
 

 

 

 

 

 

  

 

  

小学校 

中学校 

心動かし、遊び込む子どもの育成 

子どもと共に、学びをつなぐ授業づくり 

持続可能な社会の実現に貢献する 
実践者の育成 

－既有の知識や経験でつながる 

 「深い学び」の創造を通して－ 

特別支援学校 

５校園共通主題 

愛媛大学教育学部附属幼稚園・小学校・中学校・特別支援学校 

第 100 回愛媛教育研究大会 

地域で豊かに生きる子どもを育てる 

－地域と連携・協働し、 

貢献を実感する学びを通して－ 

御挨拶 

 時下、ますます御清栄のこととお喜び申し上げます。 

 愛媛大学教育学部の附属幼稚園、小学校、中学校、特別支援学校の４校園においてそれぞれ開催して参りました

「愛媛教育研究大会」が、今年度、師範学校時代から数えて 100回を数えることとなりました。そこで、附属４校

園は共通テーマ「未来を拓く力の育成」の下、この記念すべき第 100回大会を合同で開催いたします。 

 本大会では、附属４校園が各学校の実態に応じ、時代の要請に応えるべく取り組んできた実践研究に加え、持田

キャンパス内に４つの附属学校園が併設されているという全国的にも稀有な特色を生かし、接続する異校種間の連

携を図った取組や、特別支援学校との連携によるインクルーシブ教育の一端を御紹介する予定です。 

 コロナ禍の中での開催のため御不便をおかけいたしますが、是非、多くの皆様方に御覧いただき、子どもを中心

に据えたこれからの教育の在り方について語り合いたいと考えています。県内外各地から、多数の御参加をお待ち

しております。 

 実行委員長 愛媛大学教育学部附属小学校長 城戸  茂 

周辺地図・校園地図 

アクセス 

参加・申込みについて 

問い合わせ（大会事務局） 

開催方法 

〒790-0855 愛媛県松山市持田町１丁目５番 22号 
愛媛大学教育学部附属特別支援学校 副校長：仲神 正人 
TEL:089-913-7891 FAX:089-913-7892  E-mail:tokushi@edc.ehime-u.ac.jp 

幼稚園 

○ 大会参加費 1,000円 

 ・徴収方法は、クレジット等によるオンライン決済です。 

○ 下記のＵＲＬまたはＱＲコードから大会ホームページにアクセスし、申込フォームからお申込み

ください。 

  ホームページ： https://ehime-kyouiku.jp 

○ 県内参加者は分科会・講演・記念式典の参加方法を対面またはオンラインからお選びください。

ただし、新型コロナウイルス感染症拡大や天候の状況等により、全面オンライン形式での開催に変

更する場合があります。あらかじめ御了承ください。その場合、大会専用ホームページにてお知ら

せしますので、随時ご確認ください。 

 

参加者 授業公開 分科会 講演・記念式典 

県内 オンデマンド 

配信 

対面（希望者のみ） 対面（希望者のみ） 

県外 オンライン オンライン 

 

勝山町駅 
附属幼稚園・小学校・

中学校・特別支援学校 

市内路面電車 
（約 20分） 

伊予鉄バス 10番線 
（約 20分） 

徒歩 
（約 15分） 

徒歩 
（約５分） 

附属中学校前 

 JR松山駅もしくは 
伊予鉄松山市駅 

 



 

 

2021年 12月６日 

～2022年１月 14日 

申込み受付 

2022年１月 17日～ 

研究動画配信開始 

～2022年２月４日 

2022年２月 

３・４日 

大会当日 

（分科会） 

主催 愛媛大学教育学部 愛媛大学教育学部附属幼稚園 愛媛大学教育学部附属小学校  

愛媛大学教育学部附属中学校 愛媛大学教育学部附属特別支援学校 

後援 愛媛県教育委員会 松山市 愛媛県市町教育委員会連合会 松山市教育委員会  

愛媛県教育研究協議会 愛媛県幼稚園連合会 愛媛県保育協議会 

愛媛県小中学校長会 愛媛県高等学校教育研究会 愛媛県高等学校長協会 

【記念講演】㉚ 

講師：夏井 いつき 氏(俳人・エッセイスト) 

