平成２９年度 ～学び続けよう！！子どもたちの豊かな未来を切り拓くために～

スーパーティーチャー通信 －第１号－
【スーパーティーチャーの年間授業公開等の予定】
■ 参加申込方法 ■
※

今号に掲載した授業公開等は、都合により日程変更する場合もあります。第２号以降のスーパーティー
チャー通信を確認の上、申し込むようにしてください。
１ 参加を希望する場合は、所属学校長に各自申し出てください。
２ 所属長は、所定の用紙（様式１）に必要事項を記入の上、直接、宮崎県教育研修センターまで FAX 又
はメールで送付してください。
ＦＡＸ番号：０９８５－３２－１６６４
エルジー

メールアドレス：nakajo-takahiro@pref.miyazaki. l g .jp （学習研修課 中條隆裕宛）
３ 申し込みされた方は、基本的に参加とします。人数調整が必要な場合のみ所属長宛に連絡します。
【小学校】
４

参加者名簿は、後日、市町村教育委員会等に送付します。（不明なときはご連絡ください。）

【小学校】
所属・氏名

宮崎市立
宮崎小学校
耒住 祐子 先生

宮崎市立
潮見小学校
渡辺 頼子 先生
宮崎市立
赤江小学校
岩切 宏樹 先生

宮崎市立
住吉南小学校
吉國 恭子 先生

教科等

公開授業日の期日

国語科
算数科
特別活動

■ ６月３０日（金） 授業公開
内容：６年 学級活動「○○会をしよう」（議題は未定）
６年 算数 学びを生かそう「多角形と円の面積」
■１０月２７日（金） 授業公開
内容：６年 学級活動「修学旅行を成功させよう」
（仮題）
６年 国語「自然に学ぶ暮らし」
■１２月 １日（金） 授業公開
内容：６年 学級活動「しめくくりの会をしよう」
（仮題）
6 年 算数 もっと練習 より「文字と式」
■ 1 月 25 日（木） 授業公開
内容：6 年 学級活動「卒業式を成功させよう」
（仮題）
6 年 国語「海の命」
■授業参観・学級経営の相談や研修
学級経営についてや、授業参観、研修依頼等、宮崎小学校に御
連絡ください。

学級活動
学級経営

■ ７月１１日（火） 授業公開
内容：6 年 学級活動「アサーティブな表現を身に付けよう」
■１２月 ５日（火） 授業公開
内容：6 年 学級活動「上手な断り方」

外国語活動

■ ７月 ７日（金） 授業公開
内容：６年 外国語活動「道案内をしよう」(Hi,friends!2)
■１２月 １日（金） 授業公開
内容：５年 外国語活動「アルファベットを探そう」(Hi,friends!1)

学級活動
キャリア教育

■１１月１０日（金） 授業公開
内容：6 年 学級活動 「学校の絆アップ大作戦！！」（予定）
■ １月２３日（火） 授業公開
内容：6 年 総合的な学習の時間「自分づくりプロジェクト
～将来の自分と今、すべきこと～」（予定）
■授業カウンセリング（随時）
「あなたのテーマで、共に悩み、学びましょう！」１～２人限
定悩み相談会（時期については相談に応じます。）

所属・氏名

教科等

公開授業日の期日
■

宮崎市立
加納小学校
中西 英 先生

算数科

９月１５日（金） 授業公開
内容：６年 算数「速さ」
■１２月 8 日（金） 授業公開
内容：6 年 算数「場合を順序よく整理して」
■授業カウンセリング
授業づくりに係る相談については、随時、FAX にて受け付けてい
ます。
■

日南市立
吾田小学校
黒木 順子 先生

都城市立
上長飯小学校
古賀 正洋 先生

音楽科

８月１０日（木） 研修会
内容：模擬授業、参加者による模擬授業、ワークショップ
■ １月２６日（金） 授業公開「音楽を教える 音楽で育てる」
内容：オリエンテーション、公開授業、協議、ワークショップ
■授業カウンセリング（随時：電話又は FAX にて受け付けています。
）

国語科

■１１月２９日（水） 授業公開（予定）
内容：国語（学年及び単元等は未定）
■ 1 月予定
授業公開
内容：国語（学年及び単元等は未定）
■授業カウンセリング（随時）、学校等で実施される研修会の支援は、
要請に応じて随時対応
■

