
公開授業研究会のご案内

横浜市立白幡小学校

平成２９年１１月１７日（金）

第８１回運動会の様子第８１回運動会の様子第８１回運動会の様子第８１回運動会の様子

（全国学力・学習状況調査児童質問紙で全国（全国学力・学習状況調査児童質問紙で全国（全国学力・学習状況調査児童質問紙で全国（全国学力・学習状況調査児童質問紙で全国平均平均平均平均より１５～２０％以上高い回答）より１５～２０％以上高い回答）より１５～２０％以上高い回答）より１５～２０％以上高い回答）

課題の解決に

向けて情報を集

め、話し合いな

がら整理して発

表している。

平成２９年１０月吉日

関係各位

横浜市立白幡小学校

校長 関谷 道代二次案内

自分たちで立

てた課題に対し

て、自ら考え、自

分から取り組ん

でいる。

難しいことで

も、失敗を恐

れないで挑戦

している。

話合いの活動

で、自分とは異な

る意見の良さを活

かしたり、折り合

いを付けたりして、

意見をまとめてい

る。

地域や社会で

起こっている問

題や出来事に関

心がある。

研究

主題

Focus1

◆ラーニングスキルの

習得・活用

・教科等を貫く自主的学習力を

学校全体で育成する

・自らの学びをメタ認知し、次

の学習や生活に活用する力

を育成する

Focus2

◆教科等を貫くカリキュ

ラム・マネジメント

・各教科を関連付けた学習基盤を

育成する

・思考力・判断力・表現力を位置

付けたカリキュラムの組織化を

図る

Focus3

◆グローバル化に対応

する学校マネジメント

・外部機関や地域とともにカリ

キュラムを開発する

・学校図書館、外国語環境、ICT

環境を整備し活用する

【ご講演】

前京都女子大学発達教育学部教授

元文部科学省教科調査官 井上 一郎 先生

演題 『新学習指導要領に基づいた 教科を貫くカリキュラム・マネジメント』

21世紀グローバル社会に必要な 豊かに学び合う力の育成

～教科等を貫く自主的学習力を育成し 活用するカリキュラムの開発～

新学習指導要領で示された資質・能力を

授業やラーニングスキルリストを通して提案します



当日時程（予定）

受
付

休
憩

各
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（
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場
）

移
動

全体会（体育館）

○取組紹介

○ご講演 井上一郎先生

公開授業Ⅰ 13:00～13:45

公開授業Ⅱ 13:20～14:05

会場案内

横浜市立白幡小学校

〒221-0075
横浜市神奈川区白幡上町１１－１

【TEL】 ０４５－４０１－４７７９
【FAX】 ０４５－４３１－０２３４
【H P】
http://www.edu.city.yokohama.lg.jp/school/es/shirahata/
【E-mail】y3siraha@edu.city.yokohama.jp

■資料代■1000円 ※当日受付でお支払いいただきます。横浜市内の学校は無料です。

参加申込

◆お手数ですが、◆お手数ですが、◆お手数ですが、◆お手数ですが、11月月月月10日（金）までに白幡小学校の日（金）までに白幡小学校の日（金）までに白幡小学校の日（金）までに白幡小学校のホームページホームページホームページホームページ

＊ホームページでの申し込みが難しい場合は、市メール（市内学校のみ）やFAXでも受付させていただきます。
白幡白幡白幡白幡小学校小学校小学校小学校 FAX番号（０４５－４３１－０２３４番号（０４５－４３１－０２３４番号（０４５－４３１－０２３４番号（０４５－４３１－０２３４））））

公開授業研究会 11月17日(金) 参加申込

学校名 （横浜市の場合は、区名 区）

電 話 FAX

職名 氏 名 職名 氏 名

12:30 13:00 14:05 14:15 14:30 14:40 16:50

http://www.edu.city.yokohama.lg.jp/school/es/shirahata/ににににアクセスアクセスアクセスアクセスし、し、し、し、