プロフィール 

昭和 32年生れ。松山市在住。８年間の中学校国語教諭の後、俳人へ転身。「第８回俳壇 

賞」受賞。俳句集団「いつき組」組長。創作活動に加え、俳句の授業「句会ライブ」、 

「俳句甲子園」の創設にも携わるなど幅広く活動中。ＴＢＳ系「プレバト!!」俳句コー 

ナー出演などテレビラジオでも活躍。 

松山市公式俳句サイト「俳句ポスト 365」、朝日新聞愛媛俳壇、愛媛新聞日曜版小中学 

生俳句欄、各選者。2015年より初代俳都松山大使。2018年第 44回放送文化基金賞（個 

人）、2019年テレビ愛媛賞。2021年ＮＨＫ放送文化賞。句集『伊月集 龍』『伊月集  

梟』（朝日出版社）、『世界一わかりやすい俳句の授業』（PHP研究所）、『おウチ de俳句 

（朝日出版社）』、『俳句ことはじめ』（ナツメ社）、『食卓で詠む一句、二句』（ワニブッ 

クス）、『俳句道場』（NHK出版）など著書多数。 

【特別支援学校講演】㉛演題：「いまの学びと将来をつなぐ『対話』の意義と実践」 

講師：菊地 一文 氏 
(弘前大学大学院教育学研究科教職実践専攻 教授) 

プロフィール 

1992年から青森県立黒石養護学校教諭、1997年から弘前大学教育学部附属養護学 

校文部教官教諭として勤務。2008年から国立特別支援教育総合研究所主任研究員、 

2013年から青森県教育庁学校教育課特別支援教育推進室指導主事として教育行政に 

携わる。広島大学大学院教育学研究科非常勤講師・客員准教授、植草学園発達教育 

学部准教授等を経て、2019年より現職。 

「キャリア教育」「授業づくり」「教育課程」「教員研修」などの分野で幅広く活躍 

されている。 

著書に、実践キャリア教育の教科書 学研教育出版（2013）、小学部から組織的に取り組む「キャリア発達支

援」の実践 ジアース教育新社（2021）、知的障害教育における「学びをつなぐ」キャリアデザイン ジアー

ス教育新社（2021.12月刊行予定）などがある。 



 

 

 

① 小学部星組 生活単元学習 「にこにこきらきらゴーカート２」へようこそ 

                       授業者  日野 信彦  田中 泰代 

研究協力者 

愛媛大学大学院教育学研究科 

            教授  樫木 暢子 

指導助言者 

松山市教育委員会 学校教育課 

          指導主事  岸田 知絵 

② 中学部３年 生活単元学習 「わくわくレンタルゲーム屋さんⅡ」を成功させよう！ 

                       授業者  谷口 泰祐  重松 万希 

研究協力者 

愛媛大学教育学部特別支援教育講座 

            教授  苅田 知則 

指導助言者 

愛媛県教育委員会 特別支援教育課 

          指導主事  森川 哲也 

③ 高等部 印刷班 作業学習 「愛大ショップえみかで製品を販売しよう」 

                       授業者  武田 友希  日淺 優 

研究協力者 

愛媛大学教育学部特別支援教育講座 

            教授  加藤 哲則 

指導助言者 

愛媛県教育委員会 特別支援教育課 

          指導主事  香川 育代 

１日目／２月３日（木） 【特別支援学校】 

受 

付 

研究協議Ⅰ〈小学部〉 

研究協議Ⅱ〈中学部〉 

研究協議Ⅲ〈高等部〉 

 

特別支援学校 講演会 

講師 菊地一文氏 

(弘前大学大学院教育学研究科教職実践専攻 教授) 

13:30 14:50 15:00 16:50 13:00 



 

２日目／２月４日（金） 【中学校】 

受 

付 

10:30 11:30 15:30 16:50 10:00 

記念式典 

15:00 

研究協議 

記念講演 

講師 夏井いつき氏 

(俳人・エッセイスト) 

