
第２６回教育研究会：昭和 53年 11月 15日（水） 

数学科 

 研究主題 中・高一貫をめざして－中・高生徒の数学に関する意識について－ 

 授業 集合の濃度 高Ⅰ 平林 宏朗 

 発表と協議  

  発表者 乾 東雄，横田 稔良 

  指導講師   前大阪教育大学長，大阪教育大学名誉教授 高橋 陸男 先生 

   大阪教育大学教授 三輪 辰郎 先生 

  司会 本間 俊宏 

 講演 数学教育の新しい方向と教材の精選 大阪教育大学教授 三輪 辰郎 先生 

 

英語科 

 研究主題 読むことの指導 

 授業Ⅰ －多読－ 中３ 今倉 大 

 授業Ⅱ －精読－ 高Ⅱ 千種 基弘 

 発表と協議  

  発表者 向井 剛，奥 啓一 

  指導講師 

   大阪教育大学教授 織田 稔 先生 

  司会 大阪教育大学附属高等学校平野校舎教諭 真鍋 良司 先生 

 講演 読む領域の指導をめぐって 奈良教育大学教授 佐藤 秀志 先生  

  



第２７回教育研究会：昭和 54年 11月 14日（水） 

国語科 

 研究主題 表現指導（作文） 

 授業Ⅰ 作文   中１ 久下 正己 

 授業Ⅱ 表現指導 高Ⅱ 河野 文男 

 提案と協議  

  作文力を育てる本校の試み 上野 久男 

  高Ⅰの作文指導 篠原 修 

  指導講師 

   大阪市立北稜中学校校長 田中 義真 先生 

   大阪教育大学教授 中西 一弘 先生 

  司会 大阪府立大手前高等学校教諭 石川 承紀 先生  

 講演 生きる力としての表現力の育成 

  兵庫教育大学教授 長谷川 孝士 先生 

 

社会科 

 研究主題 中・高社会の再検討－第４回 公民・政治分野－ 

 授業Ⅰ 基本的人権 中３ 富田 健治 

 授業Ⅱ 基本的人権 高Ⅰ 岩城 一郎 

 研究協議 公民及び政治分野における中・高の関連を求めて 

  指導講師 

   大阪教育大学教授 酒井 忠雄 先生 

   大阪府科学教育センター 永田 勇夫 先生 

  司会 場本 功 

 講演 憲法と職場の問題について 大阪市立大学教授 本多 淳亮 先生 

 

理科 

 研究主題 野外における生物教育－小・中・高の実情－ 

 問題提起 

  小学校理科生物教材の野外学習 箕面市教育研究所長 岸 博幸 先生 

  本校における野外実習の実際（中２） 大仲 政憲 

  府下中・高校における野外実習の実状 濱谷 巌 

 協議 

  指導講師 

   大阪教育大学教授 水野 寿彦 先生 



   箕面市教育研究所長 岸 博幸 先生 

  司会 浅野 浅春 

 講演 太陽と緑の熱帯アジアにおける動物生態 大阪教育大学教授 水野 寿彦 先生 

 

保健体育科 

 研究主題 意欲的にとりくませるための学習過程の工夫 

  授業Ⅰ バレーボール 高Ⅱ 浦久保 寿彦 

  授業Ⅱ 柔道     中１ 西浜 士朗 

 提案と協議 意欲的にとりくませるための学習過程の工夫  

  発表者 風間 建夫 

  指導講師 

   大阪教育大学教授 辻野 昭 先生 

   大阪市教育委員会スポーツ課主査 保田 喬 先生 

  司会 矢田 節彦 

 講演 これからの学校体育 大阪教育大学教授 辻野 昭 先生 

  



第２８回教育研究会：昭和 55年 11月 19日（水） 

数学科 

 研究主題 中・高六ヶ年一貫をめざして－生徒の意識調査と教材編成の試案－ 

 授業Ⅰ 関数 中２ 乾 東雄 

 授業Ⅱ 関数 高Ⅰ 越智 治躬 

 発表 教材の編成について（経過と試案） 中田 孟邦 

 講演 中・高一貫カリキュラムと指導方法の改善 鳥取大学教授 笹田 昭三 先生 

 協議  数学教育の現状をめぐって 

  指導講師 

   大阪教育大学教授 三輪 辰郎 先生 

   鳥取大学教授 笹田 昭三 先生 

  司会 平林 宏朗 

 講演 中等教育における数学の位置 大阪教育大学教授 三輪 辰郎 先生   

 

英語科 

 研究主題 表現力の育成 

  授業Ⅰ 受動態 中２ 高見 健一 

  授業Ⅱ 多読  高Ⅰ 千種 基弘 

  提案と協議 自由作文を通してみた生徒の表現力 高橋 一幸，奥 啓一 

  指導講師 

   大阪教育大学教授 織田 稔 先生 

  司会 大阪府立大和川高等学校教諭 玉井 庄平 先生  

 講演 Japanese English をめぐる論争と私の立場 京都大学教授 安藤 昭一 先生 

 

