
他者を感じる子どもの育成
～ 各教科等の特質を生かして ～

令和４年11月2５日(金)
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三重大学教育学部附属小学校 公開授業研究会のご案内

主催：三重大学教育学部附属小学校 後援：三重県教育委員会/津市教育委員会/三重県小中学校校長会/三重県教職員組合

問い合わせ先

ご挨拶 研究の基本的な考え校長 松浦 直己 研究委員長 田中 克幸

我々附属学校には，先進的で時代を先取りした教育活動を展
開し，地域のモデル校となる使命があります。昨年度With コロ
ナ時代の先駆けとして，360度VR映像を活用した公開研究会
を実施いたしました。1000名を超える先生方にご参加いただき，
私どもも大変貴重な提言をいただき，感謝しております。
一方で教育は不易な部分がほとんどです。先進的な取り組み

の背景には，日々のきめ細やかな生徒指導や教科指導，保護者
との協力関係構築が必須です。我々はそこに重点を置きつつも，
失敗を恐れず，挑戦的な取り組みを展開してきました。どうぞみ
なさま，是非ご参加いただき，ご意見を賜りたいと存じます。

第41次研究（１年次）では研究主題を『他者を感
じる子どもの育成』としました。他者意識が高まる中
で他者とともに成長していく姿，多様な価値観を手が
かりにして新たな価値を見いだす姿がこれからの社
会に必要とされるのではないでしょうか。

本年度も昨年度と同様，事前に360度VR映像を
ご覧いただき，公開授業研究会当日に検討会を行い
ます。授業での子どもの姿から『他者を感じる子ど
も』について皆様と考えていきたいと思います。

忌憚のないご意見，どうぞよろしくお願いいたします。

 本研究会は，完全オンラインでの実施となります。ご来校いただいての参会はできません。
 授業動画は，YouTubeによるオンデマンド配信です。期間内に視聴できます。
 開会行事や研究協議会は，Zoomミーティングでのライブ配信です。
 研究構想や学習指導案等は，電子媒体での配付となります。
 授業動画の視聴のためのURLやZoomミーティングのアナウンス，資料の配付のために，

Google Classroomを使います。そのため，Googleアカウントが必要です。
 お使いの端末で，Google Classroomが利用可能かご確認の上，参加申込をお願いします。
 参会費は， 無料です。
 参会を希望される方は，申込フォームに必要事項をご入力のうえ，

令和４年1１月１６日（水）までにお申し込みください。
（右のQRコードを読み取ると申込フォームが開きます。）

 新型コロナウイルス感染症等の影響により，一部の授業が公開できない場合や公開授業研究会を
中止する場合があります。あらかじめご承知おきください。その場合は，本校ホームページ
（https://www.fuzoku.edu.mie-u.ac.jp/sho/）でお知らせします。随時ご確認ください。

三重大学教育学部附属小学校
〒514-0062 津市観音寺町359

TEL.059-227-1295 FAX.059-227-1296

MAIL：ｖh-fusho@fuzoku.edu.mie-u.ac.jp

HP：https://www.fuzoku.edu.mie-u.ac.jp/sho/

 ZoomやGoogleの各サービスに関するご質問等には応じかねますので，ご了承ください。
 接続に用いる機器やネットワークの準備は各自で行ってください。

公開授業 研究協議会

オンデマンド配信 ライブ配信

11月1８日（金）～11月2５日（金） 11月2５日（金）１４時５０分～１６時５５分

申込フォーム

（1年次/2年計画）

申込前

申込時
② 申込後すぐに，入力いただいたメールアドレス宛に自動返信で【受付完了メール】が

送付されます。【受付完了メール】に記載されたURLのリンクをクリックし，
Classroom「全体連絡用」に参加してください。

① Google Classroomに参加するため，Googleアカウントを準備してください。
各自治体，教育機関で用意されているアカウントは，外部のClassroomへの登録が
制限されている場合があります。その場合は，個人アカウントを使用してください。

③ 参加登録したClassroom「全体連絡用」に，各授業のClassroomに
参加できるURLが投稿されます。申込した授業のURLのリンクをクリックし，
各授業のClassroomに参加してください。

11/17

11/1８から
11/25まで

④ 各授業の「授業動画」のトピックから，授業動画を視聴することができます。
動画は，１１月１８日（金）から１１月２５日（金）までの期間で視聴できます。
タブレット端末をお使いの方は，端末を動かすことで視点を変えられます。

⑤ 「研究協議会」のトピックをクリックすると，ZoomミーティングのURLが表示されます。
当日，開始時刻の１５分前から入室可能です。
Zoomミーティングでは，表示名を「名前（所属先）」にして入室ください。

