
教育力向上指導員による授業等公開一覧 更新日：2017/7/27
≪小学校≫

指導員氏名 所属校名
問合せ先等

会場 月日 時間
(受付～授業・研究協議等)

参観
者の
範囲

事前
申込

(締切り等)
実施内容 概　　　　　要

岩国市立灘小学校
６月２１日

（水）

１４：００～１４：２５　受付（玄関）
１４：３０～１５：１５　授業公開
　　　　　　　　　　（６年１組教室）

小中

要
【6月14日
(水)までに

ＦＡＸ】

第６学年
国語

「新聞の投書を読み比べて投書を書こ
う」（教材文／新聞の投書を読み比べよ
う）
　四つの投書を読み比べて、自分が納
得する投書を一つ選び、納得した理由
を明確に説明することを通して、読み手
を説得するための工夫について考える
授業を行います。

岩国市立灘小学校 １０～１１月 未定 未定 未定 未定 未定

岩国市立灘小学校 未定 未定 未定 未定 未定 未定

防府市立玉祖小学校
５月１７日

（水）

　９：２５～１０：１０　授業公開
１５：１０～１６：３０　研究協議 小 不要

第６学年
算数

「対称な図形」
　馴染みのある絵や字の「あるなしクイ
ズ」から、“ある”物の共通点を話し合う
活動をとおして、線対称な図形について
知ることができる授業を行います。

防府市立玉祖小学校 ９月下旬 未定 未定 未定
第６学年
算数

「速さ」
　距離と時間が違う二人の速さを比べる
方法を考える活動を通して、速さは単位
量あたりの大きさと同じであることに気付
かせる授業を行います。

防府市立玉祖小学校 １２月中旬 未定 未定 未定
第６学年
算数

「場合の数の調べ方」
　“かぶっちゃだめゲーム”を通して、か
ぶりや抜けがないよりよい方法に気付く
ことができる授業を行います。

山陽小野田市立小野田小学校
７月１２日

（水）

９：１５～　９：２５　受付（玄関）
９：３０～１０：１０　公開授業
　　　　　　　　　 　　　 （４年２組）

小

要
【7月7日
(水)まで
にＦＡＸ】

第４学年
算数

「垂直・平行と四角形」
　対角線を表す具体物を操作すること
によって、定義や性質を理解することが
できる授業を行います。

山陽小野田市立小野田小学校 １２月中旬 未定 未定 未定
第２学年
算数

「よみとる算数　ゲーム大会」
　いくつかの情報の中から必要な情報
を見つけ出し、問題を解決することを通
して、さらに情報を選択する力を養うこと
ができるような学習を展開します。

山陽小野田市立小野田小学校 未定 未定 未定 未定 未定 未定

下関市立養治小学校
６月１４日

（水）

１３：４０～１４：２５　公開授業
　　　児童棟１階１年１組教室
１４：３０～１５：３０　授業説明会
　　　　　　 管理棟１階会議室
※授業説明会への参加の希望が
ありましたら、併せて御連絡くださ
い。

全て

要
【授業前
日までに
ＦＡＸ又
はＴＥＬ】

第１学年
国語

「せつめいするぶんしょうをよもう」（教材
文「くちばし」）
　１年生にとって初めての説明文である
「くちばし」を読み、問いと答えの関係
や、文の役割を考える授業を行います。

下関市立養治小学校 １０月下旬 未定 未定 未定
第６学年
国語

「場面を対比して読もう」
　物語文「やまなし」を読み、五月と十二
月の場面の変化を対比させながら、作
品のメッセージを話し合う授業を行いま
す。

下関市立養治小学校 ２月上旬 未定 未定 未定
第４学年
国語

｢事象のつながりを考えて読もう｣
　説明文「うなぎのなぞを追って」を読
み、筆者にインタビューする活動を通し
て、説明文の読みを深める授業を行い
ます。

下関市立誠意小学校
６月２３日

（金）

１０：２０～１０：３０　受付（玄関）
１０：３５～１１：２０　公開授業
　　　　　　　　　 （５年１組教室）
※授業後の研究協議会は、予
定していません。

小中

要
【6月20日
(火)までに

ＦＡＸ】

第５学年
算数

「式と計算」
　主体的な学びを引き出す仕掛けを用い
て、共に学び合いながら、式の求め方を
考え、説明する授業を行います。

下関市立誠意小学校
６月３０日

（金）

９：１５～　９：２５　受付（玄関）
９：３０～１０：１５　公開授業
　　　　　　　　　 （６年１組教室）
※授業後の研究協議会は、予
定していません。

小中

要
【6月27日
(火)までに

ＦＡＸ】

第６学年
算数

「円の面積」
　操作活動やＩＣＴを活用し、共に学び合
いながら、円の面積の公式を導いていく
授業を行います。

下関市立誠意小学校 未定 未定 未定 未定 未定 未定

萩市立福栄小中学校
６月２８日

（水）
１０：３５～１１：２０　授業公開 小中

要
【6月21日
（水）まで

に
ＦＡＸ又は

ＴＥＬ】

第６学年
道徳

「謙虚・寛容」
　資料：「ブランコ乗りとピエロ」（出典：私
たちの道徳　小学校５・６年）
　謙虚な心をもち、広い心で自分と異な
る意見や立場を大切にしていこうとする
道徳的心情を育てる授業を行います。

萩市立福栄小中学校 １０月下旬 未定 未定 未定
第３～６学
年
合同音楽

　歌唱及び合奏における表現の工夫に
ついて思考する活動を通して、音楽の
楽しさや喜びを感じることができる授業
を行います。

萩市立福栄小中学校 ２月上旬 未定 未定 未定
第６学年
道徳

　「発問の精選」・「構造的な板書」・「感
動のある終末」を大切にして、児童の道
徳的価値を高めることができる授業を
行います。

防府市立玉祖小学校
ＴＥＬ ０８３５－２２－１６１３
ＦＡＸ ０８３５－２２－８１４１
担当：教諭　長岡　正紀

木原　智子

山陽小野田市立小野田小
学校
ＴＥＬ ０８３６－８３－２０６６
ＦＡＸ ０８３６－８３－３１３６

中村　智子

下関市立誠意小学校
ＴＥＬ ０８３－７７２－０２９０
ＦＡＸ ０８３－７７２－０５８６
担当：教頭　藤田ちずる

板倉　香代

※申込みの際は、問合せ先に学校名と氏名をお知らせください。網掛け部分は、更新日までに終了している授業です。

下関市立養治小学校
ＴＥＬ ０８３－２２３－２３５８
ＦＡＸ ０８３－２２３－２３５９
担当：教諭　板倉　香代

萩市立福栄小中学校小学
部
ＴＥＬ ０８３８－５２－０００４
ＦＡＸ ０８３８－５２－０４６５
担当：教諭　岡本　真理

兼光 加奈子
岩国市立灘小学校
ＴＥＬ ０８２７－３１－７２３３
ＦＡＸ ０８２７－３１－７７４０

岡本　真里

長岡　正紀



山陽小野田市立厚狭小学校 ６月中旬 未定 未定 未定

第３学年
総合的な
学習の時
間
（外国語活
動）

「体の部分の言い方を知ろう」
　体のパーツの英語を知らせながら歌
やSimon Saysで音声に慣れ親しませて
いきます。また関連ある絵本をクイズ形
式で使い、英語の楽しさを味わわせて
いきます。

