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●低学年（生活科）部会

１年１組 

片岡級 

【成長】 

「めざせ！きらぴか１ねんせい☆」 
園児たちと出会ってから、公園で遊んだり、水遊びをした

り、おためし運動会をしたり、音読発表会をしたりしてきま
した。園児たちとの仲が深まっていく中で、子どもたちは自
分の成長に気づき始めています。そして園児も、学校へのわ
くわくが膨らんできています。 

１年２組 

飯田級 

【秋遊び】 

「あきのあそびで にこにこだいさくせん」 
学校の校庭や公園に繰り返し出かけ、秋の宝物をたくさん

見つけました。見つけた宝物を用いて、おもちゃ作りや秋の
遊びを楽しんでいます。秋の面白さや秋ならではのよさを感
じる中で、６年生のお兄さんお姉さんとその楽しさを共有し
たいという思いをもっています。 

２年１組 

稲葉級 

【身近なもの 
使った遊び】 

「おもちゃづくりでみんなスター」 
身近にあるものを使ってその素材の特性や特徴を生かした

遊びをする中で「動くおもちゃを作りたい」「動きのある遊び
方をしたい」という思いが強くなってきました。自分で遊ん
で試したことを友達同士で共有することで、自分のおもちゃ
や遊びをさらにレベルアップしています。 

２年２組 

堀級 

【まち探検】 

「とべ大通りしょう店がい はなまるたんけんたい」 
戸部のまちの素敵なところを探そうとまち探検をしまし

た。大きな通りに出るとお店がたくさんありました。お店に
あるいろいろな商品、声をかけてくれる優しいお店の人たち、
子どもたちは、戸部大通り商店街に興味をもちました。早速、
商店街に探検に行く計画を立てています。 

●個別支援学級部会

個別支援学級 

大西・幸森・土田級 

【フラ】 

「フラのみりょくをとどけよう！」 
 昨年に引き続きフラに挑戦し、今年は自分たちで練習の計
画を立てたり練習方法を工夫したりしながら取り組んでいる
子どもたち。フラの先生を通してフラの仲間と出会ったり、
多くのステージを経験したりして、フラの魅力を味わってい
ます。「仲間を大切に踊りたい」という思いをもって練習を重
ねています。 

当日の時程 
● 9:00～   受付 

● 9:30～ 9:45 基調提案
●10:00～10:45 授業①(各学年１組・個別支援学級)
●10:15～11:00 授業②(各学年２組)
●11:15～ 研究協議会 

・個別支援学級 大谷  珠美 先生 

・低学年（生活科） 大内美智子 先生  倉澤 達雄 先生 

・中学年（総合）  相澤  昭宏 先生   芳賀  慈 先生 

・高学年（総合）  竹田  惇子 先生 本多  響 先生 

●12:15～   休憩 

●13:45～ 全体会（座談会） 
・教育委員会挨拶 ：本多 響 先生

・座談会「夢をもち、夢を実現する子どもの育成」

登壇者：渋谷 一典 先生 田村 学 先生 嶋野 道弘 先生  

吉川 理子（本校研究主任）  鈴木 紀知（本校職員） 



●高学年（総合）部会

５年１組 

小塚級 

【草木染め】 

「いろいろ色の草木染め」 
「戸部のまちの人と関わりながら、まちの人に喜んでもら

いたい」という思いをもち、戸部のまちの植物を使って草木
染めの活動に取り組んできました。地域のまつりで開いた作
品展をきっかけに、戸部コミュミティハウスで使っていただ
ける草木染め作品を作り始めました。より多くのまちの人に
喜んでもらえる作品は何かを考え、活動しています。 

５年２組 

吉川級 

【世界の文化】 

「戸部のまちで世界の人とつながろう」 
５年生の始まりにみんなで共有した「世界の人と仲良くな

りたい」というとても大きな学級の思いの実現に向け、色々
な国の留学生と交流してきました。様々な事を教えてくれた
学生に「お礼として日本のことを伝えたい」という思いをも
ち、どんな日本をどんな方法で伝えるとよいか、“戸部のま
ち”のなかで考え、聞いたり体験したりしています。 

６年１組 

花村級 

【フォトブック】 

「フォトベブック」 
来年度の創立１４０周年を盛り上げるために、優しくて、

一生懸命な今の戸部小と戸部のまちをフォトブックにして、
それを未来に繋げたいと、活動を始めました。伝えたいこと
を写真に表し、それを届けるために、撮影を何度も繰り返し
ています。その度に温かく迎えてくれる人たちに感謝し、よ
りよいフォトブックにしようと制作に取り組んでいます。 

