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１ 研究主題 

『国際性豊かな児童の育成』 
～情報活用能力の育成を基盤として～ 

（船橋市教育委員会長期研究指定、平成２５年度～令和４年度、１０年次） 

 

２ 研究主題設定の理由 

＜社会の状況から＞ 

「初等中等教育における国際教育推進検討会報告（案）－国際社会を生きる人材を育成

するために－」には､２１世紀においては、人･物･資源･情報が今まで以上の速さと量で移

動し、その形態も多様化、複雑化している。今後も世界規模の相互依存と社会の国際化は､

一層進展していくことが予想され、個人レベルの国際化も求められており、人間力の向上

を図り、国際社会に通用する優れた人材を育成していくことが必要であるとされている。 

＜学校の実態から＞ 

本校は、外国籍の児童、外国にルーツのある児童、帰国児童が在籍しており、多様な文

化、生活背景、教育経験をもつ児童が多く通っている。日本語指導や学習支援などの適応

指導の充実が必要である。外国人児童の母語や母文化を紹介し、国際理解を進める活動、

その他の児童が異文化･異言語に身近に接する取り組みを行いながら、互いに違いを理解･

尊重する。また、協力しあう関係を構築し「共に進める」という視点をもち、児童同士の

相互理解を通じた国際教育を推進していくことが大切である。 

 

３ 研究の概要 

 文部科学省「初等中等教育における国際教育推進検討会報告(案)～国際社会を生きる人

材を育成するために～」には､「国際化が一層進展している社会においては､国際関係や異

文化を単に「理解する」だけでなく、自らが国際社会の一員としてどのように生きていく

かという主体性をより一層強く意識することが必要」とある。それを受け、本校では、他

の国や異文化を理解する教育や単に体験したり交流活動を行ったりすることにとどまって

いた「国際理解教育」から脱却し、国際社会において、地球的視野に立ち、主体的に行動

するために必要な態度・能力の育成を行う「国際教育」へと歩みを進めてきた。 

 国際教育推進検討会報告（案）には、初等中等教育段階においては、すべての子供たち

が、 

①異文化や異なる文化をもつ人々を受容し、「つながる」ことのできる態度・能力 

②自らの国の伝統・文化に根ざした自己の確立 

③自らの考えや意見を自ら発信し、具体的に行動することのできる態度・能力 

を身に付けることができるようにすべきとある。(図 1) 

令和４年度 研究の概要 
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図 1 文部科学省「初等中等教育における国際教育推進検討会報告（案）資料５ 

 

令和元年度、本校では、①～③を(白)共生力(緑)自己の確立(青)コミュニケーション能

力の三本柱として位置付けた。それまで、「生活科」や「総合的な学習の時間」、「対話タイ

ム」を中心に行ってきた研究を教育課程全般へ広げ、レポート形式でまとめ、共有するこ

とで、教員の国際性を養うと同時に、子供たちの国際性を育てた。また、昨年度は、(緑)

自己の確立を中心に授業作りを行った。自分を知り、自分らしさを受け入れ、自分なりの

判断基準をもち､国際化した社会の中で生きる個人としての価値観の形成に取り組んだが、

主体性・発信力には課題が残った。 

 そこで、「自己を確立し、他者を受容し共生しながら､発信し､行動できる力を育成する」

ために国際三色の見直しを行った。中でも、(青)の「コミュニケーション能力」の育成を

(青)「情報活用能力」の育成と捉えた。実践的な態度･能力を育成していくためには、「学

びの広がり・深まり」をもたらす授業づくりが求められており、一つの学習の中で、子供

たち自らが課題を発見･探究し、その成果を表現し､他者との対話を通じて学びを振り返

り、さらに次の課題につなげていくという、螺旋的な課題探究・解決型の学習プロセスを

大切にすることが不可欠であるとされている。そのことが、学習指導要領の総則でも学習

の基盤として位置付けられている｢情報活用能力の育成｣と捉えることで、授業づくりにお

いて子供たちの主体性・発信力だけでなく思考力・判断力・表現力等の育成が可能となる

と考えた。(図 2) 
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育成段階 

つけたい力 

フェーズⅠ 

(基礎) 

フェーズⅡ 

(標準) 

