
第２１回教育研究会：昭和 48年 10月 19日（金） 

 

国語科 

 研究主題 古典指導における問題点 

 授業 古今和歌集 高Ⅱ 久島 惟行 

 協議  

  提案 古典指導における問題点  久下 正己，峰地 右太郎 

  指導講師 大阪教育大学教授 弥吉 菅一 先生 

  司会 石川 承紀 

 講演 古典の世界 大阪大学教授 田中 裕 先生  

 

理科 

 研究主題 力学の指導について－中・高の関連を中心に－ 

 授業Ⅰ 力のつりあい 中１ 辻 退一 

 授業Ⅱ 運動のいろいろ（単振動） 高Ⅰ 武田 和生 

 協議  物理教材の中・高の関連について－力学の指導を中心に－ 

  指導講師 

   大阪教育大学教授 綾井 誠昌 先生 

   大阪教育大学助教授 島田 昌敏 先生 

  司会 浅野 浅春 

 講演 核融合反応を求めて 大阪大学名誉教授，日本学術会議副会長 伏見 康治 先生 

 

保健体育科 

 研究主題 効果的な学習指導 

 授業Ⅰ 陸上競技 中２男 風間 建夫 

 授業Ⅱ バレーボール 中３女 浦久保 寿彦 

 授業Ⅲ ラグビー 高Ⅰ男 矢田 節彦 

 発表と協議 効果的な学習指導 

  発表者 風間 建夫 

  指導講師 

   大阪教育大学教授 青谷 甚夫 先生 

   大阪教育大学助教授 辻野 昭 先生 

   大阪府立西野田工業高等学校教諭 久保 瑞祥 先生 

  司会 大阪市立昭和中学校教諭 小池 宗保 先生 

 講演 体育指導の科学化をめざして 大阪教育大学助教授 辻野 昭 先生 

  



第２２回教育研究会：昭和49年 11月 12日（火） 

 

社会科 

 研究主題 中・高社会科の再検討－第１回 地理的分野－ 

 授業Ⅰ ヨーロッパの農業 中２ 冨田 健治 

 授業Ⅱ  ヨーロッパの農業 高Ⅰ 田原 悠紀男 

 協議  

  指導講師 

   大阪教育大学教授 松田 信 先生 

   大阪教育大学教授 酒井 忠雄 先生 

  司会 高木 正喬 

 講演 地理学の一動向－地理教育との関連を求めて－ 大阪教育大学教授 松田 信 先生 

 

数学科 

 研究主題 教材の精選－数Ｉ の内容について－ 

 授業 数と式 高Ｉ 平林 宏朗 

 提案 

  精選の観点 横田 稔良 

  具体的試案 本間 俊宏 

 講演 学校数学の体系に関する一私見 大阪教育大学教授 黒崎 達 先生 

 協議 生徒の実態に合った数学教育はどうあるべきか 

  指導講師 

   大阪教育大学教授 黒崎 達 先生 

   大阪教育大学助教授 岡森 博和 先生 

   鳥取大学助教授 笹田 昭三 先生 

  司会 越智 治躬 

 

英語科 

 研究主題 話し方の指導（中学校） 

        教室におけるリーダーの扱い方について（高等学校） 

 授業Ⅰ 中２ 渡辺 一保 

 授業Ⅱ  中３ 樋口 忠彦 

 授業Ⅲ リーダー 高Ⅰ 東元 邦夫 

 授業Ⅳ リーダー 高Ⅲ 千種 基弘 

  

  



発表と協議 

  話し方の指導について（中学校） 

  発表者 今倉 大 

  指導講師 

   大阪教育大学助教授 織田 稔 先生 

   大阪市教育委員会指導主事 小林 幹夫 先生 

  司会 今倉 大，樋口 忠彦 

  教室におけるリーダーの扱い方について（高等学校） 

  発表者 下長 利一 

  指導講師 大谷女子短期大学助教授  山口 格郎 先生 

  司会 田村 啓 

 講演 英語教育における俗説と偏見 大阪学院大学教授 柴田 徹士 先生 

 

美術科 

 研究主題 中学生の美意識と造形性について 

 授業  かれ花を描く 中３ 河村 徳治 

 提案と協議 中学生にとって興味ある題材とは何か  

  発表者 河村 徳治 

  指導講師 

   大阪教育大学教授 藤原 昇一 先生 

   大阪教育大学助教授 岡田 博 先生 

   大阪教育大学講師 庭田 定男 先生 

  司会 大阪市立南稜中学校教諭 萩原 直 先生 

 講演 日本の様式 大阪教育大学教授 藤原 昇一 先生 

  



