
令和２年度 岡山大学教育学部附属中学校 
≪英語科≫第2回オンライン教育実践発表会のご案内 

 

他者とつながることで自らの学びを深める生徒の育成 

～*Chromebook を活用した学習活動の可能性を探って～  

※GoogleのChrome OSを搭載した、ノートパソコンです。クラウド上の「Googleドライブ」に保存して、利用します。 

 

今年度、本校英語科では研究主題「生涯にわたり自ら学び続ける自律した学習者の育成～生徒

自身が PDCA サイクルを意識する単元・授業構成の改善～」のもと、日々の授業実践および教

育研究に取り組んでおります。今回の実践発表会では、学校の魅力を世界に英語で発信すること

を目指して Chromebook を活用した授業に挑戦します。下記の要領で発表会をおこないますの

で、ぜひともオンラインにて参加いただき、授業改善への知見を共有できれば幸甚にございます。 

  

○日  時  令和３年 1月２2日（金）１３：35～１5：2５ 

○場  所  公 開 授 業   1年A組からのライブ配信  

研究協議会  本校インターナショナル・ルームからのライブ発信 

13:35                    14:25  14:35                     15:25 

  
 

 

 
休 

 

憩 

 

     

※受付はZoomオンラインミーティングへの入室許可により行います。 

参加申し込み時のお名前で入室してください。事前にZoomのインストールや試行をしておいてください。 

 
○申込方法  

   下記の「参加申込票」に必要事項をご記入の上、FAXで１月１５日（金）までにお申し込みください。 
メールでの申し込みも可能です。（pyzl9oi0@okayama-u.ac.jp） 

  

   ※お申込みいただいた先生方に、1月20日（水）を目途に、別途ZoomオンラインID、パスワード、 

指導案（本時案のみ）、ワークシートなどを電子メールにてお伝えさせていただきます。 

 

〒703-8281 岡山市中区東山二丁目13番80号 

岡山大学教育学部附属中学校 

        英語科・研究推進委員 梶山 和俊 

TEL（086）272-0202 

FAX（086）272-7941 

岡山大学教育学部附属中学校教育実践発表会参加申込票 

学 校 名 

所属機関 

 

住 所 

〒  

 

TEL（    ）    －      FAX     －      

職 名 参加者氏名 メールアドレス 協議会参加（○×） 

    

    

 

公開授業 

1年 A組（ライブ配信） 

授業者 梶山 和俊 

研究協議会 

テーマや公開授業に関する 

情報交換・意見交換 

mailto:pyzl9oi0@okayama-u.ac.jp


13：35 14：25 14：35 16：25 

令和２年度 岡山大学教育学部附属中学校 

≪保健体育科≫オンライン教育実践発表会のご案内 

保健体育科研究主題 

社会情緒的コンピテンスの向上に着目したカリキュラム・マネジメント 

 

 本校では，「学びの意義を理解し自ら学び続ける生徒を育成するカリキュラム・マネジメント」を目

標に授業づくりを進めています。保健体育科では，協調性や外向性といった「社会情緒的コンピテンス

の向上」に着目した授業づくりを研究してきました。この度，皆様のご助言をいただきたいと考え，実

践発表会を計画いたしました。練習を補助したり，良いところをほめたり，自分の考えを発信したりす

る活動が生徒の協調性や外向性にどのように作用するのかを発表いたします。オンラインでの実践発表

会ではございますが，ぜひご参加くださり，ご指導ご助言をお願いいたします。 

 

〇 日  時  令和 3年 1 月 25 日（月）１３：３５～１６：２５ 

〇 公開授業  球技「バスケットボール」 ※事前に録画したものを配信 

〇 研究協議  Zoom オンライン 

※参加申し込みをしたお名前で Zoom に入室してください。 

 

動画配信 球技「ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ」 

2 年 B組 授業者 川端 美穂 

休 

憩 
研究協議会 

 

〇 申込方法 

  Google フォームにて受付いたします。下記のＱＲコードまたは URL から，1/22（金）までにお

申し込みください。 

※お申込みくださった方に，ミーティング ID，パスワード，本時案を電子メールにてお伝えさせて

いただきます。 

  https://forms.gle/Wtp6osd1vVqawMVZ9 

 

 

〒703-8281 岡山市中区東山二丁目 13 番 80 号 TEL（086）272-0202 

                 岡山大学教育学部附属中学校 FAX（086）272-7941 

保健体育科研究推進委員 川端 美穂 Email kawabata@okayama-u.ac.jp 

 

 

