬 先生

社会科
研究主題 政経社学習の諸問題
授業Ｉ 選挙 中３ 高岡 輝夫
授業 II 選挙 中３ 高岡 輝夫
提案 本時教材のとり扱い 西田 光男
研究協議 政経社学習の諸問題
指導講師
大阪府教育委員会指導主事 杉本 恒男 先生
大阪市教育委員会指導主事 清田 一夫 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
大阪教育大学助教授 歓喜 隆司 先生
司会 安井 司
数学科
研究主題 数概念の指導について
授業

一次関数とグラフ 中２ 福原 公雄

研究発表
教材分析の方法について 福原 公雄
数概念の指導について 松宮 哲夫
講演 教材分析の観点について 大阪教育大学教授 阿部 浩一 先生
研究協議 教材分析について
指導講師 大阪府教育委員会指導主事 瀬戸川 寛 先生
大阪教育大学教授 阿部 浩一 先生
大阪教育大学講師 岡森 博和 先生
司会 本間 俊宏

保健体育科
研究主題 体力養成と学習指導
授業Ｉ 機械運動 高 II 矢田

節彦

授業 II 柔道 中２ 中谷 宗弘
研究協議 体力養成と学習指導
提案者 風間 建夫
指導講師
大阪府教育委員会指導主事 長野 元泰 先生
大阪市教育委員会指導主事 辻江 正夫 先生
司会 保田 喬
講演 学校体育における体力づくり 大阪教育大学助教授 辻野 昭 先生
技術科
研究主題 交流理論の取上げ方について
授業Ｉ ３球ラジオ受信機 中３ 渡辺 優
授業 II ３球ラジオ受信機 中３ 渡辺 優
提案 交流理論の取上方についての実践 渡辺 優
研究協議 交流理論の取上方について
指導講師
大阪府教育委員会指導主事 八丈 次良 先生
大阪市教育委員会指導主事 磯部 喜代三 先生
大阪教育大学助教授 浅野 安吉 先生
司会 大阪教育大学附属池田中学校教諭 直原 宏明 先生
英語科
研究主題 読解指導
授業Ｉ Blackie Goes Outside

中２ 瀬川 俊一

授業 II Mary Poppins 高Ｉ 田村 啓
授業 III Tom Tell AboutＩndia 中３ 樋口 忠彦
授業 IV The English Mind 高 III 伊達 寿曠
研究協議 読書指導
発表者
中学校における読書指導 瀬川 俊一
高校における読書指導の実際 山口 格郎
指導講師 大阪府教育委員会指導主事 浜口 みづら 先生
大阪市教育委員会指導主事 小村 幹夫 先生
ＥＬＥＣ主事（研修課長） 松下 幸夫 先生
大阪教育大学教授 増山 節夫 先生
富山大学教授 藤田 賢治 先生
講演 （国語と同じ）

第１７回教育研究会：昭和 44 年 10 月 16 日（木）
社会科
研究主題 学習と生徒の社会的問題意識との結合
授業Ｉ 裁判のしくみ 中３ 冨田 健治
授業 II 裁判のしくみ 中３ 冨田 健治
提案 学習と生徒の社会的問題意識との結合 西田 光男
研究協議 生徒は政経社の学習内容をどのように日常生活にいかしているか
指導講師
文部省教科調査官 梶 哲夫 先生
大阪府教育委員会指導主事 杉本 恒男 先生
神戸大学助教授 和田 鶴蔵 先生
大阪教育大学助教授 歓喜 隆司 先生
司会 津崎 幸博
理科
研究主題 探求の過程を重視するには
授業Ｉ 地かくの変動と地表の歴史 中１ 武田 和生
授業 II 地殻の構成物と地殻の変遷 高Ｉ 浅野 浅春
研究協議 探求の過程を重視するには
提案者 浅野 浅春，武田 和生，辻 退一
指導講師
大阪府立科学教育センター研修部長 加藤 磐雄 先生
大阪府教育委員会指導主事 藤光 利直 先生
大阪市教育委員会指導主事 佐崎 良雄 先生
大阪教育大学教授 坂口 重雄 先生
司会 大阪府立茨木高等学校教諭 平田 泰世 先生
講演 中国における自然科学

