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６月17日（木） 授業公開

第３学年　理科　風やゴムで動かそう
遠くまで車を動かすためにはどうしたらよいか予想を立
て、実験をくり返すことを通して、ゴムのはたらきにつ
いてまとめる学習を行います。予想を立て、試し、改良
するプログラミング的思考「トライ＆エラー」からめあ
てに迫る授業をめざします。

11月中旬 授業公開

第４学年　国語　慣用句
慣用句のクイズをすることを通して意味を知り、おもし
ろさを感じ、言語について関心を高めることができる授
業を行います。

２月中旬 授業公開

第４学年　国語　まちがえやすい漢字
１人１台端末を使って漢字クイズをつくり、グループや
クラス全体でやりとりをすることで、楽しみながら漢字
の習熟を図る授業を行います。

６月29日（火） 授業公開

第３学年　社会　店ではたらく人
子どもの問題意識を醸成し、「調べたい・考えたい・話
し合いたい」を継続していく手立てについて考えます。

11月30日（火） 授業公開

第３学年　社会　火事からくらしをまもる
「どのように？」で事実を捉え、「なぜ？」で深め、社
会科の深い学びを全員に実現していくための具体的な支
援について考えます。

１月25日（火） 授業公開

第３学年　社会　事故や事件からくらしを守る
クラスのすべての子どもたちが粘り強く問いを解決して
いくために「展開の工夫」と「技法の工夫」を考え、子
ども自身がモチベーションを長く保てるような授業ス
トーリーレベルの手立てを考えます。

６月４日（金） 研修会

１人１台端末の積極的な活用に向けて、授業の活用例や
端末の特性等について紹介します。実際に端末を使った
模擬授業を行いながら、実践的な研修会に努めます。

12月上旬 授業公開

第５学年　理科　電流のはたらき
電磁石の学習からモーターで動くｍbotを活用したプロ
グラミングの授業を行います。くらしの中に電磁石や
モーターがどのように活用されているのかを実感できる
ような授業をめざします。

２月上旬 授業公開

第５学年　理科　人の誕生
生命のつながりに注目し、人の誕生についての知識を身
に付けるだけではなく、これまでに学習したヘチマやメ
ダカなど他の生物での学習を活用できる授業を行いま
す。シンキングツールを使用し、多様な生物を比較・分
類しながら生物の成長を支える仕組みを捉えられるよう
にします。

令和３年度　教育力向上指導員による授業等公開日程
授業等公開の詳しい日程や申込方法等については、実施の２週間ほど前にやまぐち総合教育支援センターの
ウェブサイト（https://www.ysn21.jp/?page_id=2340）にアップしますので御覧ください。

内容等

防府市立右田小学校
教諭

栗原　雅恵

山口市立井関小学校
教諭

山邊　文洋

下関市立向山小学校
教諭

吉谷　亮



７月７日（水） 授業公開

第６学年　算数　よみとる算数
学力・学習状況調査の過去問題を教材として、理由を説
明するときには「根拠・比較・結論」が必要であること
に気付かせる授業を行います。

10月上旬 授業公開

第４学年　算数　式と計算の順じょ
いろいろな式の表す意味を図と結びつけて考え、そう考
えた理由を図を使って説明する授業を行います。１人１
台端末を使って自分の考えを表現し、全体で共有したい
と思います。

２月中旬 授業公開

第５学年　算数　速さ
教科書の資料＋αで、「速い・遅い」には時間と道のり
が関わっていることに楽しみながら気付くことができる
授業を行います。

６月23日（水） 授業公開

第６学年　算数　分数÷分数
（分数）÷（分数）の計算の仕方を考える授業を行いま
す。考えを自分の言葉で伝え合いながら、理解を深めて
いくことをめざします。

10月上旬 授業公開

第６学年　算数　円の面積
円弧を含む複合図形の面積の求め方を考える授業を行う
予定です。

１月中旬 授業公開

第６学年　算数　場合を順序よく整理して
起こり得る場合を分類・整理して、問題を解決していく
授業を行う予定です。

７月28日（水） 研修会

第６学年　理科　動物のからだのはたらき
授業実践を基に、めあてと振り返りの在り方について先
生方と学ぶとともに、１１月の授業力向上実践研究・公
開授業研究会に向けた本校形式の指導案記入の方法につ
いて学びます。

８月下旬 研修会

第４学年　理科　動物のからだのつくりと運動
人の体のつくりと運動を学習する上で、活用できる教具
を一緒に作成したり、鶏の手羽を用いて関節の動きを理
解する方法について学びます。

１月中旬 授業公開

第６学年　理科　水溶液の性質とはたらき
水溶液をその性質により仲間分けする実験を行います。
多様な実験を通して、結果を照らし合わせながら考える
ことにより、誰もが納得できる結果を導き出すようにし
ていきます。

６月25日（金） 授業公開

第３学年　理科　植物の育ちとつくり
植物の体を詳しく観察し、その模型を作る活動を通し
て、「根」「茎」「葉」からできている植物の体のつく
りをより深く理解するとともに、事象をしっかりと観察
する｢目｣を養う授業を行います。

９月16日（木） 授業公開

第３学年　理科　こん虫のかんさつ
いろいろな昆虫の成虫の体のつくりを観察し比較するこ
とを通して、昆虫の体は、「頭」「むね」「はら」の３
つに分かれ「むね」にあしが６本ついているという共通
点を見出すとともに、事象を｢比較する｣というものの見
方を養う授業を行います。１人１台端末の活用を考えて
います。

１月31日（月） 授業公開

第３学年　理科　音のせいしつ
音が出ているものの様子を観察することを通して、音が
出ているときにものは震えていること、音の大きさが変
わると物の震え方も変わるということを、体験的に理解
する授業を行います。１人１台端末の活用を考えていま
す。

