
 

2016年 12月 1日 

第 18 回東京大学教育学部附属中等教育学校公開研究会 

兼 研究開発(第 1 年次)報告会 第二次案内 

 

東京大学教育学部附属中等教育学校 

皆様におかれましては、ますますご清祥のこととお喜び申しあげます。 

 さて、本校は「協働学習」による学校づくり、授業づくりに取り組み、探究につながる学びを検討し

ています。本年度からは、「ディープ・アクティブ・ラーニングを可能にするカリキュラムの開発」を研

究主題に、研究開発指定を受け、これまでの取り組みをさらに推進していくことになりました。本研究

会・報告会では、教科の研究授業及び探究の取り組み成果の一つである卒業研究を公開し、探究につな

がる学びのあり方についての研究協議を行います。 

つきましては、ご多忙の折とは存じますが、多くの皆様にご参加いただき、ご指導、ご助言を賜りた

くご案内申しあげます。 

 

記 

１．日時・場所  

○ 日時：2017年 2月 18日（土）9:00～16:50 （受付 8:35～） 

○ 場所：東京大学教育学部附属中等教育学校 

２．研究主題   

「ディープ・アクティブ・ラーニングを可能にするカリキュラムの開発(第 1年次)」

  

３．時程  

8:35

～ 

9:00 

～9:55 

 
10:10 

～11:00 
 

11:15 

～12:15 

12:15 

～13:10 

13:10 

～14:00 

 
14:10 

〜15:10 
 

15:25 

～16:50 

受付 
開会 

全体会A 

 

授業公開  
教科別 

分科会 
昼食休憩 卒業研究 

 

卒業研究 

意見交換会 
 

全体会B 

シンポジウム 

閉会 

 〔授業公開〕・・・教科の授業     〔卒業研究〕・・・5年生の卒業研究の通常指導 

  〔総合学習・課題別学習・卒業研究〕・・・生徒による発表・説明、展示を予定 

 

○開会・全体会 A(9:00～9:55) 

 全体会 A では、今年度の公開研究会兼研究開発報告会のねらいおよび取り組みについての説

明・報告をします。 



 

○授業公開 (10:10～11:00)  

教科（科目） 単元・題材 学年 授業者 

国語      
「評論読解をふまえた『こころ』の読み」 

 ～読解の深化～ 

5年選択 

(現代文 B) 
江頭双美子 

社会①    
「日露平和条約の締結を考える」 

 ～日ソ・日露交渉を概観する～                   
3年 野﨑 雅秀 

社会② 「西洋現代思想」 
5年選択 

(倫理) 
村野 光則 

数学 「平面図形」 2年  小張 朝子 

理科 
「動物の生活と生物の進化」 

 ～生物の進化～ 
2年 前田 香織 

芸術 

（音楽） 

「劇的歌曲『魔王』」 

 〜キャラクターの役割と「演じる」について〜  
1年 滝沢 健作 

保健体育 「マット運動」 1年 成合弘太郎 

生活デザイン 
「これからの食生活」 

 ～和食・地産地消～ 
1年 楢府 暢子 

英語① 「国際ニュースを語る」 4年 千葉美奈子 

英語② 「英語を介した世界の広がり」 2年 岡野 友美 

情報・技術 「コンピュータによる設計と加工」 3年半学級 長嶋 秀幸 

 

○教科別分科会 (11:15～12:15) 

教科 分科会キーワード 及び コメンテーター 

国語 
「探究」「小説」「評論」「市民性」 

 秋田喜代美 先生 (教育学研究科 教職開発コース) 

社会 

「シティズンシップ(市民性)」「自己への問い」「知識の構造化」 

 小玉 重夫 先生 (教育学研究科 基礎教育学コース) 

 村上 祐介 先生 (教育学研究科 学校開発政策コース) 



 

○卒業研究の指導(13:10～14:00)および意見交換会(14:10～15:10) 

