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大分県

○アクセス

JR柳ヶ浦駅から車で３０分

安心院 ICから車で１０分

宇佐 ICから車で２０分

○お問い合わせ先

大分県立安心院高等学校 小中高一貫教育事務局

〒 872-0593 大分県宇佐市安心院町折敷田６４番地

TEL 0978-44-0008 FAX 0978-44-0264
ホームページ http://kou.oita-ed.jp/ajimu/

【未来探究科ポスター発表会（高校２年生）】

安心院ワイナリー

安心院名物

スッポン

ぶどう狩り

高校正門の鏝絵

平成２４年 ９月 ２４日

各都道府県教育委員会教育長 殿

各教育事務所長 殿

各市町村教育委員会教育長 殿

各 学 校 長 殿

関 係 各 位

大分県教育委員会 教育長 野中 信孝

宇佐市教育委員会 教育長 近藤 一誠

大分県宇佐市安心院・院内地域小中高一貫教育推進委員長 大久保 和弘

（大分県立安心院高等学校長）

平成２２・２３・２４年度 文部科学省研究開発学校

大分県宇佐市小中高一貫教育研究発表会のご案内大分県宇佐市小中高一貫教育研究発表会のご案内

秋冷の候、皆様におかれましては、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、大分県宇佐市安心院・院内地域では、平成２２年度より文部科学省の研究開発学校の指定を

受け、小学校７校・中学校２校・高等学校１校の計１０校で小中高一貫教育に取り組み、１２年間の

カリキュラム開発と授業実践を積み重ねてまいりました。この度、その総括として、下記のとおり大

分県宇佐市小中高一貫教育研究発表会を開催いたします。

つきましては、多くの皆様にご参加いただき、ご指導、ご助言を賜りたくご案内申し上げます。

１ 期 日 平成２４年１１月２２日（木） （ 受付 9:30 開会 10:00 より ）

２ 会 場
(1)[受付・全体会] 宇佐市安心院町文化会館 ： 大分県宇佐市安心院町下毛 2130
(2)[提案授業等]

学校名 宇佐市立安心院小学校 宇佐市立安心院中学校 大分県立安心院高等学校

住所 宇佐市安心院町木裳 115番地 1 宇佐市安心院町下毛 2222番地の 1 宇佐市安心院町折敷田 64番地

TEL 0978－ 44－ 0025 0978－ 44－ 0004 0978－ 44－ 0008
FAX 0978－ 44－ 0167 0978－ 44－ 0078 0978－ 44－ 0264

３ 研究主題 世界基準の確かな学力を育成する小中高一貫した系統性ある

教育課程の創造

～読解力を基盤とした「リテラシー」の獲得～

４ 日 程

9:30 10:00 11:35 12:35 13:25 13:45 14:35 14:50 16:20

昼食
受 全体会

休憩
提案授業① 休憩 提案授業② 休憩 分科会

付 及び基調講演
移動

各会場 移動 公開授業 移動 各会場

各会場

（小学校 13:20） (小学校 14:30)



５ 全体会 会場：宇佐市安心院町文化会館 10:00～ 11:35

（１）開会のことば

（２）あいさつ ○宇佐市安心院・院内地域小中高一貫教育推進委員長

○大分県教育委員会

○宇佐市教育委員会

（３）来賓紹介

（４）研究概要説明

（５）基調講演 国立教育政策研究所 初等中等教育研究部長

工 藤 文 三 氏

（６）閉会のことば

６ 提案授業

【提案授業①】 小学校 12:35～ 13:20 中学校・高校 12:35～ 13:25

学年 授業者 新教科 題材名

小学校２年 松本 孝司 ことばの不思議科 順序を考えてならべよう

小学校６年 栗林 健一 不思議探究科 「安心院らしさ」をビデオレターにして届けよう

中学校２年 瀧田 英治 不思議探究科 田舎に泊まろう！
～安心院グリーンツーリズムの魅力を発信しよう～

高校２年 多嶋田伸也 未来探究科 個人研究で自己表現力に磨きをかけよう！

【提案授業②】 小学校 13:45～ 14:30 中学校・高校 13:45～ 14:35

学年 授業者 新教科 題材名

小学校３年 永野 琢也 ことばの不思議科 「すっぽんウィーク」のチラシを作ろう

小学校５年 佐藤 靖 不思議探究科 安心院七不思議マップを売り込もう

中学校１年 古田 裕二 不思議探究科 輝け安心院ブランド
～ POP広告で安心院の地元産物をアピールしよう～

高校１年 岩野 敦徳 未来探究科 深みのある研究の進め方を学ぼう

【公開授業】 中学校 13:45～ 14:35

学年 授業者 乗り入れ授業 題材名

中学校３年 竹村 勇也 ・ 安部 証 BS数学 変型ゴマをまわそう

※ BS（ベーシック・スキル）とは、生徒の学ぶ意欲を喚起する教材を用いた授業であり、中高

の教員による TTの授業形態をとっています。なお、公開授業に関する分科会は行いません。

７ 分科会 14:50～ 16:20

分 科 会 司 会 指導・助言者 記 録 者

第１分会 宇佐市立 広島大学大学院教育学研究科 宇佐市立
KEY STAGE１・２ 佐田小学校 永田 忠道 准教授 佐田小学校

小学校１～４年
濱野 俊久 教頭 宇佐市教育委員会 学校教育課 加藤 友子 教諭

会場：安心院小学校 川島 数志 指導主事

第２分会 宇佐市立 立命館大学産業社会学部 宇佐市立
KEY STAGE３－① 安心院小学校 角田 将士 准教授 院内中部小学校

小学校５・６年
高牟禮 哲 教頭 大分県教育庁 中津教育事務所 佐藤 亜由美 教諭

会場：安心院小学校 阿部 修三 次長兼指導課長

第３分会 宇佐市立 国立教育政策研究所初等中等教育研究部 宇佐市立
KEY STAGE３－② 安心院中学校 工藤 文三 研究部長 院内中学校

中学校１・２年
後藤 明彦 教頭 大分県教育庁 中津教育事務所 古川 史郎 教諭

会場：安心院中学校 佐藤 秀典 指導主事

第４分会 大分県立 大分大学教育福祉科学部 大分県立
KEY STAGE４ 安心院高等学校 三次 徳二 准教授 安心院高等学校
中学校３年～高校３年

酒井 達彦 教頭 大分県教育庁 高校教育課 吉永 雅代 教諭

会場：安心院高等学校 中川 博至 指導主事

８ 研究の概略

国際社会で生きていくための「リテラシー」の獲得を目指して、「読解力」を基盤とした思考

力・判断力・表現力を育成するため、新教科を新設して小中高一貫した系統性ある教育課程の開

発を行っています。

① 小中高の円滑な移行を図るため、発達の段階に応じて１２年間を４つのステージに分けた教

育課程を開発します。その中で新教科を新設し、課題の設定、情報の収集、比較･整理･分析、

まとめ･表現といった課題解決に必要な能力や主体的･創造的･意欲的に取り組む探究的な態度

を育成します。

ステージ 対象学年 教科名

KEY STAGE 1 小学校１･２年
ことばの不思議科

KEY STAGE 2 小学校３･４年

KEY STAGE 3 小学校５･６年、中学校１･２年 不思議探究科

KEY STAGE 4 中学校３年、高校１～３年 未来探究科

②「読解力」を基盤とし、論理的な思考力や判断力、表現力の向上を図るための実践研究を行

い、その効果的な指導方法及び評価方法を開発します。