防府市立西浦小学校
教諭

大村　いずみ

萩市立椿西小学校
教諭

水津　多加志

山陽小野田市立厚陽小学校

教諭
内田　吉子

岩国市立麻里布小学校
教諭

安吉　由加利



６月23日（水） 授業公開

第６学年　図画工作　鑑賞　「美術作品の『値段』っ
て、･･･?」（仮）
我が国や諸外国の親しみのある美術作品を鑑賞する活動
を通して、ものやお金の価値を考えながら、それらのよ
さや美しさ、表現の意図や特徴などについて、感じ取っ
たり考えたりし、自分の見方や感じ方を深めることをめ
ざす授業を行います。

11月５日（金） 授業公開

第４学年　図画工作　表現　「光を包んで囲んで･･･」
身近な材料を使って簡単な「ランプシェード」をつくる
活動を通して、表したい感じを見付けたり用途などを考
えたりして表し方を工夫しながらつくることをめざす授
業を行います。ＩＣＴ端末（ipad）でLED(MESH)の点灯
の仕方を簡単にプログラミングする活動も取り入れま
す。

２月８日（火） 授業公開

第１学年　図画工作　表現（造形遊び）「つないだり、
立てたり、･･･」
輪切りにした牛乳パックを洗濯ばさみ等で挟む活動を通
して、材料の形や色などを基に造形的な活動を思いつい
たり、並べる・つなぐなど手や体全体の感覚などを働か
せて活動を工夫したりする授業を行います。

７月30日（金） 研修会

モダンテクニックに挑戦してみよう！
モダンテクニックを身に付け、効果的に使ってみましょ
う。

８月20日（金） 研修会

多色刷りゴム版画を楽しもう
彫刻刀を初めて使う４年生におすすめの題材。模様を
彫って、色インクで刷ります。色の組み合わせによって
全く違う作品になるので、楽しさも倍増です。失敗しな
い刷り方もやってみましょう。

１月20日（木） 授業公開
第６学年　図画工作
対話をしながら、鑑賞を楽しもう。

７月12日（月） 授業公開

第４学年　外国語活動　Let's Try(Unit４) What time
is it ?
自分の好きな時刻や理由について、友達とやり取りする
授業を行います。場の設定や活動内容の工夫をすること
で、コミュニケーション活動が楽しいと実感できる児童
を育成します。

12月上旬 授業公開

第４学年　外国語活動　Let's Try(Unit７) What do
you want ?
お店屋さんとお客さんに分かれてやり取りをして、欲し
い食材を集め、自分の好きなピザを作る授業を行いま
す。活動の目的意識を明確にし、慣れ親しんだ表現を工
夫して使える学びをめざします。

１月下旬 授業公開

第４学年　外国語活動　Let's Try(Unit８) This is my
favorite place.
児童が学校の中で、気に入っている場所や理由について
紹介する授業を行います。１人１台端末を使うことで、
児童が効果的に相手に伝える工夫を考えた学習を展開し
ます。
　

柳井市立柳井小学校
教諭

久光　未来

和木町立和木小学校
教諭

小笠原　一彰

山口市立阿知須小学校
教諭

宮﨑　つぶら



７月８日（木） 授業公開

第４学年　外国語活動　既習内容の総復習
チャンツ、ペアによるゲーム、対戦ゲーム等、形態を変
えつつ３年生から４年生１学期までの学習内容を復習し
ます。ＡＬＴと協力しながら、学級の児童全体が意欲的
に取り組む活動をめざします。

10月上旬 授業公開

第４学年　外国語活動　Alphabet
大文字に比べて、大きさや位置にばらつきがあり、児童
にとって困難な小文字のアルファベット学習。大文字と
比べたり、成り立ちを自分たちで発見したりして、主体
的・対話的で深い学びをめざします。

１月下旬 授業公開

第４学年　外国語活動　This is my favorite place.
単元目標「常盤小おすすめポイントをＡＬＴに紹介しよ
う！」を設定し、ＡＬＴに自分の好きな場所を紹介する
ため、児童が自分の好きな場所や理由を意欲的、主体的
に発表できることをめざします。

６月30日（水） 授業公開

第３学年　外国語活動　Let's try!①　Unit４
外国語に楽しみながら慣れ親しんでいく最初の段階で、
「できた！」「通じた！」「嬉しい！」といった内的動
機づけを意識した声かけをする授業を行います。

９月22日(水） 授業公開

第５学年　外国語　NEW HORIZON English Course⑤Unit
５　Enjoy Communication②
自分にとって身近な人をＡＬＴに英語で紹介します。

１月下旬 授業公開

第６学年　外国語　NEW HORIZON English Course⑥Unit
７　Your Turn①
小学校の思い出に関する発表へ向けて、知識を確認しま
す。また、アルファベットの音に関する学びで、継続的
に行っているジョリーフォニックスを行います。

６月30日（水） 授業公開

第３学年　道徳　「一りん車にのれた」
目標に向かって努力するよさや大切さを多様に考えるこ
とをねらった授業を行います。主人公の気持ちの変化を
視覚的に表すことを通して、多様な考えを引き出すこと
をめざします。

10月22日（金 ） 授業公開

第３学年　道徳　「いいち、にいっ、いいち、にいっ」
友達と助け合うよさや大切さを多様に考えることをね
らった授業を行います。主人公の気持ちの変化を視覚的
に表すことを通して、多様な考えを引き出すことをめざ
します。

２月２日（水） 授業公開

第３学年　道徳　「たまちゃん、大すき」
二人が仲直りできた理由を多様に考えることを通して、
互いに理解し合い、自分と異なる意見も大切にしようと
する態度を養うことをねらった授業を行います。児童の
多様な見方、考え方を引き出すため、児童の思考の流れ
に沿った発問をしていきたいと考えています。

６月22日（火） 授業公開

第２学年　国語　短歌に親しむ
短歌の鑑賞を通して、言葉の選び方や順序、表現の工夫
などの短歌を読み味わう観点を知るための授業を行いま
す。

11月下旬 授業公開

第２学年　国語　漢詩の風景（漢文）
漢詩の鑑賞をふまえて、翻訳詩を作る授業を行います。
漢詩の世界観を大切にしながら、言葉を選んで翻訳詩を
作ることを通して、漢詩に描かれている情景や作者の心
情を楽しく読み味わう態度を育てます。

