
2020年，

ときわ会 教育研究発表会が変わる。

オンライン実践研修会

あなたの求めている研修が
きっと ここにある。

誰でも 何回でも

自由に 参加OK！

第1回 11月 7日（土） 全体会・分科会
第2回 11月28日（土） 分科会
第3回 1月 9日（土） 分科会
第4回 2月13日（土） 全体会・分科会



・全体会参加者は，YouTubeのライブ試聴で参加してください。

・分科会参加者は，「勤務校名と氏名」を入力し，Zoomで参加してくださ
い。その際，参加者意識を高めるために，基本的には顔を出しての参加を
お願いします。また，Zoomのチャット機能を使って，質問や意見を伝える
ことができます。「ブレイクアウトセッション」で協議に参加することもできます。

・発表者の発表資料は，Zoomのチャット機能を使って，当日配付します。

・軽装で，飲み物等の持ち込みもOKです。

・機器等のトラブルに関しての問い合わせは，幹事の人数等の関係で対応
できません。ご了承ください。

・参加者は次の点を守ってください。ご協力の程，どうぞよろしくお願いします。

★本研修会に参加するためのID及びパスワード，URLを，第三者へ伝え
たり，SNS等へ投稿したりすることはできません。

★研修会の様子は，個人情報保護の観点から保存・録音することはでき
ません。
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・次ページから掲載しているＱＲコードから申し込んでください。

・研修会や分科会については複数申し込むことができます。もちろん４回すべ
ての研修会を申し込むこともできます。また，同じ時間に開催の分科会にお
いては，その時間の中から１つの分科会を選択してください。（例：分科
会①からは１つの分科会を選択）。

・申込の締切日は，各回の開催の２週間前までです（厳守）。

・担当幹事（附属新潟小 教頭 山田耕世）が，各回の開催１週間前
までに，「分科会のZoomのID及びパスワード」「全体会のYouTubeの
URL」等を参加者へメール（BCC）で送ります。

【問い合わせ先】
事務局担当幹事 山田 耕世
（新潟大学附属新潟小学校 教頭）

電話 ０８０－３４８４－１０９８



第1回研修会 11月 7日（土）

◆全体会 13:00～14:00

・開会の挨拶 吉田 隆 （ときわ会 会長）
・文部科学省からのメッセージ 浅田 和伸 様

（文部科学省 総合教育政策局 局長）
・ときわスーパーティーチャー認証式

・閉会の挨拶 有本 秀雄 （ときわ会 副会長）

最新の教育の
動向をYou Tubeで
ライブ視聴できます！

◆分科会①ー１ 14:40～15:40 （14:20から入室可）

・発表者 茂木 徹（柏崎市立日吉小学校）
「『午前５時間制』導入による教育課程の改善」

【学校経営】

◆分科会①ー２ 14:40～15:40 （14:20から入室可）

・発表者 山澤 晴子（聖籠町立山倉小学校）
「単元を見通した学習計画によって新たな問題を見いだす児童」

【算数科】

◆分科会①ー３ 14:40～15:40 （14:20から入室可）

・発表者 井上 和紀（新潟市立漆山小学校）
「ワーキングメモリーに配慮した特別支援学級児童への学習指導」

【特別支援教育】

Zoom

Zoom

Zoom

◆分科会②ー１ 16:20～17:20 （16:00から入室可）

・発表者 松井 衛（上越教育大学教職大学院）
「探究的な学習過程を通して，数学的な見方・考え方を働かせる算数授業
～第４学年『垂直・平行と四角形』の単元づくりを通して～」 【算数科】

◆分科会②ー２ 16:20～17:20 （16:00から入室可）

・発表者 竹松 譲（新潟市立沼垂小学校）
「ボール運動領域（ゴール型）における『動き出しのタイミング』に焦点を当てた
話合いの効果」 【体育科】

◆分科会②ー３ 16:20～17:20 （16:00から入室可）

・発表者 佐藤 武志（五泉市立村松小学校）
「児童の自己決定を生かしたソーシャルスキル般化促進への手立ての工夫」

【特別支援教育】

Zoom

Zoom

Zoom

このＱＲコードから申し込んでください。



第２回研修会 11月 28日（土）

◆分科会③ー１ 13:00～14:00 （12:40から入室可）

・発表者 戸川 慶典（佐渡市立赤泊小学校）
「会話のスキルを高める手立てを通して，達成感や楽しさを感じられる活動実践
～『話すこと』『聞くこと』の活動を通して～」 【国語科】