  

https://forms.gle/Wtp6osd1vVqawMVZ9
mailto:kawabata@okayama-u.ac.jp


令和２年度 岡山大学教育学部附属中学校 
オンライン教育実践発表会のご案内 

―技術・家庭科（技術）― 
 

技術の見方・考え方を働かせ， 

主体的に問題解決に取り組もうとする生徒の育成  

 

今年度，本校では研究主題「学びの意義を理解し，自ら学び続ける生徒を育成するカリキュラ

ム・マネジメント」のもと，日々の授業実践および教育研究に努めております。この度，新型コ

ロナウイルス感染・蔓延予防下を鑑み，オンラインでの授業公開に取り組むことといたしました。

今回の実践発表会では，１年生を対象に，Chromebookを活用した授業を行う予定です。ぜひオン

ライン参加いただき，授業改善への知見を共有できれば幸いです。よろしくお願いいたします。 

 

○日  時   令和３年 ２月１８日（木）１４：００～１５：５０（最長） 

○場  所   公 開 授 業 「材料と加工に関する技術 ―製作品の評価・改善―」（１年） 

※事前録画したものを配信 

研究協議会 オンライン（本校より発信） 

14:00                   14:50  15:00                     15:50（最長） 

  
 
 

 
休 

 
憩 

 

 

     ※受付はZoomオンラインミーティングへの入室許可により行います。 

     参加申し込み時のお名前で入室してください。 

    （事前にZoomアプリのインストールと試行をお願いいたします。） 

○申込方法  
  下記の「参加申込票」に必要事項をご記入の上，FAXで２月１０日（水）までにお申し込みください。

メールでのお申し込みも可能です。（pv4s8il5@okayama-u.ac.jp） 

  ※お申し込みいただいた先生方に，２月１５日（月）を目途に，別途ZoomオンラインID，パスワード，

指導案等の資料を電子メールにてお伝えさせていただきます。 

〒703-8281  岡山市中区東山二丁目13番80号 

岡山大学教育学部附属中学校 

    技術科・研究推進委員 安井 徹人 

TEL：（086）272-0202 

FAX：（086）272-7941 

Email：pv4s8il5@okayama-u.ac.jp 

岡山大学教育学部附属中学校教育実践発表会参加申込票 

学 校 名 

所属機関 

 

住 所 

〒  

 

TEL（    ）    －      FAX     －      

職 名 参加者氏名 メールアドレス 協議会参加（○×） 

    

    

 

公開授業 

第３技術室 

授業者 

安井 徹人 

研究協議会 



令和２年度 岡山大学教育学部附属中学校 

教育実践発表会（オンライン）のご案内 
－数学科－ 

 
本校では研究主題「学びの意義を理解し自ら学び続ける生徒を育成するカリキュラム

・マネジメント」に基づき各教科において授業改善に取り組んでいます。 

 数学科では，「事象を数理的に捉え，数学の問題を見いだし，問題を自立的，協働的

に解決することができる生徒の育成」を目指した単元構成を１つの試案として，取り組

んでいます。今回は単元の導入と展開にあたる２つの授業を公開させていただくことで，

研究協議につなげたいと考えています。どうぞよろしくお願いします。  

 

 

【期 日】  令和３年２月２４日（水） 
 

【プログラム】   
 

○ 公開授業（事前録画・50 分授業を 25 分に編集したもの）   

13:35～14:00 「標本調査」    ３年 授業者 川本 芳弘  

14:00～14:25 「変化と対応」   １年 授業者 猪木実奈子 

 

○ 研究協議会 14:35～15:25 「公開授業に関する協議，その他」 

今回は，Zoom オンラインでの公開授業と研究協議を行います。  

 
 
【参加申し込み等】 

参加費： 無料（途中参加，途中退席でもかまいません。）  

参加申し込み：文頭に「教育実践発表会参加申込」と明記し， 

「①氏名，②所属，③連絡先メールアドレス，④研究協議の出欠」 

をご記入の上，下記の連絡先に２月１７日（水）までにメールでお申し込み 

下さい。お申込みいただいた先生方に，２月１９日（金）を目途に，別途 

Zoom オンラインＩＤ，パスワードなどをメールにてお伝えさせていただき 

ます。 

 

 

 

          ＊当日の参加も可能です。 

            お気軽にご参加ください。 

 

 
 

岡山大学教育学部附属中学校 数学研究室 

 担当：猪木実奈子（数学科研究推進委員） 

  

〒703-8281  

  岡山市中区東山二丁目 13 番 80 号 

    TEL：（０８６）２７２―０２０２    

   FAX：（０８６）２７２―７９４１ 

    Ｍail :  m-igi@okayama-u.ac.jp  

 

＜問い合わせ先＞ 



  

 

 