山陽小野田市立厚狭小学校 ７～８月、１０月頃 未定 未定 未定
外国語活
動
講師

　市教研部会や放課後活動、各学校で
中央研修のCascadeの内容を広めた
り、新たな英語教育に向け絵本や歌の
活用、Activityの仕組み方などを体験し
てもらいます。中学校で小中連携授業
も予定しています。

山陽小野田市立厚狭小学校 １１月中旬 未定 未定 未定

第４学年
総合的な
学習の時
間
（外国語活
動）

「Scavenger hunt & Question swap
mingle」
　おけいこパックから英語で指示された
ものを見つけ、四つのカテゴリーで友だ
ちや先生の好きなものを「Do you like
～?」で尋ね合い、最後にクイズをする
授業を行います。

周南市立久米小学校 ６月上旬 未定 未定 未定
第４学年
国語

「メモの取り方を工夫しよう」
　自分が取ったメモを見本のメモと比べ
ることで、効率よくメモするために大切な
ことを見出していく授業を行います。

周南市立久米小学校
８月２９日

（火）

１２：４５～１２：５５　受付
１３：００～１４：００　実践事例
                           の紹介

小

要
【前日ま
でにＴＥＬ
又はＦＡ

Ｘ】

実践事例
発表

　生活科の飼育単元における単元計画
の立て方について実践事例を基に紹介
します。

周南市立久米小学校 １０月下旬 未定 未定 未定
第１学年
生活

「秋と遊ぼう」
　秋の自然物と触れ合い、どんな遊び
方ができるか思いや願いを膨らませて
いく授業を行います。

長門市立深川小学校
７月５日

（水）

１３：３０～１３：４０　受付
　　　　　　　　　　 （会議室）
１３：４５～１４：３０　授業公開
１５：１０～１６：３０　研究協議

※授業参観だけでも受付しま
す。

小中

要
【7月4日
（火）まで
にＦＡＸ】

第６学年
社会

「３人の武将と天下統一」

長門市立深川小学校 １１月中旬 未定 未定 未定
第６学年
社会

「検証！戦後の新しい日本　平和な日
本」
　歴史的事象が多様化し、学習内容も
多くなる戦後の様子を意欲的に調べる
ことができるように工夫し、自分の思い
や考えを伝えることのできる授業を行い
ます。

長門市立深川小学校 １月下旬 未定 未定 未定
第６学年
社会

「世界の中の日本」
　日本とつながりの深い国々の人々の
様子や文化や習慣の違いについて、具
体的事例を取り上げて興味を持たせ、
学習問題や学習計画を立てる授業を行
います。

山口市立中央小学校
８月２日

（木）
１０：００～１０：２０　事例発表
１０：２０～１１：５０　部会別研修

小中

要
【7月27日
（木）まで
にＦＡＸ】
※徳地中
校区の小
中学校教
職員の参
加は、申
込不要で

す。

事例発表

「『みんな大好きふるさと徳地』の子ども
の育成」
　徳地地区小中合同研修会において、
「郷土」をテーマにした総合的な学習の
時間の取組について実践事例を発表
し、ふるさとを大切にする子どもの育成
について情報交換を行います。

山口市立中央小学校 １０月上旬 未定 未定 未定

第３学年
総合的な
学習の時
間

　地域の魅力を伝える写真展を開くとい
う目標に向かって活動する中で生じる
問題を自分たちで話し合って解決しよう
とする授業を行います。

山口市立中央小学校 １１月下旬 未定 未定 未定

第３学年
総合的な
学習の時
間

　地域の方を写真展にお招きする上で
生じる問題を自分たちで話し合って解決
しようとする授業を行います。

下関市立角倉小学校
※当日は、平成２９年
度下関市小中学校初
任者研修の授業研究・
研究協議会も兼ねてい
ます。

６月２日
（金）

　９：１０～　９：２５　受付（玄関）
　９：３０～１０：１５　公開授業
　　　　　　　　　 （３年２組教室）
１０：３０～１１：３０　研究協議
　　　　　　　　　　　　　（図書室）
※上履きは各自で御準備くださ
い。

小中

要
【5月26日
(金)までに

ＦＡＸ】

第３学年
算数

「学びをいかそう～わくわく算数学習」
　問題解決型学習の進め方を知るとと
もに、ことばや図、式を用いて考えるこ
とのよさに気付くことができる授業を行
います。

下関市立角倉小学校 １１月中旬 未定 未定 未定
第５学年
社会

「くらしを支える下関港」
　下関港と自動車工業とのつながりに
かかわる学習問題を解決していく学び
を通して、我が国の工業生産を支える
貿易や運輸などの働きを考える授業を
行います。

下関市立角倉小学校 １月中旬 未定 未定 未定
第３学年
社会

「かわってきた人々のくらし」
　地域や身のまわりにある古いものや
昔の人々のくらしについて関心をもち、
昔と今の生活の違いや変化に気付か
せることができるような授業を行いま
す。

瀧口　稔

井口　康江

周南市立久米小学校
ＴＥＬ ０８３４－２９－０２０４
ＦＡＸ ０８３４－２９－４３５３
担当：教諭　井口　康江

石村　和代

山口市立中央小学校
ＴＥＬ ０８３５－５２－０１９８
ＦＡＸ ０８３５－５２－１８５０
担当：教諭　河村　正則

下関市立角倉小学校
ＴＥＬ ０８３－２６６－０７１８
ＦＡＸ ０８３－２６６－０７１９
担当：教頭　植田　良子

長門市立深川小学校
ＴＥＬ ０８３７－２２－２４２６
ＦＡＸ ０８３７－２２－２４２７
担当：教諭　石村　和代

河村　正則

山陽小野田市立厚狭小学校
ＴＥＬ ０８３６－７２－００４９
ＦＡＸ ０８３６－７２－０６３３

長谷川　敬子



山陽小野田市立赤崎小学校

７月14日
（金）

１３：２０～１３：４０　受付（玄関）
１３：４５～１４：２５　公開授業
　　　　　　　　　　　　　（５年１組）

小

要
【7月12

日
(水)まで

に
ＦＡＸ】

第５学年
算数

「学びをいかそう　よみとる算数」
　既習内容を活用して問題解決を図り、
ペアや班での対話的な学び合いの時間
を設定します。

山陽小野田市立赤崎小学校 １１月中旬 未定 未定 未定
第４学年
算数

「学びをいかそう　よみとる算数」
　資料の中から必要な情報を見つけ、
活用する授業を予定しています。

山陽小野田市立赤崎小学校 ２月上旬 未定 未定 未定
第３学年
算数

「学びをいかそう　よみとる算数」
　資料の中から必要な情報を見つけ、
活用する授業を予定しています。

光市立室積小学校
※当日は、文科省指定
の『外国語教育強化地
域拠点事業』運営指導
委員会が行われるた
め、県教委、大学教授
の方々も参加されま
す。

７月１１日
（火）

※台風接近
のため、7
月4日（火）
から日程が
変更になり

ました。

　９：００～　９：１５　短時間学習
　　　　　　　　　（６年２組教室）
　９：３０～１０：１５　公開授業
　　　　　　　　　 （英語ルーム）
※短時間学習は他教員（６年２
組担任）が行いますので、ここ
から参観されることも可能です。
※授業後の検討会は予定して
おりません。

小中高

要
【7月7日
(金)まで
にＦＡＸ】

第６学年
外国語

「My town is beautiful」
　自分たちが住んでいる地域を将来ど
のような地域にしたいかについて、自分
の考えを表現する授業を行います。他
者に配慮しながら自分の考えを話そうと
したり、書かれたものを読んだり書いた
りしようとする活動を見ていただければ
と思います。

