
第 26回　全国小学校生活科・総合的な学習教育研究協議会
第 19回　関東地区小学校生活科・総合的な学習教育研究協議会

　平成 29年 
11月１日（水）
　　　２日（木）

期　日

新都市ホール ☞横浜駅下車徒歩 5分
横浜市立大岡小学校・戸部小学校・日枝小学校
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２次　最終案内
会　場

横浜ベイブリッジ横浜ベイブリッジ

未来をひらく　夢をつないで未来をひらく　夢をつないで

みなさまのご参加をお待ちしております！

大会主題

実行委員長　　
榮　　秀之（横浜市立折本小学校長）
電話：045-942-6664　FAX：045-942-4970
E-mail：hi02-sakae@city.yokohama.jp

○主催　全国小学校生活科・総合的な学習教育研究協議会　関東地区小学校生活科・総合的な学習教育研究協議会　
　　　　神奈川県小学校生活科・総合的な学習教育研究会　横浜市小学校生活科・総合的な学習の時間研究部会
○後援　文部科学省　東京都教育委員会　埼玉県教育委員会　千葉県教育委員会　茨城県教育委員会　栃木県教育委員会　
　　　　群馬県教育委員会　神奈川県教育委員会　横浜市教育委員会　横浜市こども青少年局　
　　　　公益社団法人横浜市幼稚園協会　神奈川県小学校長会　横浜市立小学校長会　神奈川県小学校教育研究会　
　　　　横浜市小学校教育研究会　日本教育公務員弘済会神奈川支部　横浜市安全教育振興会　（一部申請中）
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日　程

　江戸・東京に隣接する神奈川は、その昔、黒船が来航した開港の地
であり、文明開化の発起点でもあります。伝統を重んじ受け継ぎなが
らも、未来を意欲的に志向していく風土が神奈川にはあります。神奈
川県は大きくとらえて、川西・川東・横須賀・相模原・川崎・橫浜の
六つの地域に分けられます。それぞれの地域には地理的、気候的、文
化的、社会的に様々な特色があり、そこで展開されてきた生活科・総
合的な学習の時間の実践も多様です。しかし、新しい時代を見つめな
がら志してきた教育への思いは一つです。神奈川県の教育の幅広さ奥
深さ、先駆けとしての心意気をもって、新学習指導要領で目指す姿を
全国に発信していきます。

