
第４１回教育研究会：平成 5年 11月 10日（水） 

国語科 

 研究主題 読書生活にいきる授業 

 授業Ⅰ 読書表現指導の試み 中３ 中西 一彦 

 授業Ⅱ 戦艦大和の最期を読む 高Ｉ 桝井 英人 

 発表と協議 読書生活にいきる授業をめぐって  

  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 

  司会 金藤 行雄 

  講演 子どもの＜よみ＞と，おとなの読み 大阪教育大学教授 大藤 幹夫 先生 

社会科 

 研究主題 中・高社会科の再検討 

 授業Ⅰ 労働環境から見た経済－お金の役割とはナンだ－ 中３ 出原 真哉 

 授業Ⅱ 今日の労働問題 高Ⅰ 甲山 和美 

 研究協議 関心・興味の広がりを促す教材の選択 

  発表者 出原 真哉，甲山 和美 

  指導講師 大阪教育大学教授 福山 昭 先生 

       大阪教育大学教授 福本 邦行 先生 

  司会 吉水 裕也 

 講演 新指導要領での公民科カリキュラムと今後の公民教育 

      大阪府教育委員会主任指導主事 赤塚 民三 先生 

理科 

 研究主題 新しい学力観を中心に 

 授業Ⅰ 地層に関する探究学習     中３ 中田 勝夫 

 授業Ⅱ アンモナイトはなぜ絶滅したか 高Ⅱ 柴山 元彦 

 発表と協議 新しい学力観にたった地層・化石分野の授業 

  発表者 

   摂津市教育研究所主幹 天花寺 栄一 先生 

   大阪市立友渕中学校教諭 土井 恵子 先生 

   大阪府立花園高等学校教諭 池田 正 先生 

   大阪府立勝山高等学校教諭 藤岡 達也 先生 

   樟蔭東高等学校教諭 酒匂 俊彦 先生 

   柴山 元彦   中田 勝夫 

  司会 大阪府立大東高等学校教諭 芝川 明義 先生  



 講演 ボウスイ虫化石の進化－新学習指導要領中学選択・高校探究学習の素材として－ 

       大阪教育大学教授 山際 延夫 先生 

美術科 

 研究主題 主体的な活動をうながす”複合的領域”題材の指導－生き生きとした表面活動を求めて－ 

 授業Ⅰ 箱をつかった表現活動 

           －お歳暮，○○君から○○君へ真心をこめて贈ります！？－ 中２ 宇田 秀士 

 授業Ⅱ 時計をつかった表現活動 －それは素敵なダンボール時計－       中３ 宇田 秀士 

 発表と協議 主体的な活動をうながす”複合的領域”題材の指導－生き生きとした表面活動を求めて－ 

  発表者 宇田 秀士 

  指導講師 

   浪速中・高等学校教諭 山添 克巳 先生 

   大阪市教育委員会指導主事 松山 明 先生 

  司会 大阪教育大学附属平野中学校教諭 辻 泰秀 先生  

 講演 美術家における新しい学力観の問題 大阪教育大学教授 花篤 實 先生 

  