光市立室積小学校 ９月下旬 未定 未定 未定
第５学年
外国語

「He can swim well」
　できることやできないことを尋ねたり答
えたりする授業を行います。文字に慣
れ親しみ、「読む」「書く」ことの興味付け
を図る活動を取り入れる予定です。

光市立室積小学校 １月下旬 未定 未定 未定
第６学年
外国語

「My best memory」
　６年間の小学校生活や思い出に残る
行事について、自分の考えを伝え合う
授業を行います。他者に配慮しながら
伝え合うことをめざした活動にする予定
です。

岩国市立玖珂小学校 ８月上旬 未定 未定 未定
校内研修
会

　いじめや学級づくりなどに関する校内
研修会を行います。

岩国市立玖珂小学校 １０月下旬 未定 未定 未定 未定
　人間関係づくり、仲間づくり、協力を
テーマに授業する予定です。

岩国市立玖珂小学校 １月下旬 未定 未定 未定 未定
　いじめに関する内容を取り上げ、中学
校進学を前にいじめについて考える授
業を行う予定です。

柳井市立柳北小学校
７月５日

（水）

１３：２０～１３：３０　受付
　　　　（コミュニティルーム）
１３：３５～１４：２０　授業公開
　　　　　　　　　　　　（１年教室）
１５：００～１６：００　授業検討会
　　　　　 （コミュニティルーム）

小

要
【7月4日
(火)まで
にＦＡＸ】

第１学年
算数

「のこりはいくつ　ちがいはいくつ」
　本時までに学習したことを生かして、
自分なりの減法のお話を作り、発表す
る授業を行います。作ったお話を見せ
合ったり、話し合ったりすることを通し
て、減法の意味理解を深めます。

柳井市立柳北小学校 １０月中旬 未定 未定 未定
第１学年
道徳

　人権参観日の授業を兼ねて、友だち
への思いやり、信頼などの授業を行い
ます。

柳井市立柳北小学校 １月中旬 未定 未定 未定
第１学年
算数

「どちらがひろい」
　操作学習を取り入れながら、意見を出
し合ってまとめていく協同的な授業を行
います。

岡村　和美

柳井市立柳北小学校
ＴＥＬ　０８２０－２２－０６１９
ＦＡＸ　０８２０－２２－８８２５
担当：教諭　岡村　和美

光市立室積小学校
ＴＥＬ ０８３３－７８－００１０
ＦＡＸ ０８３３－７８－２３０４
担当：教諭　山田　浩史

大川　健次
岩国市立玖珂小学校
ＴＥＬ ０８２７－８２－２０３９
ＦＡＸ ０８２７－８２－２０８５

西村　雅美

山陽小野田市立赤崎小学
校
ＴＥＬ ０８３６－８８－０１３９
ＦＡＸ ０８３６－８８－０２６６
担当：教諭　西村　雅美

山田　浩史



下松市立公集小学校 ９月下旬 未定 未定 未定
第２学年
学級活動

「食べ物のはたらきを知って何でも食べよ
う」
　食べ物ははたらきによって三つのグ
ループに分かれることを知り、好き嫌いし
ないで何でも食べようとする意欲をもたせ
るための授業を担任と一緒に行います。

下松市立公集小学校 未定 未定 未定 未定 未定 未定

下松市立公集小学校 未定 未定 未定 未定 未定 未定

防府市立華城小学校
７月６日

（木）

１３：５５～１４：０５　受付
１４：０５～１４：５０　講演会
　　　　　　　　　　　　（体育館）
※運動場が駐車場になります。
華城幼稚園側から入り、留守家
庭学級側から出る一方通行を
厳守してください。
※上履きは各自で御準備くださ
い。（下履きを入れる袋も御持
参ください。）

小中 不要

学校保健
安全委員
会食育講
演会

食育講演会「すべては食から」
　食育指導士　栗林由夏さんを講師に
迎え、５・６年生、保護者を対象に食育
講演会を行います。
　学校と家庭がともによりよい食の在り
方についての理解を深めるとともに、食
生活の充実を図ることを目的とした講演
会です。

防府市立華城小学校 １０月中旬 未定 未定 未定
第３学年
学級活動

　国語科「すがたをかえる大豆」の学習
と同時期に、大豆の栄養を理解し、どん
な大豆製品があるのかを知ることを通し
て自ら進んで大豆製品を食べようとする
意欲を高めることができる授業を行いま
す。

防府市立華城小学校 ２月上旬 未定 未定 未定 未定 未定

岩国市立岩国小学校
※会場は麻里布小学
校ではありません。御
注意ください。

６月２０日
（火）

１５：１０～１６：００　講演
　　　　　　　　　　 　（講堂）
※当日は岩国小学校の参観日と
なっています。運動場を駐車場とし
て開放していますが、出入りが多
いと思われますので十分気を付け
てお越しください。

全て 不要

岩国市立
岩国小学
校ＰＴＡ主
催の人権
教育講演
会

人権教育講演会「発達障害の理解」
　学習面やコミュニケーションなどの生
活面において様々な困難をもつ児童の
特性や効果的な支援について、保護者
の方々に理解してもらいます。子育てや
学校との連携に役立つ講演です。

岩国市立美和西小学
校
※会場は麻里布小学
校ではありません。御
注意ください。

７月２５日
（火）

１３：３０～１４：３０　講義 全て

要
【7月２１

日
(金)まで
にＴＥＬ】

岩国市立
美和西小
学校特別
支援教育
校内研修

講義「キレやすい子」の理解と対応～ア
ンガーマネジメントによる支援～
　普段は普通にコミュニケーションが取
れていても一旦怒りが爆発すると抑えら
れずに大きなトラブルになる子どもがい
ます。このように怒りの感情を上手くコ
ントロールできない子どもの心理的背景
を知り、改善に向けてのヒントになれば
と思います。

岩国市立修成小学校
※会場は麻里布小学
校ではありません。御
注意ください。

７月２８日
（金）

１３：３０～１５：００　講演会 全

要
【7月２６

日
(水)まで
にＴＥＬ】

岩国市立
修成小学
校
特別支援
教育校内
研修

講演会「行動が気になる子どもへの支
援～応用行動分析を用いて～」
　子ども達の行動の前後を観察すること
により、行動の理由が見えてきます。問
題行動を減らし、適切な行動を増やす
方法をＡＢＡ分析を用いて学びます。

岩国市立麻里布小学校 ８月下旬 未定 未定 未定
小学校教
員対象の
研修会

　通常学級に在籍する気になる子ども
たちに対して、どのような支援が適切で
あるかをお話しします。

岩国市立麻里布小学校 １１月下旬 未定 未定 未定 未定
　通級指導教室での個別指導を参観し
ていただきます。

山口市名田島地域交
流センター会議室
※会場は小郡南小学
校ではありません。御
注意ください。

８月１０日
（木）

９：００～９：３０　受付
９：３０～１１：３０　研修会

※ＦＡＸの様式は特にありませ
んが、「8月10日　山口市教研特
別支援教育部会グループ研修
会　参加希望」と明記の上、所
属と氏名をお知らせください。

全て

要
【7月31

日
(月)まで
にＦＡＸ】

山口市教
育研究会
特別支援
教育部会
グループ
研修会

「WISCⅢの見方と活用の仕方につい
て」
　WISCⅢのプロフィールの見方や検査
結果から推察される子どもの認知特性
等についてお話しし、検査結果に基づく
配慮や支援についての研修を行いま
す。また、検査器具や検査の内容につ
いて具体的に知っていただくために、実
物を見たり、触ったりする時間も予定し
ています。
※WISCⅢのプロフィールを持参できる
方は、年齢以外の個人情報に配慮した
状態でお持ちください。

