第１回 教育研究集会の御案内

(第2次)

研究主題（第Ⅰ期）

自律的な学びへのイノベーション
探究するコミュニティを培う
研究副題（１年次）

つながり合って学びを紡ぐ授業をデザインする
協働探究カリキュラムをデザインする
期日 平成30年11月30日（金）
会場 福井大学教育学部附属義務教育学校
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公開授業Ⅰ（9:00～9:45/9:50）
教科/学級/授業者

国 語

２年１組

授業者：笈田 美香

社 会

６年２組

授業者：宮本 泰成

算 数

６年１組

授業者：近江 久幸

理 科

４年２組

授業者：澤本 恵

音 楽

３年１組

授業者：小林 千恵美

造 形

３年２組

授業者：大橋 武史

技 術

７年Ｃ組

授業者：大黒 康弘

体 育

２年２組

授業者：中出 航司

英 語

４年１組

授業者：押野 朱里

主題 /「単元・題材」/ めざす授業

すみれちゃんと自分をくらべて読もう
「わたしは おねえさん」
すみれちゃんは、どうしてそのような行動をとったのだろう？叙述を基に人物像を関連づ
けて読んだり、自分と比べて読んだりすることで、「すみれちゃん」のお姉さんとしての心
の葛藤について、協働しながら読みを深めていく。「すみれちゃん」の成⾧を通して、自分
の成⾧についても考え、表現していく授業。
ピンチをチャンスに！これからの福井市のために自分たちにできることは何だろう？
「わたしたちの願いを実現する政治」
これからの政治はどうあるべきなのだろう？記録的な大雪による財政難で、151におよぶ事業が
中止や縮減を余儀なくされた福井市。様々な立場の人との関わりを通して、今後、福井市がどの
ような政治を行っていくべきかを協働で探っていく。これからの政治のあり方、政治との関わり
方についての価値判断を通して、子どもたちが社会を見る目や社会参画の芽を育んでいく授業。

2つの量にはどのような関係があるの～身のまわりの運動にひそむ関数を探る

「比例と反比例」
規則的なの？不規則なの？同じ関係があるものはどれなのかな？等速で動くものや実際に
走ったデータなどから、２つの数量に着目し、それらの関係を探っていく。比例・反比例と
は何か、既習の内容をつなげなから関数的な見方を広げ、考え方を豊かにする授業。

ポンポン船はどうして動くの！？
「水のすがたと温度」
火をつけると、ゆっくりと動き出す船。水の入った管の中では、何が起こっているのだろ
う？これまでに見つけた水と空気と金属の性質を手がかりに、管の中で起こる水の変化につ
いて実験行い、その結果と管の中で起こっている現象をつなぎ合わせていく。微視的な視点
から現象を見つめ、船が動くしくみを協働して明らかにしていく授業。
おはやしづくりにちょうせんしよう
「いろいろな音・日本の音楽に親しもう」
おはやしを聞くとどんな気持ちになるかな？お囃子の鑑賞から楽器の音色やリズムの特徴
を感じ取り、自分たちのおはやしをつくっていく。昔から伝わる口唱歌を歌いながら心地よ
いリズムや音の出し方をさぐっていく授業。

あったらいいな こんな町！すんでみたい町をつくろう
「ねん土マイタウン」
こんな町があったらいいな。どんな町をつくっていこうかな？町に「あったらいいな」と
思うものを粘土でつくり、友達と関わる中で作品を大きくしたり、つなげたりしながら、み
んなで夢の町をつくっていく。ひろがっていく粘土の世界に、子どもたちがそれぞれの物語
やテーマをつくり、つくり方や作品などに対する自分の見方や感じ方を深めていく授業。

「材料と加工の技術」
最適なプランターって、どんなものだろう？
どのようなプランターが一番いいの？学校を美しく魅せようと、プランターづくりに励ん
できた子どもたち。製作した木製プランターから他の材料にも目を向け、最適なプランター
を技術の見方・考え方を働かせながら、協働で探っていく。開発時・利用時・廃棄時におけ
る製品の工夫点を、開発者および消費者の立場から考え、持続可能な社会の素地を培う授業。

