
９ 参加申し込み等
⑴ 参加申し込み
　 参加を希望する場合は，本校ホームページから申込及び参加費の振り込みをお願いいたします。
　 　→4月20日（水）申込開始，5月19日（木）申込〆切。参加費振り込みは5月20日（金）〆切。
　 　→申込及び振り込みいただいた方に5月23日（月）に当日の案内メールを送付します。
⑵ 参加費　一般：3,000円（研究書籍代含）
　 　　　　学生：　500円（研究書籍を購入希望の場合3,000円）
※ 感染症対策に鑑み，参加者多数の場合，参会者の募集を〆切前に打ち切らせていただく場合が

あります。また，校内及び県内の感染状況によっては，参会者を縮小しての開催に切り替わる
可能性があります。当日参加をいただけない方には，研究書籍・指導案等の資料の郵送，講演
会及び授業の動画のURLを送付させていただきます。

10 交通手段について
⑴  本校には駐車スペースがありません。自家用車でお越しの際は，盛岡バスセンター周辺の駐車

場等をご利用ください。その周辺から本校までは，徒歩で約10～15分です。
⑵ 公共交通機関ご利用の場合は以下の通りです。
 　・バス（岩手県交通）…盛岡駅発 「つつじが丘団地行き」，「水道橋行き」 附属中学校前下車すぐ
 　　　　　　　　　　　バスセンター発 「つつじが丘団地行き」 附属中学校前下車すぐ
 　・タクシー……………盛岡駅から約15分

岩手大学
教育学部
附属中学校

国
道
4
号
線

一方通行

文

〒

岩手大学
教育学部
附属小学校

岩手県立
盛岡第二
高等学校

盛岡市立
城南小学校桜幼稚園 ●

盛岡
市立武道館

●吉田医院

●薬王堂

●まゆみ小児歯科

盛岡
住吉郵便局

盛岡市保健所●

盛岡
バスセンター●

岩手
県民会館

●　
岩手県庁

●

●
盛岡
市役所

●
盛岡歴史
文化館

文

文
文

文

上の橋

中の橋

与の字橋

入口

周辺地図

岩手大学教育学部附属中学校
【研究主任：平澤　傑】

〒020-0807 岩手県盛岡市加賀野三丁目９番１号
［TEL］ 019 - 623 - 4241　［e-mail］ ftb@iwate-u.ac.jp

お問い合わせ

いわて学びの改革研究事業いわて学びの改革研究事業
岩手大学研究成果発表会岩手大学研究成果発表会

兼 岩手大学教育学部附属中学校 学校公開教育研究発表会兼 岩手大学教育学部附属中学校 学校公開教育研究発表会
ご案内（第2次）ご案内（第2次）

１ 期　日 １ 期　日 令和4年 令和4年 55月月2727日（金）日（金）
２ 会　場 ２ 会　場 岩手大学教育学部附属中学校岩手大学教育学部附属中学校

〔〒020-0807 盛岡市加賀野三丁目９番１号　TEL.019-623-4241　FAX.019-623-4243〕〔〒020-0807 盛岡市加賀野三丁目９番１号　TEL.019-623-4241　FAX.019-623-4243〕

３ 主　催 ３ 主　催 岩手大学 （実施機関：岩手大学教育学部・同附属中学校）岩手大学 （実施機関：岩手大学教育学部・同附属中学校）
４ 共　催 ４ 共　催 岩手県，岩手県教育委員会岩手県，岩手県教育委員会
５ 後　援 ５ 後　援 岩手県立大学，盛岡市教育委員会，一戸町教育委員会，岩手県中学校長会，岩手県立大学，盛岡市教育委員会，一戸町教育委員会，岩手県中学校長会，
 岩手県小学校長会，盛岡市立上田中学校，盛岡市立黒石野中学校， 岩手県小学校長会，盛岡市立上田中学校，盛岡市立黒石野中学校，
 盛岡市立仁王小学校，盛岡市立緑が丘小学校 盛岡市立仁王小学校，盛岡市立緑が丘小学校

６ 講演会 ６ 講演会 講師  講師  堀田 龍也堀田 龍也 先生 先生
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動
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動

11:20～12:10
受　付 全体会 公開授業Ⅰ 公開授業Ⅱ

12:10～13:10 13:10～14:50 移
動

15:10～16:40
昼　食 分科会 講演会

主体的・対話的で深い学び×ICTの効果的な活用
テーマ

中央教育審議会委員，東北大学大学院情報科学研究科教授
東京学芸大学大学院教授，文部科学省視学委員
国立教育政策研究所上席フェロー，信州大学特任教授，静岡大学客員教授

岩手大学と岩手県の共同事業



　陽春の候，皆様におかれましてはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。また，日頃より本
校の教育研究活動にご協力いただきまして，誠にありがとうございます。
　本校では，昨年５月に３年研究『Society5.0を生き抜く「人間の強み」を育む学びの構想』のまと
めとなる学校公開教育研究発表会を実施し，多くの先生方のご参会を賜り，貴重なご意見を頂戴いた
しました。今年度は，いわて学びの改革研究事業（３年研究）の最終年度であることから，研究主幹
校である本校において，本事業における研究の成果を，子供たちの学びの姿を通してご覧いただくと
共に，指導・支援の在り方についてご批正を賜りたいと存じます。ご多忙の折とは存じますが，多数
の皆様のご参会をいただき，ご指導ご助言を賜りますよう，ご案内を申し上げます。

