
文部科学省研究開発学校指定校 

広島大学附属三原幼稚園・小学校・中学校 
後援 広島県教育委員会・三原市教育委員会 

平成３０年度 第２１回幼小中一貫教育研究会

＜主な提案内容＞

①「主体的・対話的で深い学び」を実現 

 するための保育・学習指導のあり方 

②３つの次元の基礎となる資質・能力を 

 身に付けた子どもの育成 

【研究開発課題】 

平成３０年１２月 ２日（日）

日

程

7:45

～ 

受

付

8:30 

～ 

8:50 

基調

提案

9:00～10:50 

保育

11:05～12:05

講演会①

昼

食

13:00～ 

14:00 

講演会②

14:20～ 

15:30 

協議会

ア ン

ケート

記 入

9:00～

9:50 

授業①

10:00～ 

10:50

授業②

11:00～ 

11:50 

授業③

【講演会①】11:05～12:05

「幼児期の教育における 

主体的・対話的で深い学び」

奈良教育大学 横山 真貴子 先生

【講演会②】13:00～14:00

「これからの研究開発学校とカリキュラム開発

千葉大学 天笠 茂 先生

 高度に競争的でグローバル化された多
様性社会に適応するために求められる，
３つの次元（横断的な知識・レジリエン
ス・躍動する感性）の基礎となる資質・
能力を育成する幼小中一貫教育カリキュ
ラムの研究開発（第１年次）

・知識と関連付けながら深く分析する力
・自ら学ぼうとする姿勢 
・論理的に問題を解決する力

横断的な知識 

資質・能力

３つの次元 レジリエンス 躍動する感性

１２年間で育成する「多様性社会の中で『生きてはたらく力』」

・粘り強く取り組む力 
・ｺﾗﾎﾞﾚｰｼｮﾝする力 
・複眼的に思考する力

・人間味溢れる豊かな感覚
・価値選択をして解決方法を導き出す力 
・未来を創造する力

～新領域「光輝（かがやき）」及び

「光輝（かがやき）視点の保育」の実践を通して～

－『のぞみ』と『かがやき』の開発をもとに－」 

  

 

草原 和博 先生 

広島大学大学院 

教育学研究科 

教授 

 

 

● 申し込みについて ● 

 
 広島大学附属三原 検索 

● 運営指導委員の先生方のご紹介 ● 

運営指導委員長 

三村 真弓 先生 

広島大学大学院 

教育学研究科 

教授 

 

丸山 恭司 先生 

広島大学大学院 

教育学研究科 

教授 

 

広島大学附属三原幼稚園・小学校・中学校 
 

〒723-0004 広島県三原市館町 2 丁目 6 番 1 号 

TEL 0848-62-4642（幼） TEL 0848-62-4238（小） 

TEL 0848-62-4777（中） FAX 0848-60-0121（共） 

詳細はＨＰにて URL https://www.hiroshima-u.ac.jp/fu_mihara  

● 会場までの交通機関 ● 

 

天笠 茂 先生 

千葉大学 

教育学部 

特任教授 

 

  

無藤　隆 先生 

 

 

白梅学園大学大学院 

特任教授 

◇ 申込期間  平成３０年 11 月２６日（月）までに，別紙申込書にて FAX（0848-60-0121）， 

        メール（アドレス：fmihara@hiroshima-u.ac.jp），または郵送ください。 

        ＊当日受付も可能ですが，資料準備等の関係上，できるだけ事前にお申し込みください。 

◇ 会 費  一般 2,000 円，学生 500 円（要項代等） 当日受付にてお支払いください。 

◇ 受付場所  参会の皆様の受付場所は，所属校種等で分けておりますので，当日案内掲示をご覧ください。 

◇ そ の 他  昼食をご希望の方は，当日１０時までにお弁当券（800 円：お茶付）をお求めください。 

        荷物預かり所を設けておりますので，ご利用ください。 

        なお，ビデオや写真の撮影はご遠慮ください。 

飛行機 広島空港よりシャトルバス（約 40 分）で三原駅下車 

電 車 JR 山陽新幹線・JR 山陽本線 「三原駅」下車 

    三原駅(北口)から徒歩５分 

 船  三原港より，徒歩１０分 

 車  学校園正門よりお入りください。 

学校経営学，教育経営学，カリキュラムマ
ネジメント専攻。学校の実情にあった学校
間の連携を提案している。社会的活動とし
て，文部科学省教育研究開発企画評価協力
者会議委員，千葉県教育委員長，日本カリ
キュラム学会理事など。 

聖心女子大学，お茶の水女子大学を経て現

職。発達心理学・教育心理学・幼児教育・

小学校教育専攻。社会的活動として，文部

科学省中央教育審議会委員，内閣府子ど

も・子育て会議会長など。 

平成26年4月～平成30年3月まで本学校園長
併任。専門は音楽教育学。主な研究分野は，音
楽教育史，音楽科授業研究，幼児音楽教育。社
会貢献活動として，三次市子どもの未来応援宣
言推進市民会議会長，日本教科教育学会副理事
長，中国四国教育学会理事など。 

専門は教科教育学・社会科教育学。世界各
国の教育言説やカリキュラムの比較考察，
民主主義社会における主権者の育成原理や
教科教育学の方法論の研究。教育ヴィジョン
研究センター長兼務。社会的活動として，全
国社会科教育学会事務局長など。 

