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平成２９・３０・令和元年度 瑞穂市教育委員会指定 

 瑞穂市立穂積中学校 研究発表会のご案内 
 

秋冷の候、貴台におかれましては益々ご健勝にてご活躍のこととお喜び申し上げます。 

さて、中学校においては新学習指導要領への移行期間に入り、「主体的・対話的で深い学び」

の実践が求められています。本校では「仲間と共に自ら学び続ける生徒の育成」を研究主題に掲

げ、生徒が学習の見通しをもち、学び合いを通して自分の考えを深めることができる授業を目指

して取り組んでおります。また、生徒会学習委員会が中心となり各学級の「めざす授業の姿」を

設定し、生徒と教師が一緒になって授業づくりを進めてまいりました。しかし、思うように成果

があがらず、研究実践の難しさを改めて痛感しております。 

つきましては、３年間のまとめとして令和元年度の研究発表会を下記のとおり開催いたします。

ご多用とは存じますが、多数のご参加をいただき、ご指導・ご助言を賜りますようご案内申し上

げます。 

 

研究主題 
 
 

 
 
 
 

１ 日  時      令和元年１１月１日（金） 

２ 場  所      瑞穂市立穂積中学校 

           〒501-0222 瑞穂市別府 1888 番地 

           ℡(058)327-0733   Fax(058)326-7755 

                E メール      hochu@he.mirai.ne.jp 

３ 公開日程       

                

受付 公開授業①   公開授業② 昼食 
放送による

全体会 
公開授業③  

分科会 
（各分科会場） 

仲間と共に自ら学び続ける生徒の育成 
～個の学びが深まる授業を通して～ 

10:15 

 

10:40 11:45 

 

 

12:35 15:15 14:10 13:55 

 

11:30 

 

 

