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時下，貴職におかれましては，ますます御清祥のことと拝察いたします。  

さて，本校では鹿児島県総合教育センター研究提携校として４年目を迎え，これまでの実践を生かしつつ，

新たに研究テーマを設定し，日々，授業づくりを活性化させ，授業改善を図ってまいりました。 

この度，これまでの実践・研究の一端を公開いたします。なお，県内の新型コロナウイルス感染症拡大の状

況を鑑み，一次案内にてお知らせしておりました計画を変更し、オンラインで開催することといたしました。

来校のための計画を立てていただいていた皆様には，大変御迷惑をお掛けいたしますが御理解をいただきます

ようお願いいたします。併せて，計画の変更とオンラインでの参加準備を進めていただきますようお願いいた

します。 

また，オンライン参加のための時間・場所・機器の確保に御高配いただきますよう
重ねてお願いいたします。 
 
 

 

 

 
 

１．開催日時  令和４年２月 10日（木）（10：30～16：15） 

２．受   付 〔Zoom入室〕 （10:30～11:00）                                           

３．開会行事 及び 全体会 A（11:10～12:10） オンライン配信 
 

 

 

 

 
４．公開授業Ⅰ オンライン配信はありません。 

学年・組 
教科・ 

領域等 
単元名 /教材名/活動名 授業者  学年・組 

教科・   

領域等 
単元名 /教材名/活動名 授業者 

１－１ 国語科 よんでかんじたことをはなそう      
「ずうっと，ずっと大すきだよ」 

德永 智久  ５－２ 算数科 体積 伊地知 啓一郎 

１－２ 英語科 このやさいなあに 間淵 結衣  ５－３ 国語科 
事例と意見の関係をおさえて読み，考えたこと
を伝え合おう「想像力のスイッチを入れよう」 

園田 竜聖 

１－３ 国語科 くらべてよもう「どうぶつの赤ちゃん」 釘田 康恵  ひまわり1 生活単元 がんばっタイム 松清 達也 

２－１ 算数科 
「かつどう」            
どうすればかんたんに数えることができるかな 

村井 桂子  ひまわり2 生活単元 冬の生活 戸髙 正恵 

２－２ 算数科 たし算とひき算 塚田 睦実  ひまわり3 生活単元 作って遊ぼう 田中 修二 

２－３ 国語科 おにごっこ 岩屋 由美子  ひまわり4 生活単元 ひまわりダンスパーティ 大塚 聡子 

３－２ 英語科 きみはだれ？ 東 美里  あおぞら2 自立活動 たのしくあそぶには 米重 優子 

３－３ 算数科 分数 田中 梢  あおぞら3 自立活動 こんな時どうする 松﨑 優子 

４－１ 算数科 分数 福里 智子  きこえとことば 自立活動 「シャ行」を正しく発音しよう 坂元 佳子 

豊かな未来を切り拓く子供の育成  
～新たな価値をつくり出す個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実のある授業を通して～ 

令和３年度 鹿児島県総合教育センター提携校 

オープンスクール in 鹿屋小学校（二次案内） 

オンライン開催 

○ 挨  拶 鹿屋市教育委員会     教 育 長()   中野 健作 

       鹿児島県総合教育センター 所   長()    宮田 俊一 

○ 実践発表 鹿屋市立西原台小学校   教諭(研修係)  牛ノ濵 啓資 

       鹿屋市立笠野原小学校   教諭(調査研究員)  山之内 勲   

○ 研究発表 鹿屋市立鹿屋小学校    教諭(研修主任)  井神 由衣圭 

≪研究テーマ≫ 



５．全 体 会 B （13:10～13:25）オンライン視聴方法の説明など  オンライン配信 
 
６．公開授業Ⅱ（13:30～14:15）オンライン配信(指導案･紀要は２/１(火)本校 HPで公開予定) 

 
７．分 科 会（14:35～15:55）オンライン会議（参加者間の意見交換・実践交流ができます。） 

教 科 等 
司  会 
記 録 者 

指 導 助 言 

国語科 
鹿屋小教諭 福留 由美 
鹿屋小教諭 高橋 誠 

鹿児島県総合教育センター 
研究主事   石川  雅仁  

鹿屋市教育委員会  
指導主事    上原  孝夫  

算数科 
鹿屋小教諭 草原 大 
鹿屋小教諭 井手 健太 

鹿児島県総合教育センター 
研究主事   植元  裕次  

鹿屋市教育委員会  
指導主事    永田  佑  

英語科 
鹿屋小教諭 池谷 俊樹 
鹿屋小教諭 古城 早紀 

鹿児島県総合教育センター 
研究主事   眞正  基道  

鹿屋市教育委員会  

指導主事    山内  誠  

特別支援教育 
鹿屋小教諭 田村  由布子 
鹿屋小教諭 松﨑  優子 

鹿児島県総合教育センター 
研究主事   宇田  学治  

鹿屋市教育委員会  
指導主事    四ツ永 信也 

 

８．閉会行事（16:00～16:15） オンライン配信 

 

 

 

【参加申込・問合せ先】 

 

 

 

 
 
 
【連絡事項】                     

 

ｐ 

 

 

 

教科   
学年・組 

単元名 /教材名/活動名 授業者 
教科    

学年・組 
単元名 /教材名/活動名 授業者 

国語科  
３－１ 

読んで感想をもち，つたえ合おう 

「ありの行列」 
濵田 梨佳 英語科   

５－１ 
Welcome to Japan 

武石 健太郎  

坪山麻衣子(JTE) 

算数科  
４－２ 

ともなって変わる量 山ヶ城 真一 
自立活動  
あおぞら１ 

(自閉症･情緒障害学級) 

フワフワ言葉名人になろう 粟屋 敏郎 

○ 挨   拶 鹿屋市立鹿屋小学校  校 長  森田 勝二 

○ アンケート入力 

○ 右の二次元コードで参加申込〔令和４年１月 31日（月）まで〕   

※ 二次元コードからの申込みができない場合は， 

以下の問合せ先に御連絡ください。 

【問合せ先】鹿屋市立鹿屋小学校（教頭 中島 功詞）    

〒893-0011  鹿児島県鹿屋市打馬１丁目１番６号                

℡:０９９４－４２－４１５８  Fax:０９９４－４０－１０４６                   

本校HP  http://www.edu-kanoya.net/edu/kanoya_es/                 

mail    kanoya_es@edu-kanoya.net 

 

 

 
○ 学校等のインターネット環境の整った場所で，PC・タブレット型端末・スマートフォン等を使用して視

聴してください｡（外付けのスピーカーマイク，ヘッドセット，イヤホン等の使用を推奨します） 

○ オンライン接続の方法に関しましては，参加者へ Zoomの IDやパスワードを，御登録いただいたメール

アドレスに直接送信いたします。また，オンライン入室テストを２月８日（火）に行う予定です。 

※ ２月４日(金)までに連絡がない場合は，鹿屋小学校（℡0994-42-4158 担当:教頭 中島）

まで連絡をお願いいたします。 

○ 公開授業の指導案・紀要を前日までに本校ホームページよりダウンロードしてから御参加ください。 

○ 回線状況や機器の操作方法に関する当日のお問合せには，対応することができません。御了承ください。 

mailto:kanoya_es@edu-kanoya.net

