
平成 27 年度 静岡県私学初等教育研修会 報告 

 
１ 研修会名称 

「第２７回 静岡県私学初等教育研修会」 

 

２ 研修目的 

 私学の特色を生かした学習指導研究のために、各教科の公開授業・授業研究を実施する。併せて

講師による講演を聞き、研究協議を深めると共に、４校教職員の交流・親睦を図る。 

 

３ 研修テーマ 

   人との関わりの中で学び、深める子を目指して 

 

４ 日時 

   平成２７年１１月２８日（土） ９：３０～１５：４５ 

 

５ 会場校 

   静岡サレジオ小学校 

   〒４２４－８６２４ 静岡市清水区中之郷３－２－１ 

        Tel：０５４－３４５－９３２１  Fax：０５４－３４４－０３５０ 

        E-mail：ssge301@ssalesio.ac.jp 

 

６ 参加校 

   東海大学付属小学校  （参加 21 名） 

   加藤学園暁秀初等学校  （参加 24 名） 

   常葉大学教育学部附属橘小学校 （参加 24 名） 

   静岡サレジオ小学校  （参加 29 名） 

 

７ 日程 

 ９：５０～１０：２０ 開会式 

（１） 挨拶 静岡サレジオ小学校校長 末吉弘治 

（２） ５年 イングリッシュキャンプの報告 

（３） 本日の日程・諸連絡 

１０：３５～１１：２０ 提案授業 

１１：３５～１３：３０ 昼食・分科会 

１３：４５～１４：１０ 発表 本校の「心の教育」の取り組みについて 

（１）本校ユネスコスクールとしての取り組み 

   ESD の実践～国際理解教育と福祉教育の一体化～ 

（２）実践的な価値教育の一端 

  ① 宗教教育 

  ② 総合的な学習・星の子活動 

１４：１０～１５：３０ 講演 静岡大学教育学部准教授 藤井基貴先生 

演題 『道徳教育を創る～「特別の教科 道徳」実施に向けて～』  

１５：３０～１５：４５ 閉会式 

（１） 挨拶 静岡サレジオ小学校教頭 菅原八郎 

（２） 挨拶 次回会場校 東海大学付属小学校長 鮎川眞由美 
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８ 提案授業 

クラス 教科 単元名 授業者 教室 

１Ｃ 音楽 いろいろな おとを たのしもう 松下 尚充 音楽室 

２Ａ 生活 秋まつりをしよう 倉橋 雅 ２Ａ教室 

２Ｂ 国語 
詩を楽しもう 

～ごきぶり（みずかみかずよ）～ 
西澤 望 ２Ｂ教室 

３Ｃ 図工 張り子で太陽のお面を作ろう 浦野 伊吹 ３Ｃ教室 

４Ａ 体育 器械運動「マット運動」 井澤 謙吾 体育館 

５Ａ 英語 Daily schedule 荒井 美帆 ５Ａ教室 

５Ｂ ICT教育 読むとくメソッド 轟 真由美 ５Ｂ教室 

６Ａ 社会 近代国家に向けて 花村 佳澄 ６Ａ教室 

６Ｃ 算数 数列の秘密を探る 望月 昭博 ６Ｃ教室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



９ 分科会参加者     

授業者：☆ 司会者：◎ 記録：○ 

  
東海大学 加藤学園 常葉大学教育学部 静岡サレジオ 

付属小学校 暁秀初等学校 附属橘小学校 小学校 

国語 

【15名】 

○新倉 啓 西島 睦子 加藤 直子   小林 良美 

松本 傑 芦澤 尚子 佐野 智子 ☆西澤 望 

望月 順子 多田 真志  池谷 加賀里 

栗山 智美 佐藤 毅   ◎堀 瑛平 

     青野 雅子 

社会 

【10名】 

清水 大貴 稲葉 淑恵 宮津 護   末吉 弘治 

山本 雄登 ○尾上 智大 田原 弘之 ◎稲葉 純子 

    ☆花村 佳澄 

      林 羊 

算数 

【15名】 

鈴木 波 佐藤 洋介 土橋 淳 ◎鈴木 咲江 

木村 友紀 加藤 裕也 ○笹本 絢 染木 彰   

都田 奈津子 大西 剣士 木村 都 ☆望月 昭博 

 三輪 金夫 青山 侑可   

    若杉 夏美   

理科生活 

【17名】 

秋原 治芳 中原 悟 杉浦 佳子   菅原 八郎 

○山口 健吾 河野 淳子 永倉 岬記   片川 優 

  青山 典義 池端 克文 ☆倉橋 雅    

  小島 好美 林 卓己 ◎渡辺 伸也 

  佐藤 誠一 原川 梓   

    瀧 慎太郎   

音楽 

【3名】 
塚本 伸一  池上 万裕香 ☆◎松下 尚充 

図工 

【4名】 
石橋 彩 荒木 祐一 ○二村 和秀 ☆◎浦野 伊吹 

体育 

【9名】 

瀬戸 博行 前島 彬人 野村 有希 ◎青木 佐代 

○田中 康智 児玉 邦裕   ☆井澤 謙吾    

  内山 淳夫   渋谷 裕美 

英語 

【11名】 

髙橋 佑未子 土屋 賀永 柴田 幸洋 ☆荒井 美帆 

 土屋 明子 海野 美保 土田 隆仁 

 ○湯山 依里子 ピーター・ティミンス ◎原田 卓   

      小島 さやか 

ＩＣＴ教育 

【9名】 

齊藤 啓三 三浦 貴史 ○山本 祐毅 ☆轟 真由美 

佐々野 斉  池谷 雅子 ◎下村 明宏 

大井 藤花       

鮎川 眞由美       

学校保健 

【5名】 
○宮城島 眞弓 杉浦 くるみ 増田 智代 

◎鈴木 麻裕 

高田 可奈 

合計 

【98名】 
21名 24名 24名 29名 

 

 

                         報告 静岡サレジオ小学校 

教諭  土田 隆仁 


