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京都市教育委員会指定 「21 世紀型 ICT 教育の創造モデル事業」 

京都市教育委員会指定「豊かな学びリーディングスクール推進事業 」（学校図書館） 

 

 

 

 

１．日 時  平成 26 年 12 月 5 日(金) 午前９時 45 分～午後５時  
受付 午前９時 15 分～ 

２．会 場  京都市立錦林小学校（http://cms.edu.city.kyoto.jp/weblog/index.php?id=107006） 
京都市左京区岡崎入江町１－１          TEL(075)771-0921 FAX(075)771-3622 

 

 

 

 

研究発表会へのご案内 

「校訓である『実行力』を支える情報活用能力を育成」するために，学校図書館・ICT 機器を活用した学

習活動の充実を目指して，二年目になりました。今年度は国語科に加え，総合的な学習の時間や生活科にも

広げ，単元の中で，学校図書館を学習・情報センターとして活用したり，タブレット PC をはじめ ICT 機器

を効果的に活用したり，また思考ツールを利用したりしながらすすめる学習活動を研究してまいりました。

研究発表会では，これまでの取組を公開授業として発表させていただくとともに，取組の様子や成果物を展

示発表させていただきます。たくさんの方々にご参加いただき，ご意見やご指導を頂きながら，研究を深め

たいと考えています。 

３．日 程 

４．全体会 

 ○挨  拶   京都市立錦林小学校 学校長    田上 恭史 

 ○講  演 

 

校訓  実行力
教育目標 人と地域を大切にし，いきいきと学ぶ子どもの育成 

研究主題 

実行力を支える情報活用能力の育成 
― 学校図書館・ICT 機器を活用した学習活動の充実 ― 

二次案内 

左京南支部自主研究発表会 
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学校長挨拶
　

講演会
　

絵本作家

宮西達也氏

講演会
　

京都産業大学
　　客員教授

大平睦美先生

各学年１クラス

育成学級公開

低・中・高
育成部会

　　に分かれて

昼食 移動 移動受付
各学年 

育成学級 

に分かれて 

講演 「ニャーゴのやさしさ・ティラノのおもいやり」        

絵本作家  宮西 達也氏   



 

 
 
 
５．公開授業  各学年 1 クラス・4 組（育成学級） 

６．分科会 

 ○研究の概要  京都市立錦林小学校 研究主任   藤木 寿江 

 ○各学年部会・育成部会 

 

７．申込み 
 市内の方は，下記の用紙またはメールでお申し込みください。 

 市外の方には HP にてご案内します。なお，市外の方には資料費用として，当日 500 円を頂

きます。 

 資料作成及び会場設営の都合上できるだけ事前に参加申し込みをしてください。 

 公共交通機関でのご来校をお願いします。 

  

  

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・きりとり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

  

  

  

  

  

  

  

  

学年 教科 単元名 授業者 指導助言  

４組（育成学級） 国語科 
「ちか１００かいだてのいえ」 －「している」ことばー 

タブレットＰＣを活用して，動詞についての学習活動をし

よう 
杉浦雅子・平野智子

京都市立東総合支援学校  

教頭 柴垣 登 

１年２組 生活科 「にこにこだいさくせん」（思考ツールを活用） 豊島 彩香 京都市教育委員会 指導主事 辻本博子

２年３組 国語科 
きみたちは，「図書館たんていだん」 

図書館のひみつをさぐろう （図書館活用） 
井上 舞 京都市立納所小学校  校長 天野聖子

３年３組 
総合的な 

学習の時間 

「大好き！錦林，知りたいな わたしたちのまち」 

地域のことを調べ，まちのすてきを発信しよう（テレビ会議）
山本 敬武 京都市立唐橋小学校  校長 宮畑成夫

４年２組 国語科 
「作品のひみつをさぐろう」 

物語を読み，読後感が生まれる秘密をさぐろう(図書館活用)
樫原 由起子 京都市立宇多野小学校 校長 柳田典子

５年１組 国語科 
「ゆるやかに つながるインターネット」 

自分の考えを明確にしながら読もう 
坂口 政通 京都市立梅小路小学校 校長 加村和美

６年３組 
総合的な 

学習の時間 
「京の魅力を見つけ 伝えよう」 加藤 由香 京都市立御所南小学校 校長 竹内知史

メール番号（   ） 学校・図書館名 （             ） 
参加教職員・図書館関係者様名   連絡先（               ） 

お名前（        ）役職・学年・担当等（    ）分科会１・２・３・４・５・６・育成

お名前（        ）役職・学年・担当等（    ）分科会１・２・３・４・５・６・育成

お名前（        ）役職・学年・担当等（    ）分科会１・２・３・４・５・６・育成

お名前（        ）役職・学年・担当等（    ）分科会１・２・３・４・５・６・育成

 

 

宛先  メール番号⑥    メールアドレス      ｋinrin-s@edu.city.kyoto.jp 

京都市立錦林小学校   教務主任  小田木 あけみ 

その他 特記事項等 
ご参加予定の分科会のとこ

ろに丸印をお願いします。 

講演 「教室から世界へつなごう 協働学習で学びを深める」       

京都産業大学 文化学部  客員教授  大平 睦美先生 



講演会のご案内 

◆ 絵本作家 宮西達也先生 

今回の講演会では，低学年の部と高学年の部とで二回，宮西ワールドを語ってい

ただきます。見逃せないチャンスです。 

 

宮西達也先生 と言えば，真っ先に思い浮かぶのがティラノサウルスシリーズ。 

強さの中にも優しさがにじみ出ているティラノサウルス。ふと切ない思いになりな

がらも，心が柔らかくなるこのシリーズ，ほんとうに強いものとは，ほんとうにす

ばらしいものとは何かと考えながら，繰り返し読んでしまうシリーズ。 

 また，「おとうさんはウルトラマン」シリーズ。こちらは，子どもたちだけでなく，

お父さんにも人気があるようです。日頃家庭では口にすることが少ないお父さんの

本音をさりげなくにじませているところが素敵な作品です。子どもたちのお父さん

を見る目が，変わるかもしれません。 

 さて，「にゃーご」国語教科書にも採用さ

れた作品です。大型絵本で読むとさらに迫力

満点です。 

まだまだあります。「おおかみとぶた」が登

場するシリーズ。ドタバタと思いきやとんで

もない，面白さの中に人間の真実が浮かび上

がっています。 

 たくさんの作品がある宮西達也先生。今回の講演では，低学年の部と高学年の部

とで二回，宮西ワールドを語っていただきます。 

 

 

◆ 京都産業大学 客員教授 大平睦美先生 

昨年度の研究発表会に続き二回目のご講演です。「子どもたちの学習をより深め

るために，また先生たちの教材研究や学習準備のよりどころとなる学校図書館の機

能についてお話をしていただきます。 

 

「メディアとしての学校図書館」いま，これほど学校図書館に期待されているとき

はありません。学校にしかない学校図書館がメディアセンターとしての役割を担う

とは？各教科等の学習がより充実し深まるためには，どう学校図書館を活用すれば

いいのか。学校図書館からさまざまな情報を的確に引き出すには？大平先生のお話

を伺いながら，参加者の皆さんと一緒に考えたいと思います。 

 大平先生は，昨夏，インドネシアで開催された IASL 国際会議（世界各国の学校図

書館関係者が集い，学校図書館及び青少年の読書に関して熱い論議する国際会議）

に出席されました，今夏，モスクワで行われる会議にも参加されます。グローバル

な視野からのお話も期待しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