授業者 授業主題 公開学年

細川　美保 『おくのほそ道』を読み味わおう ３年

兵頭　宣彦 文学的文章を読み深めよう「走れメロス」 ２年

江角　紀行 多文化の共生に必要なことは？ １年

高橋　祐貴 私たちのまちの「自治」について考えよう ３年

宇都宮　憲二 ソーシャルディスタンスを意識した座席配置とは １年

山本　泰久 アルプスの少女ハイジを数学する ３年

冨永　剛志 飲み物の容器の形が違うのはなぜだろう？ ３年

沖野　俊也 誕生月の星座って何を根拠に決まったの？ ３年

真木　大輔
教科横断的な学習（理科・技術分野・総合的な学習の時間）

テクノロジーを通じた災害の課題解決
２年

山根　典之 	水槽の向こう側の物体が見えるときもあれば，見えないときもあるのはどうしてだろうか 1年

河野　操 自分ができる国際交流について考え、発表し合おうーSDGsを意識してー 1年

向井　俊博
ガンジーの活動を通して、感じたことや考えたことを語り合おう

　ーリテラチャー・サークルを通してー
３年

 ⑨　音楽 三棟　優子 「怒り」の表現に迫る！ ３年

 ⑩　美術 大口　愛子 季節をデザインしよう！ ２年

古澤　龍也 運動の計画を実践、評価、改善しよう ３年

坪内　道広 多様な楽しみ方を伝えよう １年

 ⑫　技術 薬師神　吉啓 ＩｏＴを利用してよりよい社会を創ろう ３年

 ⑬　家庭 土手　佳代 我が家の住まいの課題を解決しよう ２年

　　　特別活動
　　　※研究協議はありません。

丸山　佑樹 自分の生き方について考えよう ３年

　　　道徳
　　　※研究協議はありません。

萩山　知治 「差別や偏見に負けない」 ３年

 ⑪　保健体育

 ④　国語

 ⑤　社会

 ⑥　数学

 ⑦　理科

 ⑧　英語



 

公開学年 テーマ 保育者 

⑭ ３歳児 「変身ごっこ」「団子作り」 遠藤 美奈子 神野 未希 

⑮ ４歳児 「店ごっこ」「トンネル作り」 𡧃髙 理浩 松澤 絢子 

⑯ ５歳児 「店ごっこ」「ヤマモモ温泉作り」 村上 香織 飛野 香織 

公開学年 教科等 学習活動 授業者 

⑰ １年 ぎんなん【生活】 えがおいっぱい かぞく♡ハッピー大さくせん 大塚  翔 

⑱ ３年 くすのき【地域】 「えひめパン王国プロジェクト」広め隊！ 吉岡  舞 

⑲ ４年 図画工作 消さずにほって 消しゴム版画 森口 朝子 

⑳ ５年 外国語 おすすめの場所へ道案内をしよう 和田  郁 

㉑ ６年 社会 江戸時代の㊙調べ隊－江戸幕府２６０プロジェクトの秘密を探る！― 

 

檜垣 延久 

㉒ ６年 算数 音楽にひそむ算数 玉井 淳博 

公開学年 教科等 （幼）保育テーマ・（小）学習活動 保育者・授業者 

㉓ ５歳児 

１年 

保育 あき 見～つけた♡ 村上 香織 飛野 香織 

ぎんなん【生活】 大塚 翔 

２日目／２月４日（金） 【幼稚園・小学校】 

受 

付 

13:50 15:30 16:50 

記念式典 

15:00 

研究協議Ⅱ 研究協議Ⅰ 

13:00 

公開学年 教科等 学習活動 授業者 

㉔ １年 国語 おはなし大すき －リアルな思いをリアルな声で－ 岩城 聡恵 

㉕ ３年 道徳 異なる意見も大切に －分かり合う心－ 辻󠄀  健一 

㉖ ３年 くすのき【学級】 ３花✿クエスト －未来へつむぐ－ 森田 宏美 

㉗ ５年 体育 ボッチャの可能性 濱田  圭 

㉘ ３・５年 音楽 広げよう！響き合う音楽 松井 見磨 松本 一菜 

㉙ ５年 理科 命のふしぎ －人の誕生－ 水口 達也 

14:00 14:50 

記念講演 

講師 夏井いつき氏 

(俳人・エッセイスト) 

12:00 