第２３回教育研究会：昭和 50年 11月 12日（水） 

国語科 

 研究主題 小説教材の指導 

  授業Ⅰ「坊ちゃん」 中２ 上野 久男 

  授業Ⅱ「それから」 高Ⅱ 石川 承紀 

 提案と協議  

  魯迅「故郷」を中心にして－学習の手びきを用いた指導－ 久下 正己 

  川端康成の掌小説を用いて 篠原 修 

  指導講師 

   大阪教育大学教授 弥吉 菅一 先生 

   大阪府科学教育センター主幹 野井 登 先生 

  司会 河野 文男 

 講演 近代日本文芸の諸問題  関西学院大学教授 水谷 昭夫 先生 

 

理科 

 研究主題 理科的論理のくみ立てについて－中・高化学分野からみて－ 

 授業Ⅰ 化学変化の量的関係 中２ 井野口 弘治 

 授業Ⅱ 酸化還元反応    高Ⅱ 桜井 寛 

 講演 

  化学基礎理論の進歩と有機化学 大阪教育大学教授 松村 栄三 先生 

  化学変化の過程について 大阪教育大学教授 菜嶋 健夫 先生 

 協議 

  生徒の実態と学習指導について 井野口 弘治，桜井 寛 

  指導講師 

   大阪教育大学教授 松村 栄三 先生 

   大阪教育大学教授 菜嶋 健夫 先生 

  司会 武田 和生 

 

音楽科 

 研究主題 基礎領域における一考察とその発展性（歌唱） 

 授業Ⅰ 混声四部合唱 高Ⅱ 石見 周而 

 授業Ⅱ 二部合唱   中１ 石見 周而 

 研究協議 基礎領域における中・高の関連と問題点 

  指導講師 大阪教育大学助教授 松村 直行 先生 

  司会 大阪教育大学附属平野中学校 田中 盾臣 先生 

 講演 中学生・高校生における歌唱領域の指導について 大阪教育大学助教授 松村 直行 先生 



第２４回教育研究会：昭和 51年 11月 17日（水） 

社会科 

 研究主題 中・高社会の再検討－第２回 歴史分野－ 

 授業Ⅰ 日清戦争 中３ 西田 光男 

 授業Ⅱ 日清戦争 高Ⅲ 白土 芳人 

 協議 中・高独自の歴史教育をもとめて 

  指導講師 

   大阪教育大学教授 酒井 忠雄 先生 

   科学教育センター 永田 勇夫 先生 

  司会 高木 正喬 

 講演 近代における日・朝関係 奈良女子大学教授 中塚 明 先生  

 

数学科 

 研究主題 生徒の認識をふまえた数学教育 

 授業  二次方程式 中３ 乾 東雄 

 発表と協議 生徒の認識をふまえた数学教育－数・式，他－ 

  発表者 松宮 哲夫，中田 孟邦，乾 東雄 

 パネルディスカッション 

  大阪教育大学助教授 岡森 博和 先生 

  松原中学校教諭 北川 英夫 先生 

  生野中学校教諭 三杉 正邦 先生 

  大阪府科学教育センター 寺田 文治 先生 

  網 脩三 

  松宮 哲夫 

  司会 中田 孟邦 

 講演 数学教育をどのように考え，実践するか 大阪教育大学助教授 岡森 博和 先生 

  

保健体育科 

 研究主題 効果的な学習指導 

 授業Ⅰ 柔道 中１ 西浜 士朗 

 授業Ⅱ 陸上 中２ 風間 建夫 

     バレーボール 高Ⅰ 浦久保 寿彦 

      柔道 高Ⅰ 矢田 節彦 

 資料 保健室の利用状況 楠本 久美子 

 提案と協議 意欲的にとりくませるための効果的な指導 

  柔道  西浜 士朗 

  陸上  風間 建夫 

  バレーボール 浦久保 寿彦 

  柔道  矢田 節彦 

  指導講師 

   大阪教育大学教授 青谷 甚夫 先生 

   大阪教育大学教授 辻野 昭 先生 



   大阪市教育委員会指導主事 保田 喬 先生 

  司会 大阪教育大学附属高等学校平野校舎教諭 辻江 正道 先生 

 講演 体育の諸問題 名古屋大学保健体育科学センター助教授 小林 篤 先生 

 