フェーズⅢ 

（完成） 

白（共生） 

他者を受け入れ、共に生き

る態度・能力 

他者（異文化や異なる

文化をもつ人々）を理

解する 

他者との違いを認識し

て新たな考えをもつ 

問題を解決してよりよ

い人間関係を作り出そ

うとする 

緑（自己の確立） 

自己を確立して相互理解を

深める態度・能力 

自分を理解して自分ら

しさを受け入れる 

地域を知り愛着や誇り

をもつ 

自国を知り愛着や誇り

をもつ 

他国への敬意をもつ 

青（情報活用能力） 

考えを表現して議論し、最

適な結論を出して行動する

態度・能力 

自分の考えを表現し相

手の考えを理解して話

し合う 

多様な考えがあること

を理解して最適な結論

を出そうとする 

最適な結論を出して具

体的に行動する 

図 2 国際三色 つけたい力とフェーズ 

 

また、昨年度は、国際三色の位置付けについても、見直しを行った。ただ単に国際教育

には３つの視点があるという捉え方から、(青)情報活用能力の育成を授業づくりや常時活

動を基盤に置くこととした。これは、国際教育推進検討会報告（案）にもある、英語活動

を実施することがすなわち国際理解であるという考え方が広がっていたり、国際理解に関

する活動が単なる体験や交流に終わってしまったりする国際理解より、主体性や発信力が

重視されているからである。図にもあるように、自分の考えや意見を自ら発信し、他者の

主張を受け止め、議論をまとめあげ、具体的に行動することができる態度・能力の育成を

目指す過程では、多様な他者がいる中で、自己を確立し相互理解を深め、共生していく場

が存在し、特に協働学習の場面では、共生力や他者理解、自己理解・相互尊敬力が身に付

くと考え、研究を進めていくこととした。(図 3) 
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図 3 国際三色の位置づけ 
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 そして、今年度は、国際教育の中で、「情報活用能力の育成」を研究の基盤に置くため

に、「情報活用能力の育成」について理解を深め、実践を重ねていくことが最大のねらいと

なる。 

 

４ 本年度の研究の概要 

 本研究は、学習指導要領の総則で、学習の基盤となる資質・能力の一つとして位置付けら

れた情報活用能力を、「情報活用能力ベーシック」（学習のプロセスに情報活用能力を位置付

けた指導指標）を活用して育成することをねらいとしている。情報活用能力は、今から 30

年以上前に当時の臨時教育審議会答申で読み書き算盤（そろばん）に並ぶ基礎・基本と位置

付けられたが教員が具体的にどのように育成していけばいいのかわからないという声も少

なくないのが現状である。そこで、放送大学 中川一史教授を委員長とした情報活用能力育

成調査委員会が開発した「情報活用能力ベーシック」という指導指標を活用し、各学年・教

科別の年間指導計画を作成し、それを基にした研究授業を実施した。さらに、情報活用能力

を育成するための基礎的な力となる日常的な活動もあわせて実施した。本取り組み前と後で

児童に対するアンケート調査を行い、効果を検証した。その結果、児童の情報活用能力の育

成が図られたことが分かった。 

 

５ 研究方法 

 情報活用能力は、1986 年に出された臨時教育審議会第二次答申で、将来の高度情報社会

に生きる児童生徒に必要な「新しい資質」を、「情報活用能力（情報リテラシー）」として定

義付け、「読み、書き、算盤」と並ぶ基礎・基本として、学校教育においてその育成を図る

ことを提言している。平成 29 年に出された学習指導要領の総則にも、「言語能力、情報活用

能力（情報モラルを含む）、問題発見・解決能力等の学習の基盤となる資質・能力を育成し

ていくことができるよう、各教科等の特質を生かし、教科等横断的な視点から教育課程の編

成を図るものとしている。この間 30 有余年が経過しているが、情報活用能力の育成の重要

性が示されている。 

 しかし、学校では、「分かりにくい」「どのように育成すればいいかはっきりしない」など

の声も聞かれ、実際に情報活用能力の育成を図る難しさを感じている。そのような中、2020

年度に、中川一史先生(放送大学教授)を中心とした情報活用能力育成調査研究委員会から、

『情報活用能力ベーシック』が示された。 

これは、授業の構想及び実践に資する学習のプロセスに情報活用能力を位置付けた指導指

標で、現場の教員が情報活用能力を育成するための授業が行えるように、情報活用能力を「①

課題の設定」「②情報の収集」「③整理・分析」「④まとめ・表現」「⑤振り返り・改善」とい

う「5つの学習プロセス」として位置付け、さらにその 5つの学習プロセスを教科・領域別

に分かりやすく示したものである。本校では、この情報活用能力ベーシックを活用して情報

活用能力の育成を図ることとした。 
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（１）5 つの学習プロセスと 3 段階の育成段階 