大会主題 ：未来をひらく　夢をつないで

NO 地域 区分 　発表テーマ

1
横浜

総合 横浜の子どもたちの企業家精神を育む
「はまっ子未来カンパニープロジェクト」

2 他 子どもの育ちと学びを支える幼保小連携
3

川崎

総合 48人のチームワークを大島の町へ　～映像作りを通して地域と関わる～
4 他 夏季実技研活動報告
5 総合 環境レンジャー　～火から学ぶエネルギーの大切さ～

6 総合 めざせ！食のプロフェッショナル
　～心と体の成長を自分たちで大切にしていこう～

7 生活 みずとすなで、もっと、もっと、だいさくせん

8 生活 児童の思いや願いをはぐくみ、意欲を引き出し、主体的に学ぶ学習活動
～生活科２年生「つくってためして」を題材として～

9 横須賀 総合 海洋教育
10

相模原
総合 地域の特色を生かして　「津久井大豆」「養蚕」

11 他 他校との交流を通して
12 川西 生活 丹沢と名水の里「秦野」から　～生活科　大好き　はだのっ子～
13

川東
生活 主体的に生き生きと学ぶ子どもの姿

14 総合 主体的に生き生きと学ぶ子どもの姿

横浜市西区高島2-18-1　横浜新都市ビル（そごう）9階
主要アクセス：JR利用
JR横浜駅中央改札口を出て、東口方面に向かい、
地下街に降りて直進　徒歩５分

航空機利用
羽田空港より、リムジンバスにてYCATへ　徒歩１分
又は京浜急行を利用し京急横浜駅改札より東口方面へ　徒歩５分

●１日目　全体会会場　新都市ホール

●　11月1日（水）フェスタ（ポスターセッション）　発表内容　会場：新都市ホール　ホワイエ

 11:00 12:00 12:45 13:15 15:00 15:15 16:15 16:30 17:30 18:30 20:30
【
１
日
目
】 

11
月
１
日（
水
）

全
国
理
事
会

受
付

開
会
行
事

シンポジウム
・基調提案
・パネルディスカッション

休
憩

記念講演
・対談

全
体
会
閉
会

フェスタ 移
動

レセプション

新都市ホール ホテル横浜キャメロットジャパン

■記念講演・対談 文部科学省初等中等教育局 教科調査官 渋谷　一典　先生
　 國學院大學　教授 田村　　学　先生
■シンポジウム ～ 現代の黒船を未来に向けて漕ぎ出す神奈川の地～
　　　パネリスト 元文部科学省初等中等教育局主任視学官 嶋野　道弘　先生
 上智大学　教授 奈須　正裕　先生
 慶応大学　教授 鹿毛　雅治　先生
 元帝京大学大学院　客員教授 矢野　英明　先生
　　　コーディネーター 横浜国立大学教職大学院　教授 大内美智子　先生

 9:00 9:30 9:45 10:00 11:05 11:20 12:20 13:30 15:30 15:45 16:15 16:30
【
２
日
目
】 

２
日（
木
）

受
付

授
業
校

基
調
提
案

移
動

公開授業
① 10:00～ 10:45
② 10:20～ 11:05

休
憩 授業討議 昼

食

（
関
東
地
区
理
事
会
）

課題別分科会 移
動

全
体
講
評

閉
会
行
事

大岡小学校・戸部小学校・日枝小学校　　（関東地区理事会は日枝小学校）
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研究主題

提案授業　【横浜市立大岡小学校】

校長　相澤　昭宏　児童数 /594 名（22 学級）
〒 232-0054 横浜市南区大橋町 3-49

TEL　045-711-0818　FAX　045-713-3563
URL　http://www.edu.city.yokohama.lg.jp/school/es/ohoka/

自ら学びを創り、生き方を豊かにする子どもの育成
　学校教育目標「ともに学びをきりひらいていく子どもの育成」に向けて、総合的な学習の時間、生
活科では、主体的に「ひと」「もの」「こと」とのかかわりを深めながら、「自分事」の学びをくり返し、
学校や地域での生活をつくる子どもを目指しています。

学年・組 授業者 単元名

個別学習教室
前園兼作　久保亜弥
蓮香智子　徳田有利
小野塚美津子

スマイルハート♡ワクワクドキドキマジックSHOW！！

１年１組 山田　万里 かぞく　にこにこ　だいさくせん！！

１年２組 今野めぐみ １年２組　つうがくろ　たんけんたい

１年３組 宇田川桃子 たのしいあき　みつけたい

２年１組 玉川　智慧 ぐみょうじしょうてんがいと「にこいち」大さくせん！

２年２組 平本　偉之 めざせ　ウズラマスター

２年３組 平野　康子 大すき！わたしのこうえん！

３年１組 柴田　祥子 かるたで大岡のまちを笑顔でいっぱいにしよう！

３年２組 谷川　英輔 ニコニコ大好き紙芝居大作戦

３年３組 山本紗矢香 えがおいっぱい　おもてなし！めざせ！わだいこマスター３－３

４年１組 岩藤　進也 まちのよさ発見・発信新聞社

４年２組 野崎　真緒 やっ種！４の２ハッピーオイル

４年３組 小菅　弓実 ４年３組　紙　かみってる　紙研究隊

５年１組 紺野　達也 STOMPでつながれ！笑顔の輪

５年２組 門司　麻里 ５－２　大道芸でまちを笑顔に！

５年３組 日比野卓也 大岡のまちを写真で笑顔いっぱいにしよう

６年１組 大金美希子 段ボールで　楽しい製作所

６年２組 益山　正広 目指せ　６－２　弘明寺大使　心と心の懸け橋に！

６年３組 鈴木　暁範 地域でつながろう　はちブンブンプロジェクト

研究協議会・講師
●低学年部会 横浜市立池上小学校　校長 寳來生志子　先生
 横浜市こども青少年局　指導員 佐野　美春　先生
●中学年部会　早稲田大学教育・総合科学学術院　教授 藤井　千春　先生
　　　　　 横浜市教育委員会　主任指導主事 永野理英子　先生
●高学年部会 元横浜市立大岡小学校　校長 竹田　惇子　先生
 横浜市立西が岡小学校　校長 山本　朝彦　先生
●個別支援学級部会 横浜市立六浦小学校　校長 大谷　珠美　先生