２月中旬 授業公開

第２学年　国語　走れメロス（小説）
「走れメロス」ラストシーンを、原詩であるシラーの詩
「人質」と比較する授業を行います。原詩にない最後の
段落を、筆者が付け加えた意図について討論すること
で、作品を批評する見方や考え方について学ばせます。

山口市立佐山小学校
教諭

福江　由美

宇部市立常盤小学校
教諭

阿野　里絵

周南市立周陽中学校
教諭

舛田　健太郎

美祢市立大嶺小学校
教諭

藤井　悦子



６月15日（火） 授業公開

第１学年　数学　文字の式
図や具体物を使用して操作活動を取り入れ、日常生活と
関連づけることを大切にしながら学習を進めていきま
す。文字を利用することで、数量関係が一般的に表され
るよさを理解させ、問題解決に文字を使っていこうとす
る態度の育成をめざします。

９月21日（火） 授業公開

第１学年　数学　方程式
等式の性質を天秤を用いた操作活動を取り入れ、主体的
に学ぶ態度を育てます。また、等式の性質を理解させる
とともに、どの等式の性質を利用しているかを判断さ
せ、方程式の解法の理解にスムーズに結び付けられるこ
とをめざします。

12月14日（火） 授業公開

第１学年　数学　平面図形
折り紙を利用して、線対称な図形、点対称な図形を作成
しながら、図形の移動を学んでいきます。また、「ずら
す」、「まわす」、「折り返す」といった具体的な操作
を通して１つの図形の対称性を考察します。移動の意味
と基本的な性質を操作活動を通して調べ、まとめていき
ます。

６月24日（木） 授業公開

第１学年　数学　文字式の計算
文字式を数学用語を利用しながら説明し合う活動を中心
に授業を展開します。１人１台端末を利用してグループ
活動や発表をすることで、感染症対策を講じながらも対
話的な学びができるように工夫します。

９月22日（水） 授業公開

第１学年　数学　方程式の利用
方程式を利用して課題を解決する学習を行います。校内
ユニット型研修を併せて行いますので、本校の１人１台
端末を活用した授業研究の様子を見ることができます。

11月中旬 授業公開

第１学年　数学　関数の利用
関数の利用の授業を行います。授業の中での評価場面や
評価方法についての項目を学習計画に取り入れ、新しい
評価についての校内研修を併せて行います。

７月13日（火） 授業公開

第１学年　数学　文字の式
数量を文字で表し、一般的に表すことのよさを実感させ
ることをめざします。

11月９日（火） 授業公開 第３学年　数学　関数
１月中旬 授業公開 第３学年　数学　三平方の定理

７月上旬 授業公開

第３学年　理科　水溶液とイオン（酸の水溶液と金属の
反応）
酸の水溶液に金属を入れると、水素が発生するしくみを
説明する授業を知識構成型ジグソー法（協調学習）で行
い、主体的・対話的で深い学びをめざします。１人１台
端末を使用します。

10月下旬 授業公開

第３学年　理科　運動とエネルギー（作用・反作用の法
則）
ペットボトルロケットの飛行原理を説明する授業を知識
構成型ジグソー法（協調学習）で行い、主体的・対話的
で深い学びをめざします。１人１台端末を使用します。

１月上旬 授業公開

第３学年　理科　地球と宇宙　（四季の星座の移り変わ
り）
日本の季節と時刻、方位の３要素をもとに、「観察でき
る星座」が説明できる授業を知識構成型ジグソー法（協
調学習）で行い、主体的・対話的で深い学びをめざしま
す。１人１台端末を使用します。

下関市立木屋川中学校
教諭

坂野　泰子

防府市立桑山中学校
教諭

田浦　禎士

光市立浅江中学校
教諭

掛谷　智美

田布施町立田布施中学校
教諭

中村　智明



７月12日（月） 授業公開

第２学年　理科　生物のからだのつくりとはたらき
課題を解決するための実験を計画し、検証していく学習
を実験計画シートを用いて行います。

10月11日（月） 授業公開

第２学年　理科　地球の大気と天気の変化
気象現象の起こる要因を予想し、モデル実験を行い、検
証していく授業を行います。

１月19日（水） 授業公開

第２学年　理科　電流とその利用
回路を流れる電流の性質の単元で、探究的な活動を取り
入れた授業を行います。

７月７日（水） 授業公開

第３学年　英語　帯活動
ドリル学習やスモールトークを通して、既習文法の復習
を行います。スモールトークでは、相手が言ったことに
対して、リピートしたり相づちを打ったりしながら、自
然な会話になるように指導しています。

10月５日（火） 研修会

下関市教育委員会の支援訪問に合わせて、英語科の研修
会を行います。事前に撮影した授業ビデオを見ながら、
主体的・対話的で深い学びをしている場面を確認し、よ
り効果的な指導方法について研修します。

１月下旬 授業公開

第３学年　英語　New Horizon Unit６
１人１台端末を活用し、ＳＤＧｓの中から１つテーマを
見付け、仮定法を使って、自分ができることをロイロ
ノートで書く活動をします。

６月22日（火） 授業公開

第１学年　英語　NEW HORIZON１ Unit４Friends in New
Zealand
スモールトークやインタビュー活動を取り入れながら、
コミュニケーションの楽しさを実感できる授業を行いま
す。

10月13日（水） 授業公開

第１学年　英語　NEW HORIZON１ Unit７Foreign
Artists in Japan
スモールトークやインタビュー活動を取り入れながら、
コミュニケーションの楽しさを実感できる授業を行いま
す。
※「通常の学級における特別支援教育授業づくりセミ
ナー」オンライン研修を兼ねて、授業公開をします。

２月上旬 授業公開

第１学年　英語　NEW HORIZON１ Unit 11 This Year's
Memories
スモールトークやインタビュー活動を取り入れながら、
コミュニケーションの楽しさを実感できる授業を行いま
す。

