
第４６回教育研究会：平成10年 11月 22日（日） 

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 「情報」を生かした国語の授業 

 授業Ⅰ 一枚の地図から…想像する楽しさを！ 中１ 平田 達彦 

 授業Ⅱ 新聞という「場」をきっかけに    高Ⅰ タキ口 修司 

 研究協議 「情報」を生かした国語の授業６年間の位置づけ 

  指導講師・協議参加 

   大阪教育大学教授 小田 迪夫 先生 

   大阪府立天王寺高等学校教諭 石川 尚久 先生 

   大阪市立天王寺中学校教諭 植田 恭子 先生 

  司会 琢磨 昌一 

 

数学科 

 研究主題 グラフ電卓とカリキュラムの検討－中・高の数学教育はどう変わるか－ 

 授業Ⅰ 円周率πの近似値を求めよう 中３ 吉村 昇 

 授業Ⅱ グラフ電卓で見る漸化式  高Ｉ 藤田 幸久 

 研究協議 グラフ電卓を活用した数学授業 

  発表者 柳本 哲，藤田 幸久，岩瀬 謙一，吉村 昇 

  指導講師 

   大阪教育大学助教授 橋本 是浩 先生 

   大阪府立高津高等学校教諭 片岡 哲 先生 

   大阪市立三稜中学校校長 樫本 昌彦 先生 

  司会 澤田 耕治 

理科 

 研究主題 インターネットやコンピュータを使った気象・天文分野の授業展開 

                            －中学校・高等学校において－ 

 授業Ⅰ 広域的気象構造の把握 中２ 中田 勝夫 

 授業Ⅱ 星の色        高Ⅱ 柴山 元彦 

  

  



研究協議 インターネットやコンピュータを使った気象・天文分野の授業展開 

                            －中学校・高等学校において－ 

  発表者 中田 勝夫，柴山 元彦 

  指導講師 

   大阪教育大学教授 横尾 武夫 先生 

   大阪教育大学助教授 小西 啓之 先生 

  司会 大谷学園中・高等学校教諭 三分一 清孝 先生  

 

美術科 

 研究主題 自己表現の確立を目指す題材と指導－表現の可能性を求めて－ 

 授業Ｉ 閉ざされた空間の表現 中２ 内本 敬二 

 授業 II 「みる」ことを考える 中３ 内本 敬二 

 研究協議 自己表現の確立を目指す題材と指導 

  発表者 内本 敬二 

  指導講師 

   大阪教育大学教授 河村 徳治 先生 

   大阪府太子町立中学校校長 末延 國康 先生 

  司会 大阪教育大学附属平野中学校教諭 中堂 元文 先生 

 

英語科 

 研究主題 表現力の育成 

 授業Ｉ 表現力の育成をめざして 中３ 松永 淳子 

 授業 II 表現力育成の工夫 伊藤 洋一 

 研究協議 表現力の育成の取り組み 

  発表者 楠井 啓之 

  指導講師 羽曳野市立西浦東小学校教頭 巽 俊二 先生 

  司会 大阪教育大学附属平野中学校教諭 高井 潤 先生  

 

講演 

 これからの学校のあり方 岩手県立大学学長 西澤 潤一 先生 

  



第４７回教育研究会：平成11年 11月 27日（土） 

生きる力の醸成－新学習指導要領に対応して－ 

 

国語科 

 研究主題  「情報」を生かした国語の授業 

 授業Ｉ 新聞を作ろう 中２ 小野 由香里 

 授業Ⅱ 世代をこえて 高Ⅲ 琢磨 昌一  

 研究協議  「情報」を生かした国語の授業 

  指導講師・協議参加 

   大阪教育大学助教授 田中 俊弥 先生 

   大阪府立清水谷高等学校教諭 清水 直樹 先生 

   堺市立宮山台中学校教諭 瀧口 住子 先生 

  司会 大阪教育大学附属平野中学校教諭 辻井 義彦 先生 

 

社会科 

 研究主題 「文化史」への多様なアプローチ－娯楽に映し出されたその時代－ 

 授業Ⅰ 浮世絵に見る江戸の旅 中２ 出原 真哉 

 授業Ⅱ スポーツの世界史   高Ⅱ 笹川 裕史 

 発表と協議 「文化史」への多様なアプローチ 

  発表者 出原 真哉，笹川 裕史 

  指導講師 大阪教育大学助教授 山住 勝広 先生 

  司会 吉岡 正博 

 

理科 

 研究主題 生物と土のかかわり 

 授業Ⅰ 土は生きている！？    中３ 西 庸扶 

 授業Ⅱ 土壌に関する生物の反作用 高Ⅰ 森中 敏行 

 研究協議 生物と土のかかわり  

  発表者 西 庸扶，森中 敏行  

  指導講師 大阪府教育センター科学教育部理科第二室長 松田 仁志 先生 

  司会 大阪府立美木多高等学校教諭 北浦 隆生 先生 

 

 

