平成３０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 ■
※ 本号に掲載した授業公開等は、現段階の予定であり、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：iwahara-norimasa@pref.miyazaki. l g .jp （学習研修課 岩原教昌宛）
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。
４ 参加者名簿は、後日、市町村教育委員会等に送付します。（不明なときは御連絡ください。）

【小学校】
所属・氏名

教科等

宮崎市立
宮崎小学校
耒住 祐子 先生

国語科
算数科
特別活動

宮崎市立
西池小学校
金丸 睦子 先生

外国語活動

宮崎市立
潮見小学校
渡辺 頼子 先生

学級活動
学級経営

公開授業日の期日
■ ６月２８日（木） 授業公開
内容：３年 特別活動 「学級会」
（議題は未定）
３年 算数 「一億までの数」より「計算の仕方の説明」
■１０月２６日（金） 授業公開
内容：３年 特別活動 「学級会」
（議題は未定）
３年 国語 「三年とうげ」
■１１月２２日（木） 授業公開
内容：３年 特別活動 「学級会」
（議題は未定）
３年 算数 「よみとる算数」より「きゅう食」
■ 1 月 2４日（木） 授業公開
内容：３年 特別活動 「学級会」
（議題は未定）
３年 国語 「ありの行列」
■授業参観・学級経営の相談や研修
学級経営や授業参観、研修依頼等は宮崎小学校に御連絡ください。
■ ７月 ６日（金） 授業公開
内容：６年 外国語活動
「She can run fast. He can jump high.」
■１０月１９日（金） 授業公開
内容：６年 外国語活動 「My Summer Vacation」
■ １月２４日（木） 授業公開
内容：５年 外国語活動 「Who is your hero?」
■授業カウンセリング（随時）
授業づくりに係る相談については、随時、受け付けています。
■ ６月１２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」
■１１月２７日（火） 授業公開
内容：6 年 学級活動 「上手な断り方」

宮崎市立
赤江小学校
岩切 宏樹 先生

宮崎市立
本郷小学校
中西 英 先生

外国語活動

算数科

宮崎市立
住吉南小学校
吉國 恭子 先生

学級活動
キャリア教育

日南市立
吾田小学校
黒木 順子 先生

音楽科

都城市立
西小学校
石本 隆士 先生

高千穂町立
上野小学校
田﨑 香織 先生

特別支援教育

国語科
道徳科
総合的な学習
の時間
学級経営

■ １月２５日（金） 授業公開
内容：５年 「Who is your hero?」（「We can ! 1」Unit9）
■授業カウンセリング（随時）
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。
■ ７月 ５日（木） 授業公開
内容：6 年 算数 「図形の拡大縮小」
■１２月 ７日（金） 授業公開
内容：6 年 算数 「資料の調べ方」
■授業カウンセリング（随時）
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。
■ ７月 ２日（月） 授業公開
内容：５年 総合的な学習の時間
「すみよし応援プロジェクト
～役割と生き方を地域の名人から学ぶ～」
※ 平成３０年度 第５回県立学校初任者研修（県央地区 C）と
同時に行います。
■１１月 ２日（金） 授業公開
内容：５年 学級活動 「わたしの役割」（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。）
■ ８月１０日（金） 講習会
「音楽の授業ってどうしたらいいのですか その３」
内容：模擬授業、参加者による模擬授業及び協議、ワークショップ
■ １月２５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）
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。
■ ６月２９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１９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：要請に応じて決定します。
■授業カウンセリング（随時）
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 にて受け付けています。
■ ６月 ８日（金） 授業公開
内容：５年 国語 説明的文章
「書き手の意図を考えながら読もう
～新聞記事を読み比べよう～」
■１１月１６日（金） 授業公開
内容：道徳 「ブランコ乗りとピエロ」
■授業カウンセリング（随時）
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。

【中学校】
所属・氏名

教科等

宮崎市立
赤江中学校
明松 美佳 先生

国語科

宮崎市立
住吉中学校
髙平 佳代 先生

英語科

宮崎市立
赤江東中学校
遠目塚 由美 先生

英語科

延岡市立
恒富中学校
白坂 浩一 先生

社会科

公開授業日の期日
■１１月２２日（木） 授業公開
内容：２年 国語 「伝統文化を楽しむ」
■ １月２５日（金） 授業公開
内容：２年 国語 「効果的に表現する」
■授業カウンセリング（随時）
授業参観や授業相談、学級経営等の相談は、随時対応します。学校に
直接電話してください。
■ ６月２２日（金） 授業公開
内容：３年 英語（
「Sunshine English Course 3」
）
■１０月２６日（金） 授業公開
内容：３年 英語（
「Sunshine English Course ３」
）
■授業カウンセリング（随時）
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。
■ ７月１０日（火） 授業公開
内容：３年 英語 「Program４ “Faithful Elephants”」
■１２月 ４日（火） 授業公開
内容：３年 英語 「Program８ “Clean Energy Sources”」
■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）
・飛び込み授業（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
■ ９月２１日（金） 授業公開
内容：２年 社会 地理的分野 「中国・四国地方」
■ １月２５日（金） 授業公開
内容：２年 社会 歴史的分野 「欧米の進出と日本の開国」
■授業カウンセリング（随時）
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

教科等

宮崎商業高等学校
遠藤 茂雄 先生

商業
（情報処理）

宮崎北高等学校
黒木 和樹 先生

生物基礎
理数生物
課題研究
ＳＳＣⅢ
科学英語

高鍋高等学校
三浦 章子 先生

国語科

公開授業日の期日
■ ７月 ９日（月） 授業公開
内容：商業 「情報発信における情報モラルと知的財産」
■１０月３０日（火） 授業公開
内容：商業 「プログラミングの基礎」
■ ７月１３日（金） 授業公開
内容：３年 理科 理数生物 「動物の反応と行動」
■ ８月 ７日（火）～８日（水） グレードアップセミナー
内容：理科 生物「二次試験における論理的な読み取り」
■ ９月１３日（木） 授業公開
内容：２年 理科 生物基礎 「生物の体内環境の維持」
３年 理科 理数生物 「植物の環境応答」
■探究活動カウンセリング（随時）
探究活動の指導方法の相談については、随時、FAX にて申し込んで
ください。
■ ７月１０日（火） 授業公開
内容：２年 国語 古典 B（古文）
「
『枕草子』中納言参りたまひて」
■１０月１５日（月） 授業公開
内容：２年 国語 現代文（評論） 「読み書きする身体」
■１１月１２日（月） 授業公開
内容：２年 国語 現代文 B（小説） 「
『こころ』先生と遺書」
■授業カウンセリング（随時）
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。

◆ 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。

