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大会主題設定の理由
　平成23年度は新学習指導要領完全実施の年である。社会科では，地域社会や我が国の国土・歴史
などに対する理解と愛情を深め，社会的な見方や考え方を養い，身に付けた知識・概念や技能など
を活用し，よりよい社会の形成に参画する資質や能力の基礎を培うことを重視している。

○広い視野から地域社会や我が国の国土・歴史などに対する理解と愛情を深めるとともに，基礎
的・基本的な知識や技能を確実に習得し，それらを活用して社会的な見方や考え方を養う社会科
学習。

○学んだことを生かして、自らの考えを広げたり深めたりするとともに，個を確立し公意識をもって
自分の生活や学びを見直す社会科学習。

めざす子ども像
自ら問いをもちながら，社会を見る子，社会がわかる子，社会にかかわろうとする子

・知識基盤社会化
・グローバル化
・持続可能な社会

社会の変化

研究の視点１ 研究の視点２ 研究の視点３

・地域や家庭の教育力の低下
・人間関係の希薄化
・自制心や規範意識の低下

子どもの現状

・教育基本法，学校教育法
・新学習指導要領の理念
・キー・コンピテンシー

教育の動向

自 分 発 社会経由 自 分 行

社会に興味や関心をもち問題意識を高める 社会を見る　社会がわかる 社会にかかわろうとする

つ　か　む

自分とのかかわり

調べる　考える

大切にしたいかかわり

ふりかえる　生かす

社会的事象（教材）とのかかわり 学習集団や教師とのかかわり

子どもの問題意識を高め，確
かな事実認識から社会認識を
深めることができる教材

大切にしていくこと　

①子どもが身近に感じる教材の

開発

②子どもの思考や理解の道筋を

明確にする学習内容の構造化

子どもが学習集団や教師とかかわり
自らの見方や考え方を確かなものに
していく学習活動

大切にしていくこと　

①かかわりをもちながら追究すること
ができる単元構成の工夫
②知識や技能を習得し、それらを活用し
ながら自らの生き方を探究する学習
活動の工夫

子どもが学習したことを自分
の生活や学びに生かす指導と
評価

大切にしていくこと　

①社会を「見る」「わかる」こと
を大切にした指導と評価の工
夫

②社会に「かかわろう」とする
姿を育てる指導と評価の工夫

大 会 主 題

自ら社会に参画する力の基礎を養う社会科学習
～自分発，社会経由，自分行～
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会　　場

石川県文教会館大ホール

〒920-0918　金沢市尾山町10番５号 
　　　　　　ＴＥＬ ０７６－２６２－７３１１
　　　　　　ＦＡＸ ０７６－２６２－２７７９ 

交　　通
アクセス

○ＪＲ金沢駅から北鉄バス　香林坊方面行「南町」下車。徒歩２分
○飛行機　小松空港より金沢市内経由バス「香林坊」下車。徒歩10分

第１日目 １０月２７日（木）

  記念講演　「スーパーパティシエへの道」
　　　　　　　～ 和から洋へ ～

講師　辻　口　博　啓　先生　

講師プロフィール

　18才の頃より都内及びフランスの洋菓子店にて修行を重ね、国内外
数々のコンクールでタイトルを受賞。1997年パティシエのワールド
カップ「クープモンド」飴細工部門で、最年少最高得点を取得など、５
度の世界大会に出場し、３度の優勝経験を持つ。
　現在は自由が丘「モンサンクレール」や、世界初のロールケーキ専門
店「自由が丘ロール屋」など、コンセプトの異なる10のスイーツラン
ドを展開。各企業とのコラボレーションやプロデュースを行ったり、石
川県観光大使やFood Action Nippon「米粉倶楽部」の部長を務めるな
ど、多方面で活躍中。2009年にはインターネットで学ぶお菓子教室
「スーパースイーツスクール」を開講するなど、常に新しいスイーツの
可能性に取り組んでいる。

