
　　　　受付　　　　全体会・講演会　　　　　 　　移動 ・昼食　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　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 9月 7日
　関係各位
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  神奈川・横浜大会実行委員長　松本　茂樹　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　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
第 61 回関東甲信越地方放送教育研究大会
第 58 回関東甲信越学校視聴覚教育研究大会
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
教育 ICT 活用実践研究 -関東甲信越ブロック発表会 -

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
　　　全国放送教育研究会連盟　　　　　　　　　　　日本学校視聴覚教育連盟
　　　神奈川県放送教育研究協議会　　　　　　　　　神奈川県視聴覚教育連絡協議会
　　　神奈川県視聴覚教育連盟　　　　　　　　　　　横浜市学校視聴覚教育連絡協議会
　　　川崎市学校視聴覚教育研究協議会　　　　　　　神奈川県学校視聴覚教育研究会連盟　　　　　　
　　　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

後援　文部科学省　　　　　　厚生労働省　　　　　　関東甲信越１都 8県教育委員会
　　　神奈川県私立幼稚園連合会
　　　神奈川県公立小学校長会　　　　　　　　　　　神奈川県公立中学校長会
　　　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
　　　財団法人日本教育公務員弘済会神奈川支部　　　教育 ICT 活用普及促進協議会

開催日　平成 22 年 11 月 5日 ( 金 )

会場　都筑公会堂 ( 全体会 )
　　　学校法人渡辺学園港北幼稚園・ゆうゆうのもり幼保園　　　　　※　いずれの会場も駐車場はありません。
　　　横浜市立茅ケ崎小学校　　　　横浜市立茅ケ崎東小学校　　　　　　公共交通機関、または、近隣の有料
　　　横浜市立茅ケ崎中学校　　　　神奈川県立横浜平沼高等学校　　　　駐車場をご利用ください。
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。

　　　　　　　　　　　　　　　 ( 問い合わせ先　大会事務局　　平野成昭　横浜市立舞岡小　045-824-7327）
　　　　　　　　　　　　　　　 ( 問い合わせ先　理事会事務局　狩野久幸　横浜市立岡津小　045-811-4159）　

＜三次案内＞

教育メディアと共に開く
豊かな学びを求めて

教育メディアと共に開く
豊かな学びを求めて

どこまでも
つながる

学び

9：00　9：30　　　　　　　　　　　12：00　　　

※　校種により時程・内容が異なります
校種別研究会



記念講演 
 
演     題  教育メディアの活用による『豊かな学力』の育成 
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 年以降の番組・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。著書は『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 

〒224-0025 横浜市都筑区早渕 3-35-25 TEL 045-593-3142 FAX 045-593-4481 
  交通 横浜市営地下鉄 グリーンライン 東山田駅下車 徒歩９分 
 
◇発表内容  公開保育 12:30～13:30 移動および昼食 13:30～14:00 
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。 
園児の降園時間の関係で、12:30 より公開保育を行う。12:30 より、保護者サークル「ウクレレオハナ」によるラ

イブを園庭で行った後、各クラスにてライブの流れを受けて、子ども達による手作り楽器の演奏や歌の活動。その
後、保護者サークル「おはなしのへや」の保護者が各クラスで読み聞かせを予定している。 

 
学校法人 渡辺学園 ゆうゆうのもり幼保園 

〒224-0025 横浜市都筑区早渕 2-3-77 TEL 045-590-0765 FAX 045-590-0772 
  交通 横浜市営地下鉄 ブルーライン 仲町台駅下車 徒歩２０分 
                   仲町台駅、東山田駅より市営バス 302 系統「西」下車徒歩 3 分 
 
◇発表内容  公開保育 14:00～14:50 校種別研究会 15:00～16:00 
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。
港北幼稚園の公開保育後、認定こども園であるゆうゆうのもり幼保園に移動し、公開保育と校種別研究会を行う。

ゆうゆうのもりでは、預かり保育の様子を通して、園舎、園庭などといった環境そのものが出すメッセージ性が、
視覚的にも聴覚的にも子どもの動きを誘発し、豊かな遊びや学びにつながっていくことを提案する。 

 
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   
〒224-0037 横浜市都筑区茅ケ崎南 1-11-1 TEL 045-942-2444  FAX 045-942-9742 
交通 横浜市営地下鉄 センター南駅下車 １番出口よりレンガ敷歩道に沿って 徒歩１３分 

 
◇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 としょしつキラキラ大さくせん 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 ＰＣ 算数提示ソフト 

５ 社会 人々のため、より速く、より正確に 
～気象情報を伝える 和田さんの思い～

山本 正貴
電子黒板 ＯＨＣ ＰＣ 
ビデオカメラ デジタルカメラ 

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 発表テーマ 

(1) メディアリテラシーを高める情報教育・指導のあり方（あつめよう！新聞のヒミツ NIE の実践） 
第一分科会
（視聴覚） (2) 一人一人が豊かな考えもち、自分の思いに向かって造形的な表現を行うことができる図工指導はどうあったらよいか  