山口市立小郡南小学校 １月下旬 未定 未定 未定
通級による
指導

　教材・教具を工夫することで、認知面
の偏りをもつ児童が、意欲的に課題に
取り組むことのできる授業を行います。

山口市立小郡南小学校 未定 未定 未定 未定 未定 未定

下関市立向井小学校
７月１２日

(水）

１５：３０～１５：４５　受付
１５：４５～１６：１５　情報提供
１６：１５～１６：３０　質疑応答・
　　　　　　　　　　　　意見交換

小

要
【7月5日
(水)まで
にＦＡＸ】

校内研修
会

　校内特別支援学級担任及び新任採用
教員に対して情報提供を行います。
○特別支援学級で実践してきたこと
○特別支援学級の捉え方の変容
○障害についての主な特性と支援方法

※質問等は、事前にＦＡＸで御連絡くださ
い。

下関市立向井小学校
７月２６日

（水）

１３：４０～１４：００　受付
１４：００～１４：４５　情報提供
                            と演習
１４：４５～１５：００　質疑応答・
　　　　　　　　　　　　意見交換

小

要
【7月19

日
(水)まで
にＦＡＸ】

校内研修
会

　校内夏期研修会にて全職員を対象に情
報提供を行います。
○平成29年度山口県の特別支援教育に
ついて
○通常の学級における特別支援教育の
充実のために
○支援の内容を考えるためのヒントの見
つけ方

下関市立向井小学校 １０月中旬 未定 未定 未定
第５学年
第６学年
算数

　校内研修の一環として、算数の授業を
公開します。５年生と６年生の内容を２グ
ループに分けて行います（内容は未定）。

美祢市立厚保小学校 １１月下旬 未定 未定 未定 未定
　対話を通して伝え合い深め合う授業を
行います。

美祢市立厚保小学校 １月中旬 未定 未定 未定 未定
　対話を通して伝え合い深め合う授業を
行います。

美祢市立厚保小学校 未定 未定 未定 未定 未定 未定

下関市立粟野小学校
※ＪＲ長門粟野駅で実
施

７月１４日
（金）

１４：００～１５：３０
　①オープニングセレモニー
　②アートコミュニケーション
　　（対話型鑑賞会）
　③おもてなしタイム
　　（梅ジュース等）
　④野菜の即売会
　⑤エンディングセレモニー

全

要
【前日ま
でにＴＥＬ
又はＦＡ

Ｘ】

全校授業
生活科・総
合的な学
習の時間

「粟野っ子アートフェスタ」
　ＪＲ長門粟野駅の待合室に児童の作品
を展示し、一日限定の美術館にします。
地域の方々を招いて対話型鑑賞を行った
り、おもてなしをしたりして、つながりを深
める活動を行います。

下関市立粟野小学校
※ＪＲ長門粟野駅で実
施

１１月中旬 未定 未定 未定

全学年
生活科・総
合的な学
習の時間

「粟野っ子アートフェスタ」
７月同様、ＪＲ長門粟野駅の待合室で地

域の方々と対話型鑑賞を行います。造形
活動のワークショップも実施して、つなが
りを更に深めていく取組を行います。

下関市立粟野小学校 未定 未定 未定 未定 未定 未定

下関市立粟野小学校
ＴＥＬ ０８３－７８５－００３８
ＦＡＸ ０８３－７８５－００３８
（ＦＡＸ兼用）
担当：教頭　林　隆史

齊藤 真由美
美祢市立厚保小学校
ＴＥＬ ０８３７－５８－０００６
ＦＡＸ ０８３７－５８－５４００

野村　洋二

髙橋　ゆふ

田中　敦子

防府市立華城小学校
ＴＥＬ ０８３５－２２－０３２９
ＦＡＸ ０８３５－２２－９９６７
担当：栄養教諭　田中　敦子

梶原　純子

岩国市立麻里布小学校
ＴＥＬ ０８２７－２１－７２２２
（麻里布小ことばの教室）
ＦＡＸ ０８２７－２２－３２４２
担当：教諭　梶原　純子

下松市立公集小学校
ＴＥＬ ０８３３－４１－０３３６
ＦＡＸ ０８３３－４１－３３０７

山口市立小郡南小学校
ＴＥＬ ０８３－９７３－２５２１
ＦＡＸ ０８３－９７３－７５１６
担当：教諭　髙田　和美

髙田　和美

浜田　健一

下関市立向井小学校
ＴＥＬ ０８３－２６７－６７００
ＦＡＸ ０８３－２６７－６９２０
担当：教諭　野村　洋二



≪中学校≫

指導員氏名 所属校名
問合せ先等

会場 月日 時間
(受付～授業・研究協議等)

参観
者の
範囲

事前
申込

(締切り等)
実施内容 概　　　　　要

田布施町立田布施中学校
※当日は。本校の学校訪
問日で、本授業は研究授
業になっています。研究協
議への参加は難しいと思
われますので、授業につ
いては授業参観シートに
御記入の上、提出してい
ただけると助かります。

６月２６日
（月）

１３：３０～１３：５０　受付
　　　　　　　　　 （２階ＬＬ教室）
１４：００～１４：５０　授業公開
　　　　　　　　　（３年４組教室）
１５：０５～１６：３０　研究協議
　　　　　　　　　　　 　（会議室）

小中高

要
【6月19

日
(月)まで
にＦＡＸ】

第３学年
英語

「Unit2 From the Other Side of the
Earth」

田布施町立田布施中学校 １２月上旬 未定 未定 未定
第３学年
英語

　いろいろな後置修飾を用いた英文を
作る授業を行います。

田布施町立田布施中学校 未定 未定 未定 未定 未定 未定

光市立大和中学校 ６月下旬 未定 未定 未定
第２学年
美術

「絵画表現」
　立体をとらえる効果的な表現につい
て、ドライポイントを通して学ばせるため
に工夫した授業を行います。

光市立大和中学校 ７月上旬 未定 未定 未定
第３学年
美術

「絵画表現」
　今まで中学校で身に付けた色彩感覚
を生かした多様な版画表現の指導方法
を工夫した授業を行います。

光市立大和中学校 １１月下旬 未定 未定 未定
第１学年
美術

「鑑賞」
　様々な絵画表現を味わい、それぞれ
の作者の個性や特徴を読み取る鑑賞
の授業を行います。

下関市立川中中学校 ７月上旬 未定 未定 未定
第１学年
理科

内容については未定
※全員が参加できる授業をめざしつ
つ、個人→班→まとめの流れを意識し
た授業を行います。

下関市立川中中学校
１１月１５

日
（水）

未定 未定 未定
第１学年
理科

　本校で実施される「学力向上推進
フォーラム」で理科の授業を行います。

下関市立川中中学校 未定 未定 未定 未定 未定 未定

萩市立須佐中学校
６月２８日

（水）

１３：２０～１３：３５　受付
　　　　　　　　　　　　　　（玄関）
１３：３５～１４：２５　授業公開
　　　　　　　　　　　　　（理科室）

全て

要
【6月27日
(火)までに

ＦＡＸ】

第３学年
理科

「酸・アルカリと塩」
　中和の仕組みをモデルとアニメーショ
ンを使って説明することで、理解を深め
ます。

萩市立須佐中学校 １２月中旬 未定 未定 未定
第３学年
理科

「月と金星の動きと見え方」
　金星の満ち欠けと大きさの変化をモデ
ルを使って説明します。その際、iPadで
撮影することで、満ち欠けや大きさの変
化の仕組みを明確化し、内容の定着を
図ります。

