
平成２８年９月１２日
各 小 学 校 長 様
関 係 各 位

主催 久留米市立御井小学校
久留米市教育委員会

平成26･27･28年度 久留米市教育委員会
人権・同和教育実践研究指定校 研究発表会のご案内

秋晴の候、皆様におかれましては、益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
さて、本校では、平成26年度から久留米市教育委員会 人権・同和教育実践研究指定を受け、「子どもの自尊感情を高める授業の創造」を

研究主題とし、「ユニバーサルデザインの考えを取り入れた学習指導の工夫を通して」を副主題として研究を進めてまいりました。
つきましては、本年度下記の要領で実践の一端を公開し、皆様の御指導、御助言を賜りたいと思います。
何かと校務御多用の折とは存じますが、多くの皆様にご参会いただきますよう御案内申し上げます。

久留米市立御井小学校 校長 山口 弘明

１ 研究主題 子どもの自尊感情を高める授業の創造
～ユニバーサルデザインの考えを取り入れた学習指導の工夫を通して～

２ 期 日 平成２８年１１月１０日（木） （受付１３時３０分） 公開授業開始１４時

３ 会 場 久留米市立御井小学校 〒８３９－０８５１ 久留米市御井町５９９の２
電 話 ０９４２－４３－７６８１
ＦＡＸ ０９４２－４３－７６８２

４ 日 程
13:30 14:00 14:45 15:00 15:40 15:50 16:45 16:50

受付 公開授業（各会場） 移動 全体会（体育館） 移動 研究協議会（各会場） 閉会行事

５ 公開授業 （１４：００～１４：４５）

学年・組 教科名等 単元名・主題名等 指導者 授業会場

１年１組 国語科 こえに だして よもう「くじらぐも」 上村 政智 １年１組教室

１年２組 道 徳 みんな なかよく 2-(3) 資料「およげない りすさん」 河野 晴子 １年２組教室

２年１組 道 徳 友だちと助け合う心 2-(3) 資料「くりのみ」 安藤 真理 ２年１組教室

２年２組 国語科 音読げきをしよう「お手紙」 古賀恵理子 ２年２組教室

３年１組 道 徳 友達と分かり合う 2-(3) 資料「たまちゃん、大すき」 冨岡恵美子 ３年１組教室

３年２組 国語科 場面のうつりかわりをとらえて、感想をまとめよう「ちいちゃんのかげおくり」 馬場龍太郎 ３年２組教室

４年１組 国語科 読んで考えたことを話し合おう「ごんぎつね」 田中 千春 ４年１組教室

４年２組 道 徳 友だちとわかり合う 2-(3) 資料「ひそひそ話」 笠 廣樹 ４年２組教室

５年１組 道 徳 信じ合い 2-(3) 資料「友の肖像画」 池田 洋輔 ５年１組教室

５年２組 国語科 すぐれた表現に着目して、物語のみりょくを伝え合おう「大造じいさんとガン」 三牧 悟 ５年２組教室

６年１組 社会科 国力の充実をめざす日本と国際社会 後藤 将太 ６年１組教室

６年２組 社会科 国力の充実をめざす日本と国際社会 吉田 彩 ６年２組教室

６年３組 道 徳 自分の目標に向かって 1-(2) 資料「もう一度エベレストへ」 古嶋 勇希 ６年３組教室

むくのき１組 生活単元 むくのきパワーアップすごろくをしよう 井上多恵子 むくのき１組教室

むくのき２組 国語科 カタカナや漢字を正しく使えるようにしよう 水落 則義 むくのき２組教室

むくのき３組 生活単元 先生の好きな野菜を使ってピザトーストを作り、パーティーをしよう 八谷 祥子 家庭科室

６ 全体会 （１５：００～１５：４０）
（１）会場校あいさつ 久留米市立御井小学校 校 長 山口 弘明
（２）来賓あいさつ 久留米市教育委員会 教 育 長 堤 正則
（３）研究構想の説明 久留米市立御井小学校 主幹教諭 廣重 邦彦

研究主任 吉田 彩
７ 研究協議会 （１５：５０～１６：４５）

分科会 1.学力保障 2.学力保障 3.人権・部落問題 4.人権・部落問題 5.人権・部落問題 6.人権・部落問題 7.特別支援教育（１･２年国語科）（３･４･５年国語科） （１･２年道徳） （３･４年道徳） （５･６年道徳） （６年社会科）

助言者 西国分小教頭 高良内小教頭 北筑後教育事務所社会教育主事 人権・同和教育課指導主事 北筑後教育事務所主任指導主事 人権・同和教育課指導主事 久留米特別支援学校主幹教諭
納富 久美子 四ヶ所 清隆 嶋井 加寿江 橋本 博機 林田 圭治 中山 信一 友田 陽輔

司会者 合川小教頭 上津小教頭 青峰小教頭 山川小教頭 日吉小教頭 東国分小教頭 南薫小教頭
前田 朗 猪口 恭浩 平塚 宏子 秀島 一生 綾戸 恵美子 権藤 義明 古賀 伸一

会 場 １年１組教室 ３年２組教室 ２年１組教室 ３年１組教室 多目的ホール 体育館 図書室

会場案内・学校周辺地図

■東部地区の先生方は、良山中学校に駐車をお願いします。（本
校まで約300ｍ）
■中部地区及び南部地区の先生方は、本校駐車場に駐車をお願
いします。
（入口は、御井町交番の横です。）
なお、「御井小学校西」交差点は、右折信号がありません。

手前の「矢取西」交差点を左折し、「高良山入口」交差点を右
折して直進する方が安全です。

問い合わせ先
久留米市立御井小学校 教 頭 日野 勝文
電話 0942(43)7681 FAX 0942(43)7682

本校ホームページもご覧ください。