  本校では、分かりやすく取り組みやすい、情報活用能力ベーシックを活用して情報活用

能力の育成を図る。そこで、まず、子供の実態を踏まえつつ情報活用能力を段階的に育成

するために、３段階(フェーズⅠ(基礎)→フェーズⅡ(標準)→フェーズⅢ（完成）)に分け

て育てることとした。 

フェーズⅠ(基礎)では、自分の考えを表現し、相手の考えを理解して話し合う、「多様

性の理解」を基礎の段階とした。フェーズⅡ(標準)では、多様な考えがあることを理解し

て最適な結論を出そうとする「最適解の追究」を標準の段階とした。フェーズⅢ(完成)で

は、最適な結論を出して具体的に行動する「結論から行動」を完成の段階とした。（図 4) 

育成段階

つけたい態度・能力

フェーズⅠ
（基礎）

フェーズⅡ
（標準）

フェーズⅢ
（完成）

情報活用能力
考えを表現して議論
し、最適な結論を出
して行動する態度・
能力

自分の考えを表現
し相手の考えを理
解して話し合う

(多様性の理解)

多様な考えがある
ことを理解して最
適な結論をだそう
とする

(最適解の追究)

最適な結論を出し
て具体的に行動す
る

(結論から行動)

1
課題の設定

2
情報の収集

3
整理・分析

4
まとめ・表現

5
振り返り・改善

5つの学習プロセス

3つの育成段階

 

図 4 5つの学習プロセスとその育成段階 
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  その３つの段階と５つの学習プロセスをそれぞれ横の項目、縦の項目におくと、全部で

15の項目ができる(図 5)。 

 

 

図 5 5つの学習プロセス×3段階のフェーズ＝15項目 

 

例えば、「 4 まとめ・表現・行動」では、フェーズⅠ(基礎)で自分の考えを相手

に伝えあい、相手の考えも理解するという内容で、多様性を理解するというま

さに基礎的な段階である。フェーズⅡ(標準)では、自分の考えを分かりやすい方

法で相手に伝え、相手の考えを聞いて合意形成を目指すという内容で、最適解

を追究するという標準の内容である。フェーズⅢ(完成)では、自分の考えを分か

りやすい方法で相手に伝え、相手の考えを聞いて合意形成し、それに基づいて

行動するという完成の内容となる。  

 

（２）情報活用能力を育成するための年間指導計画の作成  

次に、この 15 項目を授業に取り入れていくため、情報活用能力を育成する

年間指導計画を作成する。作成時の年度にその学年を担当した教員で作成する。

1 年間その学年の授業をしてきた教員が担当することで、それぞれの内容がよ

く分かり、作業が適確に効率よくできる。作成の手順は次のようになる。  

 

 

　　　　　　　育成段階
フェーズⅠ フェーズⅡ フェーズⅢ

5つの学習プロセス （基礎） （標準） （完成）
青（情報活用能力） 考えを
表現して議論し、最適な結
論を出して行動する態度・
能力

自分の考えを表現し相手の考え
を理解して話し合う(多様性の理
解）

多様な考えがあることを理解し
て最適な結論をだそうとする
（最適解の追究1）

最適な結論を出して具体的に行
動する（最適解の追究2）

1　課題の設定

話し合って課題を設定する 多様な考えから最適な課題が設定で

きるようにめざす

話し合って最適な課題を設定する

2　情報の収集

話し合って情報収集する 目的や手段を意識して報収集する 目的や手段を明確にして様々な手段

で情報収集する

3　整理・分析

話し合って情報を選択する 観点を定めて情報を比較して取捨選

択する

観点を定めて情報を分類・比較して

取捨選択し、傾向を読みのとった

り、因果関係を見つけたりする

4　まとめ・表現
　　・行動

自分の考えを相手に伝えあい、相手

の考えも理解する

自分の考えをわかりやすい方法で相

手に伝えあい、相手の考えを聞いて

合意形成を目指す

自分の考えをわかりやすい方法で相

手に伝え、相手の考えを聞いて合意

形成し、それに基づいて行動する

5　振り返り・
　 改善

振り返りを行い、改善点を話し合う 振り返りを行い、課題を見出して改

善する

振り返りを行い、課題を見出して改

善し、新たな問題を見いだす

1

5

2

3

4

5

1

３

4

5

3

1

2

4

２
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①教科書の単元名が入れてある年間指導計画を用意する (図 6)。  

