
平成２７年１０月

松原市教育委員会教育長 様

松原市立各学校園長 様 松原市立 中央小学校長 易 寿巳

各関係者 様 布忍小学校長 中島 智子

松原第三中学校長 吉川 年幸

平成２６年～２８年度

松原市教育委員会委嘱 「中学校区の連携した教育協働研究推進事業」（２年次）

松原第三中学校区 研究発表会のご案内

― 第２次案内 ―

全体研究テーマ

「感じ ・考え ・行動する 人権のまちづくり 」

―人権教育と道徳教育をつないだ学び―

清秋の候、皆様におかれましては、益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、松原第三中学校区では、人権・同和教育の協働研究を軸に、校種を越えて、確かな学力の定着や

豊かな人権感覚の育成等に取り組んで来ました。

今回の研究では、これまでの教育実践を踏まえ、「人権のまちづくり」をテーマに、子どもたちの将

来の夢の実現や実践的行動力等の育成をめざし、取り組んでおります。

つきましては、下記のとおり２年次の中間発表を開催させて頂きますので、何かとご多用のこととは

存じますが、多数ご参加頂きますよう、ご案内申し上げます。

◆ 日時 平成２７年１１月１３日（金）

午後２時～５時（受付 １時３０分）

◆ 会場 松原市立松原第三中学校
〒 580-0024
大阪府松原市東新町３－１－２３

TEL： 072-339-2503 FAX： 072-339-2513
E-mail : matsu3@matsubara.e-kokoro.ed.jp

◆ 時程

13:30 14:00 14:50 15:00 15:35 15:45 17:00

受付 公開授業（１８学級） 休憩 研究協議（６分科会） 休憩 全体会

移動 移動 （松原第三中学校体育館）

○中央小（１年～６年） ○人権総合学習

６学級 （３分科会） ○挨拶

○布小 （１年～６年） ○道徳 ○研究報告

６学級 （３分科会）

○パネルディスカッション

○三中 （１年～３年）

６学級 ○閉会挨拶

指導研究者 大阪大学大学院 志水 宏吉 教授

武庫川女子大学 西井 克泰 教授

大阪大学大学院 高田 一宏 准教授

関西大学 若槻 健 准教授



◆ 公開授業 １４：００～１４：５０

協議 学校 学年 教科等 単元名等 授業者

中央 ５年 総合 たじひタイム 『仕事に学ぶ、人に学ぶ』 仲窪 昭紀

A 布忍 ４年 総合 ぬのしょう、タウン・ワークス 「自分にできるまちづくり」 藤中 舞

三中 ２年 総合 大人になるための魔法 防災教育 ～災害リスク軽減～ 西山 剛世

中央 ６年 総合 たじひ タイム 『平和学習』～仲間とともに「自分を生きる」～ 中野 貴文

B 布忍 ６年 総合 ぬのしょう、タウン・ワークス 人権を大切にする生き方 小山 健二

三中 ３年 教科 社会 民主主義は面白い 松下 竜士

中央 ２年 特活 ほっと COM 『友だちになるために』～ふわふわことば・とげとげことば～ 松田江里加

C 布忍 ２年 総合 ぬのしょう、タウン・ワークス 「わくわくぬのせたんけんたい２」 植田 厚

三中 ２年 総合 大人になるための魔法 『信太の狐』 安田 智昭

中央 ３年 道徳 道徳 「友だちっていいな」 冨士松真哉

D 布忍 ３年 道徳 こころ・ワークス 「私ならどうするⅠ」 大畑 康夫

三中 １年 道徳 多文化共生 「アハメドくんの命のリレー」から考える 西村 友宏

中央 １年 特活 ほっと COM 「木とリス」 吉村 理恵

E 布忍 １年 道徳 こころ・ワークス 「どんなきもちもたいせつに」 沖村 香織

三中 １年 道徳 多文化共生 「アハメドくんの命のリレー」から考える 前﨑 圭子

中央 ４年 道徳 道徳 「わたしを知る あなたを知る この一歩から」 小林 しほ

F 布忍 ５年 道徳 こころ・ワークス 「私ならどうするⅠ」 花谷 高昭

三中 ３年 教科 国語 「温かいスープ」 高橋 美帆

＊小学校の授業につきましては、１４：００～１４：４５と致します。

◆ 研究協議 １５：００～１５：３５

＊ A ～ F の６分科会に分かれて、授業や取組みについての研究協議を行います。

◆ 全体会 １５：４５～１７：００

【挨拶】

主催者挨拶

松原市教育委員会 髙阪 俊造 教育長

【研究報告】

【パネルディスカッション】

「三中校区の取組みの現状と課題」

大阪大学大学院 志水 宏吉 教授

武庫川女子大学 西井 克泰 教授

大阪大学大学院 高田 一宏 准教授

関西大学 若槻 健 准教授

【閉会挨拶】

問い合わせ

○松原市立中央小学校

〒 580-0044 大阪府松原市田井城 3-72-2 TEL： 072-334-0005

○松原市立布忍小学校

〒 580-0023 大阪府松原市南新町 1-6-17 TEL： 072-332-0001

○松原市立松原第三中学校

〒 580-0024 大阪府松原市東新町 3-1-23 TEL： 072-339-2503