◆分科会③ー２ 13:00～14:00 （12:40から入室可）

・発表者 山下 拓実（佐渡市立金井小学校）
「数学的な見方・考え方を働かせる児童の育成
～表や図を活用して，複数の解のなかにある同じ事柄に着目する活動を通して～」 【算数科】

◆分科会③ー３ 13:00～14:00 （12:40から入室可）

・発表者 槙田 宏治（長岡市立川口中学校）
「生物を根拠をもって分類する生徒の育成 ～アリの教材化～」

【理科】

◆分科会④ー１ 14:40～15:40 （14:20から入室可）

・発表者 池乗（真田）節子（新潟市立関屋小学校）
「多様な考えを創発する共有ベースをどうつくるか
～アクティブ・ブック・ダイアログの手法を用いて～」 【総合的な学習の時間】

◆分科会④ー２ 14:40～15:40 （14:20から入室可）

・発表者 槙田 泰彦（新発田市立佐々木小学校）
「根拠のある予想を立てる力を育て，学習への意欲を高める
社会科学習指導の工夫」 【社会科】

◆分科会④ー３ 14:40～15:40 （14:20から入室可）

・発表者 荒井 琢郎（長岡市立宮内小学校）
「数学的な見方・考え方を働かせる授業づくりの工夫」

【算数科】

Zoom

Zoom

Zoom

Zoom

Zoom

Zoom

このＱＲコードから申し込んでください。



◆分科会⑤ー１ 16:20～17:20 （16:00から入室可）

・発表者 和田 智秀（小千谷市立小千谷小学校）
「認知の特性を踏まえた作文指導に関する事例研究」

【特別支援教育】

◆分科会⑤ー２ 16:20～17:20 （16:00から入室可）

・発表者 大橋 拓（新発田市立猿橋小学校）
「社会的事象が『分かる』児童を育成する手立ての検証
～疑問や問いから社会的事象を追究し，自分ごとに変容させる様子から～」 【社会科】

◆分科会⑤ー３ 16:20～17:20 （16:00から入室可）

・発表者 早川 克善（燕市立燕中学校）
「鑑賞と創作を一体化した授業づくり ～ＩＣＴを活用した実践～」

【音楽科】

Zoom

Zoom

Zoom



第３回研修会 １月 ９日（土）

◆分科会⑥ー１ 9：20～10：20 （9:00から入室可）

・発表者 山田 庸平（聖籠町立山倉小学校）
「子どもが問いを変容させ，学びを深める算数授業」

【算数科】

◆分科会⑥ー２ 9：20～10：20 （9:00から入室可）

・発表者 白井 啓太（長岡市立上川西小学校）
「関わり合って学びを深める外国語指導の工夫
～バックワードデザインをベースにした単元構想を軸にして～」 【外国語】

Zoom

Zoom

◆分科会⑦ー１ 11:00～12:00 （10:40から入室可）

・発表者 相賀 初美（佐渡市立相川小学校）
「文学教材を読むことの面白さを体感させる読みの授業
～子どもが主体的に追究したいと考える課題の工夫と対話に焦点を当て～」 【国語科】

◆分科会⑦ー２ 11:00～12:00 （10:40から入室可）

・発表者 奥山 さゆり（胎内市立中条小学校）
「問題に合わせた解決方法を選択できる子どもの育成」

【算数科】

◆分科会⑦ー３ 11:00～12:00 （10:40から入室可）

・発表者 石栗 英敏（胎内市立黒川小学校）
「子どもたちのいじめを許さない，見逃さない意識を醸成する
いじめ見逃しゼロ集会の取組 ～感染防止の視点から～」 【生徒指導】