まず、どの学校にでも活用している年間指導計画を用意する。  

 

       図 6 第 6 学年の算数の年間指導計画の一部   

 

②単元ごとに特にどのプロセスで情報活用能力を身につけることができそうか

チェックする。例えば、「１．対称な図形」では、身の回りにある身近な図形

で対称となる図形を取り上げるなどして、子供たちと話し合いながら課題を

設定していくので、フェーズⅡ（標準）の課題の設定として位置付けることに

した。このように、順番に単元を見ていき、情報活用能力の育成が図れるとこ

ろを探していき、年間指導計画にマーク (①～⑤ )をつけていった。 (図 7) 

 

 

 

図 7 情報活用能力を育成する単元を選ぶ  

 

③前期のカリキュラムを横断的に見て、各月ごとに 5 つの学習プロセス（①～

⑤）教科ごとに前期までで①～⑤のプロセスを意識した単元が一つずつにな

るよう調整する。 

  

実際に作業してみると、多くの教科・領域、多くの単元で情報活用能力の育

成が図れる部分があり、たくさんのマークがついた。しかし、現実的には、通

常の授業を進める中で多くの単元で情報活用能力の育成を図ることは実際に

は難しい。そこで、上記のように、各教科・領域で前期の間に 5 つの学習プロ

セスを取り入れる。また、月ごとに 5 つの学習プロセスが入るように数を調整

し、情報活用能力を意識して育成を図る単元を位置付けていった。 (図 8) 

身近な図形を取り上げて話し合いながら課題を設定するため。 
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図 8 年間指導計画への位置付け  

 

④各単元の中でどの時間に情報活用能力の育成を図るかを明らかにするため

に、単元設定理由表を作成し、それぞれの単元のどの時間で情報活用能力の育

成を図るかを明らかにした。 (図 9) 

 

図 9 単元設定理由表  
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⑤ 以 上 の 方 法 で 作 成 し た の が 以 下 の 年 間 指 導 計 画 で あ る 。（ 図 10 ）

 

図 10 2 年生の年間指導計画  

 

 

⑥どのように 5 つの学習プロセスを位置付けたのか例を示す。  

２年生の年間指導計画の中にある、「『生き物クイズ』を作ろう」という単元が

ある。位置付けは、「 2 情報の収集」 フェーズⅠである。授業の実施方法によって

は、学級のみんなに伝わるようにクイズをしようという「4 まとめ・表現・行動」

となったり、何回もクイズをやることによってクイズを改善したりする「5 振

り返り・改善」にもなる。しかし、実際は、クイズを作るために、図書室の本

や資料の活用など情報を収集することに力を入れて取り組むために、「 2 情報

の収集」と設定した。 (図 11)  
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図 11 2 学年の年間指導計画例①  

 

⑦同じく、2 年生の生活科の単元で「自分はっけん」という単元がある。2 年生

の終わり頃に実施される単元で、生まれてから現在の自分がどれくらい成長したの

か、またどのようなことが自分でできるようになったのかなどを発見するために、家族な

どに取材し、成長のアルバムを作成し、発表会を行う単元である。この単元は、自分の小

さい頃の何を調べるかという「1課題の設定」から、家族やアルバムなどで調べる「2情

報の収集」、調べたことを比較して分類したり整理したりする「3整理・分析」、整理した

ことをアルバムにまとめたり発表したりする「4 まとめ・表現・行動」、この活動を通し

て自分自身の成長を振り返る「5振り返り・改善」と、5つの学習プロセスが全て入って

いる単元である。このように、単元全体が 5 つの学習プロセスに沿った形になっている

単元は、学年によっては、生活科や総合的な学習の時間で見られる。(図 12) 
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図 12 2 学年の年間指導計画例②  

 