全体指導講評
　　元文部科学省初等中等教育局主任視学官 嶋野　道弘　先生
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研究主題

提案授業　【横浜市立戸部小学校】

校長　柳澤　潤　　児童数 /351 名（14 学級）
〒 220-0045 横浜市西区伊勢町 2-115

TEL 045-231-4515  FAX 045-262-5016
URL http://www.edu.city.yokohama.lg.jp/school/es/tobe/

夢をもち、夢を実現する子ども
　「夢をもつ子ども」とは、これから子どもたちが生きていく社会に山積する様々な問題に対して、前
向きに、自分や周りにとって意味や価値のある「～したい！」という思いをもてる子どもであり、「夢
を実現する子ども」とは、その思いの実現に向けて、必要な問題解決の資質・能力や協働的な態度等
を身に付け、前向きに、あきらめずに挑み続ける子どもです。そのような子どもの育成に向けて、本
校では単元構想・小単元構想・授業づくりの三つの視点から研究を重ねてきました。今年度は新学習
指導要領に示された新しい三つの資質・能力や「主体的・対話的で深い学び」等について、これまで
の研究との関連を考えていきます。

学年・組 授業者 単元名
個別支援学級

４・５組
大西美智子
髙橋　　功 フラでえがおをとどけよう！

１年１組 堀　　幸仁 あきもあそんで れべるあっぷ

１年２組 渡辺　　萌 かぞくたんけん　ありがとうみつけたい

２年１組 川合理美子 たいよう　図書かんたんけんたい

２年２組 小野田大輝 キラキラあそびスター☆

３年１組 武藤由希子 昔の戸部にタイムスリップ！

３年２組 飯田　悠花 かもん山公園しょく物 調さたい

４年１組 堀内　　渉 戸部小ファームで ４１ジャム

４年２組 遠藤　美奈 間ばつ材リサイクル大作戦

５年１組 吉川　理子 ５ー１シアターへようこそ！

５年２組 小川　雅裕 とべまちＰＲムービー

６年１組 鈴木　紀知 SKY! ニュースポーツ

６年２組 花村　　仁 ６－２たいよう 防災隊

研究協議会・講師
●低学年部会 横浜市教育委員会　指導主事 齋藤　岳史　先生

 横浜市立藤の木小学校　校長 石川妃美子　先生

●中学年部会 横浜市教育委員会　主任指導主事 鈴木　康史　先生

 横浜市立本郷台小学校　校長 芳賀　　慈　先生

●高学年部会 横浜市立本牧小学校副　校長 本多　　響　先生

 横浜市立緑園西小学校　副校長 後明　好美　先生

●個別支援学級部会 横浜市立荏子田小学校　校長 齋藤　　肇　先生

全体指導講評
　　　　　　　　上智大学総合人間科学部　教授 奈須　正裕　先生
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研究主題

提案授業　【横浜市立日枝小学校】

校長　堀江　邦子　児童数 /646 名（24 学級）
〒 232-0013 横浜市南区山王町 5-31

TEL 045-261-3764  FAX 045-262-5086
URL http://www.edu.city.yokohama.lg.jp/school/es/hie/

体験を通して生きて働く「知」を創造する学びを求めて
～主体的に探究する子どもの姿をめざして～

　本校の学校教育目標「生き生き日枝っ子」の具現化を図るために、子どもの思いや願いをもとに単
元を作り、体験的な活動を中心に取り組むことで、生き生きと主体的に探究する日枝っ子の姿を目指
しています。