６月23日（水） 授業公開

第１学年　音楽　春－第１楽章－
作曲者が情景をどのように表現しているのかに注目しな
がら、音楽のよさや美しさを味わって鑑賞する授業に取
り組みます。ＩＣＴ機器を活用し、生徒の考えを深める
ことのできる授業をめざします。

10月15日（金） 授業公開

第３学年　音楽　合唱コンクール自由曲
曲想と音楽の構造や歌詞の内容との関わりについて理解
するとともに、それを生かした曲にふさわしい歌唱表現
を創意工夫して合唱する授業に取り組みます。

２月15日（火） 授業公開

第２学年　音楽　箏曲「さくらさくら」他
箏の基礎的奏法を身に付け、旋律のまとまりを感じ取り
ながら演奏できるように練習を進めます。ＩＣＴ機器を
活用し、生徒自身が改善点を見付けて技能の向上に取り
組むことのできる授業をめざします。

長門市立仙崎中学校
教諭

寺澤　ゆかり

和木町立和木中学校
教諭

地紙　文子

宇部市立神原中学校
教諭

河村　淳一郎

下関市立東部中学校
教諭

柴田　友美



６月10日（木） 授業公開

音楽「鑑賞」（１校時(第１学年）、２校時(第２学
年)、４校時(第２学年）、５校時(第３学年））
　第１学年　映画音楽
　第２学年　オペラ「アイーダ」
　第３学年　オペラ「アイーダ」

９月30日（木） 授業公開

音楽「歌唱」（１校時(第１学年）、２校時(第２学
年)、４校時(第２学年）、５校時(第３学年））
　第１学年　発表会に向けて
　第２学年　発表会に向けて
　第３学年　発表会に向けて

１月20日（木） 授業公開

音楽「器楽」（１校時(第１学年）、２校時(第２学
年)、４校時(第２学年）、５校時(第３学年））
　第１学年　合奏発表会に向けて
　第２学年　合奏発表会に向けて
　第３学年　合奏発表会に向けて

６月22日（火） 授業公開

第１学年　家庭　衣服の構成について知る
実物や模型を観察することで、和服と洋服の構成の違い
を体験的に学習できるように工夫します。１人１台端末
を活用し、意見の表出や情報の共有に役立て、学習内容
の理解につなげます。

９月中旬 授業公開

第１学年　家庭　衣服の洗濯機洗いを工夫する
洗濯機洗いにも、知識やそれを活用した思考・判断が必
要なことに気付かせるため、教材や教具の工夫を手立て
とした授業を行います。知識構成型ジグソー法を用いた
学習活動を展開して、主体的･対話的で深い学びをめざ
します。

11月上旬 授業公開

第２学年　家庭　住まいと気候や風土との関わりを考え
る
住生活の学習の導入部として、学習内容への興味関心を
高め、住まいや住まい方に対する学習の視点が獲得でき
る授業を行います。１人１台端末を活用し、意見の表出
や情報の共有に役立て、学習内容の理解につなげます。

６月下旬 授業公開

第３学年　道徳「埴生の宿」（Ｂ思いやり、感謝）
特に、話し合いを通して、生徒が自分自身の考えを深め
ていく姿を大切にして、授業を行います。本校の小中共
通重点目標でもある内容項目「Ｂ思いやり、感謝」で、
中学３年生としての学びの在り方についても考えてみた
いと思っています。

11月上旬 授業公開

第３学年　道徳「足袋の季節」（Ｄよりよく生きる喜
び）
内容項目「Ｄよりよく生きる喜び」では、自らの弱さや
醜さを越え、人間として気高く生きる美しさに気付かせ
ていきます。義務教育最後となる道徳科の授業を通し
て、これからの人生をどのように生きたいか、生徒自身
が考える契機になる授業を展開したいと思います。

火曜日 授業公開

第３学年　道徳
毎週火曜日１校時３年２組道徳は、毎回授業公開をして
います。今年度は「話し合いの充実」をテーマに研修を
進めています。生徒がもち寄った考えを、意見の羅列で
はなく、新しい気付きや発見を生み出すような話し合い
を通じて、より深い学びをめざしたいと思います。

下松市立久保中学校
教諭

尾辻　玲

下関市立長府中学校
教諭

扇　朋子

光市立島田中学校
教諭

杉山　香織



６月９日（水）
～６月15日
（火）

授業公開

第２学年　国語　現代文Ｂ　「山月記」
６月15日まで本校の公開授業期間です（延期になる可能
性もあります）。主体的で対話的な授業を工夫すること
によって、生徒たちの深い学びを実現したいと考えてい
ます。

６月９日（水）
～６月15日
（火）

授業公開

第２学年　国語　古典Ｂ
６月15日まで本校の公開授業期間です（延期になる可能
性もあります）。発問しないことによって主体的な学び
を促す極端な授業形態を創造中です。

８月19日（木） 授業公開

中学生　学校説明会　国語体験授業
学校説明会で、中学生に向けて古文入門の体験授業をし
ます。童話「おおかみのこがはしってきて」と「ねずみ
の婿取り」を比較して読むことで、文化の奥深さを感じ
てもらいたいと考えています。

６月２日（水） 授業公開

第３学年　世界史Ｂ　冷戦と第三世界の独立
生徒の五感を刺激することで、理解を深めさせることを
めざした授業を行います。

９月９日（木） 授業公開

第３学年　地理Ｂ　地誌
系統地理の学習との関わりに重点をおいて、授業を行い
ます。また、資料読み取り能力を高めることと、生徒の
理解を深めることをめざして、ＩＣＴ機器を適切に活用
します。

11月２日（火） 授業公開

第３学年　世界史Ｂ　問題演習
グループワークにより生徒同士が解答の根拠を話し合う
ことを通して、理解を深めていくことをめざした授業を
行います。（新型コロナウィルス感染拡大状況により、
活動内容を変更する場合があります。）

９月下旬 授業公開

第１学年　数学　数学Ⅰ　２次不等式
２次関数のグラフと関連させた解法だけでなく、図形的
なイメージが持ちにくい生徒でも答えが導き出せるよう
な解法にも触れる授業を行います。