萩市立須佐中学校 ２月中旬 未定 未定 未定
第１学年
理科

「大地が火をふく」
　萩地域で採取した岩石を使って火成
岩の観察を行います。地元の岩石を使
うことで、生徒の関心を高めます。

山陽小野田市立厚陽中学校 ９月中旬 未定 未定 未定
小学校
第６学年
理科

「みんなで使う理科室」
　化学分野での使用頻度が高い実験器
具を覚える手だてとしてＩＣＴ等を活用し
た授業を行います。中学校での実験器
具のスムーズな活用につなげます。

山陽小野田市立厚陽中学校 １１月中旬 未定 未定 未定
小学校
第６学年
理科

「大地のつくりと変化　化石が教えてくれ
ること」
　中学校１年で学習する示準化石や示
相化石について理解することで、中学
校での学習内容につなげます。

山陽小野田市立厚陽中学校 １１月中旬 未定 未定 未定
小学校
第６学年
理科

「大地のつくりと変化　火山灰を含む地
層」
　火山灰の観察を通じ、火山について
の興味を高める授業を行い、中学校１
年生での「火山」の学習内容につなげま
す。

江内　恵子

中村 壽美子
下関市立川中中学校
ＴＥＬ ０８３－２５２－０９００
FAX ０８３－２５２－０９０９

※申込みの際は、問合せ先に学校名と氏名をお知らせください。網掛け部分は、更新日までに終了している授業です。

岡田　早苗

光市立大和中学校
ＴＥＬ ０８２０－４８－２８０３
ＦＡＸ ０８２０－４８－２９９４
担当：教諭　岡﨑　顕真

田布施町立田布施中学校
ＴＥＬ ０８２０－５２－２１３８
FAX ０８２０－５２－２１３９

伊達　千絵

山陽小野田市立厚陽中学校

ＴＥＬ ０８３６－７４－８３１８
ＦＡＸ ０８３６－７４－８３６０

萩市立須佐中学校
ＴＥＬ ０８３８７－６－２２４０
FAX ０８３８７－６－２２６１
担当：教諭　伊達　千絵

岡﨑　顕真



美祢市立美東中学校
６月１７日

（土）

８：４５～９：３５　公開授業

※当日は、本校の人権参観日と
なっています。

全て

要
【6月15日
(木)までに

ＦＡＸ】

第３学年
道徳

「一冊のノート」（家族愛４－（６））

美祢市立美東中学校
６月２１日

（水）

１３：４５～１４：３５　公開授業
　　　　　　　　　　（３年１組教室）
１４：５０～１６：３５　研究協議
　　　　　　　　　　　　　（会議室）
※この授業は美東地域の小中
合同授業研修会の一環として行
います。

全て

要
【6月19日
(月)までに

ＦＡＸ】

第３学年
道徳

「時間銀行」（強い意志１－（２））

美祢市立美東中学校 未定 未定 未定 未定 未定 未定

周防大島町大島中学
校
※当日は学校訪問、参
観日にもなっていま
す。

６月１４日
（水）

１４：１５～１４：３０　受付（玄関）
１４：３５～１５：２５　授業公開
　　　　　　　　　　　　（１年教室）

全て

要
【6月12

日（月）ま
でに連絡
ください】

第１学年
英語

「Program3 ウッド先生がやってきた」
　チャンツや語彙指導、ペアワークなど
の帯学習を充実させ、英語学習入門期
における生徒たちが英語の音声や文
字、表現などに慣れ親しむことができる
授業をめざします。

周防大島町大島中学校 １０月上旬 未定 未定 未定
第１学年
英語

「Program6 由紀のイギリス旅行」
　ペア・グループ活動や音読練習を充
実させ、教科書本文の内容を理解し、
活用できる授業をめざします。

周防大島町大島中学校 １月中旬 未定 未定 未定
第１学年
英語

「My　Project2　人を紹介しよう」
　コミュニケーション能力の育成をめざ
し、既習の学習事項を用い、自己表現
活動を行うパフォーマンステスト（スピー
チ大会）を行います。

岩国市立東中学校 ９月下旬 未定 未定 未定
第１学年
家庭科

「生鮮食品と加工食品」
　生鮮食品と加工食品の特徴につい
て、自分の生活の中で意識したくなる授
業を行います。

岩国市立東中学校 １１月中旬 未定 未定 未定 未定
　内容は未定ですが、小学校家庭科と
連携した授業実践をしたいと思っていま
す。

岩国市立東中学校 １月下旬 未定 未定 未定
第１学年
道徳

　内容は未定ですが、生徒の心に響き、
実践しようとする意欲や態度に結び付く
授業実践にしたいと思っています。

萩市教育委員会
学校教育課
担当：指導主事 長岡 香世
ＴＥＬ　0838-25-3558

萩セミナーハウス
※会場は萩東中学校
ではありません。御注
意ください。

８月９日
（水）

１０：１０～１１：００　講義・演習
小中

要
【8月4日
（金）まで
にＴＥＬ】

研修会での
講義・演習

「生徒指導・生徒理解」
　萩市内の４年目までの小学校、中学
校の教職員を対象（1000日プラン)に、
本校の生徒指導の事例を交えながら、
講義・演習をします。

萩市立萩東中学校
８月２５日

（金）
未定 未定 未定

研修会での
事例発表

萩市内の小・中学校の生徒指導主任を
対象に、学校内外で発生する事案を通
して「小中連携」や「チームで行う生徒指
導」について講話を行います。

萩市立萩東中学校
２月２３日

（金）
未定 未定 未定

研修会での
事例発表

萩市内のキャリア教育担当者を対象
に、不登校生徒へのアプローチと、卒業
後の進路を見据えた関係機関との連携
について、本校の取組の事例を発表し
ます。

山本　淳一

美祢市立美東中学校
ＴＥＬ ０８３９６－２－０５２１
FAX ０８３９６－２－０５２２
担当：教諭　岡田　裕子

周防大島町大島中学校
ＴＥＬ ０８２０－７４－２０７４
ＦＡＸ ０８２０－７４－２０７９
担当：教諭　関野　由美子

岡田　裕子

関野　由美子

河村　泉
岩国市立東中学校
ＴＥＬ ０８２７－２２－０１０８
ＦＡＸ ０８２７－２２－３９５０

萩市立萩東中学校
ＴＥＬ ０８３８－２５－２７２１
ＦＡＸ ０８３８－２５－３７２１



光市立室積中学校
７月６日

（木）

１４：１０～１４：２５　受付
　　　　　　　　　　  　　（玄関）
１４：３０～１５：５０　学校保健
                          安全委員会
　　　　　　　　　　　 　（図書室）
１６：００～１６：３０　情報交換会
　　　　　　　　　　　　　(図書室）
※参加される場合は学校名と氏名
をメールで御連絡ください。
アドレス　tokuda.yoriko@ysn21.jp

全て

要
【6月30

日（金）ま
でにメー

ル】

第１回学
校保健安
全委員会

　生徒保健委員会が主体となって運営
する学校保健安全委員会を公開しま
す。年２回の会における教職員、保護
者、学校医等の専門家との協議を基
に、生徒自ら健康課題の解決に向けて
健康づくりに取り組んでいます（第１回：
年間計画と今後の活動について）

光市立室積中学校 ２月上旬 未定 未定 未定
第２回学
校保健安
全委員会

　生徒保健委員会、教職員、保護者、
地域の専門家等による協議内容を基
に、生徒が健康課題の解決に向けて主
体的に健康づくりに取り組む学校保健
安全委員会（第２回：振り返りと次年度
へ向けて）を公開します。