（ 3）研究授業例 

①この年間指導計画を基にして研究授業を行った。ここでは、 5 年生の国  

語・総合的な学習の時間「 AI とくらし」（写真 1）について紹介する。年間

指導計画では、「3 整理・分析」のフェーズⅡ（標準）に位置付けられてい

る単元である。本単元での子供たちのゴールは、ミニディベートをして AI

の利点と問題点を明らかにすることである。 (写真 2)            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 1                  写真 2 
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②そのミニディベートを行うために、子供たちは、集めた情報をタブレット端

末を活用して整理・分析する。インターネットや図書資料等を活用した情報

収集を行い、本時では、集めた情報をロイロノート（授業支援ソフト）上の

カードに貼り付けて保存している (写真 3)。ただし、ただ貼り付けているの

ではなく、アンダーラインや矢印で大切な部分を強調したり (写真 4)、線で

囲んだりして情報を整理・分析している。 (写真 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 3              写真 4 

③本時では、その集めた情報をフィッシュボーン図 (写真 6)を活用して客観的

な基準に基づいて整理・分析していく。  

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 5               写真 6 

④集めた情報をフィッシュボーン図に書き込んでいくことによって、結論と  

根拠が可視化されていく。 (写真 7)(写真 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 7             写真 8 
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⑤それぞれを列記していくと、ミニディベートをするときに聞き手に説得す

る根拠として優れているかという視点で見ることにより、情報の取捨選択

が生まれる。授業の終盤では、フィッシュボーン図にまとめたものをタブ

レット端末で撮影し送信する。（写真 9） (写真 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 9                写真 10 

 

⑥最初に送信されたフィッシュボーン図（写真 11）を見ると、足りない項目

や不足している根拠が一目瞭然でわかる。意見を出し合って不足していた情

報を書き込むことでミニディベートに向けたフィッシュボーン図が完成す

る。（写真 12） 

 

 

 

         

写真 11                    写真 12 

 

この活動によって、本時のねらいである「情報を説得力という観点から

取捨選択し、主張・理由・根拠をまとめる」といった内容がフィッシュボ

ーン図を見ただけでも十分に達成したことがわかる。本実践は、ミニディ

ベートを行って相手を説得するという明確なゴールがあることによって、

目標をもって情報の収集を行い、根拠のある整理・分析ができた実践であ

る。情報活用能力の育成を意識した実践である。  
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（４）情報活用能力を育成するための日常的な活動  

本校では、情報活用能力を育成するた

めに、常時活動と呼ぶ日常的な活動を

実施して情報活用能力の基礎となる力

を育てている。情報活用能力の育成を

図るのは、授業（通常の授業や研究授

業）が中心であるが、日常的な活動をあ

らゆる機会で実施することにより、情

報活用能力の基礎的な力が育つと考え

る。いわば、“授業”と“日常的な活動”

の両輪で情報活用能力を育成している

のである。（図 13）       

 

本校では、令和３年度より情報活用能力を育成するために日常的な活動

に全校で以下の４つに取り組んだ。  

①  スライドショー（朝の会）  

②  スピーチ（朝の会）  

③  タイピング（週 1 回全校＋授業中）  

④  授業（カメラ機能・一斉表示・情報共有の日常化等）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 13                  写真 14       

①スライドショーは、毎朝その日の日直が自分のタブレット端末を電子黒板に

つなぎスライドを映しながら朝の会を進めて行く。配付された基本的な朝の

会のプログラムのフォーマットを日直が自分なりに加工して朝の会に臨む

（写真 13）。朝の挨拶からスタートして、健康観察、朝の歌など朝の会のプロ

グラムが順にスライドで示されていく。  

②最後のスライドが「一分間スピーチ」になっており、その日の日直がスピーチ

をする。（写真 14）学年に応じて、月ごとに話すテーマを決めたり、質疑応答

をしたりして、表現力や判断力を高めている。  

図 13 両輪の活動  
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③タイピングは、毎週必ず決まった日時   

（月曜日の朝の会後）に全校で取り組ん    

でいる。ゲーム的なタイピングのアプリ

を活用して意欲的に取り組んでいる。ま

た、授業の中で少しでも時間があるとタ

イピングに取り組むようにしている。例

えば、テストの時間で、テストを早く終了

した児童は自分のタブレット端末を机か

ら出して、タイピングに取り組むという

ように各学級で隙間の時間を活用して積

極的に取り組んでいる。（写真 15）                                                 

 