10月下旬 授業公開 第３学年　数学　数学Ｂ　階差数列

11月中旬 授業公開

第１学年　数学　数学Ⅰ　三角比と座標
鋭角の三角比から、座標を用いて鈍角へ拡張することを
考える中で、三角比の値の変化が視覚的に分かりやすく
なるように授業を行います。

８月22日(日） 研修会

実験・観察研修会
植物の果実・種子・胚などの観察及び映像教材の作成を
行います。

10月17日（日） 研修会

野外観察研修会
宇部市霜降山での照葉樹林帯の樹木や湿原植物の種子散
布観察及び映像教材作成を行います。

11月５日（金） 授業公開

授業公開①　第３学年　理科（生物基礎探究）これまで
の総復習
１年次・３年次と取り組んできた生物基礎の学習の総復
習を行います。１人１台端末を活用し、生徒の不得意分
野解消をめざします。
授業公開②　第１学年　探究科課題研究（基礎探究）
各分野に分かれたグループでの研究活動になります。１
人１台端末を活用し、生徒が課題研究を行います。

１月29日（土） 授業公開

生徒研究成果発表会
探究科（人文社会科学科・自然科学科）２年生が２年間
の課題研究の授業で取り組んだ研究成果の発表会です。
探究科１年生の中間発表や科学部１・２年生の部活動で
の発表も同時に実施します。

県立宇部高等学校
教諭

鶴谷　保

県立豊浦高等学校
教諭

田中　正浩

県立宇部高等学校
教諭

林　克佳

県立宇部工業高等学校
教諭

松本　竜治



６月22日（火） 授業公開

第３学年　コミュニケーション英語Ⅲ
ＩＣＴ機器を効果的に使用しながら、現代社会における
問題について英語で理解を深め、要約文を書く力を養成
することを主眼においた授業を行います。

11月10日（水） 授業公開

第３学年　英語表現Ⅱ
文法表現を正しく使いながら、表やグラフを読み取り、
意見文を書く力を養成することを主眼においた授業を行
います。ＩＣＴ機器を授業で活用し、深い学びにつなげ
ることをめざします。

２月４日（金） 授業公開

第１学年　英語表現Ⅰ
グループワーク、ＩＣＴ機器活用を通して協働的に学ぶ
姿勢を養い、文法事項を確実に理解し活用できることを
主眼においた授業をめざします。

６月１８日
（金）

授業公開

第１年次　家庭　家庭総合　青年期と家族
家族・家庭と社会のかかわりに関心を持ち、男女が協力
して家庭を築くという視点で授業を行います。

10月下旬 未定 未定
２月中旬 未定 未定

６月25日（金） 授業公開

第３学年　情報　表現メディアの編集と表現
地域の情報発信を目指し、Ｗｅｂページ制作の実習を行
います。ＩＣＴ事業者が開発した教材を使用したＡＩソ
フトでの双方向授業で、１人１台端末を活用していきま
す。

11月26日（金） 授業公開

第３学年　情報　表現メディアの編集と表現
企業等のキャッチコピーを考え、それを効果的に伝える
Ｗｅｂデザインの実習を行います。教科、商業のマーケ
ティング等の考え方を横断的に行い、１人１台端末を活
用していきます。

１月14日（金） 授業公開

第３学年　情報　表現メディアの編集と表現
動的なＷｅｂページ制作や簡単なゲーム制作の実習を行
います。教科、商業のプログラミングの考え方を横断的
に行い、１人１台端末を活用していきます。

６月21日（月） 研修会

ミニ研修会として、若手教員を対象に、児童との関わり
方や望ましい集団づくり等の学級づくりについて、事例
をもとに講話をします。学期に１回を予定しています。
６月は１学期に指導したい内容についてです。また困っ
ていることについて質問を受け付け、答えながら研修を
進めます。

10月中旬 研修会

ミニ研修会として、若手教員を対象に、児童との関わり
方や望ましい集団づくり等の学級づくりについて、事例
をもとに講話をします。学期に１回を予定しています。
１０月は２学期にめざしたい集団づくりについてです。
また困っていることについて質問を受け付け、答えなが
ら研修を進めます。

１月下旬 研修会

ミニ研修会として、若手教員を対象に、児童との関わり
方や望ましい集団づくり等の学級づくりについて、事例
をもとに講話をします。学期に１回を予定しています。
１月は１年間をふりかえる学級活動についてです。また
困っていることについて質問を受け付け、答えながら研
修を進めます。

県立山口農業高等学校
西市分校
教諭

藤田　房江

県立宇部西高等学校
教諭

笹田　剛志

柳井市立柳東小学校
教諭

森本　桂子

県立岩国高等学校
教諭

河口　真理子



６月10日（木） 授業公開

第６学年　算数　分数÷分数
授業中のどのような指導が学級経営や生徒指導につな
がっていくのかを研修します。「生徒指導」という地盤
をきちんと固める学級経営の在り方と、普段の授業に生
かすことができるような提案を行います。

９月22日(水） 研修会

事案対応について
初任～３年目の先生方を対象に生徒指導事案への対応の
仕方を研修します。具体例を基に、留意すべき点やポイ
ントを研修し、「明日からすぐに使える力」を身に付け
ることをねらいとしています。

１月26日（水） 研修会

初任～２校目の先生方を対象に、年度末に向けた学級経
営及び新年度の学級開きにおける留意点等を研修しま
す。あわせて、「いじめの起こりにくい学級づくり」に
ついて協議し、学級経営、生徒指導のレベルアップをめ
ざします。

６月30日（水） 研修会

初任・２年次・３年次・中堅研教員対象の校内研修の一
環として、生徒指導等に関する研修を行います。事例紹
介や簡単な演習等で進める予定です。
１回目は、「児童理解」を考えています。

11月11日（木） 研修会

初任・２年次・３年次・中堅研教員対象の校内研修の一
環として、生徒指導等に関する研修を行います。事例紹
介や簡単な演習等で進める予定です。
２回目は、「保護者対応等」を考えています。