光市立室積中学校 未定 未定 未定 未定 未定 未定

周南市立須々万中学校 ７月上旬 未定 未定 未定
第２学年
社会

「時代名と歴史上の人物」
　生徒の集中力の持続や理解力の状
況を踏まえながら、歴史の内容がよく分
かる授業を行います。

周南市立須々万中学校 １月中旬 未定 未定 未定
第２学年
自立活動

「ＩＣＴで表現活動」
　書くことに困り感のある生徒を意識し、
タブレットを使って、サラリーマン川柳を
参考に、表現活動を行います。

周南市立須々万中学校 未定 未定 未定 未定 未定 未定

美祢市立美東中学校
６月１６日

（金）
１３：３５～１５：２５　生徒総会
　　　　　　　　　　　　　（体育館）

中

要
【6月15日
（木）まで
にＦＡＸ】

生徒会活
動

　今年の生徒総会では、「家庭学習」と
「積極性」について、全国学力調査の生
徒質問紙の結果を縦割り班のグループ
で分析し、この分析結果について話し合
います。

美祢市立美東中学校
６月２１日

（水）

１３：４５～１４：３５　公開授業
　　　　　　　　　　　　　（理科室）
１４：５０～１６：３５　研究協議
　　　　　　　　　　　　　（会議室）

全て

要
【6月19日
（月）まで
にＦＡＸ】

第２学年
理科
生物分野

「生物の進化」
　生物はなぜ進化したのかについて、
班で話し合ったことを、一人ひとりが他
の班に説明することを通して、考える
力、伝える力を養う授業を行います。
　この授業は美東地域の小中合同授業
研修会の一環として行います。

美祢市立美東中学校 ８月中旬 未定 未定 未定
リーダー研
修会

　夏休み期間中に１、２年生を対象に、
第１回目のリーダー養成の研修会を行
います。

美祢市立美東中学校 １１月下旬 未定 未定 未定
リーダー研
修会

　生徒会の役員交代に伴い、生徒会に
関心のある生徒を中心としたリーダー
研修会を行います。

下関市立川中中学校
８月１０日

（木）

８：２５～８：４０　受付（玄関）
８：４５～９：１５　アクティブ・ラー
                       ニングの研修
会
９：１５～９：４５　道徳科につい
て
１０：００～１１：０５　ユニット型研
                           修会
１１：１０～１２：２０　生徒指導研
                           修会

全て

要
【8月7日
（月）まで
にＦＡＸ】

校内研修
会

①アクティブ・ラーニングの研修会
②道徳科について
③「生徒が考え、活動する時間を増や
す授業の工夫」についてユニット型研修
会
④生徒指導研修会
　講師　磯部　芳規氏（文洋中学校長）
　演題「生徒指導と部活動の関係
   ～チョットだけミニ体験」

下関市立川中中学校 ９月下旬 未定 未定 未定
校内研修
会

　ユニット型研修会を行います（テーマ
は未定）。

下関市立川中中学校 未定 未定 未定 未定 未定 未定

岩国市立周東中学校 １０月～１１月 未定 未定 未定 事例発表
　本校を会場とする岩国の臨採研の中
で、周東中学校での学年経営及び学級
経営の事例を発表する予定です。

岩国市立由宇中学校 １１月中旬 未定 未定 未定 未定

　由宇中学校を会場とする岩国市・和木
町中教研特別活動部会の中で、周東中
学校での学年経営及び学級経営の事
例を発表する予定です。

岩国市立周東中学校 未定 未定 未定 未定 未定 未定

藤本　秀則
岩国市立周東中学校
ＴＥＬ　０８２７－８４－１２７１
ＦＡＸ　０８２７－８４－１２７２

渡邊　博史

野間　勇一郎

下関市立川中中学校
ＴＥＬ ０８３－２５２－０９００
FAX ０８３－２５２－０９０９
担当：教諭　和田　肇

和田　肇

周南市立須々万中学校
ＴＥＬ ０８３４－８８－００２１
ＦＡＸ ０８３４－８８－０３２３

美祢市立美東中学校
ＴＥＬ ０８３９６－２－０５２１
ＦＡＸ ０８３９６－２－０５２２
担当：教諭　野間　勇一郎

徳田　頼子

光市立室積中学校
ＴＥＬ ０８３３－７８－０１３３
ＦＡＸ ０８３３－７８－１６２５
担当：養護教諭　徳田　頼子



≪県立学校≫

指導員氏名 所属校名
問合せ先等

会場 月日 時間
(受付～授業・研究協議等)

参観
者の
範囲

事前
申込

(締切り等)
実施内容 概　　　　　要

県立周防大島高等学校
７月１８日

（火）
９：５０～１０：４０　授業 全て 不要

第２学年
理科
物理基礎

「仕事とエネルギー」
　科学史や実験観察、視聴覚教材等を
通じて力学的エネルギーについて理解
を深める授業を行います。毎回の授業
で電子黒板やタブレットの効果的な利
用に努めています。

県立周防大島高等学校
７月１８日

（火）
１１：４５～１２：３５　授業 全て 不要

第３学年
物理

「音と光」
　科学史や実験観察、視聴覚教材等を
通じて、定量的に音と光の類似性につ
いて理解を深める授業を行います。毎
回の授業で電子黒板やタブレットの効
果的な利用に努めています。

県立周防大島高等学校 ９月中旬 未定 未定 未定
第３学年
物理

　実験観察と科学史を交えつつ、気体
分子の運動と気体の仕事についてじっ
くり考えさせることを通じて、仕事と熱に
ついて理解させる授業を行います。

県立新南陽高等学校
※当日は、校内の授業公開
週間になっています。

６月２０日
（火）

１０：２０～１０：４０  受付（玄関）
１０：４５～１１：３０  授業公開
　　　　　　　　　　（２年１組教室）
※授業後の検討会実施の場合
１１：４０～１２：４５　授業検討会
　　　　　　　　　　　　（会議室）

全て

要
【授業前
日までに

ＦＡＸ】

第２学年
保健体育
保健分野

「保健制度とその利用」
　身近な題材を例として予防の大切さを
理解する授業を行います。

県立新南陽高等学校 ９月中旬 未定 未定 未定
第１学年
保健体育
体育分野

「柔道｣
　二人組を基本に投げ技を習得しなが
ら、受け身の大切さを学ぶ授業をしま
す。

県立新南陽高等学校 １月下旬 未定 未定 未定
第３学年
保健体育
体育分野

「サッカー」又は「陸上競技」
　グループ活動を中心としてリーダーを
育成するとともに、その中で個々の目標
を設定させて、一人ひとりが達成感を味
わえる授業をします。

