
文部科学省研究開発学校指定校

平成２８年度

広島大学附属三原幼稚園・小学校・中学校

第１９回 幼小中一貫教育研究会

平成 28 年 12 月 2 日(金)・12 月 3 日(土)

広島大学附属三原学校園

後援 広島県教育委員会・三原市教育委員会

本学校園は文部科学省研究開発学校の指定を受け，新領域「希望（のぞみ）」を核とした研究開発を進め

ています。本年度は延長指定２年次（研究開発５年目）にあたり，その成果を１２月２日（金）・３日（土）

の２日間にわたり，次の内容で公開します。 

【主な提案内容】 

◉ １２年間一貫カリキュラムにおける「資質・能力ベース」の保育・学習指導のあり方 

◉ 主体的に自己を変容させることにつながる「１２年間を見通した評価方法」

社会的自立の基礎となる資質・能力及び態度・価値観の 

体系的な育成のための，幼小中一貫の新領域を核とした 

自己開発型教育の研究開発【第５年次（延長２年次）】 
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平成２８年度

広島大学附属三原幼稚園・小学校・中学校

第１９回 幼小中一貫教育研究会



研究開発フォーラム （14：05～16：30） 

第１部 子どもプレゼンⅡ （14：05～14：50） 

「『希望（のぞみ）』で学ぶ子どもたち」 
コーディネーター ：小原 友行 先生（広島大学大学院教育学研究科 教授）

児童・生徒代表 ：幼小接続期 （２年生） 

中 間 期 （４年生） 

最 終 期     （８・９年生） 

第２部 研究開発サミット （15：00～16：30）

「資質・能力の育成をめざした主体的な学びの創造」 
コーディネーター ：深澤 清治 先生（広島大学大学院教育学研究科 教授） 

コメンテーター ：天笠  茂 先生（千葉大学教育学部 特任教授） 

     ：無藤  隆 先生（白梅学園大学大学院研究科 教授） 

シ ン ポ ジ ス ト ：田中 孝尚 先生（神戸大学附属幼稚園 副園長） 

         ：保森 智彦 先生（広島県尾道市立土堂小学校 パイロット教員） 

         ：濁川 朋也 先生（上越教育大学附属中学校 指導教諭研究主任） 

講演会 （11：05～12：05）

「幼児教育と小学校教育の改訂の方向とは」 

講演者：無藤 隆 先生 

           (白梅学園大学大学院研究科教授 研究科長 

こども学研究所長)

１日目 

１２月２日

（金）
8:00 

～ 

幼小接続期（年長・1 年）
（年長） 

9:00～10:50 
(１年)  

9:00～ 9:45 

「希望（のぞみ）」授業 
（9：00～，10：00～） 

「希望（のぞみ）視点の保育」 
（9：00～10：50） 

「希望(のぞみ)」学年区分部会別協議会 
（13：05～13：55） 

部会 指導助言者

入門期
広島大学大学院教育学研究科 

井上   弥   先生 

幼小 

接続期

広島大学大学院教育学研究科 

鈴木 由美子 先生 

中間期
広島大学大学院国際協力研究科 

平川  幸子  先生 

小中 

接続期

広島大学大学院教育学研究科 

山内  規嗣  先生 

最終期
広島大学大学院教育学研究科 

児玉 真樹子 先生 

部会 学年 活動・単元・題材 保育者・授業者

入門期
年少

年中

いっしょにやってみるって 

たのしいね 

掛 

中山(芙) 