  



音楽科 

 研究主題 コンピュータによる創作学習 

 授業  ノートパソコンによる創作学習～変奏曲からの発展～ 中１ 諸石 孝文 

 発表と協議 音楽科における情報化～デジタルデーターの活用～ 

  発表者 諸石 孝文 

  指導講師 

   箕面自由学園中学校長 石井 荘治 先生 

   兵庫教育大学教授 鈴木 寛 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 

 

総合 

 研究主題 地域学習 

 授業Ⅰ 地域学習Ⅰ（Search For TENNOJI） 中１ 内本 敬二 

 授業Ⅱ 地域学習Ⅰ（Search For TENNOJI） 中２ 武井 浩平 

 研究協議 地域学習 

 指導講師 大阪府教育センターコンピュータ研修室指導主事 箸尾谷 知也 先生 

 協議参加 柳本 哲 

 司会 中西 一彦 

 

講演 

 人生という学校 学校という人生 東京都立大学助教授 宮台 真司 先生 

  



第４８回教育研究会：平成 12年 11月 25日（土） 

生きる力の醸成 －新学習指導要領に対応して－ 

 

国語科 

 研究主題 「情報」を生かした国語の授業 

 授業Ⅰ 私の「宝言」伝えます 中１ 中西 一彦 

 授業Ⅱ 自然，文化，人間の関係について考える 高Ⅱ 藤本 一栄 

 研究協議 「情報」を生かした国語の授業をめぐって 

 指導講師 

  元大阪市立天王寺中学校長 枝元 一三 先生 

  大阪府立金岡高等学校教諭 湯峯 郁子 先生 

  大阪市立生野中学校教諭 石田 友子 先生 

 司会 大阪教育大学附属高等学校池田校舎教諭 宮川  康 先生 

 

数学科 

 研究主題 「情報科」を見すえた数学の授業と選択数学 

 授業Ⅰ グラフ電卓で環境モデルを試そう 中２・３ 柳本  哲 

 授業Ⅱ 数学で騙し絵を作ろう 高Ⅱ 大石 明徳 

 研究協議 「情報」を見すえた数学の授業と選択数学 

  発表者 柳本  哲，吉村  昇，大石 明徳 

  指導講師 

   大阪教育大学教授 鈴木 正彦 先生 

   元大阪府教育センター指導主事，大阪学院大学高等学校教諭 石賀 雅人 先生 

  司会 岩瀬 謙一 

 

保健体育科 

 研究主題 生涯スポーツの確立を目指して～スポーツの特性にせまる～ 

 授業Ⅰ 三段攻撃を目指して 高 II 田中  譲 

 授業Ⅱ スポーツの特性にふれる（陸上競技・ハードル走） 中１ 松田 光弘 

 研究協議 スポーツの特性にせまる 

  発表者 田中  譲，松田 光弘 

  指導講師 

   大阪府教育委員会教育振興室保健体育課協議スポーツグループ主任指導主事 比嘉  悟 先生 

   大阪府河南町立中学校長 風間 建夫 先生 

  司会 鎌田 剛史 



英語科 

 研究主題 実践的コミュニケーション能力の育成をめざして 

 授業Ⅰ 場面設定を重視したコミュニケーション活動 中１ 楠井 啓之 

 授業Ⅱ 日本の文化を紹介する 高Ⅰ 佐藤 尚美 

 研究協議 実践的コミュニケーション能力の育成とは 

  発表者 西本 有逸 

  指導講師 大阪教育大学教授 渡邉 一保 先生 

  司会 大阪府富田林高等学校教諭兼大阪府教育委員会指導主事 東谷 保裕 先生 

 

選択教科 

 研究主題 選択授業による生きる力の醸成 

 授業Ⅰ グラフ電卓で環境モデルを試そう 中２・３ 柳本  哲 

 授業Ⅱ バリアーフリー社会をめざして～実生活に適応する情報発信技術とは～ 中３ 上田  学 

 授業Ⅲ お弁当を究める～今日の昼食は何？～ 中２・３ 艮 千恵子 

 研究協議 教科指導と選択授業のかかわり 

  指導講師 大阪府教育センターカリキュラム室指導主事 北本 文克 先生 

  司会 吉水 裕也 

 

講演 

 チャンスか，ピンチか？：教育改革と学校の新たな課題 

               東京大学大学院教育学研究科教授 苅谷 剛彦 先生 

  



第４９回教育研究会：平成 13年 11月 10日（土） 

六か年 ～教え・育ち・学び～ 

 

国語科 

 研究主題 書くことを核にした授業 

 授業Ⅰ 論理的な展開を持つ文章作り 中２ 谷  周平 

 授業Ⅱ 異質な概念を結びつける 高Ⅱ 金藤 行雄 

 研究協議 書くことを核にした授業 

  指導講師 

   大阪教育大学教授     小田  夫 先生  

   大阪教育大学助教授    田中 俊弥 先生 

   茨木市立天王中学校教諭  万代 幹子 先生 

   大阪府立今宮高等学校教諭 杉野  正 先生 

  司会 タキ口 修司 

 