県立下関工科高等学校

７月２８日
（金）

８月４日
（金）

８月１２日
（土）

８月２５日
（土）

各日とも
１０：００～１１：３０　午前の部
１３：００～１４：３０　午後の部

※見学のみの場合は申込の必要
はありません。

全て 不要 地域開放講座

「高校生によるこども科学教室」
　地域の小学生に科学の楽しさを伝え
る取組です。

７月２８日（金）  人工イクラをつくろう
８月４日（金）  ミニ綿菓子機をつくろう
８月１２日（土）  入浴剤をつくろう
８月２６日（土）  ガラスのすかし加工

県立下関工科高等学校 ９月下旬 未定 未定 未定
第１学年
工業
工業化学

「物質の変化と量」
　生活に身近な化学変化を取り上げな
がら、物質の変化とその表し方につい
て、系統的に学習する授業を行いま
す。

県立下関工科高等学校 １１月中旬 未定 未定 未定

第２学年
工業
応用化学
実習

「機器分析」
　工場での工程管理や環境測定に用い
られるガスクロマトグラフ分析の実習を
行い、化合物の分離・検出を学習する
授業を行います。

県立下関工科高等学校 ２月中旬 未定 未定 未定

第２学年
工業
応用化学
実習

「機器分析」
　工場での工程管理や環境測定に用い
られるガスクロマトグラフ分析の実習を
行い、化合物の分離・検出を学習する
授業を行います。

県立豊浦高等学校
※当日は、保護者対象
の授業公開日にもなっ
ています。

６月１９日
（月）

９：０５～　９：３０　受付（玄関）
９：５０～１０：４０　授業公開
　　　　　　　　　（３年４組教室）
※この時間は臨時的任用教員
等研修会の参観授業が行われ
ます。

全て

要
【6月13日
（火）まで
にＦＡＸ】

第３学年
数学
数学Ⅲ

「式と曲線　２次曲線（放物線）」
　中学や数学Ⅰで習った放物線を異な
る視点で学習します。また、ＩＣＴ機器を
使用し、放物線の身近な例を挙げなが
ら授業をします。

県立豊浦高等学校 １０月中旬 未定 未定 未定

第３学年
数学
数学Ⅲ（理
系）及び数
学演習（文
系）

　数学Ⅲは教科書の内容を進め、数学
演習は数学Ⅰ・Ⅱの内容を演習形式で
実施します。

県立豊浦高等学校 未定 未定 未定 未定 未定 未定

※申込みの際は、問合せ先に学校名と氏名をお知らせください。網掛け部分は、更新日までに終了している授業です。

末谷　健志

県立周防大島高等学校
ＴＥＬ ０８２０－７７－１０４８
ＦＡＸ ０８２０－７７－０６６７
担当：教諭　末谷　健志

柳田　浩司

県立新南陽高等学校
ＴＥＬ ０８３４－６３－５５５５
ＦＡＸ ０８３４－６３－０９２９
担当：教諭　柳田　浩司

今須　隆晴

山本　貴江

県立下関工科高等学校
ＴＥＬ ０８３－２５８－００６５
ＦＡＸ ０８３－２５８－０６８５
担当：教諭　山本（春日）　貴
江

県立豊浦高等学校
ＴＥＬ ０８３－２４５－２１６１
ＦＡＸ ０８３－２４５－２１６２
担当：教諭　今須　隆晴



県立下関南高等学校
６月２７日

（火）
１１：４０～１２：３０　授業公開
　　　　　　　　　　　　　（調理室）

中高

要
【6月20

日（火）ま
でにＦＡ

Ｘ】

第１学年
家庭
家庭基礎

「味覚について」
　うま味の相乗効果とうま味と塩味の対
比効果、汁物における適正塩分濃度を
体験的に学習する授業を行います。

県立下関南高等学校 １１月中旬 未定 未定 未定
第１学年
家庭
家庭基礎

「弁当献立」
　栄養バランスや彩りを考慮した弁当献
立についてグループで話し合いながら
考える授業を行います。

県立下関南高等学校 ２月中旬 未定 未定 未定
第１学年
家庭
家庭基礎

「保育」
　保育環境の現状と課題について、新
聞を活用しながら考えていく授業を行い
ます。

県立宇部高等学校
※当日は、市内小中高等
学校教員及び保護者対
象の授業公開日（２～４
限）

７月１３日
（木）

　９：４５～１１：２５　受付
１１：３５～１２：２０　公開授業
　　　　　　　　　　　　　（４限）

全て

要
【7月7日
（金）まで
にＦＡＸ】

第２学年
地理歴史
地理Ｂ

「日本の気候」
　身近な自然環境にも触れながら、日
本の気候の特徴を理解させる授業を行
います。

県立宇部高等学校 １２月上旬 未定 未定 未定
高教研地
区研究大
会

　本校を幹事校とする地区大会におい
て、アクティブ・ラーニング（貿易ゲーム）
の実践研修を行います。参加者で模擬
授業を行う予定です。

県立宇部高等学校 ２月下旬 未定 未定 未定
第１学年
公民
現代社会

「国際経済の課題と国際協力」
　国際貿易を模擬的に理解する「貿易
ゲーム」を行いながら、生徒の興味・関
心を高め、知識・理解につなげる授業を
行う予定です。

県立防府商工高等学校 ５月中旬 未定 未定 未定

第３学年
コミュニ
ケーション
英語Ⅲ

　中間考査前なのでテスト範囲の
Lesson1～Lesson4の内容について、Ａ
ＬＴとのティームティーチングで授業を行
います。

県立防府商工高等学校 ６月２０日
（火）

９：３０～  ９：５０　受付（事務室）
９：５５～１０：４５　公開授業
　　　　　　　　　（３年１組教室）
※この授業は県立学校臨時的
任用教員等研修会の参観授業
と兼ねています。

全て

要
【6月16日
（金）まで
にＦＡＸ】
（記入事
項：学校

名、氏名）

第３学年
コミュニ
ケーション
英語Ⅲ

単元未定

県立防府商工高等学校 １０月下旬 未定 未定 未定

第３学年
コミュニ
ケーション
英語Ⅲ

　単語のインプット及び内容理解などを
ペアワークで行います。生徒からの発
話を引き出し、全員が参加できる形で授
業を行います。

県立奈古高等学校
※当日は、終日オープン
スクールになっていま
す。

６月１５日
（木）

８：３０～  ９：４５　受付（玄関）
９：５０～１０：４０　公開授業
　　　　　　　　　（普通科３年教室）
１０：５０～１１：４０　研究協議
　　　　　　　　　　　　　　　（会議室）

