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６号－
【授業公開のご案内（１０月）
】
※ １０月は５名のスーパーティーチャーが授業公開を行います。たくさんの参加をお待ちしています。
表内の開始時刻は、
「授業」または「授業前のオリエンテーション」が始まる時刻のことです。
No

所属・氏名

教科等

会場・開催日時

定員

会場：高鍋高等学校
１０月１５日（月）

１

高鍋高等学校
三浦 章子先生

現代文 B

受付
１０：００～１０：２０
開始時刻 １０：２５
終了時刻 １４：００

なし

受付場所：玄関
（事務室前）
待機場所：中会議室
（第１棟１階）

会場：都城市立
西小学校
１０月１９日（金）

２

都城市立
西小学校
石本 隆士先生

特別支援
教育

受付
１３：００～１３：３０
開始時刻 １３：３０
終了時刻 １６：２０
受付場所：図書室
待機場所：図書室
駐車場：横市公民館前
（西小北側）

１０名
程度

内 容 等
◆日 程
①授業前オリエンテーション
１０：２５～ １１：１０
②授業公開（２０１ 普通科探求科学コース）
１１：２５～１２：１０
現代文 B
評論２「相手依存の自己規定」（鈴木孝夫）
③昼食・休憩
１２：１０～１２：５５
④授業後協議
１２：５５～１４：００
◆授業の趣旨や内容について
・ 現代文評論の授業です。思考力を高める
ための手法として作図に取り組んでいま
す。
・ 本文でも作図を通して言葉の関係性や本
質を捉えさせ、読解を確かにしていきま
す。
◆その他
・ 昼食、飲物等は各自で御持参下さい。
◆日 程
①授業前オリエンテーション
１３：３０～１３：５０
②授業公開（かがやき１組教室）
１４：０５～１４：５０
自立活動 「分けて考え、
おだやかに楽しくすごそう」
③研修会（図書室）１５：０５～１６：２０
◆授業の趣旨や内容について
・ 授業の対象は、自閉症・情緒障がい特別
支援学級在籍児童です。共通の課題を設定
して授業を計画します。
・ 自立活動の長期的な計画にそって、特
に認知の多様性を獲得することによる、感
情と言動の調整を目標とした授業を提案
します。非合理的で、両極端になりがちな
思考様式に対して、
「分けて考える」という
キーワードによる捉え直しをさせる活動、
内言語を育てる活動、肯定的な言葉に注目
させる活動等を予定しています。
◆その他
・ 実態把握や個別の指導計画等、自立活動
の授業に関して研修したいことがある場
合は、１０月１７日（水）までに、FAX に
てお知らせください。研修会の内容にでき
る限り反映させたいと思います。
（ FAX：０９８６－２２－４３５１）
・ 椅子等は用意しませんので、事情のある
方は事前に御連絡下さい。
・ 授業中の撮影については、御遠慮いただ
きますが、教室内の掲示物や教材等につい
ては撮影可です。
・ 飲物等は各自で御準備下さい。

申込み締切日

１０月５日（金）

１０月５日（金）

◆日 程
①授業説明
９：１５～ ９：２５
②授業公開１
９：４０～１０：２５
第３学年 特別活動
学級会 「学級の問だいをかい決しよう」
③授業公開２
１０：３５～１１：２０
第３学年 国語 「三年とうげ」
会場：宮崎市立
宮崎小学校
１０月２６日（金）

３

宮崎市立
宮崎小学校
耒住 祐子先生

特別活動
国語科

受付
８：４５～９：１５
開始時刻
９：１５
終了時刻 １２：３０

１５名
程度

受付場所：家庭科室
待機場所：家庭科室

③ワークショップ １１：３０～１２：３０
◆授業の趣旨や内容について
・ 学級会では、自分の考えを確認したり、
修正したりして、友達とよりよい方向を目
指そうとする会を目指します。
１０月１２日（金）
・ 国語では、主体的に読み取り、自分の考
えをもつことができる授業を目指します。
・ ワークショップでは、意欲的に学び合う
授業づくりのコツや、全国学力・学習状況
調査の分析を加味した授業づくりを、実践
を通して提案します。
◆その他
・ 駐車場は、宮崎小学校隣の宮崎市教育情
報研修センター駐車場を御利用ください。
・ 飲み物を御持参下さい。
・ 当日必要な方はパイプ椅子を用意しま
す。遠慮なく申し出て下さい。

◆日 程
①授業についての説明
１０：３０～１０：４０
②授業公開１
１０：４５～１１：３５
③授業公開２
１１：４５～１２：３５
第３学年 英語科
Program 7
What Is the Most Important Thing to You?

会場：宮崎市立
住吉中学校
１０月２６日（金）

４

宮崎市立
住吉中学校
髙平 佳代先生

英語科

受付
１０：２０～１０：３０
開始時刻 １０：３０
終了時刻 １６：１０
受付場所：研修室
待機場所：研修室

10 名
程度

(Sunshine English Course 3 )
④昼食・休憩
１２：３５～１３：３５
⑤質疑・演習
１３：３５～１６：１０
◆授業の趣旨や内容について
・ 少人数指導の授業を公開します。
１０月１２日（金）
・ 基本文導入と教科書本文導入の授業を２
時間連続で公開します。
・ 午後は、
公開授業についての質疑のほか、
指導方法についての演習も行います。フラ
ッシュカードやピクチャーカードの使い
方等、基本的な内容で行います。
◆その他
・ 第３学年の教科書を持参してください。
・ 授業の準備や指導方法について御質問が
ありましたら、事前にお知らせください。
できるだけ準備したいと思います。
（ FAX：０９８５－３９－１５８３）
・ 昼食、飲物等は各自で御持参下さい。

会場：宮崎商業
高等学校
１０月３１日（水）

５

宮崎商業
高等学校
遠藤 茂雄先生

商業

受付
１３：３０～１４：００
開始時刻 １４：００
終了時刻 １６：００

１０名
程度

受付場所・待機場所
４棟２階プログラミ
ング①教室

◆日 程
①授業前オリエンテーション
１４：００～１４：２０
②授業公開
１４：２０～１５：１０
第１学年 経営情報科 プログラミング
「なぜ今プログラミング教育なのか」
③ワークショップ型研修会
１５：３０～１６：００
・ 授業をもとにしての意見交換会
・ 情報発信やＩＴを使用した授業の意見交
換会（グループ協議など）
◆授業の趣旨や内容について
・ プログラミング教育の必要性や授業に臨
む姿勢の確立、プログラミングについての
思考を深めるための授業を行います。
・ 簡単なソフトやデジタルコンテンツなど
を利用して、プログラミングの楽しさやロ
ジックを解くことの喜びを学び、創造的な
学力を養う土台づくりをします。

１０月１２日（金）

■ 参加申込方法 ■
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ファックス又はメー
ルで送付してください。
◎今回は、第６号でお知らせしている１０月分の申込みを受け付けます。
◎ＳＴ通信第１号で紹介した年間計画と、実施日が変更になった授業もありますので、再度確認をして下さい。
◎第１号を見て、既に申込みをされた方も、本号で日程を確認の上、再度申し込んでください。
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、通知は行いません。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。（御不明なときは御連絡ください。）

