
平成３０年度 

研究発表会のご案内（二次案内） 

平成30年 6/30（土） 

大分大学教育学部附属特別支援学校 
〒８７０－０８１９ 大分市王子新町１番１号 
TEL  （０９７）５４３－８３１７ 
FAX  （０９７）５４５－４７２６ 

大分大学教育学部附属特別支援学校 

期日/ 

時間/ 9:00～16：30（受付8：30～） 

会場/ 

研究課題 

「児童生徒が活動に意欲的に取り組むための授業づくり」                         
    ～授業構想チェックシートを活用して～                   
                    （最終年次） 



 
 

開会行事 ９：００～９：１０  学校長 野田 幸代  
研究概要説明  ９：１０～９：３０   研究主任 髙倉 光一郎 

「研究課題設定の背景」 
「研究内容、方法」 

「これまでの取り組みと成果」 
「研究と発表、公開授業とのつながり」 

「生産物の活用方法」 
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９：００～９：３０  場所：体育館 

開 会 挨 拶   ９：００～９：０５   学   校  長 児玉 修一 

研究概要説明   ９：０５～９：３０   研究主任  髙倉 光一郎 

日程 

研究
概要
説明 

 薄暑の候、貴台におかれましては、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。また、平素より
本校教育にご理解とご協力を賜り感謝申し上げます。 

 さて、本校では、平成２６年度から「児童生徒が活動に意欲的に取り組むための授業づくり」の
テーマのもと、日々研究に取り組んでおります。 

 社会情勢を見てみると、インクルーシブ教育が推進されていく中で、これまで以上に、一人一人
の教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するため、
適切な指導及び必要な支援を行い、日々の授業を充実させることが大切です。そこで、本校では、
活動への参加を支える児童生徒の「意欲」に焦点をあて、「意欲」を育て、引き出すための授業づく
りについて研究してきました。 

 ささやかな実践ではありますが、公開授業、研究発表及び分科会発表を下記のような日程で行
います。 
 何かと公務ご多忙の折とは存じますが、多数の方々のご指導ご鞭撻をよろしくお願いいたします。 
                                     
                                    大分大学教育学部附属特別支援学校 
                                                  校長 児玉 修一 

16:30 



◆公開授業の行われた場所 
 で情報交換会を行います。 
 各授業者が授業のポイント 
 を説明します。 
 授業づくりについてのご質  
 問・ご意見をよろしくお願い 
 します。 
 
◆場所詳細につきましては、 
  当日お知らせをいたします。  

学部 授業内容 授業者 

小学部 １０：００～１０：４５   
中学部  ９：３５～１０：２５   
高等部  ９：３５～１０：５５ 

分科会 発表内容 

大分県教育センター特別支援教育部  
指導主事   後藤 邦崇 氏 

大分県教育庁特別支援教育課  
指導主事    三原 彰夫 氏 

授業構想チェックシート等を授業構想段階（ＰＬＡＮ）で
活用した授業づくり  
―自分から繰り返し取り組むためのゲームの教材化と 
  考えを深めるための教具の工夫について－   
 

大分県教育庁義務教育課  
指導主事    舟越 宣之 氏 

大分大学大学教育学部  
准教授     藤野 陽生 氏 

発表者 
司会者 

助言者 

伊東 晃一 
髙倉 光一郎 
 

阿倍 智樹 
徳脇 朋子 

足立 充弘 
藤元 宏之 
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 ※分科会発表では、授業構想チェックシートを活用した昨年度の授業実践について発表します。 

遊びの指導 
もも組（１、２年） 藤並・梅村・首藤 水遊びをしよう 

数学 柳井・藤野 集合数 

図画工作 
さくら組（５、６年） 

西海・阿部（よ） 

伊東 
いろんな顔をかこう（版画） 

図画工作 
うめ組（３、４年） 

久留・峰藤 新聞紙や紙粘土を使って 
恐竜を作ろう（彫塑） 

徳脇・仲矢・濱尾 作業学習 
パンの代金の集計、印刷、 
シュレッダー処理などの事務作業 

公開
授業 

足立・家本 
田中（鮎） 

時刻・時間 数学 

加藤・田城・小石 金銭理解 数学 

藤元   四則計算 数学 

阿倍（智）・田中（舞） 

北山         ・阿部（汀）   
プレス機を使ったアルミ缶や 
ペットボトルのリサイクル作業 

作業学習 

森田・近藤・長野 にじいろカフェ （接客サービス） 作業学習 

情報 
交換会 

大分県教育庁特別支援教育課  
指導主事    坂本 忠史 氏 

大分大学教育学部 
附属教育実践総合センター 
教  授     佐藤 晋治 氏 

授業構想チェックシート等を授業実践・授業改善段階 
（ＣＨＥＣＫ及びＡＣＴＩＯＮ）で活用した授業づくり 
   ―学習環境の見直しと働きかけの工夫について－ 

授業構想チェックシート等を授業実践・授業改善段階 
（ＣＨＥＣＫ及びＡＣＴＩＯＮ）で活用した授業づくり 
  －わかって動ける学習環境の工夫について－ 

１１：３０～１２：１５ 

   １３：１５～１４：３５   各分科会会場につきましては、当日お知らせします。 



参加
申込 

交通アクセス 

別紙「参加申込用紙」に必要事項をご記入の上、ＦＡＸまたは郵送で下記申込先 
まで送付してください。 

参加費は無料です。昼食弁当（６００円程度）は、事前に申し込みを受け付けます。 
お支払いは、当日、体育館内受付でお願いいたします。 
 

【申込先】大分大学教育学部附属特別支援学校 担当 小西（教頭） 
      〒870-0819  大分市王子新町１番１号 
            ＴＥＬ０９７－５４３－８３１７     FAX０９７－５４５－４７２６ 
      ＵＲＬ：http://kitchom.ed.oita-u.ac.jp/futoku/ 
            Ｅ-maｉl：oitafuyo@cc.oita-u.ac.jp 
※本校ホームページから、「参加申込用紙」のダウンロードが可能です。 
※最新の情報は、本校ホームページをご覧ください。 
   

申込締切  平成３０年 ６月２２日（金） 

路線バス（大分交通） 

JR大分駅府内中央口から７番乗り場「県
立図書館」行に乗車。約15分間 
「附属特別支援学校前」で下車、徒歩で
約1分 

タクシー 

附属中学校側正門から入って、校内の 
看板に従って進んで下さい。 運動場が 
駐車場となっています。 

自家用車 

JR大分駅上野の森口タクシー乗り場より
乗車。約５分。（料金は８００円程度） 

講演会 

講師    
独立行政法人  

国立特別支援教育総合研究所 研修事業部研究員  神山 努 氏 

１４：５０～１６：２０  本校 体育館 

ぶんだい 特別支援学校 検索 

演題    
 『特別支援教育における主体的・対話的で深い学びの 
                            実現をめざした授業づくり』 
        

大分市営 
駄原球技場 
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