１月19日（水） 研修会

初任・２年次・３年次・中堅研教員対象の校内研修の一
環として、生徒指導等に関する研修を行います。事例紹
介や簡単な演習等で進める予定です。
３回目は、「参加者の事例をもとに」を考えています。

６月１日（火） 研修会

教育実習生に対する研修講義
講義と演習を通して、「生徒指導に関する現状と課題」
「生徒指導の目的と方法」「生徒理解のために大切にし
たいこと」について研修をします。

８月下旬 研修会

本校の重点目標の１つである「生徒の自己肯定感（自己
有用感）を育む生徒指導の推進」の一環として、12月実
施の全校清掃について、職員会議で提案します。生徒の
学校での活動を地域に広げ、生徒が地域の方々からの
「ありがとう」を直接受け取ることで自己有用感の醸成
を図ります。

12月上旬 授業公開

縦割り班（20班程度）を編成し、３年生の班長を中心に
全校清掃を企画・運営します。本校の伝統的生徒会行事
となった全校清掃に対する想いを、環境委員長や各班の
班長が自分の言葉で仲間に伝えています。例年、活動後
に教職員から労いや感謝の言葉を生徒に伝えてきまし
た。今年度は地域の方からの感想を生徒に伝えて頂く予
定です。活動前と活動後でアンケートを実施し、生徒の
自己有用感の変容を分析します。

７月中旬 授業公開

周南市立和田小学校高学年（出前授業）学級活動
児童が自らの生活習慣を見直す活動を行い、その改善点
を明らかにします。特に、ＩＣＴ機器の使用時間・朝食
の内容・睡眠時間の３点に絞って見直します。

７月中旬 授業公開

第１学年　学級活動
生徒が自身の生活習慣（ネット依存の弊害・睡眠時間の
確保）について振り返り、改善することで、今後の学校
生活をよりよいものにする授業を行います。（不登校予
防）

下関市立垢田小学校
教諭

荒川　正一

周南市立富田中学校
教諭

山崎　幸恵

下関市立一の宮小学校
教諭

藏座　宏直

山口市立宮野中学校
教諭

大持　友之



８月10日（火） 研修会

はぎ人材育成１０００日プラン実践研修会（目的：実践
事例を基に様々な人と関わりながら学ぶことを通して、
学校現場の諸課題に対応するための実践的指導力を養
う）
・地域の特色を生かしたキャリア教育の推進
・総合的な学習の時間を核とした教科横断的な単元の仕
組み方

12月中旬 授業公開

第１学年　学活
「ユニバーサルデザイン」について学ぶことを通して人
権尊重の意識を高めるとともに、社会の一員として主体
的に考え、行動していこうという意欲を高める。

６月18日（金） 授業公開

第３学年　総合的な学習の時間　喫煙・飲酒防止教室
喫煙と飲酒が心身へ及ぼす様々な影響について理解する
とともに、ロールプレイを用いて、喫煙や飲酒を誘われ
たときの断り方を学ぶことができる授業を行います。

10月７日（木） 授業公開

第１学年　総合的な学習の時間　喫煙・飲酒防止教室
喫煙と飲酒が心身へ及ぼす様々な影響について理解する
とともに、ロールプレイを用いて、喫煙や飲酒を誘われ
たときの断り方を学ぶことができる授業を行います。

２月中旬 授業公開

第１学年　保健体育　ストレスへの対処
心の健康を保つためにストレスの対処方法を考え、スト
レスによる心身の負担を軽くするリラクゼーションの方
法を学ぶ授業を保健体育科の教員とＴ・Ｔで行います。

７月上旬 授業公開

第２学年　生活
「とうもろこし」を題材にし、目で見て、皮をむいて、
観察して絵を描き、最終的に食べることで、季節の食べ
物を五感で感じる授業を行います。

11月中旬 授業公開

第５学年　家庭　食べて元気に
食べ物のはたらきと五大栄養素について学習し、バラン
スのよい食事のとり方を考えることができる授業を行い
ます。

12月上旬 授業公開

第６学年　家庭　こんだてを工夫して
栄養バランスのとれた食事を自分で選ぶためには、料理
や食品をどのように組み合わせたらよいかを考えること
ができる授業を行います。

８月18日（水） 研修会

「岩国市・和木町中学校教育研究会教育相談部会研修
会」で講演
テーマ　「発達障害と不登校」

８月25日（水） 研修会

「麻里布小学校校内研修」で講演
テーマ　「教育のユニバーサルデザイン」～子どもとの
関係作り～

１月18日（火） 授業公開

第２学年　自立活動（通級指導）　コミュニケーション
能力の育成
状況に応じたコミュニケーションに関する指導を、学級
でのエピソードをもとに授業展開していきます。自分の
思いと他者の思いの違いを視覚的に提示しながら、学び
を深めていくことをめざします。

岩国市立麻里布小学校
教諭

森重　隆行

防府市立華陽中学校
養護教諭

神徳　佳世子

山口市立二島小学校
栄養教諭
尾上　隆子

萩市立旭中学校
教諭

安部　恵子



６月下旬 授業公開

第１学年　国語　『ちいさいゃゅょ』
多層指導モデルＭＩＭの指導法（視覚化や動作化のルー
ル）を活用しながら、拗音について楽しく学習できる授
業をめざします。

11月中旬 授業公開

特別支援学級　自立活動
「人間関係の形成」や「コミュニケーション力」の向上
をねらいとした小集団でのゲーム活動を取り入れた授業
を行う予定です。

１月下旬 授業公開

特別支援学級　自立活動
「人間関係の形成」や「コミュニケーション力」の向上
をねらいとした小集団でのゲーム活動を取り入れた授業
を行う予定です。

７月28日（水） 研修会

テーマ「自立活動について」話そう会
障がいの種別ごとに集まって、「自立活動」の目標や指
導内容について確認します。お互いが、日頃、どんな実
践をしているか、情報交換も行いながら、明日の指導に
生かせる研修会を行います。

