
第５６回教育研究会：平成 21年 11 月 14日（土） 

テーマ： 「新学習指導要領にむけての学びの形（２）」  

  

国語 テーマ： 読む力を育てる授業 

授業Ⅰ （中３） 「グループを活用した文学の読みの授業」 本校教諭 松尾澄英 

授業Ⅱ （高Ⅱ） 「ムーミンを読み、考える」       本校教諭 琢磨昌一 

研究と協議 指導講師  大阪教育大学准教授  住田 勝 先生 

司  会  本校教諭       藤本 一栄 

社会 テーマ：「［地域］への多面的アプローチ」資源から見た東南アジア～歴史と地理から 

授業Ⅰ （中３） 「資源から見た太平洋戦争」    本校教諭 川地 秀治 

授業Ⅱ （高Ⅲ） 「東南アジアの地誌 資源と産業」 本校教諭 山田 時比古 

研究と協議 指導講師  兵庫教育大学准教授  吉水 裕也 先生 

司  会  本校教諭       生川 年雄 

数学 テーマ：活用力を育てる授業(Ⅱ) 

授業Ⅰ （中２） 「２成分の絡み目とその絡み数」     本校教諭 吉村 昇 

授業Ⅱ （高Ⅱ） 「結び目の鏡像関係と X-多項式（Ⅱ）」   本校教諭 岩瀬 謙一 

研究と協議 指導講師  神戸親和女子大学教授  本間 俊宏 先生 

      大阪教育大学教授    柳本 朋子 先生 

司  会  本校教諭        竹歳 賢一 

英語 テーマ： 音声を核にして四領域を統合した活動を目指す授業 

授業Ⅰ （中２） 「コミュニケーション活動における自己表現の促進」  本校教諭 永田 忍 

授業Ⅱ （高Ⅱ） 「ディクテーションを中心に総合力を高める」  本校教諭 日根野 敬也 

研究と協議 指導講師  神奈川大学教授     高橋 一幸 先生 

司  会  本校教諭        冨田 大介 

保健体育 テーマ： 多様なアプローチによる指導法の開発と実践 

授業Ⅰ （高Ⅱ） 「バレーボール」～ローインパクトボールの使い方  本校教諭 川井 悦子 

授業Ⅱ （中１） 「運動有能感に焦点をあてた女子柔道の指導」  本校教諭 松田 光弘 

研究と協議 指導講師  大阪教育大学教授    赤松 喜久 先生 

司  会  本校教諭        鎌田 剛史 



 

全体講演 「一人ひとりに確かな学力を～新しい学習指導要領のめざすもの～」 

      兵庫教育大学学長  梶田 叡一 先生  

スーパーサイエンスハイスクール関係   テーマ： 課題研究の実践と問題点 

授業 I  ともに生徒４グループによる研究発表会 

授業Ⅱ 

研究と協議 指導講師  大阪教育大学教授    定岡 晃三 先生 

      大阪教育大学教授    片桐 昌直 先生 

発表者   本校教諭        井上 広文 

                  大石 明徳 

                  久留飛 航平 

                  森井 辰典 

                  森中 敏行 

司  会  本校教諭        岡本 義雄 



第５７回教育研究会：平成 23年 2月 19日（土） 

テーマ： 「チャンスとチャレンジのカリキュラム」 

 

全体講演 「子ども・親・教師にとっての幸せ～豊かな生き方を考える～」 

        関西学院大学教授     野田 正彰 先生

国語 テーマ： 「読み」を深める授業 

授業Ⅰ （中３） 「『なぜ』という問いを育て、『読み』を深める授業」  本校教諭 中尾 順子 

授業Ⅱ （高Ⅰ） 「主題単元学習『親と子と』の試み」          本校教諭 中野 信行 

研究と協議 指導講師  大阪教育大学准教授  住田 勝 先生 

司  会  本校教諭       宮川 康 

数学 テーマ：数学的活動に何を期待するか 

授業Ⅰ （中３） 「年金問題をどう解決するか」     本校教諭 竹歳 賢一 

授業Ⅱ （高Ⅰ） 「媒介変数表示を用いた花模様作り」  本校教諭 大石 明徳 

研究と協議 指導講師  京都教育大学教授   柳本 哲 先生 

      大阪教育大学教授   鈴木 正彦 先生 

司  会  本校教諭       岩瀬 謙一 

理科 テーマ： 遺伝子の共通性と多様性 

授業Ⅰ （中３） 「メンデルが発見した生物多様性への扉」 本校教諭 滋野 正和 

授業Ⅱ （高Ⅱ） 「遺伝情報の多様性」          本校教諭 森中 敏行 

研究と協議 指導講師  大阪教育大学准教授     鈴木 剛 先生 

司  会  本校教諭        岡本 義雄 

美術 テーマ： 版画教育と日本のデザインの教材化について 

授業Ⅰ （中３） 「帯模様のデザイン～シルクスクリーン描画法～」  本校教諭 首藤 友子 

ワークショップ 「シルクスクリーン描画法の製版と摺り」      本校教諭 首藤 友子 

研究と協議 指導講師  大阪教育大学准教授   佐藤 賢司 先生 

司  会  門真第六中学校     杉江 ゆかり 先生 



第５８回教育研究会：平成 23年 11 月 12日（土） 

テーマ： 「チャンスとチャレンジのカリキュラム 2011」 

  

