
学 校 長 様                      平成１８年１０月吉日 
研 究 主 任  様                        京都市立京都御池中学校 
関  係  各  位                  校 長  長 者  美 里 
                              京都市立御所南小学校 
                       校 長  村 上 美 智 子 
                          京都市立高倉小学校 
                       校 長  岩 渕  惠 子 
平成１８年度 京都市小中一貫教育特区 

小中一貫コミュニティ・スクール教育研究発表会のご案内 
        

         小中一貫教育プロジェクト（京都御池中学校・御所南小学校・高倉小学校） 
 

未来に輝く小中一貫コミュニティ・スクールの創造  
Originate Glowing Tomorrow 

～確かな学力，豊かな心，健やかな体を身に付け，未来に向かって輝く子どもの育成～ 
 
澄み切った秋空に涼しい風が吹き，さわやかな秋を感じる今日この頃です。皆様方におかれましては，ますま

すご健勝のこととお喜び申し上げます。 
 さて，本ブロックの地域には，明治２年，全国に先駆け，京都の町衆が教育に情熱を傾け，「番組小学校」とし

て学校を創設した歴史があり，その百年以上の歴史をもつ学校が，児童・生徒数減少に伴い統合して新たに開校

したのが，本ブロックの各小中学校です。 
平成１５年度に中学校が統合し，２小１中学校となったことを契機として，小中連携の取組がスタートしまし

た。そして，平成１８年度より，構造改革特区の認定を受け，連携から一貫教育へと取組を発展させることとな

りました。また，３校は「学校運営協議会」を設置しており，そのシステムを生かし，学校・地域・家庭が協働

して，一人ひとりの児童・生徒が輝く小中一貫コミュニティ・スクールを創造していきたいと考えています。 
ささやかではございますが，その一端を下記の要項で公開し，皆様のご指導を賜り今後の研究の充実を図りた

いと考えております。ご多用のことと存じますが，皆様方多数のご参加をいただきたく，ご案内申し上げます。 

記 
１．日  時                 午前9時 00分～午後4時45分 

（受付午前8時 30分より） 

２．会  場    京都市立御所南小学校        京都市立高倉小学校 
〒604-0973             〒604-8116 

          京都市中京区柳馬場通夷川上る    京都市中京区高倉通六角下る 
五町目２４２番地          和久屋町３４３番地 

            TEL 075－223-0148         TEL 075－211-8784 
FAX 075－223-0149         FAX 075－211-8785 

 

              京都市立京都御池中学校 

              〒604-0955 京都市中京区柳馬場通御池上る虎石町４５番地の３ 

                    TEL 075－221-0414  FAX 075－221-4380 
３．日  程   
8:30  9:00      9:45 10:00         12:00 13:20        14:10 :20             15:35 :45   16:45 

   御所南小学校・高倉小学校                 京都御池中学校 
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５.公開授業（１） 

  ＜御所南小学校＞  

学年・組 教科･領域 単  元 公開教室 授業者 

６組 音楽 ドレミであそぼう ６組 
谷口 敦子，井上 奈美 
松井 一毅 

１年１組 国語 おはなしどうぶつえんをつくろう １年１組 野町 博美 

１年３組 国語 おきにいりをしょうかいするよ １年３組 加藤 理沙 
１年５組 生活 あきとなかよし ごしょのもり 1年５組 上原みゆき 

１年２組 1年２組 梅﨑美奈子 

１年４組 
算数 ひきざん 

１年４組 岡本 卓也 

 ２年 生活 お米のふしぎ大はっけん 
２年オープン 

各教室 

大西 春美，丹野 千聖 
南  睦子,岡本 千明 
辻  礼史 

３年１組 図書室 進藤 弓枝 

３年５組 
読解メソッド 読書は楽しいな 

３年５組 森口 光輔 
３年２組 
３年３組 
３年４組 

総合コミュニティ 

「かがやき」 
京の町 再発見！ 

３年オープン 
３年 2,3,4組 

廣部 恵子,田中 希美 
後藤 浩子 

４年１組 英語活動 私の好きなこと ４年１組 皆川真有美,山元 美穂 

４年２組 国語 アップとルーズで伝えよう“御所南” ４年２組 髙橋 明希 

４年３組 読解メソッド とっておきの物語を作ろう ４年３組 細井 拓実 
４年４組 理科 温度をかえて，かさの変化を調べよう 理科室 佐藤  浩,横川 尚史 

５年１組 国語 書評を書いて，読書の世界を広げよう ５年１組 藤本 鈴香 

５年２組 算数 面積の求め方を考えよう ５年２組 髙谷  敦 
５年３組 読解メソッド 話してみよう，書いてみよう ５年３組 鈴木登美代 

 ６年 
総合コミュニティ 

「かがやき」 

共に生きる 
～しあわせのデザイン～ 

キャリア教育の視点を含めて 

６年オープン 
各教室 

田華真由美,小幡 真弘 
乾  訓史,三宅 善子 

    

