
研究発表一覧（口頭発表） 第１日 ２月６日（木）
2020.01.09

会場

Ａ Ｂ
時間

高等学校 グローバル人材育成 高等学校 教科等指導 授業改善

[文部科学省指定 スーパーグローバルハイスク

ール]

①
課題研究と問題解決力育成授業研究を通し 地域と連携した探究活動の推進

たグローバルリーダーの育成 ～「北鷹スタイル」の確立を目指して～

県立秋田南高等学校 教諭 關 友明 県立秋田北鷹高等学校 教諭 柴田創一郎

小学校 教科等指導 授業改善 小・中学校 教科等指導 授業改善

[文部科学省委託「主体的･対話的で深い学び」

の実現に向けた授業改善充実事業]

主体的に課題に向かい,ともに学びを深めてい

②
主体的・対話的に学ぶ子どもの育成 く児童生徒の育成

～協働で学びを深める「シンカタイム」と自 ～小中併設校の利点を生かした学び合い,振り

己を見つめ学びをつなげる「振り返り」～ 返り活動の充実を通して～

上小阿仁村立上小阿仁小中学校

校長 吉田 純

大館市立城南小学校 教諭 三澤 章子 教諭 三浦 知佳

会場

Ｃ Ｄ
時間

高等学校 ふるさと教育・キャリア教育 特別支援学校 特別支援教育 教育課程

[秋田大学教職大学院研修]

①
キャリア教育の再構築をめざしたカリキュ 児童生徒の「生涯学習力」を高める教育課程

ラム・マネジメントの在り方 編成に向けた取組

～地域の進学拠点校における主体的な自律 ～ワーキンググループによる校内研究～

学習者の育成をめざして～

秋田大学教育文化学部附属特別支援学校

県立秋田高等学校 教頭 山城 寛幸 教諭 櫻田 佳枝

高等学校 学校運営 特別支援学校 特別支援教育 授業改善

[秋田大学教職大学院研修] [文部科学省委託 特別支援教育に関する実践

研究充実事業]

②
教師の協働的活動を通した学校改善 視覚障害教育の専門性に基づく指導の充実

～高等学校の組織特性を踏まえた学校改善

アクションリサーチ～

県立大曲農業高等学校 教頭 高橋 司 県立視覚支援学校 教諭 深川 亮

14 :50

～

15 :20

15 :35

～

16 :05

14 :50
～

15 :20

15 :35

～

16 :05



研究発表一覧（口頭発表） 第１日 ２月６日（木）

会場

Ｅ Ｆ
時間

小学校 ふるさと教育・キャリア教育 幼・保・認定こども園等 就学前教育

[文部科学省委託 わか杉っ子！育ちと学びス

テップアップ事業]

①
郷土に学び郷土と共に歩む教育 ０～15歳までの育ちを支えるために

～森岳子ども歌舞伎に関わる学校の取り組 ～保育力向上と幼児教育・小学校教育の円滑

み～ な接続を目指して～

横手市教育委員会教育指導部教育指導課

三種町立森岳小学校 教諭 納谷 宗樹 指導主事 小川由美子

小学校 ふるさと教育・キャリア教育 幼・保・認定こども園等 就学前教育

②
ふるさとに愛着と誇りをもてる児童の育成 育成すべき資質・能力の育成を目指す幼小接

を目指して 続の取組

～浅利氏の足跡を紐解く学びを通して～ ～醍醐小学校区におけるカリキュラム・マネ

ジメントを通して～

大館市立東館小学校 教諭 福司 一夫 社会福祉法人育童会 醍醐保育園

教諭 宇佐美裕美 主任保育士 佐藤奈緒美

会場

Ｇ Ｈ
時間

特別支援学校 特別支援教育 学校運営 高等学校 英語

[拠点校・協力校英語授業改善事業]

地域とともにある学校を目指して ディベートを取り入れた言語活動の取り組み

①
～コミュニティ・スクールの取組を通して～ ～発信型英語運用能力の育成を目指して～

県立秋田北鷹高等学校 教諭 髙橋矢壽子

教諭 山條 陽子

県立ゆり支援学校 教諭 熊地 需 教諭 伊藤 健吾

高等学校 英語

[拠点校・協力校英語授業改善事業]

②
※この時間帯の研究発表はありません 英語授業におけるディベートの活用と評価の

工夫

～表現力と思考力の向上を目指して～

県立本荘高等学校 教諭 鈴木 瑞穂
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～
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～

16 :05
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～
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～
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研究発表一覧（口頭発表） 第１日 ２月６日（木）

会場

Ｉ
時間

小学校 外国語活動・外国語

[拠点校・協力校英語授業改善事業]

①
拠点校・協力校英語授業改善事業に係る取組

～児童の英語力と教師の指導力向上を目指

して～

三種町立琴丘小学校 教諭 長谷川 礼

教諭 大山 祐子

中学校 英語

[拠点校・協力校英語授業改善事業]

②
コミュニケーションの目的・場面・状況等を

理解しながら，自分が伝えたいことを主体的

に表現する力を育てる指導

～学び合おうとする集団づくりを通して～

三種町立琴丘中学校 教諭 市川 聖子

14 :50

～

15 :20

15 :35

～
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研究発表一覧（口頭発表） 第２日 ２月７日（金）
2019.12.06