動物アスレチックコースをつくって遊ぼう
「体つくり運動」
動物の動きっておもしろい！這う、転がるなど、子どもたちは普段経験することが少ない
動きをまねすることで、本物の動物になりきろうと思考と試行を繰り返していく。そして、
さらに挑戦意欲が高まるようなアスレチックコースをグループのメンバーと一緒に作り、遊
びをとおしてさまざまな運動感覚を養っていく授業。

「Let’s Try2 Unit 8」
This is my favorite place.
わたしたちのまち福井の魅力とは何だろう。学団活動を通して学んだ、わたしたちのまち
の魅力を外国の人にも伝えるために、どのような工夫ができるだろう。写真やイラストなど
を活用し、自分の思いを伝える方法を探っていく。相手を意識し、英語表現を広げ発信する
力を育んでいく授業。

前期課程児童１年生５年生｢社会創生プロジェクト｣発表（9:55～10:30）
前期課程1年生からスタートするプロジェクト学習「社会創生プロジェクト」１年生と５年生の２学年が、４月からこれまで
の取り組みをポスターなどで発表します。

公開授業Ⅱ（10:40～11:30）
教科/学級/授業者

国

語

９年Ａ組

授業者：坂部 宏明

社

会

８年Ｃ組

授業者：森川 禎彦

数

学

８年Ｂ組

授業者：柳本 一休

理

科

９年Ｂ組

授業者：加藤 学

音

楽

７年Ｂ組

授業者：栁 博恵

美

術

８年Ａ組

授業者：菜畑 未来

家 庭

７年Ｃ組

授業者：八田 玲子

保健体育
７年Ａ組

授業者：田原 裕

英

語

９年Ｃ組

授業者：松田 ひとみ

主題 /「単元・題材」/ めざす授業

「希望」の意味を探る
「故郷」
登場人物にとっての「希望」とはどんなものだろうか？「私」が語る「故郷」から登場人
物の境遇や状況を理解し、「希望」とは何かを協働で探究していく。「希望」について語り
合い、子どもたち自身がそれぞれの希望に向かってこれからどう生きていきたいのかを考え
深めていく授業。

北陸新幹線の福井開業！私たちは福井市をどんなまちにしていきたいのか？
「地域の在り方」
４年後の開業は、私たちの住む福井市にどんな影響をもたらすのか？高速交通網が大きく
変化する中で、私たちが今後どのようなまちを目指すべきかを協働で探っていく。他県にお
ける開業後の変化と課題を調査し、福井市の実態に合った取組みを考え、提案していく授業。
「図形の性質と証明」
語り合おう、私がつくった図形のBefore ⇒ After
どうして辺の⾧さが等しくなったの？図形に対して垂線や平行線を引くなどの条件を加え
て新しい図形をつくる。もとの図形(Before)にどんな条件を与えると、新しい図形(After)で
何が予想されるのかを考える。Before⇒Afterを繰り返しながら、図形についてのストー
リーを「ＡならばＢＢならばＣ」と論理的に表現していく授業。

「附属天体教室」プロジェクト！
「地球と宇宙」
流れ星はどんなときに観られるの？火星はいつでも観られないの？観測会を開催するた
めに天体の動き方や見え方をモデルや動画で再現し協働で探究する子どもたち。時間による
天体の変化や宇宙の空間的な広がりを巨視的な視点で捉え、先人達が天体の観測から学んだ
ことを探っていく。生涯にわたり星空に目を向け、宇宙の神秘を追究する素養を育む授業。
日本の伝統音楽に親しもう！～声の特徴を探る～
「日本の伝統音楽Ⅰ」
「日本の伝統音楽」って何？我が国の伝統音楽の歴史を紐解き、音楽文化に関する理解を
深める。さらに、その声の特徴を捉え、曲種に応じた発声によって具現化される声の音色や
響き及び言葉の特性などに着目しながら、協働で声による表現を追究していく授業。
ハプニングをどう生かす！？新しい私を発見する box art
「空想の世界を旅する」
箱の中に、自分の世界を表現するbox art。もっと魅力的な表現方法はないのだろうか。
子どもたちは仲間からの思いもかけない発想や材料などの提案をきっかけに、自分の発想を
転換したり、構成を工夫したりしていく。ハプニングを味方につけ、仲間と協働しながら自
己の表現の幅をひろげていく授業。
食品ロス改善プロジェクト
「食生活と自立」
世界的に問題となっている食品ロス。自分たちの食生活はどうだろうか？毎日の食生活
が環境問題につながっていることに気づき、その改善の方法を仲間と探っていく。広い視野
で食生活と環境とのつながりを考えながら、各自が食生活の自立をめざしていく授業。
君のハートに届け！
「器械運動（マット運動）」
どうすれば見る人を魅了する演技ができるの？技の難易度がなくても感動する演技ってで
きるの？子どもたちは、一つ一つの技の行い方や技の組み合わせ方に着目することはもちろ
ん、仲間と組み合わせたり連続させたりすることで、演技の幅を広げていく。個の技とその
技をどう見せるかを探究し表現していく授業。

Let’s talk about our future.