国語 テーマ： 「読み」の力を育てる授業 

授業Ⅰ （中３） 「読書を通して自分の考えを深める」  本校教諭 山根 雅子 

授業Ⅱ （高Ⅰ） 「横光利一『蠅』の登場人物にせまる」  本校教諭 藤本 一栄 

研究と協議 指導講師  大阪教育大学准教授  住田 勝 先生 

司  会  本校教諭       宮川 康 

社会 テーマ：戦争を知らない大人たちから子供たちへ  

授業Ⅰ （中３） 「アジア・太平洋戦争の意味を考える」  本校教諭 射手矢 明 

授業Ⅱ （高Ⅱ） 「男子の闘い－金解禁とロンドン海軍軍縮条約」 本校教諭 生川 年雄 

研究と協議 指導講師  花園大学教授    奥山 研司 先生 

司  会  本校教諭      笹川 裕史 

数学 テーマ： 数学的活動に何を期待するか（Ⅱ） 

授業Ⅰ （中２） 「交通渋滞について考えよう」  本校教諭 吉村 昇 

授業Ⅱ （高Ⅰ） 「クロマグロの減少問題について考えよう」  本校教諭 河野 太 

研究と協議 指導講師  大阪教育大学教授   藤井 淳一 先生 

      堺市教育センター   堀添 泰基 先生 

司  会  本校教諭       大石 明德 

技術・家庭科 テーマ： 新しい指導要領に向けた教育の試行 

授業Ⅰ （中２） 「なにわの伝統野菜を用いた生物育成の授業」  本校教諭 上田 学 

授業Ⅱ （中２） 「法教育としての消費者教育－契約って何？－」  本校教諭 艮 千恵子 

研究と協議 指導講師  大阪教育大学准教授  鈴木 真由子 先生 

      大阪教育大学准教授  大本 久美子 先生 

協議参加  司法書士       小牧 美江 先生 

      司法書士       田實 美樹 先生 

司  会  本校教諭       上田 学 

英語 テーマ： 音声を核にして四領域を統合した活動をめざす授業 

授業Ⅰ （中３） 「読解から表現へ」  本校教諭  前枝 弘樹 

授業Ⅱ （高Ⅰ） 「音読反復練習と英問英答を中心とした方法で理解力と表現力を育てる授業」 

本校教諭  奥野 久 

研究と協議 指導講師  大阪成蹊大学教授   國方 太司 先生 

司  会  本校教諭       寺井 由美子 



 

全体講演 「コミュニケーション教育の現在」 

     大阪大学コミュニケーションデザイン・センター教授 平田 オリザ 先生  

道徳 テーマ： 道徳的価値の自覚 

授業Ⅰ （中３） 「『フィンガーボール』と『運命の饗宴～第３話～』 

   ～２資料比較対照授業の可能性について～」  本校教諭 荊木 聡 

パネルディスカッション 「道徳的価値の自覚に肉薄する」 

パネラー  大阪市立新庄小学校教諭 岩井 伸夫 先生 

貝塚市立第五中学校教諭 吉田 雅子 先生 

本校教諭        荊木 聡 

司  会  本校教諭        松田 光弘 

研究と協議 指導講師  貝塚市教育委員会学校人権教育課長補佐  山下 勝也 先生 

部会講演会 「道徳的価値の自覚とは何か」 

講  師  大阪教育大学名誉教授  藤永 芳純 先生 



第５９回教育研究会：平成 25年 2月 2日（土） 

テーマ： 「チャンスとチャレンジのカリキュラム 2012」 

 

全体講演 「子どもに聴く」 

  京都市教育委員会指導部長 ・ 京都市教育相談総合センター(パトナ)所長   柴原 弘志 氏  

  