幼小 

接続期

年長

1 年
みんなでいっしょに 

君岡 

渕山 

中間期
3 年

4 年
思いをとどけよう 笑顔プロジェクト 

真田 

梅野 

小中 

接続期

6 年

７年
絆プロジェクト 6・7 交流 

鈴木 

石川・日野

最終期 ８年
「夢を志に」～Piece ＆ Peace～ 

わくわく WORK 職場体験プロジェクト 
藤井・末広

8:00～ 

「希望 

(のぞみ)」

基調提案

8:30～

8:50

「希望(のぞみ）視点の保育」「希望(のぞみ）」授業

入門期(年少・年中)
9：00～10：50

中間期
（３年・４年） 

10：00～10：45 

小中接続期
（６年・７年） 
9：00～9：50

最終期
（８年） 

10：00～10：50

講演会

11：05 

～ 

12：05

昼 食 
「希望(のぞみ)」

学年区分部会別

協議会 

13：05～ 

13：55 

研究開発フォーラム

第１部 子どもプレゼンⅡ

14：05～14：50 

休憩 

14：50～15：00 

第２部 研究開発サミット

15：00～16：30

8:00 8:30  9:00        10:00  11:05      12：35   13：05      14：05 

「希望（のぞみ）」基調提案 （8：30～8：50） 

平成２４年度から文部科学省研究開発学校指定を受けて

研究推進している「社会の中で真に生きて働く力を育成

する全教育課程におけるカリキュラム開発」について説

明します。 

子ども

Ⅰプレゼン

12：35～

12：50

幼小接続期（年長・１年）
（年長） 

9：00～10：50 
（１年） 

9：00～10：30

子どもプレゼンⅠ （12：35～12：50） 

「子どもが語る『希望（のぞみ）』」　小中接続期（５年生）



保育部会「希望(のぞみ)視点の保育」（8：40～10：50)

学年 活動 保育者 

年長 いっしょにやってみよう 広兼 

公開授業Ⅰ（8:40～）

学年 教科 単元・題材 授業者 

１年 国語
こえに出してよもう 
(はじめは「や！」)

渕山 

１年 算数 たしざん（２）（活用） 端山 

２年 音楽 ふしをつくって 長澤 

３年 体育 ハンドボールⅡ 中山(泉) 

４年 社会 遊園地から見えてくる少子化 梅野

６年 理科 電気の利用 三田 

国語
伝統－時を超えて 

（故事成語） 
石川 

７年 英語
PROGRAM 9 

A New Year's Visit 
西本 

８年 家庭 幼児とのふれあい 藤井 

８年 美術
〇〇スタイルで大変身 

～作家研究を通して～ 
松本 

公開授業Ⅱ（9:40～） 

１年 生活 カタツムリとなかよし 石井 

２年 図工 土ねんど 大へんしん！ 松崎 

４年 国語
表現のくふうを見つけよう 

（世界でいちばんやかましい音）
杉川 

５年 理科 電流がうみ出す力 柘植 

５年
外国語

活動

おすすめのものを 
紹介しよう 

米倉 

６年 体育
ハンドボール

～くずして空間を創出する～ 
湯浅 

６年 算数 中学校への扉（活用単元） 鈴木 

７年 音楽 創作・旋律づくり 末広 

７年 理科 身近な物理現象 風呂 

８年 数学 確率 岩知道 

９年 英語

PROGRAM 9 

Education First： 

Malala's Story 

幸 

２日目 

１２月３日

（土） 

受

付

「希望（のぞみ）視点の保育」

8:40～10：50 

各教科授業 

小Ⅰ8:40～9:25 Ⅱ9:40～10:25

中Ⅰ8:40～9:30 Ⅱ9:40～10:30

保育協議会

11:15～12:25 

教科別協議会 

10：45～12:25 

8:15  8:40           11:15           12:25 13:30

協 議 会 

部会 指導助言者 

保育協議会 （11:15～12:25）

保育
広島県教育委員会  

広島大学大学院教育学研究科

湯原 玲子 先生 

井上  弥 先生 

教科別協議会 （10:45～12:25）

国語 

三原市教育委員会  井上 靖子 先生 

広島大学大学院教育学研究科 田中 宏幸 先生 

広島大学大学院教育学研究科 山元 隆春 先生 

社会 
三原市教育委員会  山森 一徳 先生 

広島大学大学院教育学研究科 木村 博一 先生 

広島大学大学院教育学研究科 永田 忠道 先生

算数 

数学 

三原市教育委員会  荒木 美花 先生 

広島大学大学院教育学研究科 植田 敦三 先生 

広島大学大学院教育学研究科 松浦 武人 先生

理科 
広島県東部教育事務所 宮本  毅 先生 

広島大学大学院教育学研究科 柴  一実 先生 

広島大学大学院教育学研究科 山崎 敬人 先生

生活 
広島県東部教育事務所 升谷 英子 先生 

広島大学大学院教育学研究科 朝倉  淳 先生 

音楽 
広島県東部教育事務所 平田 恭子 先生 

広島大学大学院教育学研究科 枝川 一也 先生 

広島大学大学院教育学研究科 伊藤  真 先生

図工 

美術 

広島県教育委員会  河村 陽子 先生 

広島大学大学院教育学研究科 内田 雅三 先生 

広島大学大学院教育学研究科 中村 和世 先生

体育 

保体 

広島県東部教育事務所 髙田 佳明 先生 

広島大学大学院教育学研究科 木原成一郎 先生 

広島大学大学院教育学研究科 大後戸一樹 先生

家庭 
広島県教育委員会  白井 良枝 先生 

広島大学大学院教育学研究科 伊藤 圭子 先生 

外国語

活動 

英語 

三原市教育委員会  村上 直子 先生 

広島大学大学院教育学研究科 柳瀬 陽介 先生 

広島大学大学院教育学研究科 樫葉みつ子 先生 

広島大学大学院教育学研究科 松宮奈賀子 先生

昼

食

講演会

13：30 

～ 

15：00 

講演会 （13：30～15：00）

「学習指導要領改訂の方向—『学びの地図』と『社会に開かれた教育課程』—」

講演者：天笠 茂 先生(千葉大学教育学部 特任教授)

