
平成30年度 後期・離島・１年長期研修 研究報告会 実施要項

１ ねらい：研修の研究報告を通して、研修の意義を再確認するとともに研修の成果

を共有し、今後の教育実践に役立てる。

２ 日 時：平成31年３月12日(火)、13日(水)、14日(木)、15日(金)

３ 場 所：県立総合教育センター 本館３階講義室

４ 参加者：所員、長期研修員、長期研修員所属校関係者、平成31年度前期・離島・

１年長期研修員、関係教育機関等

５ 日 程：

時 間 内 容 備 考

08:45～09:00 受 付

開会式

１
３ (1) 開会のことば

日
月 09:00～09:10 教職研修総括 古我知 博樹

目
12 (2) 所長あいさつ

日 所長 與座 博好

（火） 09:15～11:43 ＩＴ教育班①（７名）

11:43～13:05 休憩及び準備・移動

13:05～13:52 ＩＴ教育班②（２名）

13:52～14:46 理科研修班①（３名）

２ 13
08:45～09:00 受 付

日 日
09:00～11:08 理科研修班②（６名）

目 (水)
11:08～11:45 教育経営研修班①（２名）

11:45～13:05 休憩及び準備・移動

13:05～14:46 教育経営研修班②（５名）

08:45～09:00 受 付

３ 14 09:00～11:28 産業教育班①（７名）

日 日 11:28～13:05 休憩及び準備・移動

日 （木） 13:05～14:09 産業教育班②（３名）

14:09～15:50 特別支援教育班（５名）

08:45～09:00 受 付

４ 15 09:00～11:28 教科研修班①（７名）

日 日 11:28～13:05 休憩及び準備・移動

日 (金) 13:05～15:50 教科研修班②（８名）

閉会式

15:50～16:00 ○閉会のことば

学校支援総括 真栄田 義光

※ 研究テーマ、サブテーマ、発表日程の詳細等は県立総合教育センターのウェブ

サイトを御覧下さい。

【http://www.edu-c.open.ed.jp】

６ その他：

(1) 当日は上記の日程で報告会のライブ配信を行います。

【http://www.edu-c.open.ed.jp】

(2) 発表時間は１人15分、２～３人に対し質疑応答の時間を５分程度設けます。



受付 8:45～9:00
開会式 9:00～9:10

諸見里　佳 うるま市立高江洲小学校 ＩＣＴ教育 発表時間 9:15～9:30

喜世川　匡 宜野湾市立はごろも小学校 ＩＣＴ教育 発表時間 9:32～9:47

港川　涼子 うるま市立高江洲中学校 ＩＣＴ教育 発表時間 9:49～10:04

質疑 10:04～10:09
休憩 10:09～10:19

佐久本　優太 那覇市立鏡原中学校 ＩＣＴ教育 発表時間 10:19～10:34

高江洲　英知 恩納村立仲泊中学校 ＩＣＴ教育 発表時間 10:36～10:51

質疑 10:51～10:56
休憩 10:56～11:06

國吉　富佐子 那覇商業高等学校 ＩＣＴ教育 発表時間 11:06～11:21

儀間　正直 美咲特別支援学校 ＩＣＴ教育 発表時間 11:23～11:38

質疑 11:38～11:43
11:43～13:05

長田　欣也 北中城高等学校 教科「情報」 発表時間 13:05～13:20

新垣　正貴 糸満高等学校 教科「情報」 発表時間 13:22～13:37

質疑 13:37～13:42
休憩 13:42～13:52

東江　良人 本部町立伊豆味小学校 初等理科 発表時間 13:52～14:07

比嘉　正和 浦添市立内間小学校 初等理科 発表時間 14:09～14:24

田場　秀樹 那覇市立大名小学校 地学 発表時間 14:26～14:41

