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第一部研究論文

主権者の意識を育て社会に参加する生徒の育成をめざす横断的学習

~必修教科「社会」と選択教科・総合的な学習の関連化を図るアプローチ~

生徒が意欲的に取り組む体カトレーニング

~目標を意識できるための支援を中心に~

目

木材加工領域における木工具の収納・整備管理システムの開発

次

本校の球技選択制授業における生徒の意識調査

言語の背景にある情報を教えるV

~教科書を発展させた学習例"H010caust"学習への発展~

第二部個人研究・活動報告
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第一部研究論文



第二部個人研究・活動報告



個人研究

1.著

長岡素巳

j舌動幸艮告(1999.4-2000.3).

H.H.11 (1999)

石田

6 a999)H.H

渡部睦浩

靖 H.11.11 a99の

而冊

山崎裕二

〔分担執筆〕「国際理解教育での活用」「違っていいこと?」國分康孝

監修『エンカウンターで学級が変わるPart3中学校編』,図書文化,

PP.56・59 PP.158-161

〔分担執筆〕「島根大学教育学部附属中学校における総合学習の構想

一総合学習と選択教科の連携をどう図るかー」今谷順重編著『総合的

な学習と特色あるカリキュラム経営』,黎明書房, PP.145-161

〔分担執筆〕「私の町の年中行事」國分康孝監修『エソカウソター

で学級が変わるPart3 中学校編』,図書文化, PP.162-165

〔分担執筆〕「出会いのビンゴ」國分康孝監修『エンカウンターで

学級が変わるPart3 中学校編』,図書文化, PP.166-169

ヨム、

H.H.11 (1999)

寺本

文

H.11.フ(1999)

長岡素巳

H.11.9 q999)

H.11.5 a999)

「地域の自然や人々とのかかわり「生きる力」を育む総合的な学習」

『教職研修』 7月号増刊号,教育開発研究所, PP.184-1釘

「学び方を総合的な学習と国語科で学ぶ」畔旨導と評価』 V01.45,日

本教育評価研究会, PP.32・33

「日本と国際社会~オーストラリアとの関わりを通して」『第1回オー

ストリア発見学習指導プラン・コンテスト』,日豪交流基金, PP.96、
102

「感性を育てる総合的学習」『感性・心の教育』 NO.3,明治図書,

PP.32-35

「学び方を総合的な学習と国語で学ぶ」『指導と評価』 NO.45,日本

教育評価研究会, PP.28~32

「数の理解およびお金の支払いにっいての指導」『平成10.Ⅱ年度文

部省地域指定"特殊教育に関する調査研究"松江市中学校特殊教育実

践記録』, PP.85-92

「K児の"身だしなみ"の指導」『平成10・Ⅱ年度文部省地域指定"特

殊教育に関する調査研究"松江市中学校特殊教育実践記録』, PP.99、
104

「日常生活の指導における年度末の活動と評価」『平成10.Ⅱ年度文

部省地域指定"特殊教育に関する調査研究"松江市中学校特殊教育実

践記録』, PP.93・98

「"個別の指導計画"による日常生活の指導の年度末の活動」『月刊

実践障害児教育 2月号』,学習研究社, PP.14-17

「生徒の創意を引き出す題材選定」『技術教室』 NO.572,農山漁村文

化協会, PP.18-25

「金属加工領域における製作題材の工夫」『研究集録第8号』,島根県

技術・家庭科研究会, PP.21-26

「単元『"激安"の光と影を追いかける』の実践を通して」『社会科研

究』第8号,島根県社会科教育研究会, PP.31-32

「『自立した消費者』を育てるための指導の工夫」,島根県教育委員会

『すくすく消費者』第 7 号, PP.4-5

濱崎真理子
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中島恭子

3.実

今岡

H.12.2 (2000)

技

正治

・作品

H.11.7 a999)

「焼き杉のカレソダー作りの実践を通して~生活単元学習と個別の指

導計画~」『平成10・Ⅱ年度文部省地域指定"特殊教育に関する調査

研究"松江市中学校特殊教育実践記録』, PP.79-84

8 a999)H.Ⅱ

H.11

H.11

8 a999)

10 a999)

