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 本校は今年度「道徳授業力向上推進校」として、研究を進めております。10 月、12 月の道徳の

公開授業研究会、並びに 1 月の生活科・社会科の公開授業研究会では多くのご指導を賜り、誠にあ

りがとうございました。 
この度、今年度最後の、道徳の時間の授業を公開させていただきます。校務ご多用のこととは存

じますが、多くの皆様にご参加いただけますように、ご案内申し上げます。    
１ 研究主題 

 
 

 
 

２ 日時 令和２年２月１７日（月）１３時３５分～公開授業 
１５時００分～研究協議 

 

３ 講師 横浜市立さちが丘小学校        校長 中澤 道則  先生（1/6 年部会） 

     横浜市立榎が丘小学校         校長 仲川 美世子 先生（2/3 年部会） 

     明治学院大学 心理学部 教育発達学科 講師 中西 徹   先生（4/5 年部会） 
   
４ 公開授業  

部会 学年・組 授業者 主題名・教材名(出典) 

 

1・6 年

部会 
１年２組 宮地 智也 (主題名) こころをこめて B 礼儀 

(教材名) 大きなこえで いえるといいな 

６年３組 鷹野 誠 (主題名) 学校をよくする C よりよい学校生活、集団生活の充実 

(教材名) だれが拾うの？ 
 

2・3 年

部会 
２年１組 朽木恵梨子 (主題名) 正しいことは A 善悪の判断、自律、自由と責任 

(教材名) こくばんといちょうの木 

３年１組 石川 和之 (主題名) 相手の気持ちを考えて B 親切、思いやり 
(教材名) 千羽づるのおみまい 

4・5 年

部会 ５年２組 星野 敦史 (主題名) 広い心で    B 相互理解、寛容 
(教材名) ブランコ乗りとピエロ 

横浜市立平沼小学校 
第４回公開授業研究会のお知らせ 

自分のよさを生かし、学びをつくる子 
～「平沼が考える対話的な学び」を通して～ 



参加申し込み 

 西区 平沼小学校 校長  長谷川 絹子 行 
ＦＡＸ  ０４５－３２２－８２５１  

     TEL   ０４５－３２２－１９５１ 
     E-Mail  ka25-ishikawa@city.yokohama.jp  担当:石川 和之 

学校名     区             学校 

ＴＥＬ： ＦＡＸ： 

参加者職名 参加者氏名 
参加希望部会 

(〇をしてください) 
  1・6 年 2・3 年 4・5 年 
  1・6 年 2・3 年 4・5 年 
  1・6 年 2・3 年 4・5 年 
  1・6 年 2・3 年 4・5 年 

※お手数ですが、２月１３日（木）までにＦＡＸまたは市メール便、E-Mail にてお申し込みください。 
  
【公開済みの授業】 ご参会、ありがとうございました。 

○ 令和元年１０月３１日（木）（道徳科） 

1・6 年

部会 
１年１組 室伏安紀子 (主題名) ぼくのわたしのいいところ A 個性の尊重 (教材名) すてきな虫、見つけた！ 

６年２組 岡田真由子 (主題名) 同じ立場に立って  B 相互理解、寛容 (教材名) 高とびの選手はだれがなる 

2・3 年

部会 
２年３組 羽生 有沙 (主題名) みんなのものを気もちよく C 規則の尊重  (教材名) 黄色いベンチ 

３年２組 小田島 学 (主題名) なかまと助け合って    B 友情、信頼 (教材名) 同じなかまだから 

4・5 年

部会 
４年１組 磯野 哲英 (主題名) かぎりある命            D 生命の尊さ (教材名) 電池が切れるまで 

５年３組  開 愛 (主題名) 個性を伸ばす            A 個性の尊重 (教材名) 明の長所 

○ 令和元年１２月１６日（月）（道徳科） 

個別・ 

1・6 年

部会 

  ５組 柳澤祐希・中田美帆 (主題名) 自分に正直にＡ正直・誠実 (教材名) 金のおの 

加藤扶美・吉田章悟・宮崎日和 (主題名) 心をつなぐあいさつＢ礼儀 (教材名) まいちゃんのえがお 

１年２組 髙岩はるな (主題名) ともだちだからＢ友情、信頼 (教材名) ともだちを たすけた ゾウたち 

６年３組 竹内 優 (主題名) 相手を許す心Ｂ相互理解、寛容 (教材名) 銀のしょく台 

2・3 年

部会 
２年２組 石田 志織 (主題名) こうへいな気もちでＣ公正、公平、社会正義 (教材名) だれからかこうかな 

３年３組 小田真由美 (主題名) 公平にＣ公正、公平、社会正義 (教材名) 大なわとび 

4・5 年

部会 
４年３組 松田 剛 (主題名) みとめ合う心Ｂ相互理解、寛容 (教材名) 話し合いでのできごと 

５年１組 佐久間由佳 (主題名) 深い思いやりＢ親切、思いやり (教材名) 本物のプレゼント 

○ 令和２年 １月３１日（金）（生活科・社会科） 

低学年 

部会 
１年１組 室伏安紀子 (単元名) 大すき！かぞくとわたしのにこにこピーチ大作戦 

２年３組 羽生 有沙 (単元名) 今のぼく・わたしになるまで～広がれ！みらいへ～ 

3 年部会 ３年２組 小田島 学 (単元名) 横浜市のうつりかわり～横浜のまちからみる昔と今～ 

4 年部会 ４年１組 磯野 哲英 (単元名) 神奈川県のまちづくり～世界とつながる愛川町～ 

高学年部会 ６年３組 鷹野 誠 (単元名) わたしたちの暮らしと政治～キッズクラブ全校配置の取組を追って～ 

 