学年・組 授業者 単元名
個別支援学級
５・６・７・８組

泉　裕子 ･ 水上暁介 ･ 砂原真紀
木村真理江 ･ 濱田大暉 ハッピーひえパンマンうどん！

１年１組 雨宮布由子 日枝小「！」「？」たんけんたい！ 

１年２組 菊野　一美 １ねん２くみともだちいっぱいだぞう！～さくらぐみさんとなかよし大作戦～

１年３組 橋浦　涼佳 １ねん３くみしぜんあそびたい！～あきとなかよし～

１年４組 新井　栄子 ぼくのわたしの「ぴかぴかぐんぐん」～こんなに成長したんだよ～

２年１組 川古谷奈美 ミラクルチャレンジ！おもちゃランド

２年２組 門田由美子 「おさん」でおたからいっぱい！

２年３組 田屋　宏人 日枝のまちはすばらC

２年４組 滝口　絹彩 ポカキラヒーロー子ども１１０ばんの家！

３年１組 河原美佐子 パン　パン　パン　パンでつながる　日枝のまち！

３年２組 福田　拓真 かがやく　日枝のまち～市電 ･地下鉄～

３年３組 髙木　広希 目指せ「日枝和紙」紙すきマスター！

４年１組 佐藤　裕幸 育ちの森の池　復活プロジェクト！

４年２組 渡邉　知和 ４の２☆目指せ！川♡橋マスター

４年３組 加藤　麻美 We ♡ 竹　めざせ　竹マスター！

５年１組 岩澤　美弥 めざせ！日枝のまち　おはやしマスター！

５年２組 太田明日香 日枝のまちを盛り上げ隊！！

５年３組 岡﨑　大輔 イメージアップ！日枝まちアート

６年１組 小島　伸幸 レベルアップ！日枝ピカプロジェクト

６年２組 西口　公恵 みんな大好き　ずっと大好き大岡川

６年３組 川端　大介 まちこん　花こん　大作戦！～こんにゃくでつなぐ日枝のまち～

研究協議会・講師
●低学年部会 横浜市立鶴見小学校　校長 益田　正子　先生
 横浜市教育委員会　主任指導主事 池田　千晶　先生
●中学年部会 甲南女子大学人間科学部　教授 村川　雅弘　先生
 東京学芸大学教職大学院　特命教授 服部　信雄　先生
●高学年部会 関東学院六浦小学校 スーパーバイザー 松永　昌幸　先生
 横浜国立大学教職大学院　教授 大内美智子　先生
●個別支援学級部会 横浜国立大学教育学部　教授 泉　真由子　先生

全体指導講評
 慶應義塾大学教職課程センター　教授 鹿毛　雅治　先生
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会
場
　
戸
部
小
学
校

課題別分科会の提案者等

視点 生活・総合 前　　　　半 後　　　　半

問題解決的な学び 生　活 新潟県 神奈川県

提案者 上越市立飯小学校 教諭 安生　留衣 川崎市立西菅小学校 教諭 古里侑香子

司会者 南魚沼市立五日町小学校 校長 石田　浩久 川崎市立長沢小学校 総活教諭 朝日　理恵

指導助言 上越教育大学教職大学院 教授 木村　吉彦 川崎市立土橋小学校 校長 赤松　　理

問題解決的な学び 総　合 富山県 東京都

提案者 富山市立古里小学校
金沢大学大学院教職実践研究科

教諭
教授

池田　脩人
松本　謙一 江戸川区立清新ふたば小学校 教諭 廣濱陽一郎

司会者 舟橋村立舟橋小学校 教諭 尾島　良幸 江戸川区立第五葛西小学校 教諭 山之内俊亮

指導助言 富山県総合教育センター　主任研究主事 広田　積芳 青梅市立第二小学校 校長 八木　慎一

主体的な学び 生　活 岐阜県 栃木県

提案者 笠松町立松枝小学校 教諭 井藤　綾子 下野市立古山小学校 教諭 加藤　美鈴

司会者 岐阜市立長森東小学校 教諭 松田　雅裕 栃木市立大宮南小学校 校長 吉田　康男

指導助言 岐阜市立長森東小学校 校長 蓑島　一美 下野市教育委員会学校教育課　主幹兼指導主事 稲葉亜希恵

会

場

　