英語科 

 中学の部 

 研究主題 Speaking 指導 

 授業  中３ 今倉 大 

 発表と協議 Speaking 指導の問題点 

  発表者 渡辺 一保 

  指導講師 大阪教育大学助教授 小林 幹夫 先生 

  司会 大阪教育大学附属平野中学校 黒田 進 先生 

 講演 英語の響き 大阪教育大学教授 塚野 耕 先生 

 高等学校の部 

 研究主題 英作文の指導 

 授業  高Ⅰ 田村 啓 

 発表と協議 英作文指導の問題点 

  発表者 奥 啓一 

  指導講師 大阪教育大学教授  織田 稔 先生 

  司会 千種 基弘 

 講演 中学校の部に同じ 

 

技術・家庭科（男子向き） 

 研究主題 技術科学習の個別化（ラジオ教材の定着をめざして） 

 授業Ⅰ トランジスタによる増幅回路（バイアス回路） 中３ 中村 潔 

 授業Ⅱ 「高周波一段・低周波二段ラジオ」の制作（基盤の配線） 中３ 中村 潔 

 提案と協議 技術科学習の個別化（ラジオ教の定着をめざして）  

  発表者 中村 潔 

  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 斉藤 洋 先生 

  司会 豊中市立第二中学校教頭 乾 秀也 先生 

 講演 技術科学習の効率化について 大阪教育大学教授 斉藤 洋 先生 

 

技術・家庭科（女子向き） 

 研究主題 被服学習の考察 

 授業 中学生の活動的な日常着 中１ 藤村 克子 

 提案と協議 中学校家庭科と被服学習 

  発表者 藤村 克子 

  指導講師 大阪教育大学教授 小河 ソノ 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 家庭科教育のめざすもの 大阪教育大学教授 斉藤 洋 先生 



第２５回教育研究会：昭和 52年 11月 16日（水） 

 

国語科 

 研究主題 中学・高校における読書指導 

  授業Ⅰ 松田道雄「君たちの天分を生かそう」 中１ 上野 久男 

  授業Ⅱ 井伏鱒二「隠岐別府村の守吉」    高Ⅰ 石川 承紀 

  発表と協議 読書指導の実践と試み－系統化をめざして－ 

   発表者 久下 正己，河野 文雄 

   指導講師 

    大阪教育大学教授 中西 一弘 先生 

    大阪府科学教育センター 野井 登 先生 

    司会 篠原 修 

  講演 文学の周辺 帝塚山学院大学学長 庄野 英二 先生  

 

社会科 

 研究主題 中・高社会の再検討－第３回歴史的分野－ 

 授業Ⅰ フランクとローマ教会の発展 高Ⅱ 高木 正喬 

 授業Ⅱ 新航路の発見 中２ 場本 功 

 研究協議 歴史教育における中・高の関連を求めて 

  指導講師 

   大阪教育大学教授 木谷 勤 先生 

   大阪教育大学教授 酒井 忠雄 先生 

  司会 白土 芳人 

 講演 市民革命の再検討 大阪教育大学教授 木谷 勤 先生  

 

理科 

 研究主題 都市における地域地質教材の取り扱い 

  授業Ⅰ 平野と大地－大阪を例として－ 中３ 柴山 元彦 

  授業Ⅱ 大阪の歴史 高Ⅱ 浅野 浅春 

 研究協議  

  指導講師 

   大阪教育大学教授 山際 延夫 先生 

   大阪府立守口高等学校校長 米谷 政孝 先生 

  司会 大阪府立牧野高等学校教諭 増谷 宣 先生 

 講演 プレート・テクトニクス 神戸大学教授 杉村 新 先生 

 



美術科 

 研究主題 新教材の開発 

  授業  ロウ（実物にせまる） 中３ 長町 充家 

  発表 美術科教育と教材・題材 長町 充家 

 協議 「新教材・題材」の価値 

  指導講師 

   大阪教育大学教授 岡田 博 先生 

   大阪市教育委員会指導主事 山添 克巳 先生 

   大阪教育大学助教授 河村 徳治 先生 

  司会兼指導講師 大阪市立南稜中学校教諭 萩原 直 先生 

 講演 過去の教材・未来の教材 大阪教育大学教授 岡田 博 先生 

 