１　大会主題提案　　石川大会実行委員会研究部
２　指 導 講 評　　文部科学省初等中等教育局教育課程課 
　　　　　　　　　　　教科調査官　澤井　陽介 先生
３　次期大会報告　　高知大会実行委員長
４　記 念 講 演
５　閉会　閉会のことば

12:30 13:30 14:15 15:15 16:45 17:00

受付 閉会開会行事 全体会 記念講演

１　開会　開会のことば
２　全小社研会長挨拶
３　実行委員長挨拶
４　来 賓 祝 辞
５　来 賓 紹 介
６　会 務 報 告

開会行事 全体会・記念講演
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第１会場校

金沢市立弥生小学校

〒921-8036　石川県金沢市弥生１丁目26－２
　　　　　　ＴＥＬ ０７６－２４２－３２４５
　　　　　　ＦＡＸ ０７６－２４２－３２４４
　　　　　　 yayoi-e@kanazawa-city.ed.jp
児童数　413名　　学級数　16
校　長　 細　川　　　章

交　　通
アクセス

○ＪＲ金沢駅東口バスターミナル８番乗場から北鉄バス「有松経由南部車庫」「野々市駅」、
　９番乗場から、北鉄バス「南松任」または「寺井車庫」「千代野ニュータウン」行き乗車。
　「泉１丁目」下車。徒歩１分
○ＪＲ金沢駅からタクシーで20分

１　学 校 紹 介
　室生犀星にゆかりのある犀川と城下町金沢のなごりを残す旧北陸道や旧鶴来街道もあり、古くも
あり新しくもある落ち着いた街並みにあります。
　「ことば」の力を大切にした社会的な思考力の育成を副題に位置づけ、自分と社会のつながりを実感
し、集団思考の場を大切にすることで児童の学びの変容に迫るため、日々の実践を積み重ねています。

２　会場校テーマ　　かかわり合い、自己の学びを深める子
　　　　　　　　　　～「ことば」の力を大切にした社会的な思考力の育成 ～

３　時　　　程

４　全　体　会　　　基調提案　　　金沢市立弥生小学校　研究主任　　野﨑　　晃  教諭
　　　　　　　　　　指導講評　　　国士舘大学体育学部　　　　　　　北　　俊夫  教授

５　公開授業・学年別授業研究会
学　級 授業者 単　元　名 司　会　者 助　言　者

１年１組 出雲美佐緒 みんな　にこにこ
だいさくせん！

～みんなだいすき～
金沢市立材木町小学校
教　　頭　山田　菊代

野々市町立舘野小学校
校　　長　橋本　有可

１年２組 西谷美沙都

２年１組 中村　弘子
大すき！わたしたちのまち
～やよいのまちの
『すてき』を紹介しよう～

２年２組 丸　　瑶子

２年３組 高田　 　亘

３年１組 松尾　昭伸 工場の仕事
～人と人の心をつなぐ

和菓子～

白山市立広陽小学校
教　　頭　浅永　玲子 

白山市立旭丘小学校
校　　長　井南　寿彦３年２組 辻　　明子

４年１組 荒木　佳子 わたしたちの県
～百万石の伝統と文化が

息づくまち　金沢～

七尾市立小丸山小学校
教　　頭　山口　　満

石川県教育センター
指導主事　森田　清治４年２組 北原　　剛

５年１組 稲井志津子 情報化した社会と
わたしたちの生活
～命を守る

医療ネットワーク～

金沢市立中央小学校芳斉分校
教　　頭　石田　和博

金沢教育事務所
指導主事　河本　隆明５年２組 野﨑　　晃

５年３組 森川　涼子

第２日目 １０月２８日（金）

9:00 9:30 10:15

9:50 10:35

10:50 12:00 13:00 14:15 14:30 16:30

受付
昼　

食

移　

動

移動授業公開 Ⅰ

授業公開 Ⅱ

全体会
（基調提案・指導講評）

学年別
授業研究会

学年別
課題研究会
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学　級 授業者 単　元　名 司　会　者 助　言　者