社会科 

 研究主題 中高連携にたって生徒の社会認識をどのように広げ深めていくか 

 授業Ⅰ あなたのとなりのＮＰＯ 中３ 吉岡 正博 

 授業Ⅱ 主主義と政治参加    高Ⅰ 堀  一人 

 発表と協議 中高連携にたって生徒の社会認識をどのように広げ深めていくか 

  発表者 吉岡 正博，堀  一人 

  指導講師 大阪教育大学助教授 山住 勝広 先生 

  司会 吉水 裕也 

 

理科 

 研究主題 科学と人間のかかわりを重視した物理領域の授業 

 授業Ⅰ 「エネルギーの利用」の再検討 中３ 廣瀬 明浩 

 授業Ⅱ オームの法則の発見とその時代 高Ⅱ 井上 広文 

 研究協議 

  発表者 廣瀬 明浩，井上 広文 

  指導講師 大阪教育大学教授 木立 英行 先生 

  司会   杉井 信夫 

 

 

 



技術・家庭科 

 研究主題 バリアーフリーをテーマとした技術・家庭科教育の指導と展開 

                 －実社会の課題を学校教育にいかにつなげるのか－ 

 授業 車いすの体験学習－乗り越えられる段差の限界－ 上田  学 

 研究協議 バリアーフリー学習の初期段階の指導法 

  車いすの体験を駅調査への視点につなげる指導法について 

                        大阪府立和泉養護学校教諭 馬渕 哲哉 先生 

  点字を中心とした指導法について 大阪市立東住吉中学校教諭 木下 雅則 先生 

  ｉモード携帯電話の用いたバリアーフリーアクセスマップ製作の指導法について 上田  学 

 シンポジウム 実社会の課題と学校教育とのつながりをどのように持つのか 

        －バリアーフリー教育ネットワークの役割を中心として－ 

  基調講演 企業活動と学校教育活動との協力の可能性 

                        横田○青興業株式会社社長 横田 勝好 先生 

  主題 バリアーフリー教育ネットワークの役割と効果 

  協議 

   横田○青興業株式会社社長 横田 勝好 先生 

   大阪市立東住吉中学校教諭 木下 雅則 先生 

   大阪府立和泉養護学校教諭 馬渕 哲哉 先生 

   上田  学 

  司会 艮 千恵子 

 

講演 

 企業の目から見た教育改革－21 世紀を展望する－  

             株式会社モルテン代表取締役社長 民秋 史也 先生 

  



第５０回教育研究会：平成 14年 11月 16日（土） 

週５日制における学びのかたち 

 

数学科 

 研究主題 図形の捉え方とその指導 

 授業Ｉ 立体の切断      中３ 吉村 昇 

 授業Ⅱ 交わる？交わらない？ 高Ⅱ 澤田 耕治 

 研究協議 図形の捉え方とその指導 

  発表者 吉村 昇，澤田 耕治，瀬尾 祐貴，藤田 幸久 

  指導講師 

   大阪府教育センター教科教育室長 芝田 秀和 先生 

   大阪教育大学助教授 橋本 是浩 先生 

  司会 大阪府立豊中高等学校 田中 誠一 先生 

 

理科 

 研究主題 分子モデルの効果的な活用 

 授業Ⅰ モデルで考えるメタンの燃焼 中２ 杉井 信夫 

 授業Ⅱ モデルで考える光学異性体  高Ⅱ 岡 博昭 

 研究協議 分子モデルの効果的な活用 

  発表者 杉井 信夫，岡 博昭 

  指導講師 大阪教育大学教授 任田 康夫 先生 

  司会 岡本 義雄 

 

美術科 

 研究主題 表現活動とプレゼンテーション 

 授業Ⅰ リタッチ・ペインティング          中１ 内本 敬二 

 授業Ⅱ アーティスティック・コマーシャルメッセージ 中３ 内本 敬二 

 研究協議 表現活動とプレゼンテーション 

  発表者 内本 敬二 

  指導講師 

   大阪教育大学教授 長町 充家 先生 

   大阪府美原町立さつき野中学校長 末延 國康 先生 

  司会 大阪教育大学教授 岩崎 由紀夫 先生 

 

 



英語科 

 研究主題 コミュニケーション能力と基礎・基本 

 授業Ⅰ Opinion Making から Presentation へ 中２ 金井 友厚 

 授業Ⅱ 『自分の考え』を『語る』ことをめざして 高 II 日根野 敬也，Gordon POOLE 

 研究協議 コミュニケーション能力と基礎・基本 

  発表者 楠井 啓之 

  指導講師 大阪府立千里高等学校長 中井 弘一 先生 

  司会 佐藤 尚美 

 

講演 

 動物行動学から見た学習 総合地球環境研究所長，京都大学名誉教授 日高 敏隆 先生 

 