前京都大学人文科学研究所長，龍谷大学教授 藪内 清 先生

美術科
研究主題 中・高における表現材料（描画，デザイン・色彩）の系譜
授業

自己紹介 中２

岡田 博

研究発表 中・高における表現材料（描画，デザイン・色彩）の系譜 岡田 博
研究協議 「ＨＯＴな教材」をめぐって
提案者
岡田 博
大阪教育大学講師 花篤 実 先生
指導講師
大阪市教育委員会指導主事 長谷川 雅司 先生
大阪市教育委員会指導主事 乾 一雄 先生
大阪教育大学助教授 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

第１８回教育研究会：昭和 45 年 10 月 22 日（木）
数学科
研究主題 高等学校の新指導要領の問題点
研究発表
中学校の新しい指導内容について 松宮 哲夫
高等学校における「代数・幾何」の問題点 網 脩三
高等学校における「解析」の問題点 本間 俊宏
高等学校における「確率・統計」の問題点

越智 治躬

高等学校における「集合・論理」の問題点 横田 稔良
講演 新指導要領について 大阪教育大学教授 高橋 陸男
研究協議 高等学校の新指導要領の問題点
指導講師 大阪教育大学教授 高橋 陸男
司会 平林 宏朗

英語科
研究主題 読解指導について
授業Ｉ

Rip Van Winkle 中３ 樋口 忠彦

授業 II

My Father's Wedding-day 高 Ｉ 奥

啓一

授業 III The HappyＩslands 中３ 田村 啓
授業 IV Tale of Two Cities 高 II 山口 格郎
研究協議
（中学校の部）読解指導について
発表者 今倉 大
指導講師
大阪府教育委員会指導主事 浜口 みずら 先生
大阪市教育委員会指導主事 小村 幹夫 先生
司会兼講師大阪教育大学講師 丸谷 満男 先生
（高等学校の部）速読指導について
発表者 千種 基弘
指導講師 堺市教育委員会指導主事 野村 英太郎 先生
司会 下長 利一
講演 なぜ英語を学ぶのか
お茶の水女子大学講師，ＮＨＫテレビ中級英会話講師 国弘 正雄 先生

保健体育科
研究主題 体力と学習指導
授業Ｉ ラグビー 高 II 矢田 節夫
授業 II 陸上競技 中２ 風間 建夫
研究発表 体力と学習指導
発表者 保田 喬
指導講師
大阪府教育委員会指導主事 尾崎 弘明 先生
大阪市教育委員会指導主事 辻江 正夫 先生
大阪教育大学助教授 青谷 甚夫 先生
司会 中谷 宗弘
講演 キネシオロジーから見た「体操」領域の指導 大阪教育大学助教授

辻野 昭 先生

第１９回教育研究会：昭和 46 年 10 月 14 日（木）
国語科
研究主題 新指導要領における書くこと（書写）の指導
授業

いろいろな表紙 中１ 上野 久男

研究発表 書写に興味関心をもって学習させるには 上野 久男
研究協議 これからの書写指導－新指導要領をふまえて－
指導講師
杉岡 正美 先生
中逵 勇 先生
司会 松永 武純 先生
講演 中学校における書写教育
大阪教育大学教授，ＮＨＫテレビ書道講座講師 杉岡 正美 先生
社会科
研究主題 高等学校新指導要領の問題点
研究発表
中学校の新指導要領について 冨田 健治
「倫理・社会」
「政治・経済」の問題点 津崎 幸博
「地理」の問題点 田原 悠紀男
「日本史」の問題点 高岡 輝夫
「世界史」の問題点 高木 正喬
講演 高等学校新指導要領について 大阪教育大学助教授