社会 テーマ： 時代が見える歴史の授業 

授業Ⅰ （中１） 「事件と思いでつながる古代の日本」  本校教諭 射手矢 明 

授業Ⅱ （高Ⅱ） 「フランス革命期の『身体』」  本校教諭 笹川 裕史 

研究と協議 指導講師  花園大学文学部教授  奥山 研司 先生 

司  会  本校教諭       住田 訓平 

理科 テーマ：言語活動を通した科学的思考の育成 

授業Ⅰ （中３） 「熱機関の教材化」  本校教諭 廣瀬 明浩 

授業Ⅱ （高Ⅱ） 「概念の理解と定着における言語活動の役割」 本校教諭 井上 広文 

研究と協議 指導講師  大阪教育大学特任准教授   仲矢 史雄 先生 

司  会  大阪教育大学附属高等学校池田校舎教諭       筒井 和幸 先生 

英語 テーマ： 音声を核にして四領域を統合した活動をめざす授業 

授業Ⅰ （中２） 「Readingから情報発信力を促す授業」  本校教諭 永田 忍 

授業Ⅱ （高Ⅰ） 「intake readingによる grammaticalityの涵養」  本校教諭 浅田 芙美 

研究と協議 指導講師  筑波大学教授     卯城 祐司 先生 

司  会  本校教諭        日根野 敬也 

情報 テーマ： コンピュータによる現実世界の問題解決( I ) 

授業Ⅰ （高Ⅰ） 「空気遠近法で連山を描こう」  本校教諭 大石 明德 

ワークショップ 「課題解決方式による BASIC programming の学習」  本校教諭 大石 明德 

研究と協議 指導講師  京都教育大学教授   渡邉 伸樹 先生 

司  会  本校教諭   大石 明德 

道徳 テーマ： 道徳的価値の自覚に焦点をあてた授業づくり 

授業Ⅰ （中３） 「道徳的価値を深める発問をねらった授業」  本校教諭 吉村 昇 

ワークショップ 「道徳授業の発問づくり」  本校教諭 荊木 聡 

研究と協議 テーマ：「自己認識における課題と発問」 

部会講演会 「道徳的価値の自覚をめざす授業づくり」 

講  師  兵庫教育大学教授 谷田 増幸 先生 



第６０回教育研究会：平成 25年 11 月 9日（土） 

テーマ： 「教科指導法の深化と醸成」 ～指導要領に沿った指導法の工夫と改善～ 

 

全体講演 「地球外生命がいると考えるわけ」 

      広島大学大学院 生物圏科学研究科 准教授 長沼 毅 先生 

 

国語 テーマ： 読む力を育てる授業 

授業Ⅰ （中３） 「『おくのほそ道』を読み、味わう」  本校教諭 榎本 陽子 

授業Ⅱ （高Ⅰ） 「『伊勢物語』を通して古典の世界に接近する」  本校教諭 神徳 圭二 

研究と協議 指導講師  大阪教育大学准教授  住田 勝 先生 

司  会  本校教諭       中野 信行 

数学 テーマ：概念・観念を豊かに築いて基礎を固める発展学習 

授業Ⅰ （中１） 「空間思考を刺戟する素地学習」  本校教諭 荊木 聡 

授業Ⅱ （高Ⅱ） 「微積分の基本定理」 本校教諭 松山 克則 

研究と協議 指導講師  香川大学教授   風間 喜美江 先生 

      大阪教育大学教授 瀬尾 祐貴 先生 

司  会  本校教諭     岩瀬 謙一 

理科 テーマ：新学習指導要領と理科（化学）教育の深化 

授業Ⅰ （中３） 「銅を題材にした化合と分解」  本校教諭 山中 智香子 

授業Ⅱ （高Ⅱ） 「気体の捕集」         本校教諭 松永 茂 

研究と協議 指導講師  大阪教育大学准教授          堀  一繁 先生 

司  会  大阪教育大学附属高等学校池田校舎教諭 吉村 勇治 先生 

美術 テーマ： 授業の中でのタブレット型端末の活用 

授業Ⅰ （中２） 「画像編集アプリで伝える鑑賞体験」  本校教諭 首藤 友子 

授業Ⅱ （中１） 「タブレット型端末アプリを使って伝統色を見つけ風景画を描く」 

本校教諭 首藤 友子 

研究と協議 指導講師  大阪教育大学准教授        佐藤 賢司 先生 

司  会  大阪教育大学附属天王寺小学校教諭 那賀 典仁 先生 

保健体育 テーマ： スポーツの特性を引き出す体育指導 

授業Ⅰ （中１） 「仲間とともに『できる』が実感できる男子のダンス授業」 本校教諭 松田 光弘 

授業Ⅱ （高Ⅰ） 「ネット型球技『テニス』の指導について ～バレーボールの発想でのテニス指導～」  

本校教諭 鎌田 剛史 

研究と協議 指導講師  大阪教育大学教授    入口 豊 先生 

大阪教育大学講師    井上 功一 先生 

司  会  本校教諭        武井 浩平 


