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第一部研究 文論



第二部個人研究・活動報告



イ固人百升究・j舌動幸艮告(2001.4-2002.3)

1.著

坂本

長岡

一光

素巳

H.14.3 (2002)

H.]4.2 (2002)

長澤郁夫

石田

1 (2002)H.14

『永遠の嘘を信じてくれーある中学校長のはなしー』松江;自費出版

〔分担執筆〕「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~社会参加・ボランティア体験学習と必修教科「社会」との関

連化を図るアプローチ~」『中学校社会科教諭のためのCD-ROM授業

資料集 VOL3総合的な学習における様々な体験を生かした社会科の指

導事例』,東京;ニチブン

〔分担執筆〕「福祉と人間」『総合的学習のカリキュラムデザイン5 企

画実践型カリキュラムを創る』田中博之編,明治図書, PP.159-175.

〔分担執筆〕「自立した消費者になるために」「基本的人権と公共の福祉」

「私たちの生活と法」『中学校社会科教諭のためのCD-ROM授業資料

集VOL.9現代に生きる「公民的分野」のワークシート・テスト問題』,

東京;ニチブン.

〔分担執筆〕『中学校美術科教師用指導書指導編』東京;日本文教出

版, PP.168-173.

〔分担執筆〕『中学校社会科指導展開事例集地理』東京;東京法令出

版, PP365-383.

〔分担執筆〕(「地理的分野のテスト問題の改善」)『中学校社会科教諭の

ためのCD-ROM授業資料集』理論編第5章,東京;ニチブン.

〔分担執筆〕「オリジナル絵本作り」畔斤しい時代の学力づくり授業づく

り資質・能力を育てる中学校家庭分野編』河野公子編著,明治図書,

PP.82-89.

j青

持田隆志

H.14.2 (2002)

大島

H.13.8 (2001)

戸

三島香子

H.13.8 (20OD

H.14.2 (2002)

2.

長岡

H.14.2 (2002)

三△、

五冊

素巳

浜崎真理子

原

H.14.3 (2002)

H.14.3 (2002)

H.13.フ(2001)宏

長澤郁夫

「中学校における歴史学習の学力と発達過程~基礎・基本と問題解決力

を系統的・総合的に育てるために~」『有馬毅一郎先生退官記念論文集』

「保護者との連携のポイントは?」『特殊教育支援ハンドブック』島根県

立松江教育センター PP.104-107

『たくましく生きる力』を育てる特殊学級の教育課程~新学習指導要領

をふまえた教育実践の在り方をさぐる~『附属中学校研究紀要』 43号,

PP.1-6.

「6つの働きが楽しめるトランジスタ実験キット」呼支術教室』 NO.586,

農山漁村文化協会, PP12-17.

「技術・家庭科と総合学習の連携」『研究集録』第9号島根県中学校技

術・家庭科研究会, PP40-4

「授業で役立つ BTRON②」『TRONW'ARE』 V01.69,パーソナルメディ

ア, PP50-53.

「授業で役立つBTRON③」『TRONWARE』 V01.70,パーソナルメディ

ア, PPU-47.

「楽しく地図の基本を身につけよう」『中学校地図・社会科研究』 2001年

2学期号,帝国書院.

5 (2001)H.13

H.13.5 (2001)

H.13.6 (2001)

岩田

H.13.8 (2001)

靖 H.13.9 (2001)
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西田 イ1多

大島

H.13.フ(2001)

戸

永田祐治

H.13.9 (2001)

H.14.3 (2002)

安達直幸

「総合的な学習を生かすための数学科のアプローチ~総合的な学習や

他教科との関連を重視した[空間図形]の学習を通して~」『附属中学

校研究紀要』 43号, PP.フ-22.

「自分のオーストラリア地図をっくろう」『第 3 回「オーストラリア発

見」学習指導プランコンテスト入選作品集』東京;豪日交流基金

「選択社会科の授業構想とその実践にっいて~『私の松江再発見』の学

習を通して~」'『有馬毅一郎先生退官記念論文集』

プレスカンファレンスの実践を通して~4技能が統合された活動を目指

して~邱付属中学校研究紀要』 43号, PP.23-28.

