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平成２８年１１月５日６日に千葉市の各会場で第６６次千葉県教育研究集会が行われま

した。印旛からは夏の印教研で小学校５部会，中学校３部会が推薦され，森下康彦先生（大

山口中学校），楠 卓士先生（船穂中学校），塚野香穂先生（大日小学校）が研究発表を行い

ました。 

また、今年の全国教研は２月３日～５日に新潟県を会場に実施されました。大山口中学校

の森下先生がメインレポーターとして参加し、２日目（４日）に提案を行いました。今回の

理研会報では，全国教研、県教研に参加した先生方からの感想等を掲載いたします。 
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このたび印旛を代表して、全国教研に参加

させていただきました。貴重な経験をさせ

ていただき、ありがとうございました。理

科教育分科会では、各都道府県から小学校

１４本、中学校９本、高校３本の計２６本

の提案がありました。どの提案もとても興

味深く、提案者の方々の熱意が感じられま

した。私も「科学的に探究する能力を育て

る指導の工夫～日常生活と理科をつなげる

学習を通して～」という主題で熱く提案し

てきました。 

全体的には小規模校からの提案が多く、

私たちが当たり前のように行っている統計

分析による考察ができない分、生徒の感想

や様子による発表が多かったです。そのた

め私たちのような「１４校の共同研究」、「千

人を超える実態調査」は非常に珍しく、驚

きと賞賛の声が寄せられました。また、北

は北海道更別村から、南は鹿児島県沖永良

部島まで様々な地域性があり、必ずしも学

習指導要領通りに授業ができず、それぞれ

の地域の特性に合わせた工夫をされていま

した。今回私たちの研究は、「科学の恩恵を

受け快適な生活をしている」というところ

から出発しましたが、全国には厳しい環境、

厳しい自然の中で生活している地域が数多

くあり、様々な視点を学ぶことができまし

た。 

二日目の昼食後には、実験紹介コーナー

があり、様々な教材教具、面白い実験が紹

介されました。どれも楽しい実験ばかりで、

機会があれば是非紹介していきたいです。
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県教研に参加して

 

１１月５、６日の２日間、千葉市で行わ

れた県教研に参加させていただきました。

印旛支部は、研究主題を「問題解決能力

を育成する指導の工夫～見通しを持たせる

場面を重視して～」とし、第４学年「とじ

こめた空気と水」と第５学年「ふりこの動

き」の単元についての実践を発表しました。

これまで行ってきた実践のように、基礎事

項を学習した後揺さぶりのある事象を提示

し、児童が既習事項をもとに問題解決を図

るという提案でした。

共同研究者からは、「児童にとって興味を

もてる実験であり、実験中も児童同士で条

件制御に気を付けて行っている点がよい。

 ２月１０

回研究員集会が行われました。役員会では今年度の活動

報告や来年度の事業計画などが審議されました。
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たいと思います。なお

集会は今年度同様

ておりますので

発表の中間報告ができるように見通

しを持った活動をお願いいたします。
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題解決能力の素地の育成につながってい

る。」と評価されました。一方、「教師の事

象提示を受け、児童自らが問題を見いだせ

るような手立てを行うこと。」や「一時間だ

けでなく、単元を通して児童の変容を行う

とよい。」というご指導を受けました。来年

度に向けて、ご助言いただいたことを踏ま

えてまとめていこうと思います。

また、他の支部の実践を聞くことも勉強

になりました。今回学んだことを日々の授

業で

機会を与えてくださった印教研理科研究部

の皆様に、深く感謝致します。
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