（別紙１）平

成 29年 度 札 教 研 事 業 秋 の 研 究 集 会 一 覧
◎授業公開

国語
社会
算数

小

理科
生活

学
音楽

校

図画工作
家庭
保健体育
外国語活動

中央

北

東

白石

◎円山小 石川 佳奈
３年 おもしろいと思うところをしょ
うかいしよう「三年とうげ」
◎桑園小 喜井 幸佳
５年「自動車をつくる工
業」

◎あいの里西小 増田 碧
３年 分かりやすい文章を書く
「食べ物のひみつを教えます」
◎新琴似緑小 渡邉 浩考
５年「自動車をつくる工
業」

◎北小 熊谷 早紀
２年 分かりやすい説明のしか
た「しかけカードの作り方」
◎栄東小 上野 智司
５年「わたしたちの生活
と工業生産」

◎北郷小 武藤 朋徳
３年「つたえよう、楽し
い学校生活」
◎南白石小 鹿間 宏郁
５年「わたしたちの生活
と工業生産」

◎中央小 小森 彩見
６年「比」

◎北陽小 福士 雄大
１年「たし算」

◎栄北小 西村 武訓
４年「角」

◎米里小 佐藤 文哉
５年「わり算と分数」

◎新琴似北小 大和 直樹
６年「水溶液」

◎栄東小 須藤 佑輔
６年「水溶液」

◎二条小 市川 結美子
６年「土地のつくりと変
化」
◎幌西小 大嶋 悠基
２年「もっとなかよしま
ちたんけん」
◎幌南小 武田 紘一
１年「ようすをおもいう
かべよう」
◎円山小 菊地 惟史
４年「つなぐんぐん」
（造形遊び）

西園小
◎緑丘小 早川 詩織
３年ゴール型「パスでつな
ぐ！ラインハンドボール」
◎日新小 大下 真依
５ 年 Hi,friends1 Lesson5
「What do you like?」

西園小

◎栄北小 齊藤 大雅
５年 「陸上運動～リ
レー～」
◎北園小 西 早耶子
６ 年 「 Let’s go to
Italy.」

◎菊水小 佐々木 謙太郎
５年「体つくり運動/短
距離走」

◎厚別北小 飛内 滋之
５年 保健「けがの防止」

北園小

◎大谷地東小 若宮 香織
５ 年 Hi,friends1 Lesson5
「What do you like?」

◎栄南中 伊藤 拓夢
２年 いにしえの心を訪
ねる「扇の的」
◎札苗北中 松園 貴之
１年 第４章「世界の
様々な地域の調査」
◎開成中等教育学校 ﾁｬﾝ・ｵｲｲ・ｸﾛｰﾃﾞｯﾄ 3
年「三角関数」、佐々木好幸 2 年「三角形と
四角形」、長瀬知之 1 年「連立方程式」
◎札苗北中 川島 隆太朗
２年「電流の性質とその
利用～電流の正体～」

◎柏丘中 藤本 宏
１年 いにしえの心に触
れる「竹取物語」
◎幌東中 佐々木 力
３年 私たちの暮らしと経済「コンビニエ
ンスストアの経営者になってみよう」
◎柏丘中 新保 陽介
１年 「比例と反比例」
ランドルト環

新琴似北中

真栄中

◎光陽小 佛具 綾平
４年「マット運動」
◎北九条小 大塚 彩知
５ 年 Hi,friends1 Lesson7 「 What’s
this?目指せ、クイズマスター！」

