
第３１回教育研究会：昭和 58年 11月 16日（水） 

国語科 

 研究主題 古典入門期の指導 

 授業Ⅰ 「徒然草」より 中２ 平田 達彦 

 授業Ⅱ 「今昔物語集」より 高Ⅰ 琢磨 昌一 

 発表と協議 古典入門期の教材とその扱いについて」  

  発表者 篠原 修 

  指導講師 

   大阪教育大学教授 森 一郎 先生 

   堺市立東百舌小学校校長 森下 士郎 先生 

  司会 河野 文男 

 講演 古典文学教育 大阪教育大学教授 森 一郎 先生 

社会科 

 研究主題 地域教材の活用－中・高歴史（日本史）学習－ 

 授業Ⅰ 日本の近代工業の発達 中２ 西田 光男 

 授業Ⅱ 米騒動        高Ⅲ 白土 芳人 

 発表と協議 地域史学習の試み  

  発表者 西田 光男，白土 芳人 

  指導講師 

   大阪教育大学教授 乾 宏巳 

   大阪教育大学助教授 石井 郁子 

  司会 場本 功 

 講演 近世大坂の町人社会 大坂教育大学教授 乾 宏巳 

理科 

 研究主題 つまづきを少なくする中・高化学分野指導の試み 

 授業Ⅰ 化合     中１ 岡 博昭 

 授業Ⅱ 化学変化と熱 高Ⅱ 井野口 弘治 

 研究協議 つまづきを少なくする中・高化学分野指導の指導 

  発表者 岡 博昭，井野口 弘治 

  指導講師 

   大阪教育大学教授 森 泰 先生 

   大阪教育大学教授 小出 力 先生 

  司会 辻 退一 

 講演 化学熱学の窓から覗いた物質系 大阪教育大学教授 小出 力 先生 



第３２回教育研究会：昭和 59年 11月 14日（水） 

数学科 

 研究主題 意識を高める授業 

 授業Ⅰ 関数の導入 中１ 柳本 哲 

 授業Ⅱ 虚数の認識 高Ⅰ 網 脩三 

 発表と協議 

  文字概念の育成－文字のもつ意味と生徒の認識－ 発表者 乾 東雄 

  導入－解析教材を中心にして－ 発表者 本間 俊宏 

  指導講師 

   大阪教育大学教授 岡森 博和 先生 

   大阪教育大学助教授 松宮 哲夫 先生 

  司会 横田 稔良 

英語科 

 研究主題 「読み」の指導 

 授業Ⅰ 「読み」の指導 中３ 金井 友厚 

 授業Ⅱ 「読み」の指導 高Ｉ 奧 啓一 

 発表と協議 

  Reading Comprehension と Listening Comprehension についての一考察 発表者 國方 太司 

  高校英語の現実と試み 発表者 東本 邦夫 

  指導講師 大阪教育大学教授 織田 稔 先生 

  司会 大阪教育大学附属池田中学校教諭 山田 学 先生  

 講演 日英比較文化論 大阪教育大学外人講師 ジョセフ・Ｐ・マカダム先生 

 

  



第３３回教育研究会：昭和 60年 11月 13日（水） 

国語科 

 研究主題 古典入門期の指導 

  授業Ⅰ 「徒然草」より  中２ 中村 英治 

  授業Ⅱ 「伊勢物語」より 高Ⅱ 篠原 修 

 発表と協議 古典入門期の教材とその扱いについて  

  発表者 中西 一彦 

  指導講師 

   大阪教育大学教授 榎 克朗 先生 

   大阪市教育委員会指導主事 枝元 一三 先生 

   司会 兵庫県立氷上高等学校教諭 久下 正己 先生  

 講演 古典の不可思議さ 大阪教育大学教授 榎 克朗 先生 

 

社会科 

 研究主題 中・高社会の再検討 

 授業Ⅰ 日本の国家財政 中３ 場本 功 

 授業Ⅱ 現代の日本経済 高Ⅱ 岩城 一郎 

 発表と協議 

  中・高生の経済知識の比較調査 発表者 場本 功 

  中・高教科書比較（経済分野） 発表者 高木 正喬 

  指導講師 

   大阪教育大学教授  福本 邦行 先生 

   大阪教育大学助教授 岩田 年浩 先生 

  司会 白土 芳人 

 講演 経済教育と経済学 大阪教育大学教授 福本 邦行 

 

理科 

 研究主題 雲粒と氷晶成長のその場観察及び気象教材の開発 

 授業Ⅰ 雲のできかた 中２ 浅野 浅春 

 授業Ⅱ 氷晶の成長  高Ⅱ 浅野 浅春 

 研究 参会者が大型雲箱等を用いて氷晶や雲の結晶，シャボン玉とその内部の水滴の観察等を行う。 

  担当者 浅野 浅春，柴山 元彦 

 協議 上の体験をもとにして気象教材について討論する。 

  指導講師 大阪教育大学教授 山下 晃 

  司会 柴山 元彦 



美術科 

 研究主題 表現力獲得の構想 

 授業Ⅰ マンダラをかく 中３ 武田 薫 

 授業Ⅱ 石になる    中１ 武田 薫 

 発表と協議 美術教育における新しい学力観とその題材  

  発表者 武田 薫 

  指導講師 

   大阪教育大学教授 花篤 實 先生 

   大阪市教育委員会 山添 克巳 先生 

  司会 大阪市立新北島中学校教諭 吉村 雅治 先生  

 講演 

  神秘主義と美術教育 大阪市立宮原中学校教諭 山本 和男 先生 

  仮面と美術教育 大阪市立東住吉中学校教諭 中筋 喜昭 先生 

  