第４２回教育研究会：平成 6年 11月 9日（水） 

数学科 

 研究主題 中高等学校における問題解決学習について－数学的モデリングと数学の応用に関して－ 

 授業Ⅰ 原材料の在庫調整 中３ 吉村 昇 

 授業Ⅱ 道路の輸送容量  高Ⅰ 藤田 幸久 

 発表と協議 中高等学校における数学的モデリングの実践」 

  発表者 柳本 哲，藤田 幸久，吉村 昇，岩瀬 謙一 

  指導講師 

   堺市立福泉中学校長 寺田 文治 先生 

   東大阪市立俊徳中学校教頭 下出 心 先生 

   大阪教育大学教授 松宮 哲夫 先生 

  司会 大石 明徳 

 講演 教育改革と教師の意識 聖徳学園・岐阜教育大学学長 上寺 久雄 先生 

保健体育科 

 研究主題 生涯スポーツの確立をめざして－スポーツの享受能力を養う－ 

 授業Ⅰ バスケットボール 中３ 武井 浩平 

 授業Ⅱ バスケットボール 高Ⅱ 鎌田 剛史 

 発表と協議 中高６か年におけるバスケットボールの授業の学習課程 

  発表者 武井 浩平，鎌田 剛史 

  指導講師 

   大阪府教育委員会保健体育課指導主事 井上 哲夫 先生 

   大阪教育大学教授 三木 四郎 先生 

  司会 田中 譲 

 講演 （数学科に同じ） 

英語科 

 研究主題 オーラル・コミュニケーションの指導 

 授業Ⅰ 生徒の積極的なオーラル・コミュニケーションのひきだす授業 中２ 金井 友厚 

 授業Ⅱ オーラル・コミュニケーションＢ 高Ⅰ 東本 邦夫 

 発表と協議  

  発表Ⅰ 生徒の創造的なオーラル・コミュニケーションを促す活動 

    －ロール・プレイ：記者会見からニュース・キャスティングまで－ 発表者 高橋 一幸 

  発表Ⅱ 総合的な言語活動をめざして－外国人講師とともに－ 発表者 伊藤 洋一 

  指導講師 関西学院大学専任講師 大喜多 喜夫 先生 

  司会 樟蔭高等学校教諭 松井 正 先生  

 講演 オーラル・コミュニケーション言いたい放題 清泉女子大学教授 大杉 正明 先生 



第４３回教育研究会：平成 7年 11月８日（水） 

国語科 

 研究主題 現代生活に生きる古典の授業 

 授業Ⅰ 旅の原点－奧の細道  中３ 平田 達彦 

 授業Ⅱ 私達が帰っていく場所 高Ⅱ 小山 秀樹 

 研究協議  

  指導講師 

   大阪教育大学教授 神尾 暢子 先生 

  協議参加 

   大阪府立長吉高等学校教諭 田中 啓介 先生 

   堺市立金岡北中学校教諭  松井 加代 先生 

  司会 中西 一彦 

 講演 これからの学校教育の進むべき方向 放送大学教授 麻生 誠 先生 

 

社会科 

 研究主題 社会科における討論授業の検討 

 授業Ⅰ ディベート授業 日本は環境税を導入すべし    中２   吉水 裕也 

 授業Ⅱ ディベート授業 日本は原子力発電所を廃止すべし 中３選択 吉水 裕也 

 発表と協議  

  発表者 吉水 裕也 

  指導講師 大阪教育大学教授 石井 孝行 先生 

  司会 生川 年雄 

 講演 （国語と同じ） 

 

理科 

 研究主題 水を中心にした理科授業 

 授業Ⅰ 水の浄化 中３ 大仲 政憲 

 授業Ⅱ 水とのかかわり 高Ⅲ選択 森中 敏行 

 発表と協議  

  発表者 大仲 政憲，森中 敏行 

  指導講師 大阪教育大学教授 鈴木 善次 先生 

  司会 大阪府立金岡高等学校教諭 北浦 隆生 先生  

 講演 （国語と同じ） 

 

 



音楽科 

 研究主題 コンピュータによる創作学習 

 授業 創作～変奏曲からオリジナル曲へ 高Ⅱ 諸石 孝文 

 発表と協議 音楽科におけるコンピュータの活用  

  発表者 諸石 孝文 

  指導講師 大阪教育大学教授 松村 直行 先生 

  司会 大阪教育大学附属池田中学校教諭 田中 龍三 先生  

 講習会 コンピュータによる一斉授業の導入について 

          ～中学１年生における実践例にもとづいて～  諸石 孝文 

 講演 （国語と同じ） 

 

技術・家庭科 

 研究主題 技術・家庭科における環境教育の指導法について 

 授業Ⅰ 総合学習「廃棄車椅子のリサイクルを中心とした都市環境の学習」 中３ 上田 学 

 授業Ⅱ 情報基礎「環境問題のソフトウェア製作」            中２ 上田 学 

 シンポジウム 社会環境・生活環境に関わる教育とは？－バリアフリーの社会に向けて－  

  シンポジスト 

   大阪教育大学教授 橋本 孝之 先生 

   通商産業省機械情報産業局医療機器・福祉機器産業室長 後藤 芳一 先生 

   朝日新聞大阪厚生文化事業団・課長 石田 易司 先生 

   おおさか行動する障害者応援センター・運営委員 大友 章三 先生 

   ボランティア活動家・南アフリカ出身英語講師 トーマス・Ｃ・カンサ 先生 

  司会 上田 学 

 講演 （国語と同じ） 

  