大

岡

小

学

校

視点 生活・総合 前　　　　半 後　　　　半

問題解決的な学び 生　活 奈良県 茨城県

提案者 王寺町立王寺南小学校 教諭 吉村菜都美 小美玉市立納場小学校 教諭 毛利　康孝

司会者 橿原市立真菅北小学校 教諭 森下　裕美 小美玉市立橘小学校 教諭 宮田　直実

指導助言 奈良教育大学就職支援室キャリアアドバイザー 阪本さゆり 小美玉市立橘小学校 教頭 水内　幸恵

問題解決的な学び 総　合 香川県 栃木県

提案者 三豊市立上高野小学校 教諭 新延　　彩 宇都宮市立姿川第一小学校 教諭 鈴木　奈美

司会者 香川大学教育学部附属高松小学校 教諭 檜原　健助 宇都宮市立豊郷南小学校 教諭 伊藤　敏子

指導助言 香川県教育委員会義務教育課 主任指導主事 久利　知光 宇都宮市立瑞穂台小学校 校長 佐藤　克一

主体的な学び 生　活 愛媛県 愛知県

提案者 松山市立窪田小学校 教諭 道上喜美子　 岡崎市立矢作南小学校 教諭 鵜野　祥江

司会者 松山市立石井北小学校 教諭 山田　由美　 岡崎市立豊富小学校 教諭 林　　尚子

指導助言 松山市立北条小学校 教頭 渡部万美江　 愛知教育大学 准教授 加納　誠司

主体的な学び 総　合 高知県 長野県

提案者 香美市立鏡野中学校 教諭
教諭

橋詰　和世
押川　朝子 中川村立中川東小学校 教諭 下郷　貴広

司会者 香美市立香長小学校 教諭 大庭　雅子 須坂市立日野小学校 校長 上野　　浩

指導助言 香美市立楠目小学校 教頭 岡崎　恵子 駒ヶ根市立赤穂南小学校 前校長 安積　順子

協働的な学び 生　活 福井県　 群馬県

提案者 敦賀市立沓見小学校
敦賀市立敦賀南小学校

教諭
教諭

藤井　奏江
寺下　紅美 前橋市立山王小学校 教諭 渋澤　幸江

司会者 敦賀市立沓見小学校 教頭 山本　杉子 群馬大学教育学部附属小学校 教諭 関　　貴充

指導助言 福井県教育庁義務教育課指導主事 觀　　寿子 藤岡市立日野小学校 教頭 右井　義人

協働的な学び 総　合 名古屋市 神奈川県

提案者 名古屋市立城北小学校 教諭 加藤裕美子　 座間市立ひばりが丘小学校　総活教諭 山口　尚子

司会者 名古屋市立吹上小学校 教頭 加藤　利行　 座間市立相模野小学校 教諭 与那覇雅康

指導助言 名古屋市立中川小学校 校長 菅沼　行生　 座間市教育委員会 指導主事 江﨑　厚史
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問題解決的な学び 生　活 東京都 千葉県