「Living with Robots –For or Against」
2030年、私たちの未来はどのようになっているのだろう。予測不可能な社会を生きるた
めに、今、私たちは何を学び、どのような力をつけていくべきなのだろう。共に未来を生き
る世界の同世代の仲間たちと意見を交わし、視野を広げながら国際協働の素地を養っていく
授業。

後期課程生徒｢学年プロジェクト｣｢生徒会活動｣発表（11:40～12:10）
後期課程における、３年間を通したプロジェクト学習「学年プロジェクト」や、校訓「自主協同」に基づいた生徒会活
動での取り組みと、これらを通して子どもたち自身が実感している学びをポスターなどで発表します。

分科会（13:00～14:15）
教科ごとに分科会を開催します。公開授業における子どもたちの学びの見取りをもとに、教科のめざす本質的な学び
について語り合いながら、義務教育課程における協働探究カリキュラムの在り方について参加者全員で協議していきます。

全体会（14:30～16:30）
子どもたちが語る学び「なぜ学ぶ どう学ぶ」
校長挨拶 学校長 大山 利夫
来賓挨拶 福井県教育委員会
研究概要 研究主任 木下 慶之
シンポジウム「未来社会を創る協働的主体性を育む
～協働探究カリキュラムのデザイン～」

テーマ「未来社会を創る協働的主体性を育む
～協働探究カリキュラムのデザイン～」
シンポジスト
秋田 喜代美氏（東京大学大学院教育学研究科
田熊 美保氏
本校生徒

教授）

（ＯＥＣＤ教育局シニア政策アナリスト）
（９年生・ＩＳＩＦ１７参加者）
秋田 喜代美氏

コーディネーター
牧田 秀昭（本校後期課程 副校長）

田熊 美保氏

OECDではOECD Education 2030 プロジェクトを展開しています。これからの社会に必要なキーコン
ピテンシーは何かを明らかにし、それを培うカリキュラムのデザインを世界が協働して開発研究して
います。OECD ISN（日本イノベーションスクールネットワーク）の統括研究主任である秋田氏と
OECD 教育局分析官の田熊氏、本校生徒、そしてご来場された方々と一緒に、公開授業などでの子ど
もたちの学びの様相を基に、これからの学びの在り方や学校教育の使命について、考えていきたいと
思います。＊ＩＳＩＦ１７…2017年8月に開催されたOECD ISN主催の国際生徒イノベーションフォーラム

参加費

2,000円（資料代含む、昼食代は別途）

申し込み方法：本校ＨＰ上のフォームから必要事項をご記入の上、

平成30年11月15日（木）までにお申し込みください。
右のQRコードからも直接お申し込みできます。

申し込み用 QRコード

問合せ先：担当（木下）
〒910-0015 福井県福井市二の宮4丁目45-1 Email：fukuifuzokugimu@gmail.com
tel 0776(22)6985 fax 0776(22)6703
HP:http://www.f-edu.u-fukui.ac.jp/~fuzoku-g/

本校へのアクセスについては
申込み用サイトから地図を
ダウンロードできます

11月30日発刊！本校出版本

「未来を創るプロジェクト型学習（仮題）」
福井大学教育学部附属義務教育学校研究会 著

東洋館出版社

価格未定

プロジェクト型学習の学びを通して子どもたちが語る学びとその様相を本校職員が
書き表し、これら実践の価値と意義を教育研究者が理論付けした、実践と理論の往還
を示す書。
主な執筆者

秋田 喜代美氏（東京大学）
松木 健一・柳沢 昌一・木村 優・岸野 麻衣（福井大学）
OECD日本イノベーションスクールネットワーク 代表
supported by OECD Education 2030

鈴木 寛氏推薦（帯文）