指導内容 指導の様子 意見交換会 

卒業研究の指導 

 ５年生全員を１４グループに分け、指定の教室で指導します。各グルー

プを２〜３名の教員が受け持ち、１名の教員が２～３名の生徒の指導にあ

たっています。 

 本研究会では、すべてのグループを通常の指導日と同様に公開します。 

各会場 

 (注)参加者の方は申し込みの段階でどのグループを参観していただくか、こちらで割り振らせていただきます。 

 

○全体会 B・閉会(15:25～16:50) 

テ ー マ：「探究につながる学びを支える教科指導と卒業研究（研究開発第１年次）」 

 

パネリスト  ：合田 哲雄 先生 文部科学省 初等中等教育局 教育課程課長   

       ：小玉 重夫 先生 東京大学大学院教育学研究科教授 

        附属教員 

        附属生徒 

コーディネータ：恒吉 僚子  附属中等教育学校校長・東京大学大学院教育学研究科教授 
 

数学 
「考えを深める」 

 藤村 宣之 先生 (教育学研究科 教育内容開発コース) 

理科 
「深める」「協働」「主体性」                   

 藤江 康彦 先生 (教育学研究科 教職開発コース) 

芸術(音楽) 
「己(個)・心(好奇心)・対話(共有)・創作(感性)」 

 新藤 浩伸 先生 (教育学研究科 生涯学習基盤経営コース) 

保健体育 
「からだの関わり」「体育で育む市民性」 

 小国 喜弘 先生 (教育学研究科 基礎教育学コース) 

生活デザイン 
「探究」「相互理解」「自立的思考」 

 浅井 幸子 先生 (教育学研究科 教職開発コース) 

英語 
「思考」 「活性化」 「他文化」 

 齋藤 兆史 先生 (教育学研究科 教育内容開発コース) 

情報・技術 
「情報・技術カリキュラム」 

 久野 靖 先生 (電機通信大学) 



５．参加申し込み  
（１）申し込み方法：本校 webサイトよりお申し込みください。2016年 12月上旬に申し込みフォームをア

ップする予定です。なお、締切人数に達した教科はお申し込みできません。あらかじめ webサイトで受

付中であることをご確認の上、お申し込みください。 

本校のウェブサイト【 http://www.hs.p.u-tokyo.ac.jp/ 】 
こちらから参加申し込みください。 

（２）資料代：当日、受付にて資料代として、3,000円をお願いいたします。 

（３）お弁当・宿泊に関して：お弁当ご希望の方は、本校 webサイトで受付中であることをご確認の上、お

申し込みください。お弁当をご希望なさった方からは、当日受付にて 1,000円をお願いいたします。宿

泊施設は斡旋をしておりません。 

（４）電話、ファックスでの参加申し込みは受け付けておりません。また当日受け付けもしておりません。 

（５）なお，気候の状況による判断等、最新の情報は本校のウェブサイトに掲載いたしますので、ご確認く 

   ださい。 

 

６．アク セス（学校

までの交 通） 

 

 

 
１ JＲ線「新宿駅」西口より京王バス 

 （永福町行、佼成会聖堂普門館前行 約 15分）・・・・「南台 1丁目」、または「東大附属」下車、徒歩 1分 

２ ＪＲ線「中野駅」南口より京王バス 

 （渋谷駅行、新宿駅西口行 約 12分）・・・・・・・・「南台交差点」下車、徒歩 5分 

３ 京王新線「幡ヶ谷駅」下車 ・・・・・・・・・・・・徒歩 15分  

４ 東京メトロ丸ノ内線「中野新橋駅」下車・・・・・・・徒歩 10分 

５ 都営大江戸線「西新宿五丁目駅」下車・・・・・・・・徒歩 15分 

 

 

問い合わせ先  

東京大学教育学部附属中等教育学校 研究部 

    〒164-8654  東京都中野区南台 1丁目 15番 1号 

    TEL 03-5351-9050    FAX 03-3377-3415  


