
未来社会を創造する主体を育成する
カリキュラム・マネジメントⅢ

令和３年度 教育研究発表会（ご案内）

令和元年～４年度 文部科学省研究開発学校指定 延長 第３年次

国立大学法人 福岡教育大学附属福岡小学校

令和４年２月11日（金）・12日（土）

主催／福岡教育大学・附属共同研究 初等教育研究部 特別支援教育研究部
後援／福岡県教育委員会・福岡市教育委員会 （申請中）

校 長 相澤 宏充 副校長 平川 洋一

平成27年度から文部科学省研究開発学校の指定を受け，予測不能な未来社会におい

ても，能動的かつ主体的に生き抜く人間を育成することをめざしてきました。本年度

はその延長３年目として，本校のカリキュラムにおける子供たちの学びの姿から，

資質・能力の発揮の様子を捉え，アセスメントを基にしたカリキュラム・デザインの

在り方について提案いたします。

ここにご案内申し上げますとともに，多くの皆様のご参会をお待ちしております。

学習内容と
授業時数の
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６年５年

参加費・資料代

ア ク セ ス 【福岡市営地下鉄ご利用の場合】

☆福岡市営地下鉄大濠公園駅または唐人町駅下車，徒歩１０分

【西鉄バスご利用の場合】

☆昭和通り経由西新方面行きバスで大濠公園下車，徒歩１０分
☆都市高速経由バスで伊崎下車，徒歩５分
☆６１番福浜行きバスで唐人町３丁目下車，徒歩２分

〒810-0061 福岡市中央区西公園１２－１

ＴＥＬ ０９２－７４１－４７３１

ＦＡＸ ０９２－７２２－２５５３

https://fukuokaes.fukuoka-edu.ac.jp/

問 合 せ 福岡教育大学附属福岡小学校
研究部長 井手 司

個人情報の保護法の趣旨に基づき，本校の教育研究発表会における授業等において撮影した本校児童・職員の映像・
写真・音声及び個人情報等については，研究・研修を目的とした個人的使用以外に利用することをお控えいただいてい
ます。また，本校職員・児童/保護者の承諾を得ずに公表・発表等を行わないようにお願いいたします。

※ カメラ及びビデオ等による撮影についてのお願い

社会科(研究部長)