山陰フィルハーモニー管弦楽団トヨタコミュニティーコンサート副指

揮島根県民会館大ホール歌劇「椿姫」公演

ユージカル「あいと地球と競売人」音楽監督,島根県民会館大ホーミ

ル

ホルソブソサソブルコンサート主催斐川町中央公民館

島根県中学校合同弦楽コンサート指揮加茂「ラ・メール」交響曲

第6番「田園」から他

加茂町ビリオネア大学公演指揮加茂「ラ・メール」交響詩「古代」

島根県芸術文化協会記念ミュージカル指揮県民会館大ホールミ

ユージカル「くにびき」

プラバニューイヤーコンサート指揮松江市プラバホール,歌劇

「コシ・ファソ・トウツテ」ハイライト

山陰フィルハーモニー管弦楽団第27回定期演奏会指揮松江市プ

ラバホールチャイコフスキー交響曲第4番他

加茂町ビリオネア大学公演指揮加茂「ラ・メール」「青ネコラソ

ド」公演

第67回独立展入選「侵食1」 SI00,東京都美術館

H.11.10 (199の

H.H.11 (1999)

単元「幕藩体制の成立と鎖国」第1学年3組,島根大学教育学部附属

中学校,同和教育授業研究会

主題「自己の向上」(資料:明日を探して)第1学年1組,島根大学

教育学部附属中学校,道徳研究授業

単元「統計資料を活用して都道府県名知識を身につけよう」第1学年

1組,島根大学教育学部附属中学校,松江市統計教育研究会授業研究

会

単元「programl0 アンのノートから」第1学年4組,島根大学教育

学部附属中学校,島根県英語科初任者研修会公開授業

1 (200のH.12

持田

4,研

長岡

H.12.2 (2000)

H.12.3 (200の

H.11.10 (199の

発表

H.11.10 (1999)

隆志

究

素巳

長沢郁夫

角真左子

H.12.3 (200の

H.Ⅱ.5 a999)

H.11.フ(199の

中釜智子

「生き方と学び方の統合を図る総合的な学習の実践」全国社会科教育

学会第48回全国研究大会,島根大学

「『生き方』を育む総合的な学習の構想と実践」島根大学附属教育実

践研究指導センター主催「総合学習を創ろう会」

「技術.家庭科木材加工領域における指導計画作成支援システムの開

発」日本産業技術教育学会中国支部第28回大会,島根大学

「スクールカウソセラーとともに行う相談活動」第34回全国国立大学

附属学校連盟養護教諭部会中国地区大会総会並びに研究協議会実践報

松江市レインポープラザZ七
「コ,

「総合学習における英語教育の役割」第23回広島大学英語教育学会シ

ソポジウム提案,広島大学

5.授

石田
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湯浅哲司

6,チ旨導

山崎裕二

H.11.10 (1999)

講師

H.11.4

~H11.9

H.H.11

奥村泰麿

単元「平和を考える一戦争文学から」第3学年4組,島根大学教育学

部附属中学校,平成Ⅱ年度中学校国語科教育講座,島根県立松江教育

センター

寺本

フ(1999)H.H

長岡素巳

H.11.10 a999)

H.12.2 (200の

非常勤講師「古代中世史概説」(12回)平成Ⅱ年度前期島根大学教育

学部一般講座,島根大学教育学部

指導講師「古文書手ほどき講座」(4回)平成Ⅱ年度きすき町民大学

講座,大原郡木次町立図書館

指導講師「教材研究の視点」平成Ⅱ年度初任者研修講座,島根県立松

江教育センター

指導講師「学習指導の工夫」平成Ⅱ年度中学校数学科教育講座,島根

県立松江教育センター

指導講師「中学校での国語授業実践について」島根県国文学会大田地

区研修会,島根県立大田高等学校

指導講師「『生き方』を育む総合的な学習の構想と実践」島根町中学

校教育研究会,マリンゲート島根

指導講師「中学校の技術教育」教育実地研究Ⅱ,島根大学教育学部附

属中学校

指導講師「平成Ⅱ年度森林とのふれあい推進事業『小学生のための夏

休み木工教室』」,宍道町ふるさと森林公園

指導講師「学校教育における環境教育の取り組みと実践」平成Ⅱ年度

島根県高等学校家庭クラブ連盟指導者養成講座,島根県立青少年の家

サソ・レーク

指導講師「学校教育における加工学習と情報教育のありかた」平成Ⅱ

年度中学校技術・家庭科(技術系)教育専修講座,島根県立浜田教育

センター

指導講師「中学校の社会科教育」教育実地研究Ⅱ,島根大学教育学部.

指導講師「コンピュータを活用した数学の学習指導の工夫」平成H年

度中学校数学科教育講座,島根県立松江教育セソター

指導助言「デザイソ・工芸の授業について」八束郡美術部会授業研究会.

指導講師「中高一貫教育のあり方について」平成Ⅱ年度高等学校地理

歴史科教育講座,島根県立松江教育セソター

指導講師講義「教材開発の考え方と方法」平成Ⅱ年度中学校社会科

教育(地理的分野)講座,島根県立松江教育センター

講演「スクールカウンセラーとともに行う相談活動」島根県臨床心理

士会1月例会

長沢郁夫
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