質疑 14:41～14:46

【理科研修班】

4 科学的な思考力・表現力を育成するための理科授業の工夫
―主体的・対話的で深い学びの視点から授業改善とＩＣＴ活用を通して―

5 生徒が主体的に判断できる力を育成する授業の実践的研究
―情報モラルの重要性を実感できる授業を通して―

7 表現する力を育成する自立活動の実践
―iMovie等を活用した動画制作を通して―

6 情報を読み取り、まとめる地理的技能を育成する学習指導の工夫
―フィールドワークとＩＣＴ機器を併用した防災教育を通して―

2 教科横断的なプログラミング的思考の育成
―問題解決学習におけるフローチャートの作成を通して―

3 図形の性質を論理的に考察し表現する力を育む授業の工夫
―学習支援アプリ「ロイロノート・スクール」を活用した協働学習を通して―

平成30年度 後期・離島・１年長期研修 研究テーマ及び報告時間

１日目［３月12日(火)］

1 論理的に考え、伝え合う力を高める国語科指導の工夫
―プログラミング的思考を取り入れた、説明文の指導を通して（第４学年）―

【ＩＴ教育班】

12 理科を学ぶ有用感を高め深い学びに向かう指導の工夫
－多面的な考え方を働かせる「土地のつくりと変化」の学習を通して－

休憩及び準備・移動

10 理科の見方・考え方を働かせる指導の工夫
－ロイロノート・スクールの活用を通して－

11 科学的な思考力・表現力を育む指導の工夫
－理由や根拠を基にした、言語活動を通して－

8 教育活動全体で情報モラル教育の充実を図るための研究
―本県における情報モラル教育の実態調査による考察を通して―

9 問題解決の手法を身につけ課題対応能力を育む学習指導の工夫
―ＩＣＴを効果的に活用した授業実践―



受付 8:45～9:00

真保栄　尊 西原町立西原東中学校 技術 発表時間 9:00～9:15

知念　光代 沖縄市立島袋小学校 家庭 発表時間 9:17～9:32

當眞　望 北中城村立北中城中学校 家庭 発表時間 9:34～9:49

質疑 9:49～9:54
休憩 9:54～10:04

佐久川　嘉文 開邦高等学校 物理 発表時間 10:04～10:19

宮里　奈穂子 浦添商業高等学校 化学 発表時間 10:21～10:36

松田　幸士 森川特別支援学校 物理 発表時間 10:38～10:53

質疑 10:53～10:58
休憩 10:58～11:08

新垣　紀江 名護市立大宮幼稚園 幼児教育 発表時間 11:08～11:23

金城　愛香 西崎特別支援学校 食教育 発表時間 11:25～11:40

質疑 11:40～11:45
11:45～13:05

識名　晶子 沖縄市立宮里小学校 健康教育 発表時間 13:05～13:20

金城　真知子 知念高等学校 健康教育 発表時間 13:22～13:37

比嘉　瑞乃 糸満市立光洋小学校 教育相談 発表時間 13:39～13:54

質疑 13:54～13:59
休憩 13:59～14:09

屋富祖　貴子 浦添市立港川中学校 教育相談 発表時間 14:09～14:24

當真　民子 普天間高等学校 教育相談 発表時間 14:26～14:41

質疑 14:41～14:46

平成30年度 後期・離島・１年長期研修 研究テーマ及び報告時間

【理科研修班】

見方・考え方を働かせ課題を解決できる力を培う学習指導の工夫
－実験装置等を利用した電子回路の製作実習を通して－

1

２日目［３月13日(水)］

― 学校給食を活用した生活単元学習の指導を通して ―

主体的に地域の人々と関わる意欲を育む学習指導の工夫

2

3

【教育経営研修班】

－プログラミング的思考の活用を通して－

病院内訪問学級における観察、実験教材の工夫とガイドラインの作成