６年１組 ⻆　　重人 新しい日本、平和な日本へ
～復興への挑戦！～

白山市立鳥越小学校
教　　頭　山岸　成人

志賀町立下甘田小学校
校　　長　高橋　淳子６年２組 比良　俊晴

つくし学級 道下　礼子 「つくし　なかよし
お話し会」をひらこう！ 金沢市立米丸小学校

教　　頭　中村　健司
金沢市教育委員会
指導主事　山岸　茂義なのはな学級 源　　彩千 できるようになったよ！

　学年別課題研究会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第１会場（弥生小学校）

提　案　者 司　会　者 助　言　者    

３
年
Ａ

宮城県
仙台市立東四丸郎小学校

教　　諭　鈴木　　圭
仙台市立田子小学校

教　　頭　髙橋　 洋充
仙台市立東四丸郎小学校

校　　長　大風　秀康

香川県
観音寺市立観音寺南小学校

教　　諭　出濱　大資
香川大学教育学部附属坂出小学校

教　　諭　山内　秀則
高松市立多肥小学校

校　　長　亀井　伸治

３
年
Ｂ

静岡県
浜松市立芳川小学校

教　　諭　河村　　誠
浜松市立広沢小学校

教　　諭　袴田　暁広
浜松市立新津小学校

校　　長　廣岡　龍雄

石川県
金沢市立泉野小学校

教　　諭　泊　　和寿
白山市立広陽小学校

教　　頭　浅永　玲子 
白山市立旭丘小学校

校　　長　井南　寿彦

４
年
Ａ

青森県
弘前市立城西小学校

教　　諭　今井　　修
黒石市立牡丹平小学校

教　　諭　髙木　　威
藤崎町立常磐小学校

校　　長　櫻庭　榮一

栃木県
宇都宮市立富士見小学校

教　　諭　篠崎　玄房
宇都宮市立西原小学校

教　　諭　穐本　忠明
宇都宮市教育委員会

副主幹・指導主事  口川　和伸

４
年
Ｂ

佐賀県
武雄市立橘小学校

教　　諭　福田　　修
太良町立多良小学校

教　　諭　金子　宏幸
鹿島市立能古見小学校

校　　長　中村祐二郎

石川県
野々市町立富陽小学校

教　　諭　荒木由紀子
七尾市立小丸山小学校

教　　頭　山口　　満
石川県教育センター

指導主事　森田　清治

５
年
Ａ

愛知県
豊橋市立東陵中学校

教　　諭　山本　廣樹
愛知教育大学附属岡崎小学校

教　　諭　長谷川崇幸
岡崎市立美川中学校

校　　長　石川　守彦

熊本県
熊本市立城南小学校

教　　諭　高木　謙一
熊本市立出水小学校

教　　諭　高﨑　涼子
熊本市立長嶺小学校

校　　長　鹿釜　和年

５
年
Ｂ

神奈川県
横浜市立平沼小学校

主幹教諭　場家　　誠
横浜市立南山田小学校

教　　諭　神田　重信
横浜市教育委員会教育政策推進室

主任指導主事  山本　朝彦

石川県
金沢市立戸板小学校

教　　諭　村井　政一
金沢市立中央小学校芳斉分校

教　　頭　石田　和博
金沢教育事務所

指導主事　河本　隆明

６
年
Ａ

茨城県
石岡市立南小学校

教　　諭　押手佐代子
石岡市立瓦会小学校

教　　諭　三輪　章夫
石岡市教育委員会

指導主事　原部　浩樹

三重県
四日市市立泊山小学校

教　　諭　石田　智洋
四日市市立羽津北小学校

教　　諭　萩原　俊一
四日市市立常磐小学校

校　　長　市川　則文

６
年
Ｂ

山梨県
山梨県立博物館

教育主事　川﨑　　剛
甲府市立北西中学校

校　　長　原　　　工
甲府市立北西中学校

前 校 長　輿水　　均

大分県
別府市立南小学校

教　　諭　長嶺　敏雄