フォーマットに沿って申し込んでください。フォーマットに沿って申し込んでください。フォーマットに沿って申し込んでください。フォーマットに沿って申し込んでください。



当日

時程

受付 １２：３０～ 授業公開Ⅰ １３：００～１３：４５

Ⅱ １３：２０～１４：０５

学年・組学年・組学年・組学年・組 場所場所場所場所 授業者授業者授業者授業者 教科教科教科教科 単元名単元名単元名単元名

１年２組 体育館 松井 広菜 体育

それぞれの ばのマスターをあつめて スペシャルと

びばこに ちょうせんしよう！～じぶんがちょうせんし

たい あそびかたをみつけて たのしもう～

１年３組 教室 塩谷 祐甫 国語

ずかんをよみくらべて よみとったことをいかして おき

にいりのじどう車ずかんをつくろう

２年３組 教室 末永 真実 生活

メイド・イン・白はた！そめものワールドで楽しもう

～草木をつかって 自分なりのそめ方でそめよう～

２年４組 教室 久保 海青 英語

Ｙｅｓ ｏｒ Ｎｏ！気もちとことばをつなげよう！～ジェス

チャーと短いことばで自分の考えを伝えよう～

３年１組 教室 白浜 詩織 国語

紹介カードで2年生に伝えよう 斎藤隆介作品の主人

公のみりょく～場面の移り変わりによる主人公の気

持ちの変化に着目して読もう～

３年２組 教室 中嶋 竜弥 社会

お店のみりょくを動画でしょうかい！～お店の工夫を

買う人の立場と関係付けて調査しよう～

４年１組 教室 鳥形 昌子 国語

ブックトークで地域の方に紹介しよう 戦争をテーマに

した物語のみりょく～心をゆさぶられた場面や登場人

物の気持ちに着目しながら読もう～

４年２組 教室 乾 さつき 英語

Ｌａ Ｉｎａｍａｃｕｌａｄａ R.C. Schoolにわたしたちの学校

生活を紹介ビデオで伝えよう！～国語で学んだ話し

方を活かした英語のスピーチをしよう～

５年２組 教室 吉野 由起 算数

どうやって求める？簡単な面積の求め方の秘密を探

れ！～いろいろな平面図形の面積を正しく求めよう～

５年４組 教室 宇佐美 克俊 理科

コナンの推理は合っているのかな？電磁石で確かめ

よう～条件を揃えた結果をもとに考察しよう～

６年１組 理科室 川﨑 真理 理科

鉄を溶かす物が体の中に！？～複数の実験結果か

ら より妥当な考えを導き出そう～

個別

支援学級

教室

立木 明日美

野田 麻衣子

渋谷 航平

藤井 由理

国語

おはなしをよんで そうぞうしよう～白幡ワールドで

交流級の友達に好きなお話を伝えよう～



【挨拶】 横浜市立白幡小学校長 関谷道代 【研究報告】 研究推進委員長 鳥形昌子 今年度の取組

全体会（体育館） １４：４０～１６：５０ 講師： 横浜市教育委員会事務局 横浜市立小学校長 他

学年・組学年・組学年・組学年・組 場所場所場所場所 授業者授業者授業者授業者 教科教科教科教科 単元名単元名単元名単元名

１年１組 教室 近藤 愛子 音楽

はくをかんじてリズムをたのしもう～きいたきょくの「お

もしろい」「たのしい」をいかした おんがくづくり～

１年４組 教室 羽田野志津子 算数

ひきざんのせつめいめいじんになろう～さんすうアイ

テムをつかって けいさんのしかたをせつめいしよう～

２年１組 教室 原 陽子 国語

せつめい書で 地いきの人や友だちにつたえよう

ぼく わたしのお気に入りのおもちゃ～おもちゃの作り

方のじゅんじょが分かるように書こう～

２年２組 教室 大江 さゆり 算数

めざせ 九九のたつ人！～数のまとまりを見つけて早

く正かくに数えよう～

３年３組 教室 秋元 佑子 算数

整理名人になろう～ぱっと見て分かりやすく表すこつ

を見付けよう～

３年４組 教室 松永 陵 理科

磁石の力を明らかにしよう～電気と磁石の力を

使った３年４組おもちゃワールドを作ろう～

４年３組 校庭 森本 圭 体育

大量得点で優勝目指せ！ 4－3スペシャルミニサッ

カー ～ゲーム記録を分析し 得点するための作戦を

立てよう～

５年１組 教室 尾方 優祐 理科

見た目が似ていても 溶け方に違いってあるの？～調

べたい要因が分かる実験方法を考えて 溶ける規則

性を自分たちでまとめよう～

５年３組 教室 小水 亮子 国語

白幡商興会のお店のみりょくを言葉や表現を工夫し

て宣伝文で伝えよう

６年２組 教室 谷口 紀代美 総合

多くの人に商店街に来てもらおう～個性いろいろ 白

幡の商店街の魅力を伝えよう～

６年３組 教室 玉置 哲也 英語

ＹＯＫＯＨＡＭＡの魅力をＡｕｓｔraliaの友達に伝えま

す！～国語で学んだ話し方を活かした英語の

プレゼンテーションをしよう～

授業者への質疑・応答 （各授業会場） １４：１５～１４：３０

◆文部科学省・国立教育政策研究所 「学力把握実践研究協力校」指定（平成23年度～）

◆横浜市教育委員会研究指定校 （平成21年度～）

◆文部科学省「次世代の教育情報化推進事業」 （平成29年度）

◆横浜市人権教育実践推進校（平成29年度）

◆小中一貫教育推進重点ブロック校（平成29年度）