11月17日（水） 授業公開

第１～６学年　自立活動の時間　「秋まつり集会をしよ
う」
知的、自情、肢体、難聴、病弱学級の子どもたち全員
で、「秋まつり集会」を計画して開催します。個々の自
立活動の目標に沿った活動に、楽しみながら取り組める
ような支援や工夫を考えていきたいと思います。
　※新型感染症拡大防止の観点から中止する場合もあり
ます。

１月28日（金） 授業公開

第１学年、第２学年、第５学年　算数
自閉症・情緒障がい学級における、複数学年の算数の指
導を行います。同一学級に複数の学年が在籍する場合、
どのように指導方法を工夫すればよいのかを考えます。
ＩＣＴ機器も活用し、教授的な学びと一人学びの時間を
組み合わせ、主体的な学びをめざします。

７月28日（水） 研修会

小中連携のための特別支援教育のあり方について、これ
までの実践を踏まえながら、小学校・中学校合同での研
修会を行います。

10月19日（火） 授業公開

通級指導における自立活動
対象児童：１年男児
ことばで伝える力はあるが、視覚情報を正しく捉えたり
集中を持続させたりすることへの苦手さがある児童への
指導に取り組みます。意欲を高めるための「絵に描ける
ことば」での支援、視覚的に捉えやすい教材による指導
を通して、「できた」「分かった」を増やせる支援方法
を探ります。

11月中旬 授業公開

自閉症・情緒障害学級における自立活動
対象児童：１年男児１名、４年男児２名
来年度、本校と合併することになっている王江小学校の
特別支援学級での指導を行います。分かりやすい教材を
工夫し、行動調整力を高める活動に取り組みます。ま
た、学んだことが日常生活に汎化できるような支援方法
を探ります。

１月下旬 授業公開

通級指導における自立活動
対象児童：２年女児
ターナー症候群による低緊張のため、姿勢保持や書字活
動に困難さが見られる児童への指導を行います。自分の
成長を実感できるような分かりやすい手立てを講じなが
ら、体幹トレーニングや手先の運動などに取り組んでい
ます。「できた」「分かった」を増やせる支援方法を探
ります。

周南市立久米小学校
教諭

井上　真由美

山口市立白石小学校
教諭

山本　愛枝

下関市立名池小学校
教諭

松下　嘉代



７月９日（金） 授業公開

第１学年　自閉症・情緒学級　英語　「いつ・どこで・
何を」をたずねる文
When , Where , What を使った文について学習します。
文章の聞き取りやカードを使っての文章作りなどを行い
ます。まとめでは、１人１台端末を活用してドリル学習
を行い、学習内容の確認と定着を図るようにします。

７月28日（水） 研修会

小中連携を課題とした特別支援教育について
小中連携のための特別支援教育について、これまでの実
践を踏まえながら、小学校・中学校合同での研修会を行
います。

11月８日（月） 授業公開

第１学年　自閉症・情緒学級　自立活動　カードゲーム
を楽しもう
トランプを使った様々なゲームを知り、集団活動を楽し
む力を養います。単に遊びを楽しむだけでなく、カード
を配ったり、並べたりするなどの目と手の動きのトレー
ニング、ルールや順番などの社会性を養うことを考えた
活動を組み立てます。

８月下旬 研修会

高等学校における発達障害等の特別な支援を必要とする
生徒への就労支援や関係機関との連携についての事例発
表と講義を行います。

11月下旬 授業公開

第３学年　農業　造園ＣＡＤ演習　立体的なパース図の
描き方
デジタルカメラやＣＡＤソフトを活用した授業を行いま
す。

７月１日（木） 授業公開

産業科１年８組　総合実務　きらめき検定喫茶サービス
部門の練習
８月に実施されるきらめき検定（喫茶サービス部門）に
向けて、練習を行います。ＩＣＴ機器を使用して動画撮
影をした後、自分の接遇の様子を客観的に見ながら、今
後の練習に生かします。

10月中旬 授業公開

産業科２、３年生　流通サービス　特産品販売について
10月30日（土）の文化祭に向けて、地域の特産品販売の
準備を行います。生徒は自分の担当する販売商品のＰＯ
Ｐを作成して、お客様に分かりやすい商品ＰＲをしま
す。

１月中旬 授業公開

産業科２、３年生　作業（家政班）　校内注文販売品の
製作
校内での手芸製品の受注販売のための製作を行います。
販売製品は未定。学習の流れは、①商品の決定と見本作
り②注文商品の案内③申込み書の整理④製作⑤包装とな
ります。

県立山口南総合支援学校
教諭

宇佐川　佳子

下関市立川中中学校
教諭

原　小百合

県立宇部西高等学校
教諭

青砥　英志



７月８日（木） 授業公開

第５学年　総合的な学習の時間　「鹿野の産業について
調べよう①」
社会科で農業について学習したことを生かし、地域の米
づくりだけでなく、特産品づくり等について調べていき
ます。国語科の「知りたいことを聞きだそう」の学習も
生かし、地域の方にインタビューを行っていく予定で
す。

11月24日（水） 授業公開

第５学年　総合的な学習の時間　「鹿野の産業について
調べよう②」
社会科で工業について学習したことを生かし、地域の伝
統工芸や食料品工場等について調べていきます。国語科
の「和の文化について調べよう」の学習も生かし、パン
フレットを作成する予定です。

２月17日（木） 授業公開

第５学年　総合的な学習の時間　「鹿野の産業について
調べよう③」
社会科で自然災害や林業について学習したことを生か
し、地域の防災や林業等について調べていきます。国語
科の「資料を見て考えたことを話そう」の学習も生か
し、今まで学習した鹿野の産業についてまとめ、発表を
する予定です。

８月下旬 授業公開

第６学年　理科　わたしは、誰？～ヒトや動物の体～
児童に基礎的・基本的な知識及び技能を確実に習得させ
るために、地域の多様な資源（もの・ひと・こと）を活
用した授業を行います。ＩＣＴ機器や既習事項を活用
し、主体的・対話的で深い学びをめざします。