６．全体会(御所南小学校)  

（１）挨    拶    京都市立御所南小学校  校  長     村上美智子  

（２）来賓挨拶    京都市教育委員会     

（３）研究の概要     京都市立御所南小学校   研究主任     藤本 鈴香 

学校運営協議会      委  員      

    （４）講  演 
        「               」   北欧文化教育研究所 所長 北川 達夫先生 
 
        「               」   文教大学      教授 嶋野 道弘先生 
 

７.公開授業（２） 
＜京都御池中学校＞  

 
学年・組 教科･領域 単元 公開教室 授業者 

高倉小６年１組 
京都御池中１年３組 

音楽 曲想を感じとろう ３階 音楽室 
上杉 里美（小） 
山口  朗（中） 

高倉小６年２組 英語 私の一日・あなたの一日 
５階 高倉小 

６年２組 
高屋 智行（小） 
池田あゆみ（中） 

御所南小６年１組 
    ６年２組 

算数 図形の拡大と縮小 
５階 御所南小 
６年１･２・３組 

田華真由美（小） 
小幡 真弘（小） 
山本 喜夫（中） 

御所南小６年３組 理科 水よう液の性質 ３階 第２理科室 
乾  訓史（小） 
河合 彩子（中） 

御所南小６年４組 読解メソッド 話し合おう図書館大作戦 
５階 御所南小 
  ６年４組 

三宅 善子（小） 

御所南小学校 ９：００～９：４５ 

１０：００～１２：００

（１）挨  拶    京都市立御所南小学校  校  長   村上美智子 

（２）来賓挨拶    京都市教育委員会 

（３）研究の概要   京都市立御所南小学校  研究主任   藤本 鈴香 

           学校運営協議会     会  長   山﨑伊佐緖 

（４）講 演  

「フィンランドの国語教育と読解メソッド」  北欧文化教育総合研究所 所長 北川達夫先生 

 「地域コミュニティと子どもの学び」     文教大学        教授 嶋野道弘先生 

京都御池中学校 １３：２０～１４：１０



５.公開授業（１） 
＜高倉小学校＞  

 

学年・組 教科・領域 単  元 公開教室    授業者 

こじか 生活単元学習 だいじな ことば こじか 田中 裕子 

１年１組 英語 すきなたべもの 視聴覚室 笹倉由香里 

１年２組 読解 かるたをつくろう １年２組 上原  誠 

１年３組   算数 たすのかな ひくのかな １年３組 橋本 智子  

２年１組   算数 かけ算（１）（新しい計算を考えよう） ２年１組 田井中美佐子 

２年２組   読解 あつめたことばをつかってお話をつくろう ２年２組 松本  剛 

２年３組   英語 形であそぼう ２年３組 松藤 浄乃 

３年１組   英語 私のもちもの 音楽室 渡辺 智子 

３年２組   算数 べつべつに いっしょに ３年スペース 門田  真澄,瀬川 葉子 

４年１組   社会 きょう土を開く 川をつくる～高瀬川～ ４年１組 阪本 眞代 

４年２組   読解 作文特訓道場２ ４年２組 山本 雅子 

４年３組   理科 もののあたたまり方を調べよう 家庭科室 椙山  航 

５年１組   理科 てことつり合い 理科室 隅谷 麻紀 

５年２組   英語 時間割を作ろう ５年２組 吉岡健一郎 

６年 「たかくら」学習 日本文化とその魅力 ６年スペース 
上杉 里美,高屋 智行 

宮原 典子   

 

６．全体会(高倉小学校)   

    （１）挨  拶    京都市立高倉小学校   校長 岩渕 惠子   
（２）来賓挨拶    京都市教育委員会            
（３）研究の概要（シンポジウム）             