井手 司教諭

人間科
小島 恵太教諭

健康科
古賀 晃教諭

健康科
新田 聖教諭

健康科
永松 聖子教諭

数学科
石橋 大輔教諭

数学科
西島 大祐教諭

数学科
田中 智史教諭

科学科
大橋 翔一朗教諭

科学科
関 尚幸教諭

言葉科
大村 拓也教諭

人間科
宇戸 勝則教諭

言葉科
藤 大航教諭

土橋 和恵教諭

横田 純也教諭

主任
坂牧 淳教諭

岩田 健吾教諭

芸術科
坂本 香織教諭

芸術科
池田 裕美教諭

１年 ２年 ３年

４年

帰国
子女
学級

特別支援学級

専科

社会科
持続可能な社会を創り出すため

に，社会の一員であることを自覚
し，自身の関わり方を考える教科

３つの資質・能力からつくる
７教科の教育課程

子供の文脈を重視した
３つの学び

健康科
食や運動とのかかわり方を見つ

け，自分に合った健康的な生活を
創り出す教科

芸術科
感性を働かせながら，表現欲求

の連続・発展を基に，美を感受し，
創り出す教科

数学科
先人が築き上げた数，量，形に

ついての概念や原理，法則を探究
し，論理的思考力を育む教科

科学科
自然事象との出合いから生まれた問

題を，仮説に沿って何度も繰り返し観
察，実験し，科学的に解決する教科

言葉科
言葉に着目し，言葉を使って追

究課題を解決し，言葉の価値を見
いだす教科

人間科
自分の生きる意味や価値を見つ

め直し，人格の完成に直接向かう，
全教科の核となる教科

言葉科
中河原 絵里 教諭

言葉科
扇 裕人教諭

直接参加，オンライン参加ともに３，０００円 ※事前振り込みとなります

社会科
烏田 聖良教諭

参加形態・人数 直接参加＜限定200名＞，オンライン参加
※感染症の拡大や社会情勢によって変更する可能性もあります。本校HPでご確認ください。

アセスメントによる
カリキュラム改善

社会科・人間科
齋藤 淳教頭 西田 淑恵養護教諭



第１日目 ２月11日（金）

12：00～12：45 会場受付（事前申込の限定200名）

12：30～12：40 ６年生児童による合唱・合奏の発表

12：45～13：15 全体会
挨 拶 学長 飯田 慎司
全体研究発表研究副部長 石橋 大輔

13：15～13：30 移動・休憩

13：30～14：15 学習公開①（６本の学習公開・Live配信）

14：15～14：45 ミニ協議会（学習公開①に関する協議）

14：45～15：00 移動・休憩

15：00～15：30 教科研究発表

15：30～16：45 全体講演
＜講師＞國學院大学 田村 学 教授

16：45～16：50 閉会行事

発表内容，並びに発表者は令和４年１月に
本校HP，本校Facebookで発表いたします。

第２日目 ２月12日（土）

8：15～ 9：00 会場受付（事前申込の限定200名）

８：45～8：55 ６年生児童による合唱・合奏の発表

9：00～ 9：30 全体会
挨 拶 校長 相澤 宏充
全体研究発表研究部長 井手 司

9：30 ～ 9：45 移動・休憩

9：45～10：30 学習公開②（６本の学習公開・Live配信）

10：30～10：45 移動・休憩

10：45～11：15 教科研究発表

11：15～12：30 全体講演
＜講師＞京都大学 石井 英真 准教授

12：30～13：15 昼食

13：15～14：00 学習公開③（６本の学習公開・Live配信）

14：00～15：15 教科別学習協議会

15：15～15：30 移動・休憩

15：30～16：45 全体講演
＜講師＞上智大学 奈須 正裕 教授

16：45～16：50 閉会行事

＜講師＞國學院大学 田村 学 教授

上越市立大手町小学校教諭，柏崎市教育委
員会指導主事，文部科学省教科調査官，視学
官を経て，平成29年４月より現職。日本生活
科・総合的学習教育学会常任理事も務める。
教員時代より，生活科・総合的な学習の時間
の実践，カリキュラム研究に取り組んでいる。
著書に『学習評価』（東洋館出版）など。

オンライン参加の方
web会議システムにて

詳細は申込時にご登録いただいた
メールアドレスにお送りします

国立教育研究所教育方法研究室長，立教大学
教授を経て，2005年より現職。新学習指導要領
の策定に関わるなど，新しい時代を生きる子供
たちに必要な資質・能力について，多くの場で
発信している。著書に『「少ない時数で豊かに
学ぶ」授業のつくり方』（ぎょうせい）など。

＜講師＞上智大学 奈須正裕 教授

日米のカリキュラム研究，授業研究の蓄積を
基に，学校で育成すべき資質・能力の中身をど
う構造化・モデル化し，それらを実質的に実現
しうるカリキュラム，授業，評価，教師教育を
いかにデザインしていけばよいのかを発信して
いる。著書に『授業づくりの深め方～「よい授
業」をデザインするための５つのツボ』(ミル
ネヴァ書房)など。