令和４年４月　岩手大学教育学部附属中学校　校長　溝口　昭彦

７ 公開授業

８ 教科等分科会

分科会　　13:10 〜 14:50

分科会名 運営責任者
（本校職員） 共同研究者 助言者

国　語 鈴　木　　　駿
准教授　岡　田　浩　行
准教授　船　越　亮　佑

岩手県教育委員会事務局学校教育室
　主任指導主事　　　後　澤　大　世

社　会 中　村　功　佑 教　授　土　屋　直　人
岩手県教育委員会事務局学校教育室
　指導主事　　　　　七木田　　　俊

数　学 稲　垣　道　子
教　授　中　村　好　則
准教授　佐　藤　寿　仁

岩手県教育委員会事務局学校教育室
　主任指導主事　　　佐　藤　宏　行

理　科 小　原　翔　太 准教授　久　坂　哲　也
岩手県教育委員会事務局学校教育室
　指導主事　　　　　千　葉　哲　朗

英　語 山　蔭　理　恵 教　授　ホール・ジェームズ
岩手県教育委員会事務局学校教育室
　指導主事　　　　　向　口　千絵子

音　楽 赤　沼　周　子 教　授　川　口　明　子
岩手県教育委員会事務局学校教育室
　主任指導主事　　　柳　原　和歌子

美　術 佐々木　倫　生 特命教授　長　内　　　努
岩手県立総合教育センター
　研修指導主事　　　福　田　勝　雄

保健体育 佐々木　篤　史
教　授　清　水　茂　幸
准教授　清　水　　　将

岩手県教育委員会事務局保健体育課
　主任指導主事　　　生　駒　大　輔

技　術 加　藤　佳　昭 教　授　宮　川　洋　一
岩手県立総合教育センター
　主任研修指導主事　高　橋　光　広

家　庭 小　山　　　澪
教　授　天　木　桂　子
准教授　川　村　めぐみ

盛岡教育事務所（八幡平市派遣・駐在）
　指導主事　　　　　八重樫　英　広

総　合 工　藤　真　以 教　授　田　代　高　章
岩手県教育委員会事務局学校教育室
　主任指導主事　　　桂　　　康　博

公開授業Ⅰ　　10:10 〜 11:00
教科等 学級 授業者 単元・題材名（予定）

国　語
１Ｃ 中　村　正　成 「森と海を守る」新聞を作ろう

３Ｂ 三　上　潤　也 Reviewで読む文学

数　学 ３Ｃ 浅　倉　　　祥 関数　y = ax2

理　科 ２Ｃ 小　原　翔　太 生物のからだのつくりとはたらき

音　楽 ３Ａ 赤　沼　周　子 五音音階を用いた創作

美　術 １Ａ 佐々木　倫　生 墨でえがく

保健体育 ２Ａ 佐々木　篤　史 体つくり運動

技　術 ３Ｄ 加　藤　佳　昭 計測・制御の技術で医療・介護の問題を解決しよう

総　合 １Ｄ 佐々木　聡　也 地域（盛岡）を知る

公開授業Ⅱ　　11:20 〜 12:10
教科等 学級 授業者 単元・題材名（予定）

国　語 ２Ｂ 鈴　木　　　駿 賢治と未明　～次代に渡す文学のバトン～

社　会 ３Ｃ 中　村　功　佑 歴史的分野　現代の日本と私たち

数　学 １Ｃ 稲　垣　道　子 比例と反比例

英　語 ３Ｄ 山　蔭　理　恵 Lesson2　Languages in India

保健体育 ３Ａ
３Ｂ 熊　谷　晴　菜 ゴール型「サッカー」

家　庭 １Ｂ 小　山　　　澪 住居の機能と安全な住まい方

総　合 ２Ｄ 工　藤　真　以 地域課題を考える
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３ 主　催 ３ 主　催 岩手大学 （実施機関：岩手大学教育学部・同附属中学校）岩手大学 （実施機関：岩手大学教育学部・同附属中学校）
４ 共　催 ４ 共　催 岩手県，岩手県教育委員会岩手県，岩手県教育委員会
５ 後　援 ５ 後　援 岩手県立大学，盛岡市教育委員会，一戸町教育委員会，岩手県中学校長会，岩手県立大学，盛岡市教育委員会，一戸町教育委員会，岩手県中学校長会，
 岩手県小学校長会，盛岡市立上田中学校，盛岡市立黒石野中学校， 岩手県小学校長会，盛岡市立上田中学校，盛岡市立黒石野中学校，
 盛岡市立仁王小学校，盛岡市立緑が丘小学校 盛岡市立仁王小学校，盛岡市立緑が丘小学校

６ 講演会 ６ 講演会 講師  講師  堀田 龍也堀田 龍也 先生 先生

8:30～9:00 9:00～9:50 移
動

10:10～11:00 移
動

11:20～12:10
受　付 全体会 公開授業Ⅰ 公開授業Ⅱ

12:10～13:10 13:10～14:50 移
動

15:10～16:40
昼　食 分科会 講演会

主体的・対話的で深い学び×ICTの効果的な活用
テーマ

中央教育審議会委員，東北大学大学院情報科学研究科教授
東京学芸大学大学院教授，文部科学省視学委員
国立教育政策研究所上席フェロー，信州大学特任教授，静岡大学客員教授

岩手大学と岩手県の共同事業