中

理科

◎宮の森中 新保 充
３年「宇宙の中の地球」

学

音楽

平岸中

校

美術

道徳
特別活動

小
・ 教育相談
中
・ 特別支援教育
合
同
食指導
学校事務

◎新川西中 久保田 大智
２年「酸化銅から銅を取
り出す変化」
◎新琴似北中 奥谷 瞳子
２年「場面にあった音楽
を選ぼう」
（鑑賞）
◎円山小 菊地 惟史
◎屯田北中 杉本 真紀
４ 年 「 つ な ぐ ん ぐ ん 」 ２年「お気に入りのキャンデ
（造形遊び）
ィーボックスをつくろう！」
◎山鼻中 森崎 悠
◎太平中 金子 綾乃
１年 器械運動「マット ２年 器械運動「マット運
運動」
動」
◎柏中 岡崎 鉄也
◎太平中 牛渡 裕紀
３年 技術「タブレットを用い １年 技術「木材による制
たエネルギー変換の学習」
作 組立て（接合法）」
◎中央中 知北 紗代子
◎光陽中 米田 民人
２年 PowerUp 4「ファー ２ 年 Program6 「 A Work
ストフード店で」
Experience Program 3」
◎円山小 石黒 達也
１年 資料名「かぼちゃ
のつる」（節度 節制）
◎幌南小 米林 暁子
１年「ともだち集会をし
よう」

前田小
◎宮の森中 秋庭啓哉・青柳沙
知・小野徹・阿保美咲 生活単元学
習「宿泊学習」～係活動～
○宮の森小 山﨑 稔英
栄養士 横山 希菜
２年 学級活動「やさ いの
パワーを見つけよう！」
○ちえりあ２階大研修室
講演会「タブレット PC を導入した新たな教育と
事務職員の関わりについて」

◎信濃小 池田 晃人
３年「電気のはたらき」

西園小

◎太平中 吉田 一哉
１年「比例と反比例」

外国語

◎ひばりが丘小 塩崎 有希子
５年「平均」

西園小

◎向陵中 横山 雅俊
３年４章「関数 y=ax２」

技術・家庭

◎信濃小 山田 透
３年「はたらく人とわた
したちのくらし」

西園小

数学

保健体育

◎厚別東小 成田 奈津紀
６年 「海の命」

◎北園小 髙橋 秀之
２年「ようすをおもいう
かべよう」

◎光陽中 越前 結
１年 書写「行書の書き方
を学ぼう」
◎篠路中 大島 一晃
１年 地理的分野「アフリ
カの歩みと多様な民族」

社会

◎北郷小 佐々木 涼麻
４年「もののあたたまり
方」
◎北郷小 真田 育枝
１年「たのしい あき
いっぱい」
◎北郷小 吉田 一貴
５年「詩と音楽を味わお
う」
◎北都中 福島 彰一
１ 年 「 に ぎ る 手 」（ 塑
像）

厚別

◎新光小 山中 信明
２年「もっとなかよしま
ちたんけん」
◎屯田西小 寺川 梨奈
３年「旋律の特徴を感じ
とろう」
◎屯田北中 杉本 真紀
２年「お気に入りのキャンデ
ィーボックスをつくろう！」

◎中央中 山田 翔子
１年 書写「楷書の書き
方を確かめよう」
◎中央中 辻 仁司
１年 地理的分野「世 界の
諸地域 ヨーロッパ州」

国語

①

○実践発表等 〈敬称略〉

◎太平小 池田 庸志
１年 資料名「どんぐり」
（正直誠実 明朗）
◎新琴似西小 石岡 真治
５年「学習発表会につい
て」
○篠路中
テーマ「様々な連携を生かし、子ども
保護者に寄り添う」交流・事例検討
◎新琴似北小 山本 真
弓・猫宮 愛 国語科「か
ぶをぬこう！大作戦！」
◎屯田小 武田 諭子
栄養教諭 名畑 麻希
５年 学級活動「食事をバ
ランスよく選ぼう」
○北九条小 ２階多目的室
施設設備Ｑ＆Ａ及び学校事務テンプ
レートの作成報告、校内視察

新光小

屯田北中

屯田北中
◎札幌中 荻野 諒太
１年 体育理論「スポー
ツの多様性」
◎明園中 髙木 広昭
３年 技術「ディジタル
作品の設計と制作」
◎札幌中 竹田 浩幸
２ 年 Program ７ 「 If You
Wish to See a Change」