～子どもの意欲をかきたて、その思いや願いに沿った支援のあり方～ 
(1) ＮＨＫ学校放送を活用した社会科の授業 第二分科会

（放送） (2) 番組とつながる、仲間とつながる、学校を放送を活用した学級経営 
(1) 低学年におけるＩＣＴ活用とその効果 第三分科会

（情報） (2) 児童・生徒の意欲を高めるための創意と工夫による教育機器の活用 
 

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 齊藤 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 

〒224-0033 横浜市都筑区茅ケ崎東 2-11-1 TEL 045-943-0802  FAX 045-943-0804 
交通 横浜市営地下鉄 センター南駅下車 １番出口よりレンガ敷歩道に沿って 徒歩１０分 
 

◇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 電子黒板 ＰＣ ＯＨＣ  

２ 算数 かけ算 築地 宏文 電子黒板 ＰＣ ＯＨＣ 
３ 国語 すがたをかえる大豆 中島 佳菜 電子黒板 ＰＣ 
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 電子黒板 ＰＣ 
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 発表テーマ 

(1) 情報活用の実践力向上に効果的な視聴覚機器と教室環境 
第一分科会
（視聴覚） (2) みんなで学び合い高め合う喜びを味わえる授業づくりの在り方 

～ＩＣＴ機器、意見交流活動を取り入れた指導の工夫を通して～ 
(1) テレビ番組とＩＣＴの連動による探求型学習の効果に関する調査・研究 第二分科会

（放送） (2) 心豊かで、たくましく生きる人づくりを目指して ～放送教材等を活用して～ 

(1) 子どもの興味・関心を高めるための視聴覚・情報教育機器の活用 
～３年算数『表とぼうグラフ』におけるプレゼンテーションソフトの活用～ 第三分科会

（情報） 
(2) 保護者と連携した情報モラル・セキュリティー教育の推進 

～ケータイの正しい使い方と思いやりの心を身につけるために～ 
 

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 
主任指導主事 後藤 俊哉 

(横浜市教育委員会指導企画課) 
 

大会の見どころは… 

小中学校は、中学校ブロックで開催……横浜市では、全市で小中一貫教育を進めています。その母体と

なるのが中学校ブロック。今回授業公開を行う小中学校３校は、同じ茅ケ崎中学校ブロックに所属します。 

補正予算の効果を探る……横浜市の ICT 環境は著しく改善しました。関東ブロック内でも同様でしょう。

このことが授業改善にどのように結びついているのでしょうか。見どころはたくさんあります。 

  

 



 
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 

〒224-0037 横浜市都筑区茅ケ崎南 1-10-1 TEL 045-941-0601  FAX 045-942-9216 
交通 横浜市営地下鉄 センター南駅下車 １番出口よりレンガ敷歩道に沿って 徒歩１３分 

 
◇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 ＯＨＣ 
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 ビデオカメラ 
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 発表テーマ 

(1) 情報・視聴覚機器の有効活用 
～川崎市２１年度導入の情報視聴覚機器の有効利用を目指して～ 第一分科会

（視聴覚） 
(2) 電子黒板の特長を生かした授業づくり 
(1) ＩＣＴ環境における放送教材を活用した授業の工夫 

第二分科会

（放送） (2) 直接経験を補い深める放送教材 
～理科授業における時間的・空間的な広がりのある現象の学習を通して～ 

(1) メディアによる情報活用 
～調べ学習におけるＩＣＴ機器活用の実践を通して～ 第三分科会

（情報） 
(2) 放送教育の一考察 ～なぜ放送を使うのか～ 

 
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 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) 
 
  

校種別研究会／授業公開の見どころは… 
 

校種別研究会／分科会発表の見どころは… 
 
 ◇小中学校 3 校で、それぞれ 3 つの分科会を開催します。 
 ◇参加都県それぞれ提案をいただきます。 
 ◇分科会はそれぞれ大まかに分類しています。 
  ・視聴覚教育、放送教育、情報教育の 3 本立てです。 
  ・厳密な分類ではありません。 
 ◇助言者は原則として神奈川県内からお願いしています。 
  ・記念講演をしていただく木原先生が加わってくださいました。 
  ・教育 ICT 活用実践研究関係の助言者も別途参加されます。 

 
 ◇学校放送（NHK)を利用した授業を展開します。 
   3 つの番組を、2 校、4 つの学級で利用します。 
   (茅ケ崎小、茅ケ崎東小それぞれ２） 
 ◇補正予算で整備された ICT 環境を有効活用した授業を展開します。
   全部の公開授業が該当します。 
   電子黒板を利用した授業公開が１０含まれます。 
   (茅ケ崎小６、茅ケ崎東小４） 
 ◇茅ケ崎小学校は‥教育 ICT 活用実践研究‥‥ 
   関東甲信越ブロック発表会を兼ねて行います。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

〒220-0073 横浜市西区岡野 1-5-8 TEL 045-313-9200  FAX 045-311-0519 
交通 横浜駅みなみ西口より 徒歩１０分、相鉄線平沼橋より 徒歩３分  

◇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) 

 
三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　
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