提案者 江東区立北砂小学校 主任教諭 小俣めぐみ 松戸市立矢切小学校 教諭 隈元香陽子

司会者 渋谷区立千駄谷小学校 教諭 橋本　靖子 松戸市立矢切小学校 教諭 黒川　敦子

指導助言 葛飾区立二上小学校 校長 景山与賜也 佐倉市立染井野小学校 校長 小山　光子

問題解決的な学び 総　合 広島県 群馬県

提案者 福山市立鞆小学校 教諭 山口　　悠 昭和村立大河原小学校 教諭 原澤ちあき

司会者 福山市立川口小学校 教諭 山名　智美 群馬大学教育学部附属小学校 教諭 髙山　郁恵

指導助言 福山市立中条小学校 校長 穂垣由里子 利根教育事務所 指導主事 佐々木　孝

主体的な学び 生　活 石川県 神奈川県

提案者 加賀市立錦城東小学校 教諭 森　　雪江 相模原市立中野小学校 教諭 桑原ひかる

司会者 加賀市立山代小学校 教諭 藁谷和希子 相模原市立相模台小学校 教諭 宮崎ゆかり

指導助言 金沢市立大野町小学校 校長 村田万里子 相模原市教育委員会学校教育課 指導主事 川邊　亮子

主体的な学び 総　合 兵庫県 青森県

提案者 朝来市立東河小学校 教諭 椿野　暢昭 青森市立新城小学校 教諭 新山　久継

司会者 香美町立兎塚小学校 校長 三宅　　博 青森市立浦町小学校 教頭 野沢　寿恵

指導助言 豊岡市立日高小学校 校長 中川　　明 青森市立金沢小学校 校長 千田　雅美

協働的な学び 生　活 滋賀県 埼玉県

提案者 高島市立新旭南小学校 教諭 市川　　武 鴻巣市立鴻巣中央小学校 教諭 岸本　真希

司会者 滋賀大学教育学部附属小学校 教諭 西嶋　　良 鴻巣市立鴻巣南小学校 教諭 水谷　千尋

指導助言 大津市立仰木の里小学校 校長 㟢野　温代 さいたま市立つばさ小学校 校長 井原　政幸

協働的な学び 総　合 北海道 茨城県

提案者 札幌市立上野幌西小学校 教諭 武田　香織 常陸太田市立里美小学校 教諭 萩谷　隆子

司会者 札幌市立平和通小学校 教諭 荒木さとる 常陸太田市立里美小学校 教頭 冨山　秀男

指導助言 札幌市立川北小学校 校長 吉田　信興 茨城県県北教育事務所 指導主事 鈴木　京子

主体的な学び 総　合 大阪府 埼玉県

提案者 大阪市立平尾小学校 教諭 垣成　崇雄 越谷市立大袋東小学校 教諭 渡邉麻知子

司会者 大阪市立育和小学校 教諭 森田　京子 蓮田市立蓮田南小学校 教諭 御堂　琴乃

指導助言 大阪市立菅北小学校 校長 竹原　章雄 行田市立南河原小学校 校長 小川　聖子

協働的な学び 生　活 京都府 山梨県

提案者 京都市立東山開睛小学校 教諭 田渕　久美 山梨大学教育学部附属小学校 教諭 雨宮　和美

司会者 京都市立御所南小学校 教諭 平田　あや 山梨大学教育学部附属小学校 教諭 岩下亜希子

指導助言 京都市総合教育センター　主任指導主事 鈴木登美代 山梨大学教育学部附属小学校 教頭 小林　正治

協働的な学び 総　合 福岡県 千葉県

提案者 筑後市立古川小学校
筑後市立二川小学校

主幹教諭
教諭

中村　玲花
藤木雄一郎 市川市立行徳小学校 教諭 掛水　裕斗

司会者 大牟田市立白川小学校 教頭 石橋　　実 市川市立新井小学校 教諭 村上　勝正

指導助言 久留米市立高良内小学校 校長 四ケ所清隆 市川市立塩浜学園（義務教育学校）教頭 関原　一久



申込締切

お問い合わせ先

参加費

申込先・方法

その他

●　資料代……………５,０００円　（神奈川県内４,０００円）

●　ウェブ管理料……… ５4０円　（全員）

●　インターネット専用申込サイトにてお申し込みください。
　　「横浜市生活総合研」ホームページ内にあります。
　　（「横浜市生活総合研」で検索するとトップに出てきます。）

　　ホームページアドレス

http://www.edu.city.yokohama.jp/sch/kenkyu/es-seikatsusogo/program.html

●　大会参加のみ（宿泊不要）の方も必ず事前にお申し込みを行ってください。
　　会場の関係上、規定人数にて締め切らせていただきます。

●　　宿泊締切　　　平成２９年　９月１５日（金）

●　　大会参加のみ　平成２９年１０月１３日（金）

＊規定人数に到達した場合、期日前に締め切ることもあります。締め切り後のご相談は、下記
お問い合わせ先までお願いします。

●　レセプション　　一日目夕方より、ホテル横浜キャメロットジャパンにて行われます。
　　　　　　　　　　参加費６,５００円　ホームページにてお申し込みください。
●　二日目のお弁当　ホームページにてお申し込みください。

横浜市立川井小学校　校長　藤田　優
〒 241-0804
横浜市旭区川井宿町 32-2
TEL 045（953）0005　FAX 045（951）1269
E-mail ma19-fujita@city.yokohama.jp

JTB 法人営業横浜支店
〒 221-0835
横浜市神奈川区鶴屋町 3-29-1
TEL 045（312）3333　FAX 045（314）9198

事務局長
横浜市立川上北小学校　校長　武山　朋子
電話 045（822）0845　FAX 045（826）1175
E-mail  to02-takeyama@city.yokohama.jp

（申込関係）

（その他）




