
第４８回 中国地方放送教育研究大会 広島大会

第６０回 広島県小学校視聴覚教育研究大会

大 会 主 題

豊 か な人 間力を 育 む

こ れ から の「放 送 によ る学習 」 のあ り方を 求 めて

■日 程 平成２１年１１月１３日（金） 

幼・保

小学校

中学校

高等学校

■主 催 中国放送教育研究協議会／広島県放送教育研究協議会

NHK 広島放送局／全国放送教育研究会連盟

■共 催 広島県小学校教育研究会視聴覚教育部会／広島県中学校教育研究会視聴覚部会

広島県高等学校教育研究会視聴覚部会

■後 援 文部科学省／厚生労働省

岡山県教育委員会／山口県教育委員会／島根県教育委員会／鳥取県教育委員会

広島県教育委員会／広島市教育委員会／広島県教育公務員共済会

広島県連合小学校長会／広島県公立中学校長会／広島県高等学校長協会
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広島県民文化センター

（２Ｆ大ホール）

受付 実践発表 講評・助言

広島県民文化センター

受付 説明 公開受業 研究協議 講評

広島市立白島小学校

受付 公開受業 研究協議

広島市立国泰寺中学校

受付 公開受業 研究協議

広島市立基町高等学校

９：３０ ９：４５ １０：４５ １２：００ １３：３０ １４：１０ １６：２０ １６：３０

８：３０ ９：００ ９：３０ １０：２０ １１：１５ １１：４０

９：３０ １０：２０ １０：３０

９：１０ ９：３０ １０：２０ １０：３０ １１：４５

９：００



■校園種別分科会

分科会 番号１

幼稚園・保育園

研究主題：自分なりに表現することを通して豊かな感性を育て，いきいきと遊ぶ子ど

もをめざして

◎実践発表

①広島市井口保育園 川村 佳子 ２歳児 「しぜんとあそぼ」

テーマ：驚きや発見を共有し，保育者や友達といろいろな表現を楽しむ

②広島市ふくしま保育園 金本 江里子 ５歳児「おはなしでてこい」

テーマ：お話を聴き，友達と夢や空想の世界を広げ，表現して遊ぶことを楽しむ

分科会 番号２

小 学 校

研究主題：共に学び合う子どもを育てる －放送・機器の活用を通して－

◎研究発表 白島小学校 研究主任 玉井 基宏

◎公開授業

１年生 国語科 授業者：青木 加奈 利用番組：こどもにんぎょう劇場

２年生 道 徳 授業者：中川 祥子 利用番組：ざわざわ森のがんこちゃん

３年生 国語科 授業者：小菅 典子 利用番組：ひょうたんからコトバ

４年生 理 科 授業者：新谷 千恵 利用番組：理科４年ふしぎ大調査

５年生 英語科 授業者：吉岡 浩司 単 元 名：いくつか伝えよう

谷川 明代

６年生 言語・数理運用科 授業者：福永 佳栄 単 元 名：給食の歴史を伝えよう

◎講 評 大阪教育大学教授 木原 俊行 先生

分科会 番号３

中 学 校

研究主題：知識基盤社会を主体的・創造的に生き抜く力の育成をめざして

～新しい放送教育・視聴覚教育の可能性を求めて～

◎公開授業

２年生 道徳 授業者：縄井 佳恵

利用番組：道徳ドキュメント「静寂のマウンド」

◎提案発表

①尾道市立美木中学校 西野 亘

テーマ：「ＩＣＴを活用した授業改善」

②安芸高田市吉田中学校 佐々木 和正

テーマ：「放送番組の利用」について

分科会 番号４

高等学校

研究主題：学力向上に資する放送・視聴覚教材の活用

◎公開授業

①芸術科（美術） 授業者：橋本 一貫（広島市立基町高等学校）

「映像を活用した平和をテーマとする構造図の制作」

◎提案発表

①広島県立広島皆実高等学校 大本 順一 理科（物理 I）

テーマ：「科学的な思考力を高めるための映像を活用した学習指導の工夫」

②広島県立尾道商業高等学校 眞田 圭司 理科（生物演習）

テーマ：「映像を活用した科学的思考の育成」

■パネルディスカッション

テーマ：豊かな人間力を育む「放送による学習」のあり方

コーディネーター：大阪教育大学教授 木原 俊行 先生



■参加料 無料

■場 所 広島県民文化センター（鯉城会館）＜幼保部会実践発表と全体会会場＞

〒730-0051 広島市中区大手町一丁目 5－3 TEL（082）245－2311 
 

広島市立白島小学校＜公開授業・研究協議＞ 駐車可（但し 17:40 まで）

〒730-0005 広島市中区西白島町 26－3 TEL（082）221－3012  FAX（082）211－3519 
 

広島市立国泰寺中学校＜公開授業・研究協議＞ 駐車不可

〒730-0042 広島市中区国泰寺町一丁目 1－41 TEL（082）241－8108  FAX（082）240－1379 

広島市立基町高等学校＜公開授業・研究協議＞ 駐車不可

〒730-0005 広島市中区西白島町 25－1 TEL（082）221－1510 FAX（082）221－5299 

■食 事 会場周辺には，食事ができる場所が多くありますので，各自でご利用下さい。

■参加申込み

○下記の申込書にて，大会事務局まで，郵送または FAX でお願いします。

○申込み締切日 平成２１年１０月３０日（金） 

■問い合わせ先

中国地方放送教育研究大会 広島大会 実行委員会 事務局

〒731-5101 広島市佐伯区五月が丘 2 丁目 22－1
TEL（082）941－2820 FAX（082）941－4436 
広島市立五月が丘小学校 中島 秀男

第４８回中国地方放送教育研究大会 広島大会申込書

氏名 分科会 勤務校園名・所在地・TEL・FAX 

番号

勤務校園名：

〒

TEL： FAX：

番号

勤務校園名：

〒

TEL： FAX：

切り取り 
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