
　　平成 22 年度

　関東甲信越放送・視聴覚教育研究大会　神奈川・横浜大会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　   　平成 22 年６月２日
　関係各位
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  神奈川・横浜大会実行委員長　松本　茂樹　
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第 30 回神奈川県放送教育研究大会
第 23 回神奈川県学校視聴覚教育研究大会
第 50 回神奈川県高等学校視聴覚教育研究大会

主催　関東甲信越地方放送教育研究協議会　　　　　　関東甲信越学校視聴覚教育連盟
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　　　神奈川県高等学校視聴覚教育研究会　　　　　　神奈川県私立幼稚園放送教育連絡協議会

共催　横浜市教育委員会　　　　川崎市教育委員会　　　　　　NHK横浜放送局
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　　　神奈川県立高等学校長会　　　　　　　　　　　神奈川県市立高等学校長会
　　　神奈川県公立小学校教育研究会　　　　　　　　神奈川県公立中学校教育研究会
　　　財団法人神奈川県教育公務員弘済会 ( 予定 )
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　　　学校法人渡辺学園港北幼稚園・ゆうゆうのもり幼保園
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大会URL　http://www.edu.city.yokohama.jp/sch/kenkyu/es-avjoho/
　　　　　※最新情報は上記URL でご確認ください。
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＜二次案内＞

9：00 9：30 12：00

受付 全体会・講演会 移動・昼食 校種別研究会
※　校種により時程・内容が異なります
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平成 22 年６月２日



記念講演 
 
演    題  「未  定」 
講    師  木原 俊行 先生 
プロフィール  大阪教育大学教授 教育工学や教育方法を研究 

 「授業研究と教師の成長」を専門領域とされる。 
年間多くの行政研修や校内研修に招かれては、授業改善やカリキュラム開発、教員研修に関して、講義や講演等

を数多く行い、示唆・助言を与えておられる。 
「放送教育」においても造詣が深く、NHK 学校放送番組の編成等に関して、長年来企画段階から助言され、「2011

以降の番組・コンテンツのあり方に関する調査・研究」においては、主査役を果たされた。 
さらに、全国放送教育研究会連盟(全放連)主催の「放送教育研究会全国大会」では、昨年度 第 60 回大会まで 

３年間に渡り、統括指導講師をお勤めになった。著書に『教師が磨きあう学校研究』『授業研究と教師の成長』など

多数。 
 
 
研究テーマ・授業・実践発表・校種別研究会 

 
 

幼稚園・保育園部会   テーマ：子どもの豊かな学び・育ちが保護者・地域を変えていく 
 

学校法人 渡辺学園 港北幼稚園 

◇発表内容  公開保育 12:30～13:30 
保護者サークル「ウクレレオハナ」、「おはなしのへや」の活動と子どもたちとのかかわり 

幼稚園教育の基本である、体験を通しての教育や遊びを通しての教育を、サークル活動（絵本の読み聞かせ

や音楽活動等）の保護者が、継続的に様々な形で直接子どもとかかわる実践の様子から提案する。そこでは子

どもが学び育ち合う機会になっているだけではなく、保護者同士がつながり学び合う機会にもなっている。 
 

学校法人 渡辺学園 ゆうゆうのもり幼保園 

◇発表内容   
子どもの生活空間、環境から視聴覚教育を考える 

ゆうゆうのもり幼保園は、幼保一体化の認定こども園として、園舎、園庭の環境そのものが、視聴覚的にも

また設計的にも、子ども主体で自発的に活動したくなるような構造になっている。そこで園環境やそこにかか

わる子どもの姿から幼児期の教育について提案する。園環境を活用した普段のままの保育のようすをごらんい

ただきたい。 
 
 
 

小学校部会     テーマ：コミュニケーション能力を育てる学習を求めて 
 

横浜市立茅ケ崎小学校  学校テーマ：個を見つめ、個を育てるための学び合いを目指して 
◇公開授業  13:40～14:25      ～伝え合い高め合うための、教育メディアの活用～ 
学年 教科 単元名 授業者 使用機器 
１ 特活 本よみパワーアップ大作戦 平野 千恵 電子黒板 NHK 学校放送「できた できた できた」

２ 生活 だいすき茅ケ崎のまち 浜田 賢二 電子黒板 デジタルカメラ ＯＨＣ 
３ 国語 いろはがるたで遊ぼう 髙野 健一 電子黒板 NHK 学校放送｢ひょうたんから コトバ｣

４ 算数 垂直・平行と四角形 小塚ちえみ 電子黒板 
５ 社会 情報が結ぶ世界 山本 正貴 電子黒板 ＯＨＣ ＰＣ 
６ 国語 自分の考えを発信しよう『平和のとりでを築く』 岡田 貴彦 電子黒板 ＯＨＣ デジタルカメラ ビデオカメラ 

 

◇校種別研究会 14:35～16:10 
分科会 地区 発表者 学校名 助言者 

(1) 横 浜 浦山 勇樹 横浜市立日限山小学校 第一分科会
（視聴覚） (2) 長 野 三村 幸彦 伊那市立東春近小学校 

教授 木原 俊行 
(大阪教育大学)  

(1) 神奈川 宮崎 法隆 横須賀市立大楠小学校 第二分科会

（放送） (2) 横 浜 吉田 圭一 横浜市立吉原小学校 
指導主事 長谷川貴子 
(横須賀市教育研究所) 

(1) 川 崎 添野 雅美 川崎市立南河原小学校 第三分科会

（情報） (2) 山 梨 齋藤 宗市 甲府市立舞鶴小学校 
指導主事 樋 口  彰 

(川崎市総合教育センター情報・視聴覚センター) 



 