歓喜 隆司 先生

研究協議 高等学校新指導要領の問題点
指導講師 大阪教育大学助教授

歓喜 隆司 先生

司会 西田 光男
理科
研究主題 生態系の研究指導
研究発表
森林の土壌生物の取り扱い 芳賀 和夫
潮間帯生物の取り扱い 浜谷 巌
講演
溜池の生態系を調べる 大阪教育大学教授 水野 寿彦 先生
森林生態系の研究方法－志賀高原亜寒帯針葉樹林調査を例にして－
京都大学農学部講師（演習林勤務） 渡辺 弘之 先生
研究協議 生態系の研究方法と指導上の問題
指導講師
大阪教育大学教授 水野 寿彦 先生
京都大学農学部講師（演習林勤務） 渡辺 弘之 先生
司会 大阪府立泉北高等学校教諭 南 敬 先生

音楽科
研究主題 音楽科教育における創造性への試み
授業

メンデルスゾーン「銀色の雨」 中２ 石見 周而

研究発表と研究協議 創造しについて（主に小アンサンブルを通して）
発表者 石見 周而
指導講師
大阪教育大学教授 宮田 和 先生
大阪教育大学教授 加藤 直四郎 先生
司会兼指導講師 大阪教育大学助手 中村 直行 先生
講演 創造性を考えた和声と旋律との関連性

大阪教育大学教授 山縣 茂太郎 先生

第２０回教育研究会：昭和 47 年 11 月 16 日（木）
数学科
研究主題 高等学校新指導要領の問題点・その２－新数学 Ｉ の内容の取扱いについて－
研究発表
和と式 平林 宏朗
ベクトル 網 脩三
写像 本間 俊宏
確率 越智 治躬
講演 数学教育について－高校数学の内容とその取り扱い－
大阪教育大学学長 高橋 陸男 先生
研究協議 新数学 Ｉ の内容の取扱について
指導講師
大阪教育大学学長 高橋 陸男 先生
大阪教育大学助教授 三輪 辰郎 先生
司会 横田 稔良
英語科
研究主題 Writing の指導について
授業Ｉ 中３ 今倉 大
授業 II 高Ｉ （作文） 奥 啓一
授業 III 高 II（作文） 山口 格郎
研究発表と協議
中学校 研究発表 言語活動を中心とした Writing の指導
発表者 樋口 忠彦
指導講師
大阪教育大学助教授 織田 稔 先生
大阪府教育委員会指導主事 浜口 みづら 先生
大阪府科学教育センター主幹 松久 敏愛 先生
高等学校 問題提起
提起者 田村 啓
指導講師 大阪教育大学助教授 宮畑 一郎 先生
司会 下長 利一
講演 英語を書くということ

大阪大学教授 毛利 可信 先生

技術・家庭科（男子向き）
研究主題 木材加工の取り扱い方
授業 木材加工 塗装工程 中１ 中村 潔
研究発表 木材加工を定着させる一試案（ＶＴＲの利用と個別化） 中村

潔

研究協議 木材加工を定着させる一試案（ＶＴＲの利用と個別化）
指導講師
大阪府科学教育センター技術・家庭科室長 八丈 次良 先生
大阪教育大学教授 本間 一男 先生
大阪教育大学教授 斉藤 洋 先生
司会 大阪教育大学附属池田中学校教諭 直原 宏明 先生
講演 木材加工における新教材への取組み－塑性加工について
大阪教育大学教授 本間 一男 先生
技術・家庭科（女子向き）
研究主題 技術・家庭科（女子向き）指導における問題点
授業 すまいの計画 中１ 藤村 克子
研究発表と協議 住居領域を中心にしての指導における問題点
発表者 藤村 克子
指導講師
大阪教育大学教授 近藤 豊 先生
司会 大阪教育大学附属池田中学校教諭 村上 君子 先生
講演 消費者問題と技術・家庭科教育

大阪消費者センター所長 猫西 一也 先生

