
2014（平成26）年度　学部と附属学校園との連携一覧
2015年3月13日現在

番号 教科・領域等 内容 希望者 日時・担当者等

A-1 附属小・図工科
内容　図画工作科「3Dアニメーション　作って，楽しみ，よく知
ろう！」

５年団（石川教諭、奥野教諭、村林教諭）
附小5-A  10/21（火）5-6限（13:55-15:35）
附小5-C  10/22（水）1-2限（8:40-10:20）
附小5-B  10/22（水）3-4限（10:40-12:20）   上山委員実施

A-2 附属小・体育科 水泳の授業 ５年団（奥野教諭、石川教諭、村林教諭）
保健体育講座・重松良祐氏。6月23日：学生14名も参加し、授業参観。6月30日：学生13名が参加し、ＴＴとして
指導補助に加わる。

A-3 附属特支 音楽「音の重なりを味わおう」 高等部 根津知佳子氏。12月9日実施。

A-4 附属小・理科 ６年生「土地のつくりと変化」地層の実地学習 服部教諭、６年担任（松本教諭、駒田教諭）

栗原行人氏。１０月１７日（金）１４：００～１５：３０津市殿村の地層の露呈している現場に出向いた。地層の観察
とその土地（地層）の作られ方についての学習。堆積物の採取。栗原准教授と学生ボランティア引率。【６年Ａ組
は１０月２８日（火）９：３０～１０：２０，６年Ｂ組は１０月３０日（木）１０：３０～１２：００に実施。引率は、服部教諭
と学生ボランティア。】

A-5 附属小・理科 ６年生「土地のつくりと変化」化石の特別授業 服部教諭、６年担任（松本教諭、駒田教諭）
栗原行人氏。１０月２０日（月）５限　実際の化石を観察しながら、化石から分かる昔の地球の姿についての学
習。化石燃料の作られ方と、その利用についての学習。

A-6 附属小・特活 味覚授業－ニョッキ作り－ 中村教諭（家庭科）
磯部由香氏、平島円氏。対象は２年生全学級。実施日：２Ｃ・１２月４日２～３限、２Ａ・２月２３日３～４限、２Ｂ・２
月２６日３～４限。

A-7 附属小・算数科 分数のかけ算，わり算 村林教諭（算数科） 新田貴士氏。３月２日に、５年Ｃ組児童を対象に実施。

A-8 附属特支 久居農林高等学校の生徒との交流学習 高等部
郷右近歩氏。
６月１３日高等部　９時～１３時　対象：附属特別支援学校高等部Ａ組Ｂ組　場所：久居農林高等学校　内容：久
居農林高等学校の生徒との交流学習（引率 ）

A-9 附属特支 高等部雪山スキー 高等部
鶴原清志氏。
１月２８日　１０時３０分～１４時
附属特別支援学校高等部スキーの引率及び実技指導。

A-10 附属幼・行事 星見会（全園児） 杉澤教諭 伊藤信成氏。7月26日(土）実施

番号 教科・領域等 内容 希望者 日時・担当者等

B-1 附属小・体育科 体育における協同的な学びに関する実践的研究 矢戸教諭
保健体育講座、岡野昇氏・加納岳拓氏と共同研究。5月30日：授業の参観及び撮影とそれをもとにした事後研
究会を実施。6月18日：授業研究。その後も継続して研究を行う。

B-2 附属小・図工科
研究主題に関する教材研究および学習プログラムの共同開
発

図工科（石川教諭、猪教諭） 夏季休業中を中心に、年間を通して。山田康彦氏，上山委員

B-3 附属特支 美術・新しい題材の共同開発 中学部 上山浩委員。来年度授業実施に向けて調整中。

B-4 附属特支 作業販売 高等部 吉本敏子氏。「Café HONOBUONO」にて高等部作業製品を委託販売。１２月２０日実施。

B-5 附属特支 特別支援教育におけるICTの活用 高等部 後藤太一郎氏。特別支援学校の授業における電子黒板の活用。２月１８日活用法の検討。

B-6 附属特支 図書館教育関係 小学部
蓮尾直美委員。道徳的要素を含むビッグ絵本等や読み聞かせ。11月７日7名，11月14日6名、及び12月12日10
名の学生＆蓮尾委員による授業参加見学。　2月～3月「読み聞かせ」教材づくりに向け学生と共に継続的に取
組む。