横浜市立茅ケ崎東小学校  学校テーマ：生き生きと主体的に学び続ける子どもをめざして  
◇公開授業  13:40～14:25       ～子どもの学び合いを高めるための放送・視聴覚教材、機器の活用～ 
学年 教科 単元名 授業者 使用機器 
１ 国語 よく見てかこう「しらせたいな、見せたいな」 加藤 純子 50 ｲﾝﾁ TV PC デジタルカメラ ビデオカメラ 

２ 算数 かけ算 築地 宏文 50 ｲﾝﾁ TV ＯＨＣ 
３ 国語 すがたをかえる大豆 中島 佳菜 50 ｲﾝﾁ TV ＯＨＣ 
４ 国語 言葉って、おもしろいな 金 子  実 50 ｲﾝﾁ TV  NHK 学校放送｢ひょうたんから コトバ」

５ 理科 流れる水のはたらき 江口 秀暁 50 ｲﾝﾁ TV ＰＣ デジタルカメラ 
６ 国語 学級討論会をしよう 川崎 文子 50ｲﾝﾁTV  NHK 学校放送「わかる国語 読み書きのツボ ５･６年」

 
  

◇校種別研究会 14:35～16:10 
分科会 地区 発表者 学校名 助言者 

(1) 神奈川 深 本  彰 横須賀市立池上小学校 第一分科会

（視聴覚） (2) 茨 城 吉 田  浩 つくば市立竹園東小学校

指導主事 田島 信幸 
(横須賀市教育研究所) 

(1) 川 崎 草柳 譲治 川崎市立夢見ヶ崎小学校第二分科会

（放送） (2) 栃 木 鷺嶋 優一 上三川町立本郷小学校 
指導主事 小松 良輔 

(川崎市総合教育センター情報・視聴覚センター) 
(1) 横 浜 白 井  亮 横浜市立上寺尾小学校 第三分科会

（情報） (2) 埼 玉 澁谷 光男 熊谷市立奈良小学校 横浜市教育委員会指導主事 

 
 
 

中学校部会     テーマ：メディア活用と問題解決 
 

横浜市立茅ケ崎中学校 

◇公開授業  13:30～14:20 
学年 教科 単元名 授業者 使用機器 
１ 数学 比例・反比例 黒川 龍平 50 ｲﾝﾁ TV ＰＣ 
２ 社会 (地理)身近な地域を調べよう 伊吾田政宗 50 ｲﾝﾁ TV ＯＨＣ 
２ 保健体育 器械運動 浅 見  龍 50 ｲﾝﾁ TV ビデオカメラ ＤＶＤ 
３ 理科 天体 吉 村  伸 50 ｲﾝﾁ TV ＰＣ 

 

◇校種別研究会 14:30～16:00 
分科会 地区 発表者 学校名 助言者 

(1) 川 崎 吉田 一弘 川崎市立高津中学校 第一分科会

（視聴覚） (2) 千 葉 山田 克彦 千葉市立緑町中学校 
指導主事 坂牧 秀則 

(川崎市総合教育センター情報・視聴覚センター) 
(1) 神奈川 古屋淳・小野憲 逗子市立久木中学校 第二分科会

（放送） (2) 群 馬 高 橋  賢 前橋市立桂萱中学校 
校長   松枝 正樹 

（逗子市立池子小学校） 

(1) 横 浜 山村 泰弘 横浜市立小山台中学校 第三分科会

（情報） (2) 東 京 小川 一夫 江戸川区立南葛西第二中学校 
指導主事 栗原 秀樹 

(横浜市教育委員会指導企画課) 
 
 
 

高等学校部会    テーマ：学びを結ぶ情報ネットワークを広げよう 
 

神奈川県立横浜平沼高等学校 

◇授業実践報告・ワークショップ 13:30～16:30 
提 案 者 学 校 名 提 案 内 容 助 言 者 

清水 真土加 麻生総合高等学校 総合学科合同 Web について 

五十嵐  誠 横浜清陵総合高等学校 視聴覚・情報機器の利用の可能性 
校長 柏木隆良 

(厚木西高等学校) 

 
 

二次案内でご案内できなかった情報は、大会ホームページでご確認ください。 
大会 URL http://www.edu.city.yokohama.jp/sch/kenkyu/es-avjoho/ 

授業内容・校種別研究会提案内容・時程・申込書ダウンロード など随時更新していきます。 
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1 　全体会会場　都筑区総合庁舎１F　

　　横浜市都筑公会堂ホール

　　市営地下鉄　センター南より徒歩 6分

4　横浜市立茅ケ崎小学校

　　市営地下鉄　センター南より徒歩 13 分
　　　駅構内 1番出口よりレンガ敷歩道に沿って

5　横浜市立茅ケ崎東小学校

　　市営地下鉄　センター南より徒歩 10 分
　　　駅構内 1番出口よりレンガ敷歩道に沿って

6　横浜市立茅ケ崎中学校

　　市営地下鉄　センター南より徒歩 15 分
　　　駅構内 1番出口よりレンガ敷歩道に沿って

2　学校法人渡辺学園　港北幼稚園

　　市営地下鉄　東山田駅より徒歩 9分
　　   市営地下鉄　仲町台駅よりバス 302 系統　

　　   北川下車徒歩 2分

3　学校法人渡辺学園

　　　　　　ゆうゆうのもり幼保園

　　市営地下鉄　仲町台駅より徒歩 20 分
　　   仲町台駅よりバス 302 系統

　　   西下車徒歩 3分

　　

7　神奈川県立横浜平沼高等学校

　　横浜駅みなみ西口から徒歩 5分

　　   相鉄線　平沼橋駅から徒歩 3分　

横浜駅
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ビブレ 21
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