15:00 16:30 



４ 公開授業   

■公開 ①   １０：４０～１１：３０                     

教科等 学 級 授 業 者 会  場 単 元 ・ 題材名 

国語 
1年7組 坂東 俊輔 1年7組教室 根拠を明確にして魅力を伝えよう 

2年4組 山本 淳司 2年4組教室 話し合って考えを広げよう 

社会 2年7組 江口 美保 2年7組教室 中部地方 －活発な産業を支える人々の暮らし－ 

数学 3年4組 安田 圭佑 3年4組教室 相似と比（わくわくコース） 

理科 
1年1組 古沢 紀芳 第1理科室 「身のまわりの現象」～光の世界～ 

3年1組 横井 貴範 第2理科室 「エネルギーと仕事」～運動とエネルギー～ 

音楽 1年6組 奥村 紀子 第1音楽室 「ＭｙＭｅｌｏｄｙ 日本の音階を使って旋律をつくろう」 

保体 
1年4・5組 長谷川 慎 体育館2階 球技 「バレーボール」 

2年5・6組 山下 弘暉 卓球場 現代的なリズムのダンス 「くずしを使って表現を広げる」 

英語 
2年3組 高橋 和秀 2年3組教室 Lesson6「My Dream」（どんどんコース） 

3年5組 井嶋  潤 3年5組教室 Lesson5「Places to Go, Things to Do」 
 
 
■公開 ②    １１：４５～１２：３５                     
教科等 学 級 授 業 者 会  場 単 元 ・ 題材名 

国語 3年3組 広田 貞子 パソコン室 夏草―「おくのほそ道」から 

社会 

1年5組 三輪 一博 1年5組教室 北アメリカ州 ～盛んな農業や工業の特色～ 

3年4組 八代 浩司 3年4組教室 国の政治の仕組み 

3年6組 谷  雄策 3年6組教室 国の政治の仕組み 

数学 
1年7組 髙橋 正光 1年7組教室 量の変化と比例，反比例 

2年1組 松本 啓資 2年1組教室 平行と合同 

理科 
2年7組 小野島 淳 第3理科室 化学変化と原子・分子 

3年5組 川瀬 健剛 第2理科室 「エネルギーと仕事」～仕事とエネルギー～ 

保体 2年3・4組 畑添  謙 体育館2階 バスケットボール「リーグ戦①」 

家庭 2年5組 水野 宏美 調理室 調理と食文化 日常食の調理をしよう 

英語 

1年3組 成田 佳照 1年3組教室 Lesson6「My Family」GET Part3 

2年2組 
栁瀬あすか 2年2組教室 Lesson6「My Dream」（どんどんコース） 

藤原 裕子 3階特活室 Lesson6「My Dream」（こつこつコース） 

特別支援 I学級2組 梅田 隆仁 柔剣道場 武道 「剣道」 
 
 
■放送による全体会  １３：５５～１４：１０  ・生徒代表挨拶 ・教育長挨拶 
 
 
■公開 ③    １４：１０～１５：００                     
教科等 学 級 授 業 者 会  場 単 元 ・ 題材名 

国語 1年1組 金古 由美 図書室 根拠を明確にして魅力を伝えよう 

社会 1年3組 近藤 晃正 1年3組教室 北アメリカ州 ～盛んな農業や工業の特色～ 

数学 3年6組 
桐山 祐実 3年6組教室 相似と比（わくわくコース） 

岩田 健志 2階少人数指導室 相似と比（じっくりコース） 

理科 1年2組 辻  一海 第1理科室 「身のまわりの現象」～光の世界～ 

音楽 3年2組 北川 真由 第1音楽室 「曲想の変化を生かして，表情豊かに合唱しよう」 

美術 2年3組 吉村 賢治 第1美術室 塑像「生活を見つめる手」 

保体 3年3・4組 石原剛太郎 体育館2階 球技 「バレーボール」 

技術 2年6組 松井 大介 2年6組教室 エネルギー変換と利用 

英語 2年4組 長谷川和也 2年4組教室 Lesson6「My Dream」 

特別支援 I学級1組 松永 真里 1階多目的室 作業学習「Ｉ愛Smiley Storeを成功させよう」 

 



■分科会（各分科会場、及び指導・助言をいただく先生方）１５：１５～１６：３０  

 

５ 参加申し込み 

 ・参加を希望される方は、別紙の「参加申込書」に、必要事項を記入の上【FAX】でお申し込み

下さい。 

 

６ 駐車場 

 □ご来賓の皆様（駐車券をお持ちの方） 

・本校北側の道路より進入していただき、【校舎北側】の駐車場をご利用ください。 

 

  □一般参観者の皆様 

・本校南側の道路より進入していただき、【本校グラウンド南側テニスコート南】（以下

【校舎南側】）の駐車場をご利用ください。 

・午前中は、保護者も利用するため、【校舎南側】の駐車場が満車の場合は【校舎北側】

の駐車場へお回りください。 

・午後からも同様に、【校舎南側】の駐車場を優先的に使用していただき、満車の場合は

【校舎北側】の駐車場をご利用ください。 

 

≪問い合わせ先≫ 

瑞穂市立穂積中学校  教頭 藤枝 豊和 

TEL ０５８－３２７－０７３３ 

     FAX ０５８－３２６－７７５５ 

 

教科等 分科会場 指導・助言者 

国 語 １年１組教室 
瑞穂市教育委員会 学校教育課 主幹 

                   曽我部 雄志 様 

社 会 １年３組教室 
瑞穂市教育委員会 学校教育課 総括課長補佐 

                   堀   貴嗣 様 

数 学 ３年６組教室 
瑞穂市教育委員会 教育支援センター研修担当 

後藤  知利 様 

理 科 第１理科室 
瑞穂市教育委員会 学校教育課 総括課長補佐 

伊藤  貴範 様 

音 楽 第１音楽室 
本巣市立糸貫中学校 教頭 

薄田  茂樹 様 

美 術 第１美術室 
岐阜大学教育学部附属中学校 主幹教諭 

山本  真司 様 

保健体育 ３年３組教室 
本巣市立一色小学校 校長 

岩佐  優  様 

技術・家庭 ２年６組教室 
岐阜市立長良中学校 教諭 

中西  健  様 

英 語 ２年４組教室 

文部科学省 初等中等教育局 教育課程課 教科調査官 

情報教育・外国語教育課 教科調査官 

国立教育政策研究所 教育課程研究センター 研究発表部  

教育課程調査官 

山田  誠志 様 

特別支援 １階多目的室 
瑞穂市立南小学校 教頭 

土川  恵美 様 



 

 

令和元年度 瑞穂市立穂積中学校 研究発表会  

参加申込書 
 

 

FAX 送信先（穂積中学校）  

０５８-３２６-７７５５ 
 

所  属 

 

 

 

 

電話番号 

FAX番号 

 

 電話：    －    － 

 FAX：    －    － 

 

 

 

職 名 参加者のお名前 参観授業（○印をお願いします） 
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