B-7 附属小・生活科 生活科研究主題に基づいた協同研究 志賀教諭、足立委員

森脇健夫氏。教材研究及び授業記録に関する研究。記録者として学生も参加。6月27日：２Ａ「草笛をならそう」
足立委員による授業の参観及び事後検討。7月2日：１Ｃ「シャボン玉であそぼう」志賀教諭による授業の参観。
12月8日：志賀教諭1C「くるくるシャトルであそぼう」・足立委員２A「秋の色見つけたよ」の授業参観及び事後検
討会。

B-8 附属小 知識活用を目的とした理科ものづくり教材の共同開発 理科(服部教諭，杉田教諭)
平賀委員との共同研究．成果は，日本理科教育学会全国大会(愛媛)，東海支部大会(静岡)，科学教育学会東
海支部大会(三重)で発表した．

B-9 附属小 プログラミング教育の実践 今井教諭 技術科中西先生。１２月中旬から４時間。スクラッチを使ったプログラミング教育の実践を行った。

■Ａ型：学部教員による授業

■Ｂ型：教材の共同開発、学部教員による研究支援



教科 名前・所属 担当・日程

松本昭彦氏（学部・国語教育）

守田庸一委員（学部・国語教育）

社会科 山根栄次氏（学部・社会科教育）

中西正治氏（学部・数学教育）

田中伸明氏（学部・数学教育）
　　日程

理科 平賀伸夫委員（学部・理科教育） 　　　　８月２５日（月）　夏季研究会における助言

生活科 森脇健夫氏（学部・学校教育） 　　　　１０月～１２月中の１日　２学期研究授業及び事後検討会における助言　

音楽科 川村有美氏（学部・音楽教育） 　　　　１月９日（金）　公開研究会打ち合わせ会における助言

図工科 上山浩委員（学部・美術教育） 　　　　２月７日（土）　公開研究会における助言

吉本敏子氏（学部・家政教育） 　　　

磯部由香氏（学部・家政教育）

山本俊彦氏（教養教育機構）

加納岳拓氏（学部・保健体育）

教科 名前・所属 担当・日程

国語科 守田庸一委員（学部・国語教育）

社会科 永田成文氏（学部・社会科教育）

数学科 露峰茂明氏（学部・数学教育）

理科 荻原彰氏（学部・理科教育）
　日程

音楽科 根津知佳子氏（学部・音楽教育） 　　　　６月１９日（木）　本次研究説明会（事前打ち合わせ）における助言

山田康彦氏（学部・美術教育） 　　　　８月　１日（金）　本次研究説明会（事前打ち合わせ）における助言

上山浩委員（学部・美術教育） 　　　１０月２７日（月）　本次研究説明会（事前打ち合わせ）における助言

保健体育科 岡野昇氏（学部・保健体育）  　　 １１月３０日（日）　公開研究会における助言

技術科 松岡守氏（学部・技術教育）

家庭科 吉本敏子氏（学部・家政教育）

英語科 早瀬光秋氏（学部・英語教育）

B-10
附属小学校
公開研究会

助言者

国語科

算数科

家庭科

体育科

B-11
附属中学校
公開研究会

助言者
美術科



番号 教科・領域等 内容 希望者 日時・担当者等

 C-1 附属小・家庭科
家政科大学院生（神谷麗奈）の研究に関わる実践の場の提
供

吉本敏子校長、磯部由香氏
家庭科（中村教諭）。５年生全学級を対象とした調理実習におけるビデオ撮影及びその分析。実施日：4月22
日、5月9日・13日・16日・20日・23日・27日。

