
受付  9:30～10:00
開会式 10:00～10:10

金城 優輝 ＩＴ教育 那覇国際高等学校 発表時間 10:15～10:30

鉢嶺 勲 ＩＴ教育 石嶺小学校 発表時間 10:32～10:47

武原 義也 ＩＴ教育 与勝緑が丘中学校 発表時間 10:49～11:04

質疑 11:04～11:09
休憩 11:09～11:19

宮里 智子 ＩＴ教育 名護商工高等学校 発表時間 11:19～11:34

知花 智子 ＩＴ教育 伊豆味中学校 発表時間 11:36～11:51

質疑 11:51～11:56
休憩 11:56～13:30

幸地 裕子 地学 普天間小学校 発表時間 13:30～13:45

嶺井 順子 初等理科 牧港小学校 発表時間 13:47～14:02

當眞 暁子 化学 前原高等学校 発表時間 14:04～14:19

質疑 14:19～14:24
休憩 14:24～14:34

額田 侑実子 生物 名護中学校 発表時間 14:34～14:49

町田 健一 技術 沖縄東中学校 発表時間 14:51～15:06

與那嶺　紀子 家庭 国頭中学校 発表時間 15:08～15:23

質疑 15:23～15:28
事務連絡 15:28～15:33

【理科研修班】

１日目［９月14日(水)］

11 よりよい食生活を目指し、工夫し創造する能力を育てる指導の工夫
多様な視点から考える、食品の選び方の授業を通して

10 情報社会に参画する態度を育む指導の工夫
クリティカル・シンキング（批判的思考）を取り入れた情報モラル学習を通して

実感を伴った理解を図る指導の工夫
地域素材を生かした「土地のつくりと変化」の学習を通して

4 表現への関心・意欲を高め、「伝え合う力」を育てる授業デザイン
タブレット型端末を利活用した自己ＰＲ文作成を通して

5 タブレット型端末を活用した少人数学級の課題解決を図る授業改善
授業支援アプリを用いた多様な考えを引き出す工夫を通して

ＩＣＴを利活用した科学的な思考力・表現力を育成する授業の工夫

平成28年度 前期・離島長期研修 研究テーマ及び報告時間

【ＩＴ教育班】

9 科学的な思考力・表現力を育む指導の工夫
生物の進化の過程がイメージできる資料・教具の活用を通して

7 科学的に調べる能力と態度を身につけさせる学習指導の工夫
視点と方法を明確にした校内の植物観察を通して

8 科学的な思考力を高める学習指導の工夫
「物質の構成」における主体的・協働的な学びを重視した授業づくりを通して

6

3
タブレット型端末と授業支援アプリの利活用を通して

数学科における思考力・判断力・表現力を育成する授業の工夫
ＩＣＴを取り入れた協働学習を通して

1

2 「思考力・判断力・表現力」を高める社会科学習の工夫
アクティブ・ラーニングにおけるＩＣＴ利活用を通して



受付 9:30～10:00

永田 聖子 国語 曙小学校 発表時間 10:00～10:15

中里 昭夫 社会 大道小学校 発表時間 10:17～10:32

大城 敬子 算数 真地小学校 発表時間 10:34～10:49

質疑 10:49～10:54
休憩 10:54～11:04

平田 美和子 数学 大里中学校 発表時間 11:04～11:19

中田 和樹 数学 玉城中学校 発表時間 11:21～11:36

内間 まり子 音楽 泊小学校 発表時間 11:38～11:53

質疑 11:53～11:58
休憩 11:58～13:30

石原 美希子 体育・保健体育 真壁小学校 発表時間 13:30～13:45

新垣 艶子 英語 あげな中学校 発表時間 13:47～14:02

古謝 敦子 総合的な学習の時間 喜名小学校 発表時間 14:04～14:19

質疑 14:19～14:24
休憩 14:24～14:34

比嘉 さつき 道徳 久辺中学校 発表時間 14:34～14:49

山城 マサエ 特別活動 美東小学校 発表時間 14:51～15:06

喜納 弘子 国語 陽明高等学校 発表時間 15:08～15:23