本校理科では，「自然の事物・現象の中に課題を見いだし，理科の見方・考え方を活用して解

決することができる生徒の育成」をめざし，日々授業実践に取り組んでいます。今回は，理科の

授業で防災意識を高めることを視野に入れ，第 2学年で「時間的・空間的な見方を働かせなが

ら，気象情報やハザードマップなどの情報を基に，身に付けた知識・技能を活用して安全な行動

を判断する」授業を公開します。そして，第 3学年の「自然と人間」の学習につなげ，理科で

学んだ知識・技能を深め，科学的な見方・考え方をより豊かで確かなものにしていきたいと考え

ています。今年度はオンラインでの開催を計画しております。ぜひ，ご参加ください。  
  

記 

１． 日時  令和３年２月２６日（金）  １３：３５～１６：２５（最長） 
２． 場所  岡山大学教育学部附属中学校 

公開授業：第２理科室（Zoomオンラインでのライブ配信） 
     研究協議会：第３理科室（Zoomオンライン） 

３． 日程 

 
４． その他 ※受付は Zoomオンラインミーティングへの入室許可により行います。 

参加申し込み時のお名前で入室してください。 
(事前に Zoomアプリのインストールと試行をお願いします。) 

○ 申込方法  

   下記の「参加申込票」に必要事項をご記入の上，FAXで２月１９日(金)までに

お申し込みください。メールでの申し込みも可能です。 

   ※申し込みいただいた先生方に，２月２２日を目途に，別途 Zoomオンライン ID，

パスワード，指導案などの資料を電子メールにてお伝えさせていただきます。 
〒703-8281 岡山市中区東山二丁目 13番 80号 

岡山大学教育学部附属中学校 

     理科・研究推進委員  坪田 智行 

TEL（086）272-0202 

FAX（086）272-7941 

Email pc9x5mf5@okayama-u.ac.jp 

 

１３：３５～１４：２５ 5校時 単元：第２学年／天気とその変化 
       授業者：岩田和徳   ２年 C組（第２理科室） 
 

１４：３５～１６：２５（最長） 研究協議会 

岡山大学教育学部附属中学校教育実践発表会【理科】参加申込票 

学 校 名 

所属機関 
 

住 所 〒 

 

TEL（    ）    －      FAX     － 

職 名 参加者氏名 メールアドレス 協議会参加 

（○×） 

 

 

   

 

 

   

岡山大学教育学部附属中学校                 

令和２年度 岡山大学教育学部附属中学校 
【理科】オンライン教育実践発表会のご案内 

 

mailto:pc9x5mf5@okayama-u.ac.jp


 

 

 

本校家庭科では，「S D G sを意識し、持続可能な社会の構築の視点で意思決定できる生徒の

育成」をめざし，日々授業実践に取り組んでいます。例年本校被服室で公開授業・研究協議会を

実施しておりますが，今回はオンラインでの開催を計画しております。休校中から現在までの取

り組みをスライド等で発表させていただきき，その後研究協議会を実施いたします。詳細は，本

校ホームページにて再度ご案内させていただきます。ぜひ，ご参加ください。  
  

記 

１． 日時  令和３年２月２７日（土）  １0：00～１1：30 
２． 場所  岡山大学教育学部附属中学校 

実践発表：被服室（Zoomオンライン） 
     研究協議会：被服室（Zoomオンライン） 

３． 日程 

４． その他 ※受付は Zoomオンラインミーティングへの入室許可により行います。 
参加申し込み時のお名前で入室してください。 
(事前に Zoomアプリのインストールと試行をお願いします。) 

○ 申込方法  

   下記の「参加申込票」に必要事項をご記入の上，FAXで２月 19日(金)までにお

申し込みください。メールでの申し込みも可能です。 

   ※申し込みいただいた先生方に，２月２２日(月)を目途に，別途 Zoomオンライン

ID，パスワード，資料を電子メールにてお伝えさせていただきます。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

１0：05～１0：30 実践発表  

１0：40～１1：10 

11：15～11：30 

研究協議 

指導・助言 

〒703-8281 岡山市中区東山二丁目 13番 80号 

岡山大学教育学部附属中学校 

家庭科・研究推進委員  川上 祥子 

TEL（086）272-0202 

FAX（086）272-7941 

Email p9d899vu@okayama-u.ac.jp 

岡山大学教育学部附属中学校教育実践発表会【家庭科】参加申込票 

学 校 名 

所属機関 
 

住 所 〒 

 

TEL（    ）    －      FAX     － 

職 名 参加者氏名 メールアドレス 協議会参加 

（○×） 

 

 

   

 

 

   

令和２年度 岡山大学教育学部附属中学校 

【家庭科】オンライン教育実践発表会のご案内 

 

mailto:p9d899vu@okayama-u.ac.jp


 

    