Zoom

Zoom

Zoom

このＱＲコードから申し込んでください。



◆分科会⑧ー１ 13:00～14:00 （12:40から入室可）

・発表者 高野 龍之介（新潟市立亀田小学校）
「数学的な見方・考え方を働かせる算数授業づくり
～小学１年生を対象として～」 【算数科】

◆分科会⑧ー２ 13:00～14:00 （12:40から入室可）

・発表者 和平 匤将（十日町市立十日町中学校）
「生徒の思考を表出させる思考ツールを用いた理科指導
～４コマツールを用いた実践～」 【理科】

◆分科会⑧ー３ 13:00～14:00 （12:40から入室可）

・発表者 山﨑 翔泰（阿賀野市立堀越小学校）
「仲間と対話し，協力して課題を解決する学習の実現
～第３学年 『一連の演技』を組み立ててパフォーマンスをする鉄棒運動の実践～」 【体育科】

Zoom

Zoom

Zoom

◆分科会⑨ー１ 14:40～15:40 （14:20から入室可）

・発表者 坪井 一将（新潟市立矢代田小学校）
「身に付いた資質能力を自覚できる国語科授業」

【国語科】

◆分科会⑨ー２ 14:40～15:40 （14:20から入室可）

・発表者 本間 陽香（新潟市立小合小学校）
「生き生きと表現するために自分の見方・考え方をひろげる鑑賞活動の工夫」

【図画工作科】

◆分科会⑨ー３ 14:40～15:40 （14:20から入室可）

・発表者 栗山 しのぶ（長岡市立黒条小学校）
「地域を誇り，平和を語る児童の育成
～第６学年 総合的な学習の時間の実践～」 【総合的な学習の時間】

Zoom

Zoom

Zoom

◆分科会⑩ー１ 16:20～17:20 （16:00から入室可）

・発表者 金澤 健太郎（小千谷市立千田中学校）
「自分の思いや考えを発表し考えや意見を深め合う生徒の育成
～効果的なかかわりを図る授業構成の工夫～」 【数学科】

◆分科会⑩ー２ 16:20～17:20 （16:00から入室可）

・発表者 本田 勇輝（加茂市立下条小学校）
「見通しをもって問題解決し，主体的に学ぶ児童の育成」

【理科】

Zoom

Zoom



第４回研修会 ２月13日（土）

◆分科会⑪ー１ 14:40～15:40 （14:20から入室可）

・発表者 本間 和寛（新潟市立中之口西小学校）
「政治と社会生活の関係を捉えて，政治への関心を高める子ども」

【社会科】

◆分科会⑪ー２ 14:40～15:40 （14:20から入室可）

・発表者 山口 和芳（聖籠町立聖籠中学校）
「自己有用感を高める活動を通して，
人権感覚を高め，互いを認め合える生徒の育成」 【人権教育・同和教育】

◆分科会⑪ー３ 14:40～15:40 （14:20から入室可）

・発表者 八藤後 和男（村上市立村上小学校）
「通級と在籍学級担任の連携を生かした読解の指導
～マルチメディアデイジー教科書の活用を通して～」 【特別支援教育】

◆全体会 13:20～14:00

・開会の挨拶 吉田 隆 （ときわ会 会長）
・全体総括 津野 庄一郎（ときわ会 研修委員長）
・閉会の挨拶 高橋 正則 （ときわ会 副会長）

Zoom

Zoom

Zoom

◆分科会⑫ー１ 16:20～17:20 （16:00から入室可）

・発表者 中村 寿利（新潟市立大形中学校）
「学級の支持的風土を基盤とした対話による『深い学び』の実現」

【理科】

◆分科会⑫ー２ 16:20～17:20 （16:00から入室可）

・発表者 加藤 諒太（新潟市立東中野山小学校）
「１人１台のタブレットを活用した道徳の授業のあり方」

【道徳・情報教育】

Zoom

Zoom

◆分科会⑫ー２ 16:20～17:20 （16:00から入室可）

・発表者 小柳 政喜（阿賀野市立安野小学校）
「コーチングを応用した生徒指導と学級経営の実践」

【生徒指導・学級経営】

Zoom

今年度の研修の振り返りと
来年度の展望を
You Tubeで

ライブ視聴できます！

このＱＲコードから申し込んでください。