◎東白石中 佐伯 尚俊
３年「自然と人間」

◎北都中 福島 彰一
１年「握る手」（塑像）
◎日章中 佐々木 健次
１年 球技（ネット型）
「バレーボール」
◎日章中 中城 章恵
１年 家庭「食生活の選
択と保存」
◎北白石中 佐久間 遼
1 年 Program7 「The
Wonderful Ocean 1」

北郷小
◎上野幌東小 西塚 慈
２年「いろいろな音楽を
楽しもう」

北都中

◎上野幌中 佐々木 泰子
２年 いにしえの心を訪ね
る「平家物語」
◎厚別中 大石橋 計幸
２年「世界からみた日本
のすがた」
◎信濃中 庄司 浩人
１年 「１次方程式」
◎青葉中 桑原 俊行
３年「運動とエネル
ギー」

真栄中
北都中
◎もみじ台南中 水口 優徳
１年器械運動「マット運
動」

日章中
◎もみじ台中 佐藤 収市
１年 Program6「由紀のイ
ギリス旅行」

太平小

平岡公園小

平岡公園小

新琴似西小

新琴似西小

新琴似西小

篠路中

もみじの森小

◎伏古小 猫沖史章・本多紗矢香・市
村由美子・岩村眞穂花・戸野塚咲 生活単元
学習「学習発表会の演じ方を考えよう」
◎栄東小 三重 綾子
栄養士 宮田 佳織
３年 学級活動「野菜のはたら
き、体に必要な量を知ろう！」
○ちえりあ２階大研修室
講演会「タブレット PC を導入した新たな教育と
事務職員の関わりについて」

◎米里小 髙橋歌織・髙橋亜希・大塚みず
き・為広大輝・猿田結理・蒔苗貴人・鈴木健
介 生活単元学習「昔あそびの名人になろう」
◎北都小 矢野 宣利
栄養教諭 川田 絵里子
４年 学級活動「元気な
体に必要な食事」
○札幌市教育委員会６階Ａ・Ｂ会議室
研究成果の発表・協議

○もみじの森小
講習「ＳＮＳについての理解と
トラブルの防止について」交流
◎もみじの森小 安藤理恵子・佐
藤雄太 ２・３年「どうぶつ園のじゅう
い」５・６年「ナイス言葉で話し合おう」