第３４回教育研究会：昭和 61年 11月 12日（水） 

英語科 

 研究主題 表現力の育成 

 授業Ⅰ 機能を重視した指導   中２ 高橋 一幸 

 授業Ⅱ 英語ⅡC 受動態の指導  高Ⅱ 國方 太司 

 発表と協議 

  Ⅰ 言語活動の実際－社会的場面と機能による言語活動の工夫－  

    発表者 金井 友厚，國方 太司，高橋 一幸，野乃部 泰司 

  Ⅱ 高校の英作文について 発表者 井畑 公男 

  指導講師 大阪教育大学教授 小村 幹夫 先生 

  司会 明浄学院高等学校教諭 木本 明子 先生  

 講演 虚実の間に揺れる－中等教育６年間の英語教育の探求－ 

    大阪教育大学名誉教授 五島 忠久 先生 

数学科 

 研究主題 中・高一貫教育の実践－図形領域に関して－ 

 授業Ⅰ 円周角    中３ 森 裕一 

 授業Ⅱ 軌跡と方程式 高Ⅰ 西谷 泉 

 発表と協議 図形領域について  

  発表者 本間 俊宏，柳本 哲 

  指導講師 

   四天王寺国際仏教高等学校教育顧問 福原 公雄 先生 

   大阪教育大学助教授 松宮 哲夫 先生 

  司会 平林 宏朗 

 講演 図形教育の諸問題 大阪教育大学教授 阿部 浩一 先生 

音楽科 

 研究主題 長くつきあえる音楽をめざして 

 授業Ⅰ 混成合唱 ミュージカル「キャッツ」より（演奏会形式） 高Ⅱ選択生 和田垣 究 

 授業Ⅱ 校内音楽会のための曲目「日本からヨーロッパまでの音楽」より故郷の春（韓国愛唱歌）他 

                                中２    和田垣 究 

 発表と協議 「非西洋音楽の授業への導入」～鑑賞中心教材から実技教材化への一過程～  

  発表者 和田垣 究 

  指導講師 

   大阪教育大学教授 松村 直行 先生 

   大阪教育大学附属池田中学校教諭 田中 龍三 先生 

  司会および指導講師 大阪教育大学附属平野中学校教諭 田中 盾臣 先生 



第３５回教育研究会：昭和 62年 11月 11日（水） 

国語科 

 研究主題 音声表現領域の研究 

 授業Ⅰ 音声表現活動の試み(1) 中２ 中西 一彦 

 授業Ⅱ 音声表現活動の試み(2) 高Ⅰ 金藤 行雄 

 発表と協議 音声表現を軸にした授業展開  

  発表者 琢磨 昌一 

  指導講師 

   大阪教育大学教授  中西 一弘 先生 

   大阪教育大学助教授 足立 悦男 先生 

  司会 篠原 修 

 講演 音声表現領域の指導 大阪教育大学教授 中西 一弘 先生 

社会科 

 研究主題 中・高社会科の再検討 

 授業Ⅰ 日本の農業 中２ 冨田 健治 

 授業Ⅱ 日本の農業 高Ⅱ 田原 悠紀男 

 発表と協議 日本地理の再検討 

  発表者 冨田 健治，田原 悠紀男 

  指導講師 

   大阪教育大学教授 前田 昇 先生 

   四天王寺国際仏教大学助教授 安井 司 先生 

  司会 西田 光男 

 講演 新しい地理教育の視点 四天王寺国際仏教大学助教授 安井 司 先生 

理科 

 研究主題 呼吸教材の取り扱い 

 授業Ⅰ コウボキンの呼吸  中２ 大仲 政憲 

 授業Ⅱ 呼吸（脱水素酵素） 高Ⅰ 濱谷 巌 

 発表と協議 呼吸教材の取り扱いについて  

  発表者 濱谷 巌，大仲 政憲 

  指導講師 

   大阪教育大学教授 内山 喬夫 先生 

   大阪府科学教育センター生物教室長 岡田 稔 先生 

  司会 大阪府立金岡高等学校教諭 江藤 昌晴 先生  

 講演 新しい教材の開発－虹色羽毛－ 大阪教育大学教授 田原 胖 先生 



保健体育科 

 研究主題 ゲームらしいゲームへのアプローチ 

 授業Ⅰ バスケットボール 中１女子 風間 建夫 

 授業Ⅱ サッカー     高Ⅱ男子 田中 譲 

 発表と協議 

  ディフェンスから入るバスケットボール 発表者 風間 建夫 

  球種によるサッカーゲームの変化    発表者 田中 譲 

  指導講師 

   大阪教育大学教授  徳山 廣 先生 

   大阪教育大学助教授 入口 豊 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 体育科教師に望まれること 初芝富田林中学校長 森 利一 先生 

 