第４４回教育研究会：平成 8年 11月 13日（水） 

国語科 

 研究主題 現代生活に生きる古典の授業 

 授業Ⅰ わたしたちの生活と古典  中１ 小野 由香里 

 授業Ⅱ わたしたちの漢文の読み方 高Ⅰ 琢磨 昌一 

 研究協議 現代生活に生きる古典の学習をめぐって 

  指導講師 大阪教育大学講師 堀 淳一 先生 

  協議参加 

   大阪府立堺上高等学校教諭 升間 晶子 先生 

   堺市立晴美台中学校教諭 植田 恭子 先生 

  司会 大阪府立和泉高等学校教諭 渡辺 春美 先生 

 講演 ことば・生活・文化 京都外国語大学助教授 彭 飛 先生 

数学科 

 研究主題 空間図形のとらえ方とその指導 II 

 授業Ⅰ 正角錐を切る 中２ 乾 東雄 

 授業Ⅱ 三角柱を切る 高Ⅰ 松本 明美 

 発表と協議 

  発表者 乾 東雄，大石 明徳，瀬尾 祐貴，松本 明美 

  指導講師 

   守口市立第四中学校教頭 加藤 章三 先生 

   神戸親和女子大学助教授教諭 本間 俊宏 先生 

  司会 大阪教育大学附属高等学校池田校舎 末廣 進 先生 

 講演 「新しい『空間図形指導』の動向」 大阪教育大学助教授  橋本 是浩 先生 

理科 

 研究主題 電荷の概念を重視した電気領域の学習 

 授業Ⅰ 電流と電子 中２ 廣瀬 明浩 

 授業Ⅱ 電荷のはたらきと電場 高 II 選択 井上 広文 

 発表と協議 

  発表者 廣瀬 明浩，井上 広文 

  指導講師 大阪教育大学教授  萩原 武士 先生 

  司会 中田 勝夫 

 講演 「プラズマ物理の現段階」 大阪教育大学名誉教授 下村 昇 先生 

 



技術・家庭科 

 研究主題 技術・家庭科における消費者教育 

 授業Ⅰ 清涼飲料水のなぞ 中２ 艮 千恵子 

 授業Ⅱ バリアフリー社会の消費者とは？ 中３選択 上田 学 

 発表と協議 技術・家庭科における消費者教育を考える 

  発表者 艮 千恵子，上田 学 

  指導講師 大阪教育大学助教授 野田 文子 先生 

  司会 大阪教育大学附属天王寺中学校講師 林 和子 先生 

 講演 （国語と同じ） 

英語科 

 研究主題 リーディングを中心とした授業 

 授業Ⅰ リズムのある授業をめざして 中１ 金井 友厚 

 授業Ⅱ 多読の為の指導 高Ⅰ 井畑 公男 

 発表と協議 中・高におけるリーディングの授業を考える 

  発表者 楠井 啓之，冨田 大介 

  指導講師 大阪府立砂川高等学校教頭 並松 善秋 先生 

  司会 大阪教育大学附属高等学校平野校舎 白木 成治 先生 

 講演 「Team Teaching の授業評価をどうするか」 京都教育大学教授 斉藤 栄二 先生 

  



第４５回教育研究会：平成 9年 11月 22日（土） 

生徒の発達過程と評価－中・高６年一貫教育－ 

 

国語科 

 研究主題 現代生活に生きる古典の授業 

 授業Ⅰ 徒然草に学ぶ兼好さんの教え    中２ 中西 一彦 

 授業Ⅱ 漢文教材としての「論語」の可能性 高Ⅰ 金藤 行雄 

 研究協議 現代生活に生きる古典の学習をめぐって－６年間の古典学習の流れ－ 

  指導講師・協議参加 

   大阪教育大学教授 土谷 泰敏 先生 

   大阪府教育センター指導主事 渡辺 廣之 先生 

   羽曳野市立河原城中学校教諭 村田 正廣 先生 

  司会 大阪府立住吉高等学校教諭 清水 優 先生 

社会科 

 研究主題 近現代史への多様なアプローチ 

 授業Ⅰ 実物資料が語る戦時生活 中３ 出原 真哉 

 授業Ⅱ 近現代史（日本史）をどのように教えるか 高Ⅱ 生川 年雄 

 研究協議 近現代史への多様なアプローチ 

  指導講師 大阪教育大学教授 吉田 靖雄 先生 

  司会 笹川 裕史 

理科 

 研究主題 気体と酸に関する発達過程－環境問題を定性的から定量的にとらえさせるために－ 

 授業Ⅰ 身のまわりの物質の変化 中１ 岡 博昭 

 授業Ⅱ 気体の性質       高Ⅰ 井野口 弘治 

 研究協議 気体と酸に関する発達過程－環境問題を定性的から定量的にとらえさせるために－ 

  指導講師 大阪教育大学教授 有賀 正裕 先生 

  司会 大阪府立八尾南高等学校教諭 加茂 光一 先生 

  



保健体育科 

 研究主題 生涯スポーツの確立をめざして－発達段階に応じた学習内容－ 

 授業Ⅰ 柔道      角 保宏 

 授業Ⅱ バレーボール  田中 譲 

 研究協議 生涯スポーツの確立をめざして 

  指導講師 

   大阪教育大学教授 船越 正康 先生 

   大阪教育大学助教授 吉田 雅行 先生 

  司会 武井 浩平 

シンポジウム 

 シンポジスト： 

  文部省生涯学習局生涯学習振興課長 寺脇 研 氏 

  名古屋大学教育学部教授 安彦 忠彦 氏 

  京都教育大学名誉教授 松井 榮一 氏 

  産経新聞文化部編集委員 細見 三英子 氏 

 コーディネーター： 

  大阪教育大学附属天王寺中学校長，大阪教育大学附属高等学校天王寺校舎主任 早川 勝廣 

 