C-2 附属中
美術科の協同学習としての３DCG制作の抽出授業（美術部・
製作部の部活動として実施）

上山浩委員（美術教育講座） 7月30日・31日実施，附属中近藤教諭・田中教諭

番号 教科・領域等 内容 希望者 日時・担当者等

D-1 附属小・全教科 学びを生む授業実践と授業の見方の研究 矢戸教諭，松本教諭，奥野教諭（体育科）
Ｈ25年度と同様に保健体育科岡野昇氏・加納岳拓氏と研究を継続。9月8日：６Ａ、外国語、学生８名参加。9月
11日：４Ｂ、算数，学生７名参加。9月17日：５Ａ、理科、学生７名参加。9月19日：４Ｂ、算数・国語、学生９名参
加。すべて学部の２氏と学生7～9名が参加し、授業公開が行われた。

D-2 附属特支 ケース検討会 小・中・高等各部
郷右近歩氏。上記A-8「久居農林高等学校の生徒との交流学習」（６月１３日）後、１３時以降17時まで学校に
戻ってケース検討会。
１０月１７日中学部、１１月２１日小学部。

D-3 附属特支 ケース検討会 小・中・高等各部 大谷正人氏。７月８日高等部、１１月２１日中学部、１１月２８日小学部。

D-4 附属小中・国語科 国語科における学習指導の系統性に関する研究

（附小）岡井崇教諭・奥山能隆教諭・
小林博教諭・駒田健志教諭
 （附中）大村政茂委員・田村直紀教諭・大野記久啓教諭
（大学）松本昭彦氏・守田庸一委員

附属小中学校における国語科の授業実践を、附小・附中・大学教員・学生が観察し、個々の学習者の学びの
記録等に基づいて事後の検討を行う。授業の観察と事後の検討を重ねて、小学校から中学校までを見通した
系統的な国語科学習指導のあり方を明らかにすることを目指す。7月1日：守田委員、授業者：奥山教諭・駒田
教諭。7月8日：松本昭彦氏･守田委員、授業者：岡井教諭・小林教諭。１０月２８日：松本昭彦氏・守田委員、授
業者：岡井教諭・駒田教諭。１１月４日：松本昭彦氏・守田委員、授業者：奥山教諭・小林教諭。実施日すべてに
おいて学生数名が参加。

D-5 附属幼 保護者の保育ニーズに関する研究
附属幼稚園教諭（浅田美知子教諭、杉澤久美子委員ほ
か全教諭）

富田昌平委員。9月に調査を実施した後、保護者の保育ニーズに関する意見交換会を複数回実施予定。

D-6 附属幼 未就園児コアラの会の企画・運営 浅田美知子教諭
富田昌平委員。9月～２月実施予定。未就園児とその保護者を対象に、遊びのコーナーづくり、手遊び、ふれあ
い遊び、絵本の読み聞かせ等を実施予定。

D-7 附属小
家政教育講座学生（阪井真綾）の研究に関わる実践の場の
提供

中村教諭（家庭科）、磯部由香氏
１年Ｂ組・2年Ｃ組にて、給食の様子を観察。（2学期中）今後、食教育の実践の場として対象学級を定め，研究
を継続する予定。

D-8 附属幼：親子活動
親子で楽しく触れ合おう　保護者同士のつながりを作ろう（年
長児）

辻教諭 10月26日（日）岡野氏、学生による企画、実施

D-9 附属幼：親子活動
親子で楽しく触れ合おう　保護者同士のつながりを作ろう（年
少児）

湯田教諭 6月14日（土）吉田氏、学生による企画、実施

D-10 附属幼：親子活動
親子で楽しく触れ合おう　保護者同士のつながりを作ろう（年
中児）

杉澤教諭 11月15日（土）後藤洋子氏、学生による企画、実施

D-11 附属幼：人形劇 人形劇を楽しもう 7月18日（金） 1月30日(金）吉田氏　学生による企画、実施

D-12 附属特支 研究支援 栗田 季佳氏。８月２８日。研究全体会における講師。

D-13 附属幼：夜の幼稚園 ワニワニパニックで遊ぼう（全園児） 松浦教諭 7月26日（土）富田氏　学生による企画、実施

D-14 附属幼：夜の幼稚園 くらやみ体験　まっくらな部屋を体験しよう（全園児） 松浦教諭 7月26日（土）富田氏　学生による企画、実施

■Ｃ型：学部教員からの提案・希望による連携（学部教員のコーディネートによる附属内の連携など）

■Ｄ型：上記以外の内容・形態