体っくり運動に関する実践研究邸付属中学校研究紀要』 43号, PP.29-

38.

自らのことぱを見つめる子どもが育つ学習をめざして~学習者の言語生

活に根ざした学習室への試み『附属中学校研究紀要』43号,即.39-4

佐々木公子

H.13.フ(2001)

H.13.フ(20OD

H.13.フ(20OD

3.実技

今岡正治

. 作品

H.13.フ(2001)

H.13.10 (2001)

H.13.10 (2001)

H.14.2 (2002)

持田隆志

山陰フィルハーモニー管弦楽団第29回定期演奏会指揮島根県民会館

「ボレロ」「青少年の管弦楽入門」 n812年」他

島根県中学,高等学校弦楽コンサート指導・1酎軍安来市民会館

「シンプルシンフォニー」他

オルガン定期コンサート賛助山陰フィルハーモニー管弦楽団指揮

プラバホールプーランク「オルガン協奏曲」他

トヨタコミュニティーコンサート山陰フィルハーモニー管弦楽団

副指揮島根県民会館ストラヴィンスキー「火の鳥」他

島根県ミュージカル「ビリーブインミー」音楽監督・1酎軍

島根県民会館

第69回独立展入選「閉ざされし場所」 N30 東京都美術館

4.研究

神田裕之

H.14.2 (2002)

H.13.10 (2001)

長澤郁夫

発表

H.13.6 (20OD

H.13.8 (2001)

H.13.8 (2001)

5.授業

西山成信

山根斉浩

浜崎真理子

「問題の本質を捉えよう~式の計算(3年)の利用~」数学教育協議会

島根県大会,松江市総合福祉センター.

隠Mを利用した環境教育の教材化」第50次技術教育・家庭科教育全国

研究大会,東京.

「マルチメディアを生かした「ものづくり学習」支援システムの作成と

実践」第26回実践研究助成成果報告会,松下視聴覚教育研究財団主催,

東京.

研究

H.13.10 (20OD

H.13.6 (2001)

H.14.2 (2002)

単元限頁微鏡と双眼実体顕微鏡」 3年選択理科,島根大学教育学部附属

中学校,授業研究.

国語「カルタをしよう」島根大学教育学部附属中学校,平成13年度新任

担当教官研修.

総合的な学習「さくらの家」と交流会をしよう,島根大学教育学部附属

中学校,第24回障害児教育を語る会
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齋1泰央明

神田裕之

H.13.6 (2001)

H.14.2 (20OD

長澤郁夫

西田

H.13.10 (2001)

三島香子

H.13.10 (2001)

国語「うまく伝えられるかな?」島根大学教育学部附属中学校,平成13

年度新任担当教官研修

総合的な学習「さくらの家」と交流会をしよう島根大学教育学部附属

中学校,第24回障害児教育を語る会.

単元陰女学的な見方や考え方からのアプローチ」 3年選択数学,島根大

学教育学部附属中学校,授業研究.

単元隠M を利用した地球にやさしい環境作りを提案しよう」 3年選択

技術,島根大学教育学部附属中学校,授業研究.

数学課題学習「総合的な学習ヘ一人,ヒトそして考える葦一」第

1学年1組,島根大学教育学部附属中学校,授業研究

題材「幼児の遊び」第2学年4組,島根大学教育学部附属中学校,授業

研究.

単元「program7 TheHomeplaneU 第3学年3組,島根大学教育学部

附属中学校,平成13年度初任者研修(教育センター)授業研究.

国語「うまく伝えられるかな?」島根大学教育学部附属中学校,平成13

年度新任担当教官研修.

総合的な学習「さくらの家」と交流会をしよう,島根大学教育学部附属

中学校,第24回障害児教育を語る会.

単元「インドアテニスを楽しもう」 3年選択体育,島根大学教育学部附

属中学校,授業研究.

単元「program4 国際電話でハロー」第1学年4組,島根大学教育学

部附属中学校,授業研究.