都城市立
西小学校
石本 隆士 先生

特別支援教育

６月１６日（金） 授業公開
内容：自立活動（自閉症・情緒障がい特別支援学級）
■１０月２０日（金） 授業公開
内容：自立活動（自閉症・情緒障がい特別支援学級）
■個別の授業公開
実施日：６月～１月の月・水・金曜日
■授業カウンセリング（発達検査の実施（実態把握）も含めた授業づ
くりに係る相談については、随時 FAX にて申し込んでください。
■

延岡市立
南小学校
木村 淳子 先生

道

徳

７月１３日（木） 授業公開
内容：道徳の時間 いじめ防止につながる教材を活用し、低学年な
りに、他人を理解し、尊重することなど幅広い視点から考え
ることを目指した提案授業を行う。
■１２月予定
授業公開
内容：道徳の時間 中学校における「考える道徳・議論する道徳」
の可能性について提案する。
■

高千穂町立
高千穂小学校
田﨑 香織 先生

国語科
総合的な学習
の時間
学級経営

６月２７日（火） 授業公開
内容：４年 国語 「みんなで新聞を作ろう」
■ ７月 ７日（金） 授業公開
内容：道徳 主題名「郷土愛」
総合的な学習の時間
■ 8 月予定 研修会
内容：学級経営を基盤にした国語の授業づくり
■１１月１５日（水）
内容：学級活動（予定）
■授業カウンセリング（随時、FAX での申込）

【中学校】
所属・氏名

宮崎市立
住吉中学校
髙平 佳代 先生

教科等

公開授業日の期日

英語科

■１１月２４日（金） 授業公開
内容：３年 英語（Sunshine English Course 3）
■ １月２６日（金） 授業公開
内容：２年 英語（Sunshine English Course ２）
■授業参観や授業相談は、随時対応可能です。学校に直接申し込
んでください。
■

宮崎市立
赤江東中学校
遠目塚 由美 先生

英語科

６月２２日（木） 授業公開
内容：２年 英語 Program5 “Gulliver’s Travels”
■１２月 ５日（火） 授業公開
内容：２年 英語 Program9 “A Video Project”
■授業カウンセリング等（以下のような研修等ができるので、随
時、電話又は FAX にて申し込んでください。
）
・校内または地区英語科研修会講師（赤江東中での実施も可能）
・出前授業（単独又はティームティーチング）
・ニーズに応じた授業カウンセリング
■

日向市立
東郷中学校
白坂 浩一 先生

社会科

６月２２日（木） 授業公開
内容：２年 社会 地理的分野「世界から見た日本の資源・エ
ネルギーと産業」
■１０月２７日（金） 授業公開
内容：３年 社会 公民的分野「国の政治のしくみ」
■ 授業づくりに関わる相談については、随時、電話やメール、
FAX で対応します。

【県立学校】
所属・氏名

宮崎大宮高等学校
橋口 正 先生

教科等

公開授業日の期日

数学科

■１０月１７日（火） 授業公開
内容：２年 数学 B（予定）
■１０月２４日（火） 授業公開
内容：２年 数学 B（予定）
■授業カウンセリング
授業や教科指導に関わる相談については、随時、FAX にて申し
込んでください。
■

高鍋高等学校
三浦 章子 先生

国語科

７月１２日（水） 授業公開
内容：１年 古文（
『戦国策』
「漁夫之利」）
■１０月１１日（水） 授業公開
内容：１年 現代文（
「文化としての科学」池内了）
■授業カウンセリング（校内外、随時受け付けます。）
■

みやざき中央支援学校
日髙 まり子 先生

特別支援教育
音楽科

８月 ７日（月） 模擬授業・ワークショップ
内容：特別支援教育における音楽指導を通した音楽療法的アプ
ローチの展開実践
■１０月１６日（月） 授業公開
内容：高等部３年 音楽
■１２月 ５日（火） 授業公開
内容：高等部重複障がい学級３年 自立活動
ワークショップ
■出前授業及び授業カウンセリング（随時）

◆ お知らせ ◆
◆ スーパーティーチャーを学校の研修等の講師として依頼する場合は、直接依頼ができます。
ぜひ、ご活用をお願いします。（旅費は依頼校の負担になります。）
また、「授業カウンセリング」等の表記がある先生については、随時、悩み相談や授業への支援
等を実施しています。所属校に直接連絡し、日程調整・内容検討を行ってください。
◆ 年間計画は現段階の予定ですので、日程・内容等が変更になることがあります。
「スーパーティーチャー通信 第２号」以降で、詳細についてはお知らせしてい
きます。

