
主体的・対話的で深い学びを通して、

資質・能力を育む学びの在り方を提案します！

公開授業研究会のご案内

横浜市立白幡小学校

平成３０年１１月３日（土）

☆：全国学力・学習状況調査児童質問紙で☆：全国学力・学習状況調査児童質問紙で☆：全国学力・学習状況調査児童質問紙で☆：全国学力・学習状況調査児童質問紙で

全国平均を大きく上回った項目全国平均を大きく上回った項目全国平均を大きく上回った項目全国平均を大きく上回った項目

平成３０年１０月吉日

関係各位

横浜市立白幡小学校

校長 鈴木 秀一
二次案内

研究

主題

【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 『アクティブ・ラーニングの具体化と深化

～どのように対話しながら深い学びに導くか～』

21世紀グローバル社会をたくましく生き抜く力の育成

～各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～

Focus1

◆自ら問い、自己選択・

自己決定しながら学び

続ける子どもの育成

・子どもの問いを基にした課題解

決的な学習展開でのアクティブ・

ラーニングの深化

・得た知識を活用しながら、目的

の達成を目指す能動的な学び

Focus3

◆目的を明確にした

環境整備

・学校図書館、各教室、廊下など、

場所と目的に応じた環境整備

・ＩＣＴ環境の整備

Focus2

◆自主的学習力を育む

カリキュラム開発

・司会力の具体化、系統化

・ラーニングスキルの習得の在り方

・ラーニングスキルを自主的に活用

することを目指した「ラーニングスキ

ルリスト」の作成

「課題の解決に

向けて、自分で

考え、自分から

取り組んでいる」

「学習したことを

普段の生活の中

で活用できない

か考えている」

「地域や社会をよ

くするために何を

すべきかを考える

ことがある」

「自分の考えを発表

する機会では、自分

の考えがうまく伝わ

るよう、資料や文章、

話の組立てなどを工

夫して発表している」

「学級の友達との間

で話し合う活動を通

して、自分の考えを

深めたり、広げたり

することができてい

る」

写真：６年生児童が、防災につい写真：６年生児童が、防災につい写真：６年生児童が、防災につい写真：６年生児童が、防災についてててて学んでいる４年生児童に学んでいる４年生児童に学んでいる４年生児童に学んでいる４年生児童に

理科での学びを活かして説明している様子理科での学びを活かして説明している様子理科での学びを活かして説明している様子理科での学びを活かして説明している様子

◆平成30年度 第49回 博報賞受賞 （国語・日本語教育部門）

◆横浜市教育委員会「道徳授業力向上推進校」

◆横浜市教育委員会「オリンピック・パラリンピック教育推進校」

◆横浜市立小学校長会 専門研究校「学力向上」



当日

時程

受付 ８：１５～ 授業公開Ⅰ ８：４５～ ９：３０

Ⅱ ９：４０～１０：２５

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

思いを実現させるために、遊び方を試したり比べたりすることを通して、試行錯誤して考える力を育成します！

１年４組 教室 川﨑 真理 生活 ためしたりくらべたりして、

じぶんだけのおもちゃをつくろう

自分が得点しやすい攻め方を選んだり、大会、試合等の運営をしたりすることを通して、自ら学ぶ力を育成します！

２年２組 運動場 玉置 哲也 体育 「宝運び鬼大会」で優勝するために、

たくさん得点できる運び方を考えよう

登場人物の心情や行動に合った伝え方の工夫をすることを通して、表現する力を育成します！

３年１組 教室 久保 海⻘ 外国語
キャラクターが増えていくお話を劇で表現しよう

外国の友達に分かりやすく伝えることができるように話し方を考えることを通して、コミュニケーション力を育成します！

４年１組 教室 野田麻衣子 外国語
チュニジアの友達に放課後の過ごし方を紹介しよう

キャッチコピー、内容、図表の構成を考えることを通して、伝えたいことに合わせて情報を選択する力を育成します！

５年２組 教室 曳田 裕子 国語
コピーライターになって、

５の２朝市の魅力が伝わるポスターをつくろう

～見る人を惹きつける魅力的なポスターの作り方～

問題について、検証したことを考察する活動を通して、条件（構成や文字数）に合わせて記述する力を育成します！

６年４組 理科室 尾方 優祐 理科 身近なものからてこの規則性を見つけよう



【挨拶】 横浜市立白幡小学校長 鈴木 秀一 【研究報告】 研究推進委員長 玉置 哲也 今年度の取組

【講演】 講師 井上一郎先生

全体会（体育館） １１：１５～１３：００

授業者への質疑・応答（体育館） １０：４５～１１：１５

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

個々の力に合った場や遊び方を選んで楽しむことを通して、課題解決の行い方を選択する力を育成します！

個別支援 運動場

⽴⽊明⽇美
渋谷 航平
塩谷 祐甫
加藤 丈雄
百瀬 由紀

体育
ジャンプランドにチャレンジ！

～色々な跳び方でゲームを楽しもう～

（走・跳の運動遊び）

言語やジェスチャーを使って、周りの人とやりとりを楽しむことを通して、コミュニケーション力を育成します！

１年３組 教室 末永 真実 外国語
伝え方を工夫して、友達や先生に好きな動物を

伝えよう

～Welcome to “Shirahata zoo”!!～

相手にぴったりの鬼遊びの遊び方を選択することを通して、自ら取材する力を育成します！

２年３組 教室 乾 さつき 国語 １年生が「やってみたい！」と思えるあそびを

しょうかいしよう

目的に合った立体図形の積み重ね方を考えることを通して、学びや生活に自ら活用する力を育成します！

４年４組 教室 大江さゆり 算数 箱の性質を活かして段ボールベッドのつくり方を

考えよう

ＩＣＴ機器や学び合いによって演奏の仕方を工夫することを通して、問題発見する力を育成します！

５年１組 音楽室 吉田 至徳 音楽 思いや意図をもって演奏の仕方を工夫し、全体の

響きを感じて演奏しよう

考えた企画をプレゼンテーションで提案することを通して、目的や意図に合わせて伝える力を育成します！

６年１組 教室 小水 亮⼦ 国語 自分たちが考えた和菓子の企画をプレゼンテーション

で提案しよう

白抜きの言葉は、自主的学習力を育むための、

各授業者の本単元におけるアプローチです！

本校マスコットキャラクター

「ハタ丸くん」

体育館へ移動 １０：２５～１０：４５



当日時程（予定）
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全体会（体育館）

○取組紹介

○ご講演 井上一郎先生

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/

■資料代■2000円 （学生500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

◆◆◆◆10月月月月26日日日日（金）まで（金）まで（金）まで（金）までににににＦＡＸ（横浜市内の学校は、市メール可）でＦＡＸ（横浜市内の学校は、市メール可）でＦＡＸ（横浜市内の学校は、市メール可）でＦＡＸ（横浜市内の学校は、市メール可）で

お申し込みください。お申し込みください。お申し込みください。お申し込みください。

公開授業研究会 11月3日(土) 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

8:15 8:45 10:25 10:45 11:15 13:009:30 9:40