単元「program9 楽しい週末旅行」第 1学年3組,島根大学教育学部

附属中学校,平成13年度初任者研修(教育センター)授業研究.

イ彦

渡部睦浩

H.13.9 (2001)

瀬島加代子

H.13.6 (2001)

H.13. H (2001)

上田亜由美

H.13.6 (2001)

上田陽一郎

H.14.2 (2002)

H.13.10 (2001)

H.13.6 (2001)

6.才旨導

長岡素巳

H.13. H (2001)

講師

H.13.6 (2001)

H.13.フ(20OD

H.13.12 (20OD

H.13.6 (2001)寺本

H.13.11 (2001)

指導講師「平成13年度小・中学校『総合的な学習の時間』講座」島根県

立キ公江教育センター.

指導講師「教職ガイダンス(前期)講義」島根大学教育学部.

指導講師「教職ガイダンス(後期)講義」島根大学教育学部.

指導講師「中学校の国語学習について」教育実地研Ⅱ,島根大学教育学

部.

指導講師「平成13年度初任者研修」島根県立松江教育センター.(研修

場所島根大教育学部附属中学校)

指導講師除急合的な学習を語る会」島根大学教育学部附属小学校

指導講師「中学校の国語学習について」鳥取県東伯郡大栄町立大栄中学

校.

講演講師「音楽教育を考える」松江市口ータリークラブ例会,皆美館.

指導講師「平成13年度初任者研修(中・高教科別研修(数学科))」島根

県立松江教育センター.

指導講師「総合的な学習の時間のあり方」飯石郡教育研究赤来大会,赤

来中学校

指導講師「教育実地研究Ⅱ講義・演習(数学)」島根大学教育学部.

指導講師「教育実地研究Ⅱ講義・演習中学校の技術教育」,島根大学,

教育学部附属中学校

今岡

神田

H.14.2 (2002)

H.14.2 (2002)

正治

裕之

H.13.]1 (2001)

H.13.フ(20OD

長澤郁夫

H.13.10 (2001)

H.14

H.13

1 (2002)

フ(2001)
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岩田

H.13.8 (2001)

す青

西田

H.13.8 (20OD

持田隆志

H.13.11 (200])

修

角真左子

H.13.9 (2001)

H.13.5 (200])

H.13.12 (2001)

H.14.1 (2002)

H.13.12 (2001)

指導講師「小学生のための夏休み木工教室」,平成13年度森林とのふれ

あい推進事業「夏休み木工教室」,宍道町ふるさと森林公園.

指導講師除急合学習のあり方を求めて」平田市立平田中学校校内研修会,

平田中学校.

指導講師「新しい学習指導要領の趣旨を生かした社会科授業」平成13年

度初任者研修教科指導Ⅱ,島根県立松江教育センター.

指導講師「これからの数学教育」,平成13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「中学校の美術学習について」教育実地研Ⅱ,島根大学教育学

部.

指導講師「保健室の先生って?」教職ガイダンス,島根大学教育学部.

指導講師「思春期の性教育を考える一養護教諭の立場からー」思春期教

育フォーラム,島根県民会館

指導講師除急合的な学習の時間への取り組み~福祉体験を通して~」

総合演習実践1 島根大学教育学部,

指導講師「青少年のための科学の祭典~オリジナルキーホルダーを作ろ

う」青少年のための科学の祭典(松江大会),くにびきメッセ.

指導講師「中学校の英語学習について」教育実地研Ⅱ,島根大学教育学

部.

指導講師「平成13年度初任者研修」島根県立松江教育センター伍牙修場

所島根大学教育学部附属中学校)

指導講師「中学校の家庭科の授業の構成について~指導案の作成を通し

て~」教育実地研Ⅱ,島根大学教育学部.

山根斉浩

中釜智子

H.13.12 (2001)

H.13.6 (2001)

H.13.11 (2001)

H.13.フ(2001)三島香子
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平成14年7月10日

平成14年7月15日

印刷

発1テ

島根大学教育学部附属中学校
〒69ひ0824 松江市菅田町167-1

TEL (0852) 29-1300
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