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７号－
【授業公開のご案内（１１月）
】
※ １１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

内 容 等

申込み締切日

◆日 程
①授業前オリエンテーション
１３：３０～１３：４５
②授業公開
１４：００～１４：４５
題材「わたしの役割」（５年１組）

１

宮崎市立
住吉南小学校
吉國 恭子先生

学級活動

会場：宮崎市立
住吉南小学校

③研修会
１５：００～１６：３０
（１）授業研究会

１１月２日（金）

・ 「学級活動 内容（３）」の授業づくり
（２）授業づくりに関する意見交換会

受付
１３：１５～１３：３０
開始時刻 １３：３０
終了時刻 １６：３０

５人
程度

・ キャリア教育と特別活動
・ 「学級活動 内容（３）」の授業づくり

１０月１９日（金）

・ 学級活動年間指導計画 ほか
◆授業の趣旨や内容について
・ 新学習指導要領 新設「学級活動 内容
（３）」の授業づくりを探ることを通して、

受付場所：図書室前
待機場所：図書室

学級活動の意義について問い直し、「キャ
リア教育の要」としての、学級活動の指導
の在り方を考えます。
◆その他
・ 本授業公開は、宮崎市特別活動主任会授
業研究会と兼ねています。

会場：高鍋高等学校
１１月１２日（月）

２

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
受付場所：玄関
（事務室前）
待機場所：中会議室
（第１棟１階）

なし

◆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 普通科探究科学コース）
１１：２５～１２：１０
現代文 B
小説２「こころ」（夏目漱石）
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
・ 現代文小説の授業です。シンキングツー
ルを用いた学び合いを通して読解を深め
る授業をします。
◆その他
・ 昼食、飲物等は各自で御持参下さい。

１０月２６日（金）

会場：宮崎市立
宮崎小学校
１１月２２日（木）

３

宮崎市立
宮崎小学校
耒住 祐子先生

特別活動
算数科

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

会場：宮崎市立
赤江中学校
１１月２２日（木）

３

宮崎市立
赤江中学校
明松 美佳先生

国語科

受付
１２：５０～１３：２０
開始時刻 １３：２０
終了時刻 １６：１０
受付場所：職員玄関
待機場所：図書室
（北校舎１階）

１０名
程度

◆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（議題は未定です。）
③授業公開２
１０：３５～１１：２０
第３学年 算数 よみとる算数より
「きゅう食」
④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、友だちの考えを尊重して、
あたたかい言葉のやりとりができる話合
いを目指します。
・ 算数では、表やグラフを関連付けて、読
み取る学習に挑戦します。意欲的に学習に
取り組める授業を目指します。
・ ワークショップでは、授業における学力
向上のポイントと、この時期からの学級経
営のポイントを、実践を通して紹介しま
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授業前オリエンテーション
１３：２０～１３：４５
②授業公開
１３：５５～１４：４５
第２学年 国語科 単元５
「伝統文化にふれる～平家物語」
③授業研究会
１４：５５～１６：１０
・ 公開授業に関する授業づくり研究会
１４：５５～１５：２５
・ 国語科授業づくり研修会
１５：２５～１５：５５
・ 研修会まとめ
１５：５５～１６：１０
◆その他
・ スリッパ等の履き物を御持参下さい。
※ この授業は、義務教育課主催の「中学校授
業づくり研修会」と兼ねています。
中学校国語科担当教諭及び講師について
は、義務教育課より１０月中旬を目処に案内
が出されます。そちらから申し込んでくださ
い。
この通信を参照しての申込み（スーパーテ
ィーチャー授業公開としての申込み）につき
ましては、小学校や県立高等学校、特別支援
学校、及び中学校の他教科の教諭等及び講師
限ります。

１１月９日（金）

１１月９日（金）

会場：宮崎市立
潮見小学校
１１月２７日（火）

５

宮崎市立
潮見小学校
渡辺 頼子先生

学級活動

受付
１３：００～１３：２５
開始時刻 １３：３０
終了時刻 １６：３０

１５名

受付場所：職員玄関
（事務室前）
待機場所：図工室

◆日 程
①授業前オリエンテーション
１３：３０～１３：５０
②授業公開
１３：５５～１４：４０
学級活動「上手な断り方」
（６年２組教室）
③ワークショップ型研修会
１４：５０～１６：３０
・ 授業をもとにしての意見交換会
・ 学級づくりの視点からの意見交換会
（グループ協議等）
◆その他
【授業の趣旨や内容についての説明】
・ 依頼されたことを断らなければならないと
き、はっきり断ることが重要ですが、断られ
る相手の気持ちを考えることが必要です。集
団で生活するために必要なこのスキルにつ
いて理解させ、よりよい人間関係を保つため
の思いやりのある振る舞いについて考えま
す。
・ ソーシャルスキルトレーニング（SST）を
取り入れながら、実際の場面を想定した授業
を提案します。
・ 年間を見通した学級経営の意図的な手立て
について話題にし、支援の必要な児童への対
応や、人間関係づくりについて意見交換を行
います。
【連絡事項】
・ 事前に参加者アンケートをお願いする場合
があります。その際は、アンケートを送付し
ますので、２日前までに御返信ください。
・ 学級経営について様々な意見交換会ができ
るような提案をします。忌憚のない御意見を
聞かせて下さい。

１１月９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７号でお知らせしている１１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。）