＜講師＞京都大学 石井英真 准教授

本校の提案する７教科ごとの協議会に加え，特別
支援教育部会，養護教諭部会も予定しています。

昼食について
校内での飲食物の販売・提供はござい

ません。飲食スペースは用意しておりま
すので，校内での昼食は可能です。その
場合，昼食はご持参いただくよう，お願
いいたします。

発表内容，並びに発表者は令和４年１月に
本校HP，本校Facebookで発表いたします。

教 科 ３つの学び 学年学級 単元・題材名 授業者

社 会 テーマ ２年１組 もっとなかよくなれるかな？～１年生と楽しくあそぼう～ 烏田 聖良

数 学 フォーカス ２年２組 ものの分け方を 考えよう 石橋 大輔

科 学 フォーカス ４年１･３組 のぞいてみよう ２つのレンズの世界 関 尚幸

オンデマンド学習公開（１月末に申込者に事前公開）



健 康 テーマ ２年２組 力を合わせてクリアをめざそう！マルチアタックボール！ 古賀 晃

数 学 フォーカス ３年２･３組 図形を組み合わせてもようをつくろう 田中 智史

人 間 テーマ ４年１･３組 みんなが笑顔でくらすために 宇戸 勝則

言 葉 フォーカス ６年１･３組 映像化する物語の世界～見ることを学ぶ～ 大村 拓也

芸 術 テーマ ６年２組 未来のまちを創ろう 池田 裕美

特別支援教育 算 数 さくら組 まとめて かぞえて おかしやさん 横田 純也

教科等 本学共同研究者（敬称略） 研究協力者（敬称略）

人 間
教育心理ユニット 教授 生田 淳一
学校教育ユニット 准教授 樋口 裕介

糸島市立波多江小学校 校長 石硯 昭雄
福岡県教育センター 主任指導主事 谷岡 良寛

社 会
副学長 社会科教育ユニット 教授 豊嶌 啓司

教職実践ユニット 特任教授 芋生 修一
教職実践ユニット 准教授 坂井 清隆

春日市立大谷小学校 校長 髙瀬 雄大
北筑後教育事務所 指導主事 鐘江 貴子

言 葉
国語教育ユニット 教授 河野 智文
英語教育ユニット 教授 後藤 美映

福岡教育大学 教職大学院 教授 田渕 聡
太宰府市立太宰府南小学校 校長 平島 健二
福岡市立内浜小学校 教頭 菊竹 一平
筑紫野市立筑紫小学校 主幹教諭 杉本 克如

数 学
副学長 数学教育ユニット 教授 清水 紀宏
副学長 教職実践ユニット 教授 森 保之

糸島市立雷山小学校 校長 田中 健悟
福岡県教育センター 主任指導主事 二串 英一

科 学 理科教育ユニット 教授 坂本 憲明
福岡市立東福岡特別支援学校 校長 野口 信介
福岡市教育センター 主任指導主事 永田 裕二

芸 術
美術教育ユニット 准教授 笹原 浩仁
音楽教育ユニット 准教授 山中和佳子

糸島市立南風小学校 校長 原 クミ
飯塚市立上穂波小学校 校長 合田 賢治

健 康
保健体育ユニット 教授 本多壮太郎
保健体育ユニット 准教授 樋口 善之
家政教育ユニット 教授 貴志 倫子

篠栗町立勢門小学校 校長 稲津 一徳
春日市立春日原小学校 教頭 平井 源樹
福岡市教育センター 主任指導主事 鞭馬あゆみ

特別支援教育
教職実践ユニット 教授 中山 健
教職実践ユニット 教授 納富 恵子
教育心理ユニット 講師 熊木 悠人

大野城市立大野東小学校 校長 落合 純哉
大川市立大川小学校 校長 下川 勝彦
福岡市発達教育センター 所長 諏訪原佳子
久留米市教育委員会 指導主事 中島 卓哉

学習公開①（１日目 13:30～14:15）

本学共同研究者・研究協力者

11月30日（火）12:00より

Peatixにて受付開始！

言 葉 テーマ １年１組 こんなにできるようになったよ～見せてはなしてつたえよう～ 扇 裕人

言 葉 フォーカス ４年２組 Only one.～世界にひとつだけの～ 藤 大航

健 康 テーマ ５年２･３組 みんなでつくって楽しもう ワクワク エクササイズ 新田 聖

数 学 テーマ ６年１･３組 データでせまるわたしたちの未来 西島 大祐

社 会 テーマ ６年２組 ソーシャルビジネスで世界を救え！～目指せ小学生起業家～ 井手 司

特別支援教育 自立活動 梅組 力を あわせて～梅組フレンドパーク～ 坂牧 淳

学習公開②（２日目 ９:45～10:30）

芸 術 テーマ １年２組 みんなでつくろうおんがくげき 坂本 香織

健 康 フォーカス ２年１組 ワンダフル！ベジタブル！ 永松 聖子

言 葉 テーマ ３年１組 みんなちがってみんないい！～「HAIKU」の世界～ 中河原絵里

科 学 フォーカス ５年１組 見えない生き物をみてみよう 大橋翔一朗

人 間 テーマ ６年２組 わたしたちは未来社会をどう生きるか？ 小島 恵太

特別支援教育 生活単元学習 ふじ組 おわかれ会に むけて うごく おもちゃを つくろう 岩田 健吾

学習公開③（２日目 13:15～14:00）

ホームページ Facebook YouTube