10月16日（土） その他

学校行事公開　「西岐波小わくわくまつり」
地域の人々との交流の場面や保護者・地域の人々の願い
や想いに子どもたちがふれる機会を日常の学習活動の中
に設けるなど、本校が学校行事に位置付けて行っている
取組を公開します。

11月下旬 授業公開

第６学年　理科　西岐波のしましま発見～大地のつくり
と変化～
児童に基礎的・基本的な知識及び技能を確実に習得させ
るために、地域の多様な資源（もの・ひと・こと）を活
用した授業を行います。ＩＣＴ機器や既習事項を活用
し、主体的・対話的で深い学びをめざします。

６月22日（火） その他

中学２年生を対象に、３Ⅾ－ＣＡＤを使用して、投影図
や等角図から３Ⅾモデルを作成する方法を学びます。中
学校などに導入されているパソコンでも作成できる簡単
なモデルを１人１台端末を使用して学びます。

８月10日（火） その他

町内の小学校高学年から中学生を対象に以下のものづく
り教室を開催します。
１：ロボットマイコンコース
２：３Ⅾモデリングコース

１月中旬 その他

ティーチャーズものづくらーラボ。小中高の先生方向け
に、簡単な電子回路をブレッドボードで作成し、マイコ
ン制御を行います。「実際に使用されている機器の制御
がどうなっているのか」という視点で制御の基本を体験
します。

県立田布施農工高等学校
教諭

田中　喜格

宇部市立西岐波小学校
教諭

丸山　登容子

周南市立鹿野小学校
教諭

鬼武　優一郎



６月25日（金） 授業公開

第６学年　フリートーク
（話す・聞く力を育てるとともに、クラスの友達を知
る。）
　毎週木曜日の朝学に行っているフリートークを、３つ
の違う形式で公開します。ペアトーク→グループトーク
→一斉トークです。

８月27日（金） 研修会

校内研修（若手教員対象）
講義「一人ひとりを大切にする学級経営」
学級開きの工夫やみんなが伸びようとする学級づくりの
手立て、保護者対応等、これまでの自分の経験をもとに
紹介していきます。

12月３日（金） 授業公開

第６学年　道徳　よりよい学校をめざして　「六年生の
責任って？」
何が６年生としての責任なのか悩む「ぼく」の姿を通し
て、よりよい学校にしていくためには、６年生としてど
んなことができるかを考えていきます。

７月６日（火） 授業公開

第２学年　生活　（内容は未定）
個々のよさを生かした学級経営を基盤に、特別支援教育
の視点を生かし、一人ひとりが自らの学びの深まりを実
感することができる授業を行います。

11月24日（木） 授業公開

第２・３学年　国語　（内容は未定）
個々のよさを生かした学級経営を基盤に、特別支援教育
の視点を生かし、一人ひとりが自らの学びの深まりを実
感することができる複式の授業を行います。

１月中旬 授業公開

第３学年　外国語活動　（内容は未定）
個々のよさを生かした学級経営を基盤に、教材・教具の
工夫を行うことで、一人ひとりが自らの学びの深まりを
実感することができる授業を行います。

７月下旬 研修会

若手職員を対象に、幼稚園長期研修で経験したことを基
に、入学当初の児童、育児に困難さを感じている保護者
に対する関わり方、１年生と年長児との関わり方につい
ての研修を行います。

11月中旬 授業公開

１年生児童と地域の３園との交流を行います。児童が、
地域の方からの学んだことを基に、年長児に伝える活動
を行うことで、様々な人との関わりを学ぶことができる
ようにします。また、園児の、園から小学校へのスムー
ズなつながりをめざします。

１月下旬 その他
幼稚園の保護者対象に学校生活に必要な力、準備などに
ついて、教員の立場から講話を行います。

宇部市立小羽山小学校
教諭

吉本　真澄

長門市立向陽小学校
教諭

山根　幸恵

宇部市立上宇部小学校
教諭

間惠　和美



７月８日（木） 授業公開

第１学年　生活　なつがやってきた
夏の自然とかかわりたいという思いをもち、いろいろな
遊びを繰り返し工夫していくことで、主体的・対話的で
深い学びをめざすとともに、幼保小連携での交流を通し
て「教えたい・伝えたい」「学校は楽しい」など、互恵
性のある学習をめざします。

11月下旬 授業公開

第５学年　総合的な学習の時間　人とつながろう～保育
園・幼稚園との交流を通して～
自分たちが地域の一員として役立つことをしようと主体
的に取り組む態度を育てるとともに、幼保小連携での交
流を通して高学年児童に対するあこがれの気持ちが抱か
れるような活動をめざします。

２月中旬 授業公開

第２学年　生活　うごくうごく　わたしのおもちゃ
自分たちがつくったおもちゃで楽しく遊べるように工夫
改善する活動を繰り返し、主体的・対話的で深い学びを
めざすとともに、幼保小連携での交流を通して小学校入
学への期待が高まるなど、互恵性のある学習をめざしま
す。

６月10日（木） 授業公開

第６学年　学級活動（２）食育
６年生児童にとった食育アンケートの結果から見えてく
る課題を捉え、児童一人ひとりのよりよい食生活につな
がる意思決定ができるよう、栄養教諭と連携した授業を
行います。自己教育力を育む授業づくりをめざします。

７月27日（火） 研修会

宇部市小学校教職員研修会　特別活動部会
学級・学校・地域社会の集団づくりに重要な役割を果た
す特別活動の今後の在り方について話をします。人間関
係作りや話合いについての実践事例だけでなく、できる
範囲での実技を通して参加者と学びを深めたいと思いま
す。

８月下旬 研修会

山口県小学校特別活動研修会
コロナ禍における教育活動の中でどのような実践を行っ
てきたか話をします。コロナ禍でも工夫して行ってきた
ことや児童の変容や成長・今後の課題について参加者と
話し合い、学びを深めたいと思います。

下松市立下松小学校
教諭

榎木　道子

山陽小野田市立本山小学校

教諭
黒瀬　恵
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