大分大学教育福祉科学部附属小学校

教　　諭　松村　則明
大分市立下郡小学校

校　　長　別木　達彦
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第２会場校

金沢市立小立野小学校

〒920-0942　石川県金沢市小立野４－７－７
　　　　　　ＴＥＬ ０７６－２３２－１２８３
　　　　　　ＦＡＸ ０７６－２６１－２３３３
　　　　　　 kodatsuno-e@kanazawa-city.ed.jp
児童数　523名　　学級数　21　
校　長　大　畑　勇　一 

交　　通
アクセス

○ＪＲ金沢駅東口バスターミナル３番乗場から、北鉄バス「金沢学院大学」「湯涌温泉」「北陸
大学薬学部」「北陸大学・太陽ケ丘」行きに乗車。西口バスターミナル４番乗場から、北鉄バ
ス「金沢学院大学」「金沢東高校」「東部車庫」行き乗車。「小立野三丁目」下車。徒歩４分

○ＪＲ金沢駅からタクシーで25分

１　学 校 紹 介
　金沢市城東地区、犀川と浅野川に挟まれた台地に位置し、前田家ゆかりの神社・仏閣が散在する歴
史の香り豊かな環境の中にあります。
　「自ら調べ、考え、判断し、確かな思いを築く子どもを育てる」を研究主題に掲げ、主体的に問題
解決型学習に取り組むことで、学ぶ力をつけ、学びを生活に生かしていく子ども達を育てることを目
ざしています。

２　会場校テーマ　　自ら調べ、考え、判断し、確かな思いを築く子どもを育てる
　　　　　　　　　　～ 人・もの・こととのかかわり合いを大切にして ～

３　時　　　程

４　全　体　会　　　基調提案　　　金沢市立小立野小学校　　研究主任　　上田笑美子  教諭
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山田　明弘  教諭
　　　　　　　　　　指導講評　　　國學院大學人間開発学部　　　　　　　安野　　功  教授

５　公開授業・学年別授業研究会
学　級 授業者 単　元　名 司　会　者 助　言　者

１年１組 安原　昭二
あきとあそぼう

金沢市立東浅川小学校
教　　頭　松浦　理恵

津幡町立英田小学校
校　　長　岩井いずみ

１年２組 大桑　綾子
１年３組 石谷　昌枝
２年１組 宮下　信恵 みんな　あつまれ

　　　　やっほいほい
～わくわく　ゆめランドへ
ようこそ～　

２年２組 飛田今日子
２年３組 橋本　郁子
３年１組 浅香　泰江

店ではたらく人 金沢市立伏見台小学校
主幹教諭　興井　綾子

加賀市立南郷小学校
校　　長　竹本　明彦３年２組 濵髙　勇樹

３年３組 森　　裕子
４年１組 山田　明弘

のこしたいもの・つたえ
たいもの

金沢市立内川小学校
教　　頭　梶原　　弘

石川県教育委員会
指導主事　田中　宏志４年２組 澤田真理子

４年３組 安部　望美

第２日目 １０月２８日（金）

9:00 9:30 10:15

9:50 10:35

10:50 12:00 13:00 14:15 14:30 16:30

受付
昼　

食

移　

動

移動授業公開 Ⅰ

授業公開 Ⅱ

全体会
（基調提案・指導講評）

学年別
授業研究会

学年別
課題研究会
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学　級 授業者 単　元　名 司　会　者 助　言　者
５年１組 笹山　優子