全て

要
【6月12日
（月）まで
にＦＡＸ】

第３学年
国語
現代文Ｂ

「塩一トンの読書」
「ビブリオバトル」を行って、読書の楽し

さを認識し、読書意欲を喚起する授業を
行います。

県立奈古高等学校 １１月下旬 未定 未定 未定
第３学年
国語
現代文Ｂ

「詩歌」
　詩の創作を通じて感性を磨き、表現力
を豊かにすることを狙いとした授業を行
います。

県立奈古高等学校 ２月中旬 未定 未定 未定
第２学年
国語
漢文

「中国の思想」
　中国の思想から先人の思いを汲み取
り、人生や生活について考えを深めて
いける授業を行います。

県立新南陽高等学校
※当日は、保護者対象
の授業公開日にもなっ
ています。

６月２１日
（水）

９：３０～９：４０　受付（玄関）
９：５０～１０：３５　授業公開
　　　　　　　　　　（１０４教室）

未定

要
【6月19

日（月）ま
でにＦＡ

Ｘ】

第３学年
英語
英会話

　ニューヨークの街の中で行ってみたい
ところについてスピーチさせ、未知なる
世界への興味・関心を高めさせます。

県立新南陽高等学校 １１月中旬 未定 未定 未定

第１学年
英語
コミュニ
ケーション
英語Ⅰ

　世界的ヒットとなっているハリーポッ
ターシリーズにJ.K.Rowlingが込めたメッ
セージについて英文を通して考えさせる
授業を行います。

県立新南陽高等学校 ２月中旬 未定 未定 未定

第１学年
英語
コミュニ
ケーション
英語Ⅰ

　ワールドクラスのスポーツ選手に必要
とされるlogical thinkingを養うためには
どうすればよいのかを英文を通して考え
させる授業を行います。

片山　裕子

県立宇部高等学校
ＴＥＬ ０８３６－３１－１０５５
ＦＡＸ ０８３６－３１－２３５０
担当：教頭　山本　泰之

県立新南陽高等学校
ＴＥＬ ０８３４－６３－５５５５
ＦＡＸ ０８３４－６３－０９２９
担当：教諭　吉本　晃

萩原　直子

県立防府商工高等学校
ＴＥＬ ０８３５－２２－３７９０
ＦＡＸ ０８３５－２２－３７９１
担当教諭：瀬来　宏江

佐貫　誠

県立奈古高等学校
ＴＥＬ ０８３８８－２－２３３３
ＦＡＸ ０８３８８－２－２１３３
担当：教諭　萩原　直子

吉本　晃

瀬来　宏江

県立下関南高等学校
ＴＥＬ ０８３－２２２－４０３９
ＦＡＸ ０８３－２２２－４０３０
担当：教諭　片山　裕子



県立山口高等学校徳佐
分校
※当日は、保護者対象の
授業公開日にもなってい
ます。

５月３１日
（水）

９：３０～  ９：４５　受付（玄関）
９：５０～１０：４０　公開授業
　　　　　　　　　（第６予備室）

高

要
【授業前
日までに
ＴＥＬ又は

ＦＡＸ】

第３学年
公民
政治・経済

「民主政治の基本原理と日本国憲法」
　日本国憲法と基本的人権の学習分野
から新しい人権を学び、新しい人権と憲
法の在り方について考察する授業を行
います。

県立山口高等学校徳佐分校 １１月中旬 未定 未定 未定 未定 未定

県立山口高等学校徳佐分校 未定 未定 未定 未定 未定 未定

県立下関西高等学校
※当日は、保護者対象の
授業公開日にもなってい
ます

６月２０日
（火）

１３：２５～ １４：１５　公開授業
　　　　　　　　　　（２年６組教室）
※事務室で受付を済ませてから入
館してください。

高 不要
第２学年
数学
数学Ｂ

「ベクトル方程式」
　ベクトルを使った直線の方程式を視覚
的に示すことで、理解を深める授業を行
います。

県立下関西高等学校 １０月下旬 未定 未定 未定
第２学年
数学
数学Ｂ

「数列とその和」
　いろいろな数列について、その和を工
夫しながら求める方法を学ぶ授業を行
います。

県立下関西高等学校 未定 未定 未定 未定 未定 未定

県立美祢青嶺高等学校 随時
※こちらから日時は指定しませ
んので、希望日時を随時、御連
絡ください。

全て

要
【希望日

時を
ＦＡＸ】

事例紹介
　生徒の自己指導能力を醸成するため
の取組事例を紹介します。

県立美祢青嶺高等学校 ２月中旬 未定 未定 未定 事例発表
　生徒指導に関する取組についての実
践事例を発表します。

県立美祢青嶺高等学校 未定 未定 未定 未定 未定 未定

県立下松工業高等学
校

７月５日
（水）

１３：３０～１４：１５　研修
※新任者対象とした研修です。

高

要
【研修前日

までに
ＴＥＬ又は

ＦＡＸ】

研修
　生徒指導の注意点や懲戒における留
意点について説明します。

県立下松工業高等学
校

２月下旬 未定 未定 未定 研修
　新任研修者に対して、ＳＮＳ等に関す
る取組の研修を行います。

県立下松工業高等学
校

未定 未定 未定 未定 未定 未定

県立防府商工高等学
校

５月中旬 未定 未定 未定
第２学年
財務会計Ⅰ

「資産・負債を確認しよう」
　生徒が苦手とする仕訳の問題・計算
の問題を、丁寧に解説します。

県立防府商工高等学
校

１０月下旬 未定 未定 未定
第１学年
簿記

「本支店の取引」
　支店間の取引と財務諸表の合併につ
いての授業を行います。

県立防府商工高等学
校

１０月下旬 未定 未定 未定
部活動公
開

　トータルビジネス部（簿記・珠算・電卓）
の日頃の活動の様子を公開します。

県立岩国総合支援学校
６月８日

（木）

１３：５０～１４：００　受付
１４：００～１６：００　全体会
　　　　　　　　　　　　（会議室）
・岩国地域特別支援教育セン
ター実施計画
・岩国地域の就学から就労まで
の支援体制について
・協議「つながりある支援の充実
をめざして～高等学校における
特別支援教育の充実～」

全て 不要 情報提供

　岩国地域特別支援教育センター関係
機関連携協議会において、センターの
取組及び地域の支援体制の現状につ
いて情報提供を行います。

シンフォニア岩国
※会場は岩国総合支援
学校ではありません。御
注意ください。

６月９日
（金）

１３：００～１３：３０　受付
１３：３０～１６：４０　全体会
・所管説明（特別支援教育推進
室）
・岩国地域特別支援教育セン
ターの取組
・部会別協議
テーマ「園・校内の相談支援体
制の現状を確認し、改善・充実
のための手立てを探る」

全て 不要 情報提供

　岩国地域校内コーディネーター研修
会において、岩国地域特別支援教育セ
ンターの取組について情報提供を行い
ます。

岩国医療センター研修セ
ンター
※会場は岩国総合支援
学校ではありません。御
注意ください。

７月１２日
（水）

１８：４５～１９：００　受付
１９：００～２０：００　情報提供

全て 不要 情報提供

　発達の気になる子どもたちへの支援
を行っている岩国地域の関係者が集ま
る「岩国こどものこころ勉強会」におい
て、「地域コーディネーターの役割」につ
いて情報提供を行います。

山口県岩国総合庁舎（入
札室）
※会場は岩国総合支援
学校ではありません。御
注意ください。

７月１４日
（金）

１３：４５～１４：００　受付
１４：００～１６：００  情報提供
・就学、小学校、支援学校につ
いて
・事例を通したワークショップ

特 不要 研修

　岩国地域の園、放課後児童教室及び
関係機関の職員等を対象にした「発達
支援指導者研修会」において、事例を
通したワークショップを行います。

県立山口総合支援学校 未定 未定 未定 未定 未定 未定

県立山口総合支援学校 未定 未定 未定 未定 未定 未定

県立山口総合支援学校 未定 未定 未定 未定 未定 未定

県立山口高等学校徳佐分
校
ＴＥＬ ０８３－９５７－０１２１
ＦＡＸ ０８３－９５７－０８４３
担当：教諭　吹屋　哲夫

竹本　寛子
県立山口総合支援学校
ＴＥＬ ０８３－９３４－４８１１
ＦＡＸ ０８３－９２１－５８００

県立下松工業高等学校
ＴＥＬ ０８３３－４１－１４３０
ＦＡＸ ０８３３－４１－４０２１
担当：教諭　高杉　祐介

高杉　祐介

髙杉　奈津江
県立防府商工高等学校
ＴＥＬ ０８３５－２２－３７９０
ＦＡＸ ０８３５－２２－３７９１

村中　数子

県立岩国総合支援学校
ＴＥＬ ０８２７－４３－４３３１
ＦＡＸ ０８２７－４３－４３５８
担当：教諭　村中　数子

山本　啓一

県立美祢青嶺高等学校
ＴＥＬ ０８３７－５２－０７３５
ＦＡＸ ０８３７－５２－１２６８
担当：教諭　山本　啓一

県立下関西高等学校
ＴＥＬ　０８３－２２２－０８９２
ＦＡＸ　０８３－２２２－０８９９
担当：教頭　重國　普佐彦

大筋　克徳

吹屋　哲夫