        「スマイル２１プラン委員会と高倉教育（仮）」 
シンポジスト  帝京短期大学      教 授 羽豆 成二 先生   

            大阪教育大学      教 授 大脇 康弘 先生  
            華道家元池坊次期家元      池坊 由紀 様  
            スマイル２１プラン委員会委員長 舟越  平 様 

    （４）講  演   
「読解力の育成の具体的な方策（仮）」 

             文部科学省初等中等教育局教育課程課教科調査官  井上 一郎先生   
 

学年・組 教科･領域 単元 公開教室 授業者 

育成 御所南小６年 
   京都御池中１年 

家庭 ケーキを作ろう ４階 調理室 
井上 奈美（小） 
井上 美江（中） 
酒井  純（中） 

京都御池中１年４組 論理的読解 テスト勉強のやりかた ３階１年４組 
西  健児 
石塚 順子 

京都御池中１年５組 理科 物質の性質 
３階 
第１理科室 

上田  裕 
廣田 龍哉 

京都御池中１年６組 数学 平面図形 ３階１年６組 上林 春貴,服部 隆宏 

京都御池中１年７組 英語 Lesson7 現在進行形 ３階英語教室 寺西 大輔,高木 智記 

京都御池中３年 
総合的な 
学習の時間 

「伝統と先進の共生」のプロフェ
ショナル探究型キャリア教育 
～漆を使った商品開発～ 

５階アリーナ 

大野 真見,畑  幸浩 
瀬口 竹子,高橋 佳久 
渡部 俊美,橋爪 仁美 
森川 弘温 

高倉小学校 ９：００～９：４５ 

（１）挨  拶    京都市立高倉小学校    校  長   岩渕 惠子 

（２）来賓挨拶    京都市教育委員会 

（３）研究の概要  「スマイル２１プラン委員会と高倉教育」 

リレートーク  帝京短期大学       教  授   羽豆 成二先生 

        大阪教育大学       教  授   大脇 康弘先生 

        華道家元池坊次期家元          池坊 由紀 様 

           スマイル２１プラン委員会 委員長    舟越  平  

           京都市立高倉小学校    研究主任   林  正和 

（４）講 演   

「各教科を貫く読解力の指導の在り方」 

文部科学省初等中等教育局教科調査官     井上 一郎先生 

１０：００～１２：００



８．全体会(京都御池中学校) 14:20～15:35 

   （１）挨  拶    京都市立京都御池中学校 校 長 長者 美里   
（２）来賓挨拶    文部科学省 

京都市教育委員会            
（３）基調提案             

        「小中一貫教育の今後の方向」 
千葉大学             教 授 天笠  茂 先生 

（４）小中一貫教育の概要   
              ３校副教頭会  

９．課題別分科会 15:45～16:45 

 テ  ー  マ 指導助言 

１ 
学校運営協議会 

－コミュニティ・スクールの創造－ 
千葉大学     教 授  天笠 茂 先生 

２ 数学的リテラシーの育成 京都大学     教 授  田中 耕治先生 

３ 科学的リテラシーの育成 京都教育大学   教 授  広木 正紀先生 

４ 論理的読解力の育成 
北欧文化教育 

総合研究所  所 長  北川 達夫先生 

５ 
問題解決力の育成 

  （総合・キャリア教育） 
文教大学     教 授  嶋野 道弘先生 

６ 英語コミュニケーション力の育成 関西大学大学院  教 授  山根 繁 先生 

７ 共同授業の構築と共同活動の企画 
京都市教育委員会 首席指導主事 萩本 善三 

京都市教育委員会 首席指導主事 多紀 俊秀 

 ※各学校のホームページでご案内しております。 

京都御池中学校ホームページ    http://www.edu.city.kyoto.jp/hp/oike-c/ 
御所南小学校ホームページ     http://www.edu.city.kyoto.jp/hp/goshominami-s/ 

  高倉小学校ホームページ      http://www.edu.city.kyoto.jp/hp/takakura-s/ 
 
 
 

（１）挨  拶     京都市立京都御池中学校      校 長    長者 美里 

（２）来賓挨拶     文部科学省 初等中等教育企画課  課 長    德久 治彦様 

            京都市教育委員会         教育長    門川 大作様 

（３）基調提案    

          「小中一貫教育の今後の方向」 

千葉大学             教 授    天笠  茂先生 

（４）小中一貫教育の概要            ３校副教頭 

１５：４５～１６：４５ 

１４：２０～１５：３５ 