11/２５

https://www.fuzoku.edu.mie-u.ac.jp/sho/
https://forms.gle/93eJnPt8jNg5MZBr6


算数科

社会科

道徳科

わがままな行い
「かぼちゃのつる」

図画工作科

体育科

国語科

森林とわたしたちのくらし

～三重の森林～

算数科

社会科 外国語科

生活科

きゅうしょくをつくる人の
しごとをしらべよう

理科

武士による政治の安定

体育科

流れる水のはたらき

～流域治水の視点から～

国語科

音楽科

理科

分数

家庭科

ミシンでソーイング

国語科

ボール運動 ゴール型

音楽科

Let's make a presentation

about our school!

図画工作科

ひきだすせかい

● 各 教 科 等 の 助 言 者 ・ 研 究 協 力 者

図画工作科 外国語科体育科 道徳科理科 音楽科算数科国語科 家庭科生活科社会科

守田 庸一●助言者

三重大学教育学部国語教育教授

中西 正治●助言者

三重大学教育学部数学教育特任教授 杉澤 学●助言者

三重大学教育学部理科教育講師田中 伸明●助言者

三重大学教育学部数学教育教授

三重大学教育学部附属中学校教諭

三重大学教育学部附属中学校教諭

三重大学教育学部附属中学校教諭

三重大学教育学部附属中学校非常勤講師

嵯峨 恭代●研究協力者

三重大学教育学部附属中学校教諭

辻 彰士●研究協力者

三重大学教育学部附属幼稚園教諭

小門 佳寿美●研究協力者

三重大学教育学部附属中学校教諭

石田 國代●研究協力者

三重大学教育学部附属中学校教諭

林 歌織●研究協力者

三重大学教育学部附属中学校教諭

西 将伸

竹内慎一郎

鈴木 将弘

●研究協力者

加藤 幸純●研究協力者

三重大学教育学部附属中学校教諭

東川 健太●研究協力者

三重大学教育学部附属中学校教諭

𠮷𠮷水 慶太

楠本 涼子●研究協力者

三重大学教育学部附属中学校教諭

中西 良文●助言者

三重大学教育学部学校教育教授

萩野 真紀●助言者
三重大学東紀州サテライト
東紀州教育学舎特任教授

谷本 博史●助言者
三重県教育委員会
小中学校教育課 課長補佐兼班長

松本 昭彦●助言者

三重大学教育学部国語教育教授

上山 浩●助言者

三重大学教育学部美術教育教授

吉本 敏子●助言者

三重大学教育学部家政教育特任教授 加納 岳拓●助言者
三重大学教育学部保健体育准教授

荒尾 浩子●助言者

三重大学教育学部英語教育教授

村田 憲彦●助言者
伊賀市教育委員会
学校教育課指導教職員係

★・・・全体構想執筆者
☆・・・教科構想執筆者

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

研究協議会Ⅰ

視聴期間 １１月１８日（金）～１１月２５日（金）

研究協議会Ⅱ

開会行事

公開授業

１４：５０～１５：００

算数科国語科 社会科 理科

音楽科生活科 図画工作科 家庭科

外国語科体育科 道徳科

算数科国語科 社会科 理科

音楽科生活科 図画工作科 家庭科

外国語科体育科 道徳科

15:０５～1５:５５

16:０５～１６：５5

１１月２５日（金）

☆

岡野 昇●助言者

三重大学教育学部保健体育教授

オンデマンド配信

何本でも視聴いただけます。

ライブ配信

石川 照子●助言者

三重大学教育学部社会科教育教授

林 大輔

山田 昌孝

須藤 淳

小林 拓磨

●研究協力者

●研究協力者

●研究協力者

●研究協力者

●研究協力者

三重大学教育学部附属中学校教諭

ようすを
おもいうかべよう

☆

そうぞうしたことを
つたえ合おう

～『お手紙』～

かけ算(1)

他者を感じながら読もう

～『ごんぎつね』～

きまりを守るとは

「雨のバスていりゅう所で」

絵画のみりょくを伝える
鑑賞文を書こう

～「『鳥獣戯画』を読む」～

Let’s チャレンジ BGMづくり

和音の移り変わりを感じ取ろう

ボール運動 ゴール型

季節と生き物(3)

「秋の生き物」

おもしろヘアスタイル

☆

★

●助言者
名張市教育委員会
事務局学校教育室

生杉 智明

道徳科

三重大学教育学部附属中学校教諭

三重大学教育学部附属中学校教諭

三重大学教育学部附属中学校主幹教諭

●研究協力者

●研究協力者
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