北都小
清田小
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◎授業公開

小
学

豊平

清田

国語

◎福住小 蛇川 哲哉
５年 「百年後のふるさ
とを守る」

社会

◎美園小 櫻田 達矢
３年「店ではたらく人」

◎清田緑小 横山 祥子
１年「ともだちにきいて
みよう」
◎平岡公園小 山本 正一
３年「はたらく人とわた
したちのくらし」

算数

◎羊丘小 加藤 由紀
６年「場合の数」

理科

◎平岸西小 椙下 淳史
６年「水溶液」

生活

南

西

手稲

◎藻岩南小 後藤 卓
２年「お手紙」

◎二十四軒小 本宮 早苗
５年「天気を予想する」

◎澄川小 鵜野 伊久磨
４年「くらしを守る」

◎西野第二小 工藤 拓海
６年「長く続いた戦争と
人々のくらし」

◎新陵小 福田 朋美
５年「大造じいさんとが
ん」
◎前田中央小 染谷 惇志
４年「地域のしげんを生
かすまち（帯広）」

◎清田南小 戸田 三香子
１年「くらべかた」

◎南小 黒﨑 健治
６年「比」

◎発寒西小 守屋 梨紗
６年「比」

◎稲積小 伊藤 夕子
５年「割合」

◎美しが丘緑小 斉藤 裕也
３年「じしゃく」

◎南の沢小 金塚 聡太
４年「とじこめた空気と
水」

◎月寒小 髙久 彩香
２年「うごくおもちゃ」

月寒小

幌西小

音楽

◎月寒東小 上埜 光規
２年「いろいろな音を楽
しもう」

◎常盤小 郷 健志
５年「曲想の変化を味わ
おう」

図画工作

北野台小

◎平岡小 山下 沙織
３年「いろいろな音のひ
びきをかんじとろう」
◎北野台小 大門 沙織
４年「つなぐんぐんでた
てるんるん」

◎西野第二小 清水 雄太
５年「土地のつくりと変
化」
◎八軒西小 宮坂 雅
１年「きれいにさいてね～
つくろう あそぼう～」
◎八軒小 芦田 祐太
４年「せんりつの重なり
を感じ取ろう」

円山小

手稲鉄北小

◎手稲鉄北小 中村 嘉宏
５年「光のハーモニー」
（造形遊び）

家庭

西園小

西園小

西園小

◎西園小 桐山 牧子
５年「わくわくミシン」

西園小

校

保健体育
外国語活動
国語
社会
数学

◎中の島小 上家 卓
３年「体つくり運動」

◎平岡公園小 浪岡 伸樹
２年 ゲーム「鬼遊び」

大谷地東小 大谷地東小

◎藤の沢小 勝沼 大空
４年 「タグラグビー」

◎山の手小 谷藤 歩
３年 「マット運動」

日新小

北九条小

◎稲穂小 前田 潤
６年 ボール運動ネット型「ア
タック プレルボール」

北九条小

◎陵北中 柴﨑 菜穂子
３年 言葉を見つめる「『批
評』の言葉をためる」
◎福井野中 佐々木 啓行
３年 公民的分野「裁判
員制度と司法制度改革」

◎平岡中 阿部 大洋
１年「比例と反比例」

◎澄川中 石関 元
３年４章「関数 y=ax２」

◎福井野中 目黒 友裕
１年「比例と反比例」

◎稲積中 木内 峻
３年５章「相似な図形」

◎真栄中 本山 隆行
１年「身のまわりの物
質」

◎定山渓中 歌川 雅也
３年「自然界のつり合
い」

◎手稲東中 畑山 翔伍
２年「マグネシウムと二
酸化炭素の反応」

◎星置中 芦浦 琢也
３年「太陽の日周運動」

学

音楽

◎平岸中 佐藤 潤一
２年「言葉を大切にし、音
楽表現を工夫して歌おう」

平岸中

前田中

校

美術

北野台小

円山小

手稲鉄北小

外国語

◎手稲北小 丸山 美音
６年「曲想を味わおう」

◎定山渓中 村元 美沙
２年 論理を捉えて「君は『最
後の晩餐』を知っているか」
◎藻岩中 渡辺 智広
１年 地理的分野「世界に大き
な影響力をもつ北アメリカ」

◎八条中 吉田 怜
２年「空気中の水の変
化」

技術・家庭

八軒西小

◎平岡中央中 高藤 晃子
１年 つながりの中で「大人に
なれなかった弟たちに…」
◎北野台中 今 直道
１年 地理的分野「ヨー
ロッパ連合への道のり」

理科

保健体育

◎前田中央小 尾形 彩希子
６年「てこのはたらき」

◎平岸中 小笠原 太郎
２年 関わりの中で「モ
アイは語る」
◎あやめ野中 杉山 哲平
３年 公民的分野「地方
自治と私たち」
◎西岡北中 蝦名 潤
濱上 絢香
２年「図形の性質の調べ方」