④日常の授業では、カメラ機能の活用や一斉表示・情報共有の日常化等に取り

組んでいる。カメラ機能は、タブレット端末の最も活用しやすい機能の一つ

で、様々な学校活動で使われている機能である。（写真 16 写真 17）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     写真 16                写真 17 

特に授業中に各児童の意見などを全員で共有して提示したり、各自のタブレ

ット端末で見たりする活動は、タブレット端末のならではの活用である。タブ

レット端末がなかった時は、一人一人が意見をもっても、瞬時に全員で共有す

ることは難しかった。タブレット端末で各自の

意見をカメラ機能で撮影し、送信する。（写真

18）電子黒板に一人一人の意見を映し出すこと

ができ、それが全員で共有できる。（写真 19）

必要に応じて教師が取り出して比較すること

もできる。（写真 20）この情報共有の日常化は、

一人一台タブレット端末が導入されて最もよ

く授業で見られる活用である。         

 写真 18 

写真 15 
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子供一人一人の意見がクラス全員で共有できるという今まで教師がやりたく

てもかなり手間と時間がかかったことが、瞬時にできるようになったことで格

段にタブレット端末の活用が広がっていったのである。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 19               写真 20 

 

今年度は、昨年度のアンケート結果より、各学年が重点育成項目を設定した。

全校で一律の常時活動に取り組むのではなく、各学年が実態に合わせて常時活

動を設定し、取り組んだ。１年生に限っては、昨年度の常時活動をそのまま行う

こととした。各学年の常時活動の内容については、「３ 学年別常時活動 成果と課

題」「４ 学年学級以外の取り組み」（P78～P113）の通りである。 

 

６ 講師 

＜全体講師＞ 放送大学        教 授  中川 一史 先生 

＜講師＞ 

低学年         船橋市立湊町小学校 校長  小林 美佳子 先生 

中学年・特別支援学級等 船橋市立葛飾小学校 教諭（長期研修生）渡辺 拓也 

高学年         船橋市総合教育センター 指導主事  金子 直也 先生 

 

各教科領域       船橋市教育委員会学校教育部指導課 指導主事 

            千葉 信也 先生 鳴海 剛史 先生  春日 裕美 先生 

            土岐 康峰 先生 小倉 めぐみ 先生 成瀨 賢規 先生 

            佐藤 裕子 先生 

特別支援教育      船橋市総合教育センター 指導主事  鰐部 裕実 先生 

 

＜講演＞ 

柏市立手賀沼東小学校       校 長  佐和 伸明 先生 
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７ 研究組織 

                   

研究全体会   研究推進委員会     

        （校長・教頭・教務）     

 

 

８ 研究日程 

４月  今年度の研究の確認 概要 

５月 研究全体会 講師 中川一史先生 

 講演 講師 佐和伸明先生 

６月 授業参観 日本語教室  

 授業参観 外国語科  

７月 指導案素案検討会① 校長・研究主任・研究副主任・各学年 

８月 指導案素案検討会② 講師 中川一史先生 

指導案検討 講師 小林美佳子先生（１・２年） 

講師 渡辺拓也教諭（３・４年・英語科） 

講師 金子直也先生（５・６年） 

10 月 

 

授業研究 

英語科・外国語活動 

講師 佐藤裕子先生 

講師 渡辺拓也教諭 

授業研究 

くずの葉学級 

講師 鰐部裕実先生 

講師 渡辺拓也教諭 

指導案検討 各教科指導課指導主事 

11 月 授業研究（事前） 講師 小林美佳子先生（１・２年） 

講師 渡辺拓也教諭（３・４年）） 

講師 金子直也先生（５・６年） 

授業研究 講師 中川一史先生（１～６年） 

12 月 研究発表（事前） 

国際推進委員会 

講師 成瀨賢規先生 

講師 渡辺拓也教諭 

１月 授業参観 くすのき学級 校長・研究主任・副主任・各学年 

２月 公開研究会 研究の成果と課題 

３月 研究全体会 来年度に向けて 

 

１学年研究部会 

２学年研究部会 

３学年研究部会 

４学年研究部会 

５学年研究部会 

６学年研究部会 

７学年研究部会 