わたしたちの生活と工業
生産

白山市立蕪城小学校
教　　頭　板倉　　徹

金沢市教育委員会
指導主事　貞廣　賢了５年２組 矢代　美里

５年３組 落合　一徳
６年１組 新谷　正志

明治の国づくりを進めた
人々

白山市立美川中学校
教　　頭　石田　恵一

白山市立石川小学校
校　　長　大野　雅史６年２組 矢知加奈恵

６年３組 上田笑美子

　学年別課題研究会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第２会場（小立野小学校）

提　案　者 司　会　者 助　言　者    

３
年
Ａ

東京都
世田谷区立祖師谷小学校

教　　諭　高橋　洋之
足立区立鹿浜第一小学校

校　　長　水越　俊行
立川市立第八小学校

校　　長　田中　洋子

長崎県
松浦市立調川小学校

教　　諭　竹本　　晶
松浦市立上志佐小学校

教　　諭　宮本　勝博
松浦市立田代小学校

校　　長　吉田　　忠

３
年
Ｂ

和歌山県
和歌山市立雑賀小学校

教　　諭　永井　邦泰
和歌山市立福島小学校

教　　頭　栩野　真一
和歌山市立東山東小学校

校　　長　村井　隆広

石川県
白山市立千代野小学校

教　　諭　藤垣　好美
金沢市立伏見台小学校

主幹教諭　興井　綾子
加賀市立南郷小学校

校　　長　竹本　明彦

４
年
Ａ

山形県
上山市立東小学校

教　　諭　齋藤　秀行
上山市立南小学校

校　　長　山口　　誠
上山市立宮生小学校

校　　長　酒井　雄一

千葉県
千葉市立土気小学校

教　　諭　中村　佳仁
千葉市立山王小学校

教　　諭　吉川　則子
千葉市立みのわ台南小学校

校　　長　橋本　好造

４
年
Ｂ

奈良県
橿原市立晩成小学校

教　　諭　福井　　忍
奈良市立都跡小学校

教　　諭　本車田達郎
奈良市立興東小学校

校　　長　松本　賢一

石川県
金沢市立新竪町小学校

教　　諭　橋本　　貢
金沢市立内川小学校

教　　頭　梶原　　弘
石川県教育委員会

指導主事　田中　宏志

５
年
Ａ

福井県
福井市社北小学校

教　　諭　櫻井　　豊
福井市清明小学校

教　　諭　中野　吉人
福井市中藤小学校

校　　長　北村誠一郎

高知県
高知市立昭和小学校

教　　諭　北岡　　愛
高知市立介良小学校

教　　諭　松下　郁恵
南国市立大篠小学校

校　　長　白川　景子

５
年
Ｂ

大阪府
大阪市立聖和小学校

教　　諭　金　　大竜
大阪市立三軒家西小学校

教　　諭　二俣　峰雄
大阪市立宝栄小学校

校　　長　塩見　　優

石川県
金沢市立大浦小学校

教　　諭　小藤　　強
白山市立蕪城小学校

教　　頭　板倉　　徹
金沢市教育委員会

指導主事　貞廣　賢了

６
年
Ａ

岡山県
笠岡市立大井小学校

教　　諭　清水　健吾
倉敷市立倉敷南小学校

教　　諭　萩原　　勲
笠岡市立今井小学校

校　　長　岡　　浩一

名古屋市
名古屋市立梅森坂小学校

教　　諭　富田　宏行
名古屋市立平和小学校

教　　頭　枡田　　勝
名古屋市立福田小学校

校　　長　渡辺　博之

６
年
Ｂ

兵庫県
神戸市立竹の台小学校

教　　諭　中島　常彦
神戸市立西灘小学校

教　　諭　長崎　　亭
神戸市立竹の台小学校

校　　長　西馬　和男

愛媛県
松山市立福音小学校

教　　諭　片岡　克哉
愛媛大学教育学部附属小学校

教　　諭　今井　政宏
松前町立松前小学校

教　　頭　二宮　和広