－制約の多い環境内での観察、実験の課題解決に向けて－

4 複雑系物理現象における原理・法則の理解を深める学習教材の開発
－コンピュータシミュレーション教材の開発とワークシートの作成を通して－

見通しをもって調理する力を育てる学習指導の工夫

6

－高齢者から学んだ伝承遊びを幼児へ伝える活動を通して－

興味・関心を高め意欲的な学びをめざす指導の工夫

自己への気付きを主体的な学びに生かす児童の育成
― 「自己理解」啓発プログラムの構成・実践と、成長記録ファイルの活用を通して ―

9 よりよい人間関係を築く力を高める保健教育の工夫
―「リフレーミング」と「アサーション」の活用を通して ―

― 睡眠日誌によるセルフモニタリングの活用を通して ―
10 生活習慣を自己管理する力を高める健康相談の工夫

－「科学と人間生活」における身近な素材の活用を通して－
5

休憩及び準備・移動

12 チーム援助・連携による開発的教育相談の工夫

13 生徒の自己肯定感を高める教師の関わり方の工夫
― 教師のコミュニケーション力の向上を図る取組を通して ―

― 教育相談の知識や技能を高める職員研修を通して（第１学年）―

8 特別支援学校における生徒の食への意識を高める指導の工夫

― 言葉の響きやリズム等に視点をおいた絵本の効果的な活用を通して ―
7 幼児の言葉に対する感覚を豊かにするための活動の工夫

11



受付 8:45～9:00

澤岻　盛也 北部農林高等学校 バイオ生産システム 発表時間 9:00～9:15

砂川　一義 南部農林高等学校 バイオ生産システム 発表時間 9:17～9:32

質疑 9:32～9:37
休憩 9:37～9:47

渡真利　学 宮古総合実業高等学校 分析システム 発表時間 9:47～10:02

仲松　博 美来工科高等学校 総合生産システム 発表時間 10:04～10:19

南風原　健 美里工業高等学校 総合生産システム 発表時間 10:21～10:36

質疑 10:36～10:41
休憩 10:41～10:51

伊志嶺　琢也 沖縄水産高等学校 通信・制御 発表時間 10:51～11:06

神山　哲 沖縄工業高等学校 通信・制御 発表時間 11:08～11:23

質疑 11:23～11:28
11:28～13:05

知念　義秀 中部商業高等学校 ビジネスシステム 発表時間 13:05～13:20

花城　安隆 美里工業高等学校 マルチメディアネットワーク 発表時間 13:22～13:37

島田　葉月 北部農林高等学校 マルチメディアネットワーク 発表時間 13:39～13:54

質疑 13:54～13:59
休憩 13:59～14:09

ナーランシー愛子 沖縄市立宮里小学校 知的障害教育 発表時間 14:09～14:24

仲宗根　智恵 宜野湾市立普天間小学校 発達障害教育 発表時間 14:26～14:41

平良　真弓 泡瀬特別支援学校 肢体不自由教育 発表時間 14:43～14:58

質疑 14:58～15:03
休憩 15:03～15:13

金城　光彦 鏡が丘特別支援学校 肢体不自由教育 発表時間 15:13～15:28

野原　小侑合 沖縄高等特別支援学校 知的障害教育 発表時間 15:30～15:45

質疑 15:45～15:50

15 軽度知的障害のある生徒が主体的に課題に対応できる力の育成を目指した研究
― 実行機能アセスメントを活用した適切な評価、指導・支援を通して ―

13 重度重複障害者の音楽科の指導と評価について
― 学習プログラムの作成と活用を通して ―

14 肢体不自由児の遊びの指導における主体的・対話的で深い学びを目指した授業の工夫
― ティームティーチングにおける授業設計シート等を活用した授業改善を通して ―