７年

11:15
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本学校園は文部科学省研究開発学校の指定を受け，新領域「希望（のぞみ）」を核とした研究開発を進め

ています。本年度は延長指定２年次（研究開発５年目）にあたり，その成果を１２月２日（金）・３日（土）

の２日間にわたり，次の内容で公開します。 

【主な提案内容】 

◉ １２年間一貫カリキュラムにおける「資質・能力ベース」の保育・学習指導のあり方 

◉ 主体的に自己を変容させることにつながる「１２年間を見通した評価方法」

社会的自立の基礎となる資質・能力及び態度・価値観の 

体系的な育成のための，幼小中一貫の新領域を核とした 

自己開発型教育の研究開発【第５年次（延長２年次）】 

運営指導委員長 

小原 友行 先生
広島大学大学院 

教育学研究科 

教授

平成 14 年 4 月～平成 18 年 3 月
まで本学校園長併任。専門は，社会
認識教育学，特に市民的資質を育成
する社会科授業論研究。社会的活動
として，全国社会科教育学会会長，
日本ＮＩＥ学会研究委員会委員長
などを歴任。 

天笠 茂 先生 
千葉大学 

教育学部 

特任教授 

学校経営学，教育経営学，カリキュ
ラムマネジメント専攻。学校の実情
にあった学校間の連携を提案してい
る。社会的活動として，文部科学省
教育研究開発企画評価協力者会議委
員，千葉県教育委員長，日本カリキ
ュラム学会など。 

◇ 申込期間  平成 28 年 11 月２５日（金）までに，別紙申込書にて FAX（0848-60-0121）， 

メール（アドレス：fmihara@hiroshima-u.ac.jp），または郵送でお申込みください。 

＊当日申込みも可能ですが，資料の準備等の関係上，できるだけ事前にお申込みください。 

    ◇ 会 費  一般 2,000 円，学生 500 円（要項代等） 当日受付にてお支払いください。 

    ◇ そ の 他  昼食をご希望の方は，当日受付でお弁当券をお求めください。 

荷物預かり所を設けておりますので，ご利用ください。 

公開保育の時間は，1 日目と 2 日目で違います。 

なお，ビデオや写真の撮影はご遠慮ください。 

広島大学附属三原幼稚園・小学校・中学校

                   〒723-0004 広島県三原市館町 2 丁目 6 番 1 号 

                      TEL 0848-62-4642（幼） TEL 0848-62-4238（小） 

                       TEL 0848-62-4777（中） FAX 0848-60-0121（共） 

詳細はＨＰにて

飛行機 広島空港よりシャトルバス（約 40 分）で三原駅下車 

電 車 JR 山陽新幹線・JR 山陽本線・JR 呉線「三原駅」下車 

三原駅(北口)から徒歩５分で学校園に到着します。

 船  三原港より，徒歩１０分で学校園に到着します。 

＊ 自家用車でお越しの方は，学校園正門よりお入りください。 

● 申し込みについて ●

広島大学附属三原 検索 

● 運営指導委員の先生方のご紹介 ●

● 会場までの交通機関 ●

無藤 隆 先生 
白梅学園大学大学院

研究科 教授 

研究科長 

こども学研究所長 
聖心女子大学，お茶の水女子大学を
経て現職。発達心理学・教育心理
学・幼児教育・小学校教育専攻。 
社会的活動として，文部科学省中央
教育審議会委員，内閣府子ども・子
育て会議会長，日本保育学会理事な
ど。 

朝倉 淳 先生 
広島大学大学院

教育学研究科 

教授 

広島県内小学校教諭等を経て現職。現

在は附属東雲小・中学校校長併任。 

日本生活科・総合的学習教育学会理

事。主な研究分野は生活科・総合的学

習授業論。 

深澤 清治 先生
広島大学大学院

教育学研究科 

教授 

平成 22 年 4 月～平成 26 年 3 月ま

で本学校園長併任。専門は，英語教育

学，特に異文化語用論能力の習得，英

語教材論の研究。社会的活動として，

日本教科教育学会理事長など。 

URL:http://hiroshima-u.jp/fu_mihara
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