６年２組 

遠藤級 

【戸部小学校 
140年間のあゆみ】 

「戸部小 140年の思いを夢船にのせて」 
卒業を前にして、来年度 140周年を迎える戸部小学校のこ

とを知りたいという思いをもちました。学校の沿革や、卒業
生にインタビューして受け止めた思いをスライドショーにま
とめます。そのための素材を選んだり、並べたりして制作し、
自分たちと卒業生や見た人が共感し合えるものをめざして活
動しています。 

●中学年（総合）部会

３年１組 

川合級 

【野毛山動物園】 

「野毛山動物園 調さたい」 
野毛山動物園の動物を一人ひとりがじっくり観察し、友達

と意見を交流する中で、それぞれの動物の魅力をたくさん見
つけてきました。「野毛山動物園の動物の魅力を多くの人に知
ってもらいたい」という思いをもって、違いに着目した絵合
わせカードを作る活動をしています。 

３年２組 

武藤級 

【石けん】 

「戸部のしあわ石けんでみんなを笑顔に！」 
「石けんを作って、みんなを笑顔にしたい」という思いを

もって、「幸せな石けん」とは何かを考え、廃油を使った石け
ん作りをしてきました。思いの実現に向けて、M さんにアド
バイスをいただきながら石けんの形、香り、手ざわり、汚れ
が落ちるかを考え、「しあわ石けん」作りをしています。 

４年１組 

堀内級 

【パラスポーツ】 

「みんなでやろう！楽４１
し い

パラスポーツ」 
「地域の人にパラスポーツの魅力を伝え、パラリンピック

を盛り上げたい」という思いをもち、オリジナル競技である
ボッチャを調べたり、体験したりしながらその魅力を感じて
きました。ボッチャを通して、地域の方と交流する計画を立
てています。 

４年２組 

渡辺級 

【朗読劇】 

「みんなスマイル 朗読劇」 
「自分たちが楽しく相手も楽しいことに取り組みたい」、

「戸部のまちの人を笑顔にしたい」という思いをもって、朗
読劇に取り組んできました。学校司書の先生やＳさんにアド
バイスをもらいながら、ケアプラザなどでまちの人に楽しん
で聞いていただけるように活動しています。 



■■参加申し込みについて■■

〔申し込み URL（パソコン用）〕 

https://www.e-shinsei.city.yokohama.lg.jp/yokohama/uketsuke/dform.do?id=1537335504545 

会場案内 
横浜市立戸部小学校 

●住所  ：〒220－0045

横浜市西区伊勢町二丁目 115番地 

●アクセス：

・横浜市営バス 103系統「上原」バス停下車 徒歩１分

・京浜急行   「戸部駅」 下車 徒歩７分 

・横浜市営地下鉄「高島町駅」下車 徒歩１０分

・ＪＲ京浜東北線「桜木町駅」下車 徒歩１５分

・相模鉄道   「平沼橋駅」下車 徒歩１３分 

●電話  ：０４５－２３１－４５１５

●FAX   ：０４５－２６２－５０１６  

●HP    ：http://www.edu.city.yokohama.lg.jp/school/es/tobe/ 

※発表会情報・今年度の取り組み等について掲載していますのでご覧ください。

○ご参会を希望される方は、下の URL または右の QR コードから「平成 30

年度戸部小学校研究発表会申し込みフォーム」に必要事項をご記入し、

申し込みをしてください。本校ホームページからも申し込みできます。

○会場・研究紀要等準備の都合上、当日受付でのご参会は資料が不足する

ことも予想されます。予めご了承ください。

○横浜市外の方は資料代として 2000 円（学生は 1000 円）を当日、受付に

てお支払いください。

○学校関係者、特に横浜市内の方は、スリッパ・名札（ID カード等）をご

持参ください。

○お弁当の販売は致しません。学校近隣は、飲食店や昼食を購入できる店

舗が限られていますので、ご注意ください。本校ホームページにある「戸

部小ランチマップ」も参考にしてください。

〔申し込み QRコード〕 

（スマートフォン用）

【戸部小HP】 

当日ご指導いただく講師の先生方 

文部科学省初等中等教育局 教科調査官 

國學院大學 教授 

元文部科学省初等中等教育局 主任視学官 

横浜国立大学教職大学院 教授 

元東京福祉大学教授 

元横浜市立戸部小学校校長 

横浜市教育委員会 主任指導主事 

横浜市立六浦小学校 校長 

横浜市立大岡小学校 校長 

横浜市立本郷台小学校 校長 

渋谷 一典 先生 

田村  学 先生 

嶋野 道弘 先生 

大内美智子 先生 

倉澤 達雄 先生 

竹田 惇子 先生 

本多  響 先生 

大谷 珠美 先生 

相澤 昭宏 先生 

芳賀  慈 先生 

http://www.edu.city.yokohama.lg.jp/school/es/tobe/