専門は，教育哲学，教育倫理学。特に教育

的関係や教育行為の哲学的研究，教職倫理

教育の研究等。広島大学国際センター長を

兼務。社会的活動として，教育哲学会，教

育思想史学会，日本教育学会の理事。  



 

 

幼小接続期 
①～② 年長 力を合わせてやってみよう！ 掛 

② １年 力を合わせてやってみよう！ 坂田 

中間期 ③ ４年 
自らの歩む道を考える 

－アダプテッド・スポーツを通して－ 
冨岡 

小中接続期 ① 
６年 

（７年） 
中学生に聞いてみよう（７年合同） 

米倉・三藤 

（末廣・川野）

義務教育完成期 ② ８年 沖縄について理解を深めよう！ 川野 

保育 
①～② 年少 たのしいな もっとやってみよう！ 中山 

①～② 年中 めあてに向かって，思い切りやってみよう！ 松本 

国語 

① ２年 見つけたことを知らせよう「お手紙」 杉川 

② ７年 関係の中で「少年の日の思い出」 西村 

③ ８年 発見と行動「走れメロス」 黒田 

社会 

① ３年 地域と外国を結ぶ ～船～ 村上 

③ ６年 新しい日本 平和な日本へ 梅野 

② ９年 政府の役割と国民の福祉 柳生 

算数・数学 

① １年 ２０より大きいかず 有田 

② ４年 しりょうの整理 端山 

③ ５年 比例 竹田 

① ９年 データの推定 岩知道 

理科 ③ ７年 大地の変化 風呂 

音楽 
② ２年 音楽づくりを楽しもう 岡﨑 

③ ７年 創作活動 末廣 

図画工作 

・美術 

① ５年 表現（立体に表す・土粘土） 松崎 

② ７年 デザインの扉を開こう 平光 

体育・ 

保健体育 

② ３年 走・跳の運動 高跳び 住田 

① ９年 体育理論 山木 

家庭 ② ６年 くふうしよう おいしい食事 松村 

英語 ③ ９年 
PROGRAM9  

Education First : Malala's Story 
西本 

部会 時間割 学年 保育・授業名 保育・授業者

研究保育・授業



 

 

幼小接続期    広島大学大学院教育学研究科 井上  弥 先生 

中間期    広島大学大学院教育学研究科 鈴木由美子 先生 

小中接続期    広島大学大学院教育学研究科 山内 規嗣 先生 

義務教育完成期 広島大学大学院教育学研究科 児玉真樹子 先生 

保育 
   広島県教育委員会 

   広島大学大学院教育学研究科 

末岡 信子 先生 

七木田 敦 先生 

国語 

   三原市教育委員会 

   広島大学大学院教育学研究科 

   広島大学大学院教育学研究科 

井上 靖子 先生 

山元 隆春 先生 

間瀬 茂夫 先生 

社会 

   広島県東部教育事務所 

   広島大学大学院教育学研究科 

   広島大学大学院教育学研究科 

中野  尚 先生 

永田 忠道 先生 

渡邉  巧 先生 

算数・数学 

   三原市教育委員会 

   広島大学大学院教育学研究科 

   広島大学大学院教育学研究科 

浅貝 祥輝 先生 

植田 敦三 先生 

松浦 武人 先生 

理科 

   広島県東部教育事務所 

   広島大学大学院教育学研究科 

   広島大学大学院教育学研究科 

西野  亘 先生 

山崎 敬人 先生 

木下 博義 先生 

音楽 
   広島県東部教育事務所 

   広島大学大学院教育学研究科 

半田 光紀 先生 

三村 真弓 先生 

図画工作 

・美術 

   広島県教育委員会 

   広島大学大学院教育学研究科 

   広島大学大学院教育学研究科 

河村 陽子 先生 

内田 雅三 先生 

中村 和世 先生 

体育・ 

保健体育 

   広島県東部教育事務所 

   広島大学大学院教育学研究科 

   広島大学大学院教育学研究科 

   広島大学大学院教育学研究科 

土田 俊弘 先生 

木原成一郎 先生 

大後戸一樹 先生 

岩田昌太郎 先生 

部会 指導助言者 

家庭 

   広島県教育委員会 

   広島大学大学院教育学研究科 

   広島大学大学院教育学研究科 

小池紘太郎 先生 

伊藤 圭子 先生 

鈴木 明子 先生 

英語 

   三原市教育委員会 

   広島大学大学院教育学研究科 

   広島大学大学院教育学研究科 

   広島大学大学院教育学研究科 

村上 直子 先生 

柳瀬 陽介 先生 

樫葉みつ子 先生 

松宮奈賀子 先生 

指導助言
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聖心女子大学，お茶の水女子大学を経て現

職。発達心理学・教育心理学・幼児教育・

小学校教育専攻。社会的活動として，文部

科学省中央教育審議会委員，内閣府子ど

も・子育て会議会長など。 

平成26年4月～平成30年3月まで本学校園長
併任。専門は音楽教育学。主な研究分野は，音
楽教育史，音楽科授業研究，幼児音楽教育。社
会貢献活動として，三次市子どもの未来応援宣
言推進市民会議会長，日本教科教育学会副理事
長，中国四国教育学会理事など。 

専門は教科教育学・社会科教育学。世界各
国の教育言説やカリキュラムの比較考察，
民主主義社会における主権者の育成原理や
教科教育学の方法論の研究。教育ヴィジョン
研究センター長兼務。社会的活動として，全
国社会科教育学会事務局長など。 
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