技術・家庭科 

 研究主題 男女共学における教材研究 

 授業  電気Ｉ  中２ 中村 潔 

 提案と協議 

  新教育課程での一試案 藤村 克子 

  指導講師 

   大阪教育大学教授 斉藤 洋 先生 

   大阪府科学教育センター 渡辺 優 先生 

  司会 大阪市立東我孫子中学校教諭 境 潔 先生  

 講演 家庭電気器具の問題点 通信産業省工業品検査所技官 藤田 正臣 先生 

 



第２９回教育研究会：昭和 56年 11月 11日（水） 

国語科 

 研究主題 表現領域の研究 

 授業Ⅰ 表現力の育成 中１ 中西 一彦 

 授業Ⅱ 表現力の育成 高Ⅱ 篠原 修 

 発表と協議 作文の自己評価  

  発表者 琢磨 昌一 

  指導講師 大阪教育大学教授 小田 迪夫 先生 

  京都教育大学附属高等学校副校長 広瀬 博 先生 

  司会 大阪教育大学附属平野中学校副校長 枝元 一三 先生  

 講演 国語科教師論 土浦短期大学教授，跡見学園女子大学講師 増渕 恒吉 先生 

 

社会科 

 研究主題 中・高社会科の再検討－地理的分野－ 

 授業Ⅰ 地図指導  中２ 富田 健治 

 授業Ⅱ 地形図指導 高Ⅰ 田原 悠紀男 

 協議 中・高の地図指導について 

  指導講師 

   大阪市立梅香中学校校長 安井 司 先生 

   大阪教育大学教授 前田 昇 先生 

  司会 白土 芳人 

 講演 地図教育の諸問題 大阪教育大学教授 前田 昇 先生 

 

理科 

 研究主題 物理実験の指導について－中・高の関連を中心に－ 

 授業Ⅰ 物体の運動 中３ 辻 退一 

 授業Ⅱ 力と加速度 高Ⅰ 武田 和生 

 発表と協議 主体的に取り組む物理実験について－中・高の関連を中心に－  

  発表者 辻 退一，武田 和生 

  指導講師 

   大阪府教育委員会指導第二課主幹兼指導主事 林 寿夫 先生 

   大阪府教育委員会指導第一課指導主事 綱島 哲也 先生 

   大阪教育大学教授 下村 昇 

  司会 浅野 浅春 

 講演 物は何からできているか（素粒子の構造） 中部工業大学学長補佐・教授 勝守 寛 先生 



音楽科 

 研究主題 非欧米音楽を授業にとり入れ始めて 

 授業 日本音楽の周辺をたずねて 高Ⅰ 和田垣 究 

 発表 非欧米音楽教材による授業を始めて 和田垣 究 

 協議 中・高音楽科授業における教材の取り扱いについて－非欧米音楽をどのように取り入れるか－ 

  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教諭 田中 盾臣 先生  

 

美術科 

 研究主題 表現力を身につけさせる基本論理とは何か 

 授業 仮面を描く 中１ 武田 薫 

 提案 表現力を得させるために考慮すべき視座 武田 薫 

 協議 

  指導講師 

   大阪市教育委員会指導主事 山添 克巳 先生 

   大阪市立市岡中学校教諭 山本 和男 先生 

  司会 大阪教育大学助教授 河村 徳治 先生 

 講演 造形表現を生むもとにある基本とその指導 大阪教育大学教授 岡田 博 先生 

  



第３０回教育研究会：昭和 57年 11月 17日（水） 

数学科 

 研究主題 教材の精選－授業の実際－ 

 授業Ⅰ 図形と論証 中２ 柳本 徹 

 授業Ⅱ 論理    高Ⅰ 横田 稔良 

 発表と協議 

  授業の実際（中学校）発表者 乾 東雄 

  授業の実際（高等学校）発表者 網 脩三 

  司会 平林 宏朗 

 講演 ソビエトにおける数学教育の最近の動向 大阪教育大学助教授 峰 節子 先生 

 

英語科 

 研究主題 生徒の積極的参加を求めて 

 授業Ⅰ 受動態 中２ 高橋 一彦 

 授業Ⅱ 英語Ⅰ 高Ⅰ 井畑 公男 

 発表と協議 

  Ⅰ 生徒の興味・関心を高める指導－spontaneous language use を求めて－  

    発表者 金井 友厚，高橋 一幸，国方 太司 

  Ⅱ 英語Ⅰの扱いについて 

    発表者 千種 基弘，井畑 公男 

  指導講師 大阪教育大学助教授 小村 幹夫 先生 

  司会 大阪市立高津中学校教諭 岡本 好司 先生 

 講演 新しい英語教育の創造にむけて 大阪教育大学教授 織田 稔 先生 

 

保健体育科 

 研究主題 意欲的にとりくませるための学習過程の工夫 

 授業Ⅰ 柔道   中１ 西浜 士朗 

 授業Ⅱ サッカー 高Ⅱ 田中 譲 

 提案と協議 意欲的にとりくませるための学習過程の工夫 

  提案者 西浜 士朗，田中 譲 

  指導講師 

   大阪教育大学教授 辻野 昭 先生 

   堺市大浜体育館長 中谷 宗弘 先生 

  司会 大阪教育大学附属高等学校平野校舎教諭 坪田 信道 先生  

 講演  「これからの学校体育における学習指導の問題点」 大阪教育大学教授 辻野 昭 先生 