11 児童一人一人の教育的ニーズに応じた主体的な参加を促す特別活動の授業の工夫
― 知的障害特別支援学級における学び合いの授業を通して ―

【特別支援教育班】

12 児童の実態を大切にしたわかる授業づくりの工夫
― 算数の授業におけるアセスメントシート分析パッケージの活用を通して ―

9 科目「課題研究」における主体的な学習態度の育成
―ものづくりにおける専門的な知識と技術の活用・総合化を通して―

10 保育を担う職業人として必要な資質・能力の育成
―ＩＣＴ機器を活用した「絵本の読み聞かせ」の実践を通して―

7 制御技術への興味・関心を高める学習指導の工夫
－科目「実習」における制御実習手引書の作成を通して－

8 科目「ビジネス情報管理」における情報処理・活用能力の育成
－販売実習で利用できる販売情報システム開発の実習を通して－

休憩及び準備・移動

5 基礎的・基本的な知識、技術の習得を図る指導の工夫
―ＣＮＣ複合加工機を活用したＮＣ工作機械実習を通して―

6 科目「実習」における興味・関心を高める授業の工夫
－移動式ロボットにおける制御実習手引書の作成を通して－

平成30年度 後期・離島・１年長期研修 研究テーマ及び報告時間

３日目［３月14日(木)］
【産業教育班】

1 科目「野菜」における生徒の興味・関心を高める指導の工夫
―水耕栽培における身近な材料を活用した教材の工夫と実践を通して―

4 ＮＣ工作実習における生徒の意欲の向上を図る指導の工夫
－ＣＮＣ複合加工機・ＣＡＤ／ＣＡＭの活用を通して－

2 科目「農業と環境」における基礎的・基本的な知識と技術を習得させる指導の工夫
―土壌の大切さを理解させる教材の活用を通して―

3 苦手意識を克服し、主体的な態度を育成する授業の工夫
―科目「総合実習」における、分かりやすい学習教材の作成を通して―



受付 8:45～9:00

宮城　恵 浦添市立浦添小学校 国語 発表時間 9:00～9:15

大城　英樹 名護市立久辺小学校 社会 発表時間 9:17～9:32

質疑 9:32～9:37
休憩 9:37～9:47

新垣　博貴 読谷村立渡慶次小学校 算数 発表時間 9:47～10:02

古堅　麻美 那覇市立真地小学校 算数 発表時間 10:04～10:19

伊良皆　槙子 うるま市立天願小学校 外国語 発表時間 10:21～10:36

質疑 10:36～10:41
休憩 10:41～10:51

上地　真由美 与那原町立与那原小学校 特別の教科　道徳 発表時間 10:51～11:06

當銘　直樹 うるま市立あげな中学校 美術 発表時間 11:08～11:23

質疑 11:23～11:28
11:28～13:05

佐久田　智代 宮古島市立平良中学校 国語 発表時間 13:05～13:20

山田　泰之 浦添市立仲西中学校 数学 発表時間 13:22～13:37

石垣　良典 宮古島市立池間中学校 数学 発表時間 13:39～13:54

質疑 13:54～13:59
休憩 13:59～14:09

金城　哲生 本部高等学校 地理歴史 発表時間 14:09～14:24

津嘉山　誠 開邦高等学校 数学 発表時間 14:26～14:41

久髙　えりこ 真和志高等学校 音楽 発表時間 14:43～14:58

質疑 14:58～15:03
休憩 15:03～15:13

朝妻　友洋 泊高等学校 保健体育 発表時間 15:13～15:28

伊志嶺　佳子 コザ高等学校 教科研修マネジメントⅡ 発表時間 15:30～15:45

質疑 15:45～15:50
閉会式 15:50～16:00

14 体を動かす楽しさや喜びを味わえる体つくり運動の工夫
「体ほぐしの運動」「実生活に生かす運動の計画」を通して（通信制課程）

15 表現力を育む組織的授業計画の運営
教科等横断的視点に基づく授業計画と実践を通して

12 思考力を高める数学問題演習の工夫
応用問題に対する問題解決的アプローチによる演習を通して（第２学年）

13 主体的に表現活動に取り組む生徒の育成
楽曲選択・歌唱指導の工夫及び対話的活動を通して（第１学年）

10 数学的な思考力・表現力を育てる授業の工夫
「数学的な考え方」を育てる課題と交流場面を通して（第２学年）

11 歴史的な見方・考え方を育み社会参画意識を高める学習の工夫
KP法を取り入れた主題学習を通して（第３学年）

休憩及び準備・移動

8 文学を読み味わう力を育む授業づくり
比べ読みと課題設定の工夫を通して（第1学年）

9 数学的な思考力・表現力を育む学習指導の工夫
算数・数学のつながりを意識した思考ツールの活用と振り返り活動を通して（第１学年）

6 「自己を見つめる力」を育む道徳の授業づくり
明確な指導観から生まれる発問の工夫と書く活動を通して（第３学年）

7 自己肯定感を育む表現指導の工夫
創造活動における対話的な交流学習を通して（第１学年）

4 主体的に学習に取り組む態度を育む算数科における指導の工夫
予習型家庭学習と対話型問題解決学習を通して（第４学年）

5 主体的にやり取りできる児童の育成
思考を促すコミュ二ケーション活動の工夫を通して（第６学年）

2 地域社会の一員としての自覚を養う指導の工夫
参加型手法を取り入れた地域素材の学習を通して（第４学年）

3 統合的・発展的に考える力を育む「図形の面積」の授業づくり
クリティカル・シンキングを取り入れた協働的な学びを通して（第５学年）

平成30年度 後期・離島・１年長期研修 研究テーマ及び報告時間

４日目［３月15日(金)］
【教科研修班】

1 言葉に着目して考え、表現する力を育む単元の構成
発問と交流活動の工夫を通して（第５学年）