質疑 15:23～15:28
事務連絡 15:28～15:33

２日目［９月15日(木)］
【教科研修班】

10 常に目標を持ち夢に向かって努力する生徒を育む道徳科の工夫
道徳的価値の自覚を深める「考え・議論する道徳」の授業を通して（第１学年）

11 よりよい人間関係を築こうとする学級をめざして

12 国語表現における｢話す力・聞く力」を育成する指導の工夫

プロジェクトアドベンチャーのよさを取り入れた学級活動を通して（第３学年）

関心・意欲を喚起する為の民話資料の教材化を通して（第３学年）

9 探究の質を高め協同的に学ぶ力を育てる学習指導の工夫
豊かな体験活動と言語活動を通して（第５学年）

7 学び合う力を育てる体育授業の工夫
運動のおもしろさを活かした言語活動、グループ活動の充実を通して（第４学年）

8 英語で話す表現力を育む指導の工夫
内発的動機を促すコミュニケーション活動を通して（第２学年）

5 数学的な思考力・表現力を育てる指導の工夫
めあて設定とまとめ・振り返りの工夫を通して（第２学年）

6 音楽表現を高め合う指導の工夫
｢鑑賞｣と｢音楽づくり｣を関連させた学習活動を通して（第５学年）

3 数学的な思考力・表現力を育む指導の工夫
見通しと振り返りのつながりを重視した授業づくりを通して（第３学年）

4 思考力・判断力・表現力を育成する指導の工夫
問題設定の工夫と協働的な学びを通して（第２学年）

1 主体的に考える力をはぐくむ授業づくりの工夫
自ら問いをもつ発問づくりの工夫と交流活動の充実を通して（第４学年）

2 主体的に学ぶ児童を育成するための学習活動の工夫
社会科「協働的な学び」の授業づくりを通して（第３学年）



受付 9:30～10:00

具志堅 美和 生活 大浜小学校 発表時間 10:00～10:15

仲本 英男 国語 新川小学校 発表時間 10:17～10:32

新垣 三貴子 算数 石垣小学校 発表時間 10:34～10:49

質疑 10:49～10:54
休憩 10:54～11:04

佐久田 浩伸 数学 北中学校 発表時間 11:04～11:19

崎山 用彰 国語 平良中学校 発表時間 11:21～11:36

質疑 11:36～11:41
休憩 11:41～13:30

上原 直子 発達障害教育 百名小学校 発表時間 13:30～13:45

仲村 新吾 知的・自閉症・情緒障害教育 名護特別支援学校 発表時間 13:47～14:02

質疑 14:02～14:07
休憩 14:07～14:17

瑞慶覧 美音 肢体不自由・病弱教育 泡瀬特別支援学校 発表時間 14:17～14:32

漢那 武司 知的・自閉症・情緒障害教育 大平特別支援学校 発表時間 14:34～14:49

質疑 14:49～14:54
閉会式 14:59～15:14

9 特別支援学校における社会的能力を高める工夫
生活単元学習における「SEL-8学習プログラム」の活用

7 自閉症児のコミュニケーションスキルを高める自立活動の工夫
モデリングシートを活用したスクリプト提示型の授業実践を通して

8 重度・重複障害児の表現する力をはぐくむ「遊びの指導」の工夫
学習到達度チェックリストを活用した「感覚運動あそび」を通して

5 主体的に学び、思いや考えを表現する指導の工夫
説明的文章の「自力読み」の指導を通して（第１学年）

【特別支援教育班】

6 確かな読みの力を育てる指導法の工夫
「多層指導モデルＭＩＭ」を活用して

課題提示と発問の工夫と小集団での学習活動を通して（第３学年）

３日目［９月16日(金)］
【教科研修班:離島長研】

1 生活科における思考力・表現力を育む指導の工夫

郷土の伝統的な言語文化に触れる授業を通して（第５学年）
2 「伝統的な言語文化」に親しむ児童の育成

3 主体的に学習に取り組む態度を育む指導の工夫
身の回りにある道具を用いて日常生活と関連を図った算数的活動を通して（第２学年）

4 数学的な思考力・表現力を育む授業づくりの工夫

気づきの質を高める交流活動を通して（第２学年）