中

小
・
中
・
合
同

②

○実践発表等 〈敬称略〉

◎真栄中 佐藤 汐里
１年「曲想を感じ取り、
歌い方を工夫しよう」
◎北野台小 大門 沙織
４年「つなぐんぐんでた
てるんるん」
◎平岸中 村上 尚子
◎真栄中 田畑 翔基
３ 年 球 技 （ ゴ ー ル 型 ） ２年 球技（ベースボー
「フットサル」
ル型）「ソフトボール」
◎月寒中 大橋 翔太
１年 技術「定植後の管
理、病害虫の防除」
◎陵陽中 関 脩斗
◎清田中 石岡 佑基
２年 Speaking 「買い物 ２ 年 Program6-2 「 不 定
シャツを買う」
詞 副詞的用法」

月寒中

◎簾舞中 渡辺 成
◎陵北中 淺井 雄輔
２ 年 球 技 （ ネ ッ ト 型 ） ２年 器械運動「マット
「バドミントン」
運動」

◎手稲西中 市橋 麻衣
２年 「漢詩の風景」
◎稲積中 中井 幸一
１年 地理的分野「アジアと
つながるオセアニア」

◎前田中 土屋 千尋
２年「曲のもつ雰囲気を感じ取
り、表現を工夫して歌おう」
◎手稲鉄北小 中村 嘉宏
５年「光のハーモニー」
（造形遊び）
◎稲積中 出町 祐徳
２年 武道「柔道」

柏中

前田中

◎定山渓中 平岩 良介
１ 年 Program ７ 「 The
Wonderful Ocean」

◎八軒東中 小澤 理恵
１年
Program ７ 「 The
Wonderful Ocean」

◎前田中 佐藤 史子
２年 家庭「衣生活をよ
り豊かにする工夫」
◎手稲西中 金子 暢子・多田 好永
１年 Program8-1「助動詞 can の扱い
についての activity～writing まで」

道徳

平岡公園小

◎平岡公園小佐藤しぶき
５年 資料名「ブランコ
乗りとピエロ」

円山小

太平小

太平小

特別活動

幌南小

幌南小

幌南小

幌南小

新琴似西小

○北海学園大学
講義・演習「個性を輝かせ 可能性を開花
させる アカデミックコーチング」
◎中の島中 平田学・太布貴也・中津
川涼子・若濵敦子 体育科「体つくり
運動（なわとび）」
◎月寒中
輪島 宏
栄養教諭 渋谷 あづき
２年 特別活動「学校給食について知ろ
う～作っている人の苦労について～」

○北海学園大学
講義・演習「個性を輝かせ 可能性を開花
させる アカデミックコーチング」
◎平岡小 中川元貴・浅野絵美
１・２年「おんがくをた
のしもう」
◎清田緑小 佐藤 貴則
栄養士 齊藤 祥子
６年 学級活動「バラン
スよく食べよう」
○清田小２階ランチルーム
実践研究の成果の交流及
び中間の集約・検証

○北海学園大学
講義・演習「個性を輝かせ 可能性を開花
させる アカデミックコーチング」
◎澄川中 中森 知美
１・２年 縫工「ふれあいフェスティバル、レイン
ボーフェスティバルに出品する製品をつくろう」
◎澄川南小 髙橋 由紀子
栄養教諭 高畑 知佳
２年学級活動「いろいろな食べ
物を食べて元気になろう」
○ちえりあ２階大研修室
講演会「タブレット PC を導入した新たな教育と事
務職員の関わりについて」

教育相談
特別支援教育
食指導
学校事務

○札幌市教育委員会６階Ａ・Ｂ会議室
研究成果の発表・協議

◎八軒小 阪本拓人・渡邊浩
美・千葉裕子 体育科「ハン
ドベースボール」
◎発寒南小 三原 珠未
栄養教諭 向井 ひとみ
５年家庭科「パワーボール、パ
ワーみそ汁を作ろう」

○前田小 千葉 道代
講演「学びの教室における
支援について」（予定）
◎稲積小 古屋 詩奈
４・５年国語科「調べたことを
わかりやすく伝えよう」
◎前田中 鎌倉 啓資
栄養士 山本 彩香
１年 学級活動「栄養バ
ランスの良い食事とは」

北九条小

北九条小

前田小