会場

Ａ Ｂ
時間

小学校 教科等指導 授業改善 小・中学校 道徳

[文部科学省委託「主体的･対話的で深い学び」 [文部科学省委託 いのちの教育あったかエリ

の実現に向けた授業改善充実事業] ア事業]

③
深い学びの実現に向けた指導の工夫と充実 「生命の尊さ・思いやり」の心を育む道徳教育

～学びのつながりで育む自己有用感と資質 ～自他のよさや変容に気付く道徳科や特別活

・能力～ 動の実践を通して～

井川町立井川義務教育学校 教頭 小玉 克男

教諭 半田 昌幸

大仙市立大曲小学校 教諭 田村佳久美 教諭 石川 優子

中学校 教科等指導 授業改善 中学校 道徳

[文部科学省委託 「主体的・対話的で深い学び」 [日教弘秋田支部募集教育研究論文(入賞論文)]

の実現に向けた授業改善充実事業]

④
思考の活性化から深い学びへ（２年目） 道徳的価値の理解をもとに，人間としての生

き方について考えを深める道徳科授業

～「比較する対話」を中心に据えてねらいに

迫る～

大仙市立大曲中学校 教諭 中山憲太郎 秋田市立将軍野中学校 教諭 伊藤 香

会場

Ｃ Ｄ
時間

小学校 学校運営 特別支援学校 特別支援教育 授業改善

[秋田大学教職大学院研修] [文部科学省委託 特別支援教育に関する実践

研究充実事業]

③
コミュニティ・スクール導入による学校・ 特別支援学校における授業改善プロジェクト

地域・家庭の連携方策 の取組

～学校運営協議会の機能強化を目指して～ ～自立活動の指導の改善・充実を目指して～

秋田県教育庁特別支援教育課

秋田市立下新城小学校 教頭 猿田 尚 指導主事 中村 素子

中学校 ふるさと教育・キャリア教育 特別支援学校 特別支援教育 教育課程

[秋田大学教職大学院研修]

中学部居住地校交流の実施に向けた提案

④
地域に根ざしたキャリア教育を推進してい ～「つながりが続く・関わりが生まれる交流

くための方策 活動」を目指して～

県立支援学校天王みどり学園

鹿角市立尾去沢中学校 教頭 駒ケ嶺 充 教諭 加賀美砂子
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研究発表一覧（口頭発表） 第２日 ２月７日（金）

会場

Ｅ Ｆ
時間

中学校 ふるさと教育・キャリア教育 幼・保・認定こども園等 就学前教育

③
自校の課題を踏まえたふるさと・キャリア 子ども一人一人に眼を凝らし学びや成長を読

教育の推進 みとる

～職業的自立に向けた資質・能力の育成～

小坂町立小坂中学校 教諭 酒井 文典 大館市立東館保育園 主任保育士 佐藤久美子

教諭 飛嶋 秀輔 保育士 能村 藍子

高等学校 ふるさと教育・キャリア教育 幼・保・認定こども園等 就学前教育

④
Microsoft Access® による生徒ポートフォリ 園内研修の充実のための研修リーダーの役割

オデータベースの構築 ～学び合う園内研修の体制づくり～

男鹿市立船越保育園

リーダー保育士 大野 純子

県立新屋高等学校 教諭 柏谷周一郎 リーダー保育士 泉 清江

会場

Ｇ Ｈ
時間

小学校 学校運営 小学校 外国語活動・外国語

[秋田大学教職大学院研修] [拠点校・協力校英語授業改善事業]

③
学習・生徒指導メンターチームを基盤とす 確かな力が育つ学びの創造

るウェブ型マネジメントの開発 ～学びをつなげ，学びを活かす姿を求めて～

～大量退職・大量採用期における実践知の

継承と発展を目指して～

由利本荘市立新山小学校 教諭 佐々木洋司

横手市立横手北小学校 教頭 小松 英昭 教諭 京野 真広

高等学校 英語 中学校 英語

[国際教養大学大学院研修] [拠点校・協力校英語授業改善事業]

④
Enhancing SHS students’ oral production 主体的に学び，確かな学力を身に付ける生徒

through using interactional tasks の育成

～生徒の学びを深める学習活動を通して～

県立西仙北高等学校 教諭 熊谷 多恵 由利本荘市立本荘北中学校 教諭 山崎 育

10 :00

～

10 :30
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研究発表一覧（口頭発表） 第２日 ２月７日（金）

会場

Ｉ
時間

特別支援学校 特別支援教育 学校運営

[秋田大学教職大学院研修]

特別支援学校における地域に開かれた学校

③
づくり

～地域資源活用の充実に向けた組織的取組

に関する検討～

県立支援学校天王みどり学園

教頭 田中 紀和

高等学校 博士号教員

[高度理系教員育成プログラム講演]

「総合的な探究の時間」と理科研究活動，

④
科学部活動の充実に向けた博士号教員の活

用について

～研究活動を通して学びの感動を生徒に！～

県立大曲農業高等学校 教諭 大沼 克彦

県立秋田高等学校 教諭 遠藤 金吾

10 :00

～

10 :30

10 :45

～

11 :15


