
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成平成平成平成 28282828・・・・29292929 年度国立教育政策研究所指定年度国立教育政策研究所指定年度国立教育政策研究所指定年度国立教育政策研究所指定    

教育課程研究指定校事業（教育課程研究指定校事業（教育課程研究指定校事業（教育課程研究指定校事業（ESDESDESDESD））））fffff 

    
標記の研究会が，11月 22日（水）に本校を会場に行われました。遠

くは大分県や静岡県の参加者を含め，県内外から多くの先生方や市内各

校の PTA関係者が大曲南中学校を訪れ，授業を参観しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自分の解き方を発表し合う（1 年生）   公正・効率の視点で意見交換（3 年生） 

 

 

 

 

 

 

プログラムシートで解決策を検討（合同） プレゼンに質問する吉川教育長（合同） 

 

 

 

 

 

 

 

まちづくり課長のお話を聞く（合同）       濵野調査官のご講演 

文部科学省

の濵野清（はま

のきよし）調査

官と南教育事

務所仙北出張所島田智指導主事

からは，次のようなご講評があり

ました。 

島田島田島田島田    智智智智    指導主事指導主事指導主事指導主事    

○1年生 数学 

「（「（「（「（数学数学数学数学のののの））））学習内容学習内容学習内容学習内容はははは直接的直接的直接的直接的にににに

はははは SDSDSDSD（（（（持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社社社社会会会会））））にはつなにはつなにはつなにはつな

がらないががらないががらないががらないが，，，，多面的多面的多面的多面的・・・・総合的総合的総合的総合的にににに考考考考

えるえるえるえる力力力力をををを伸伸伸伸ばすばすばすばす上上上上でででで（（（（数学数学数学数学はははは））））重重重重

要要要要であるであるであるである。。。。非常非常非常非常にににに提案性提案性提案性提案性のののの高高高高いいいい授授授授

業業業業だっただっただっただった。」。」。」。」    

○3年生 社会 

「「「「SDGSDGSDGSDG’’’’ssss のののの目標目標目標目標のののの第第第第 12121212（（（（つくるつくるつくるつくる責責責責

任任任任つかうつかうつかうつかう責任責任責任責任））））にににに合致合致合致合致するするするする授業授業授業授業でででで

ありありありあり，，，，生徒生徒生徒生徒はははは問問問問題題題題をををを多面的多面的多面的多面的・・・・多角多角多角多角

的的的的にににに検討検討検討検討しししし，，，，質質質質のののの高高高高いいいい学学学学びびびび合合合合いがいがいがいが

展開展開展開展開されていたされていたされていたされていた。」。」。」。」    

○小中合同 総合的な学習 

「「「「このこのこのこの共同的問題解決共同的問題解決共同的問題解決共同的問題解決はははは，，，，SDGSDGSDGSDG’’’’ssss

のののの見本見本見本見本となるとなるとなるとなる授業授業授業授業であったであったであったであった。。。。地域地域地域地域

のののの SDGSDGSDGSDG’’’’ssss をををを考考考考えさせるえさせるえさせるえさせる手法手法手法手法がががが新新新新

しくしくしくしく，，，，やりやりやりやり方方方方・・・・内容内容内容内容がまさにがまさにがまさにがまさに ESDESDESDESD

であるであるであるである。」。」。」。」    

濵濵濵濵野野野野    清清清清    調査官調査官調査官調査官    

「「「「ESDESDESDESD のののの考考考考ええええ方方方方はははは，，，，新指導要領新指導要領新指導要領新指導要領にににに

もしっかりもしっかりもしっかりもしっかり位置位置位置位置づけられておりづけられておりづけられておりづけられており，，，，

全教科全教科全教科全教科・・・・総合総合総合総合でででで先駆的先駆的先駆的先駆的なななな取組取組取組取組をしをしをしをし

ていていていているるるる南中南中南中南中にはにはにはには，，，，どんどんどんどんどんどんどんどん情報情報情報情報をををを

発信発信発信発信してほしいしてほしいしてほしいしてほしい。。。。中学中学中学中学校校校校でもでもでもでも，，，，生生生生

徒徒徒徒がががが発表発表発表発表するするするする授業授業授業授業がががが全国的全国的全国的全国的にににに増増増増

えてきているがえてきているがえてきているがえてきているが，，，，一方通行一方通行一方通行一方通行であるであるであるである

ことがことがことがことが少少少少なくないなくないなくないなくない。。。。ここではここではここではここでは，，，，子子子子

どもどもどもども同士同士同士同士のののの双方向双方向双方向双方向のやりのやりのやりのやり取取取取りがりがりがりが

できているできているできているできている。。。。子子子子どもがおどもがおどもがおどもがお互互互互いのいのいのいの発発発発

表表表表をををを受受受受けけけけ止止止止めめめめ合合合合いいいい，，，，付付付付けけけけ加加加加えたりえたりえたりえたり

しながらしながらしながらしながら，，，，集団集団集団集団のののの考考考考えをえをえをえを深深深深めていめていめていめてい

るるるる。。。。秋田秋田秋田秋田だからできるのかだからできるのかだからできるのかだからできるのか，，，，大仙大仙大仙大仙

市市市市のののの子子子子どもだからできるのかどもだからできるのかどもだからできるのかどもだからできるのか，，，，ここここ

のののの地区地区地区地区がががが特別特別特別特別なのかなのかなのかなのか。。。。」」」」    
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大 仙 市 立大 仙 市 立大 仙 市 立大 仙 市 立    

大 曲大 曲大 曲大 曲 南南南南 中 学 校中 学 校中 学 校中 学 校 

□1 年生 数学  授業者：齋藤 明 阿部利征 村田文子 

単元名「単元名「単元名「単元名「比例と反比例比例と反比例比例と反比例比例と反比例」」」」    

□3 年生 社会 授業者：後藤高仁 

単元名「単元名「単元名「単元名「私たちの暮らしと経済～消費生活と経済～私たちの暮らしと経済～消費生活と経済～私たちの暮らしと経済～消費生活と経済～私たちの暮らしと経済～消費生活と経済～」」」」    

□5 年生～中学 3 年生 総合 授業者：吉沢 理 鈴木康子 他   

ゲスト：市まちづくり課職員 

題材題材題材題材名「名「名「名「『未来』につなげよう『未来』につなげよう『未来』につなげよう『未来』につなげよう    ふるさとのよさふるさとのよさふるさとのよさふるさとのよさ」」」」            


