
平成25年度前期・離島長期研修成果報告テーマ及び予定時間

班 番 氏　名 教科・領域 勤務校 開始 修了

9:00 9:30

9:30 9:40

1 比嘉　順一 初等理科 嘉数小学校 9:45 10:00

2 喜屋武智子 物理 具志川中学校 10:02 10:17

3 玉城　哲弥 化学 古堅中学校 10:19 10:34

10:34 10:39

10:39 10:49

4 宇佐美　賢 地学 那覇高等学校 10:49 11:04

5 玉寄江梨香 生物 本部高等学校 11:06 11:21

6 下地　直樹 技術 久松中学校 11:23 11:38

11:38 11:43

11:43 13:30

7 荻堂かおり 健康教育 東江中学校 13:30 13:45

8 津波古　健 生徒指導 山内中学校 13:47 14:02

9 玉代勢香織
生徒指導
(教育相談)

大浜中学校 14:04 14:19

14:19 14:24

14:24 14:34

10 松野　夕子
キャリア教育
進路指導実践

北中城高等学校 14:34 14:49

11 大城　育子 生徒指導 浦添高等学校 14:51 15:06

15:06 15:11

受付

開会式

９月３日(火)

教
育
経
営
研
修
班

休憩

休憩

質疑

質疑

質疑

休憩・準備

理
科
研
修
班

自ら課題を解決する能力を育てる学習指導の工夫

研究テーマ サブテーマ

自ら進んで問題解決学習に取り組む児童の育成を図る指導の工夫
ー「電気の利用」における生活と関連した教材・教具の製作と活用を

通してー

考えを引き出し、理解を深める発問や指導の工夫

「思考力・判断力・表現力の育成」のための指導法の改善

地学的現象を科学的な見方や考え方でとらえる指導の工夫

遺伝子分野における科学的な思考力を育てる授業の工夫

キャリア教育の視点から規範意識を育てる指導の工夫

帰属意識を高める予防的開発的な教育相談

保健室来室生徒への健康相談の工夫

生徒の自己指導能力を育むための生徒指導の役割

一人ひとりの自己肯定感を育み所属感を高めさせる集団づくり

質疑

ー単元「エネルギーと仕事」における揺さぶり発問を通してー

ータブレット端末の活用と反復学習を通してー

ー固体地球の活動を視覚化した教材活用と探究的な学習活動を通し
てー

ー遺伝子組換え実験とﾌｧｼﾘﾃｰｼｮﾝ手法を通してー

ースキルサポーターと工程表を使い対話を活かした製作実習を通し
てー

ーストレス・コーピングの技法を取り入れてー

ー地域・関係機関と連携した生徒指導の機能を生かした取組ー

ー承認活動を取り入れた予防的・開発的教育相談の技法を通してー

ー規範意識に関する研究を通してー

ー構成的エンカウンターとアサーティブトレーニングを通してー



平成25年度前期・離島長期研修成果報告テーマ及び予定時間

班 番 氏　名 教科・領域 勤務校 開始 修了

9:00 9:30

1 比嘉　千秋 聴覚障害教育 沖縄ろう学校 9:30 9:45

2 宮城　　茂
知的・情緒障
害 教 育

美　　　　咲
特別支援学校

9:47 10:02

3 湧武　真也
肢体不自由・
病 弱 教 育

鏡　 が　 丘
特別支援学校

10:04 10:19

10:19 10:24

10:24 10:34

4 湧川　博美 国語 津嘉山小学校 10:34 10:49

5 金城　恵介 社会 光洋小学校 10:51 11:06

6 大城　　司 社会 古蔵中学校 11:08 11:23

11:23 11:28

11:28 13:00

7 仲村美智子 数学 仲井真中学校 13:00 13:15

8 福地　音馨 生活 嘉手納小学校 13:17 13:32

9 玉城　　晋 音楽 今帰仁中学校 13:34 13:49

13:49 13:54

13:54 14:04

10 田原　武命 体育 兼次小学校 14:04 14:19

11 亀川　智洋 小学校外国語 富野小中学校 14:21 14:36

12 安谷屋夏子 英語 北谷中学校 14:38 14:53

14:53 14:58

質疑

休憩

受付

休憩

質疑

９月４日(水)

特
別
支
援
教
育
班

教
科
研
修
班

肢体不自由特別支援学校における「キャリア教育」の在り方について

単語の習得を図る英語指導の工夫

知的障害特別支援学校における重複障害児への自立活動の取組み

研究テーマ

論理的に思考し、伝え合う力を育む指導の工夫

社会的な思考力・判断力・表現力を育む指導の工夫

社会的な思考力・判断力・表現力を高める学習指導の工夫

曲の特徴を感じ取り表現する力を身に付ける授業の工夫

基礎的・基本的な知識及び技能の習得を図る指導の工夫

質疑

休憩

質疑

ーフォニックスを取り入れた単語指導を通してー

ー歩行の安定を目標に各項目を関連させた動作法の活用ー

サブテーマ

ーキャリア発達段階・内容表（準ずる教育課程）の作成を通してー

気付きの質を高め、思考力・表現力を育む指導の工夫

基礎的・基本的な知識・技能の習得を図る学習指導の工夫

ー「教えて考えさせる授業」展開とかく活動の工夫を通してー

ー単元構成の工夫と「わくわくノート」の活用を通してー

運動についての思考力・判断力・表現力の育成

進んでコミュニケーションを図ろうとする態度を育む指導の工夫 ータスクを志向した活動の工夫を通してー

ー基本的な語彙や文構造活用のためのインプット＝インター　アク
ションモデルを通してー

ー単元を貫く言語活動を設定し、叙述を基に読み取ったことを交流す
る活動を通してー

ー図解シートを取り入れた資料の活用を通してー

ークリティカル・シンキングを取り入れた課題解決的学習を通してー

ー鑑賞と表現を関連させた思いを伝え合う活動を通してー

ーコーディネーション運動を取り入れた授業過程と話合いの工夫を通してー



平成25年度前期・離島長期研修成果報告テーマ及び予定時間

班 番 氏　名 教科・領域 勤務校 開始 修了

9:00 9:30

1 酒井　  文 国語 那覇西高等学校 9:30 9:45

2 長浜志真子 美術 具志川高等学校 9:47 10:02

10:02 10:07

10:07 10:17

3 金城　綾乃 国語 川平小学校 10:17 10:32

4 宮城　貴美 算数 登野城小学校 10:34 10:49

5 鵜澤つとむ 算数 東小学校 10:51 11:06

11:06 11:11

11:16 11:31閉会式

質疑

質疑

受付

教
科
研
修
班

伝統的な言語文化に親しみ、思いや考えを表現できる児童の育成

言語文化に対する関心を深めるとともに主体的な学習意欲を高める授業

創造的な表現と鑑賞の能力を育成する指導の工夫

研究テーマ

ー音読・交流・創作の活動を取り入れた「読むこと」の指導を通し
てー

サブテーマ

ー指導と評価にシェアリングを活用する工夫を通してー

ー活動を振り返る鑑賞レポートと交流を深めるアートゲームを　取り
入れた学習を通してー

９月５日(金)

ー算数的活動の工夫と、授業と連動した家庭学習の指導を通してー

ー意味と手続きのずれを生かし、算数的価値を追求する対話型の授業
づくりとノート活用の連動を通してー

基礎的・基本的な知識・技能を習得させる指導の工夫

数学的な思考力・表現力を高める指導の工夫

休憩


