子供たちの輝く未来のために！
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公開授業のご案内
教育センターでは、それぞれの教科・領域で「プロジ

【「プロジェクト研究」とは】
教育センター所員と県内の先生方（研究委員）が

ェクト研究」に取り組んでいます。
今年度は、全 25 校で公開授業を行います。
「プロジェ
クト研究」の成果を、児童生徒の姿を通してご覧になり

プロジェクトチームを組み、各学校や関係教育機関
と連携を図りながら進める研究です。研究

ませんか？各研究委員の所属校で授業公開を行います。 の成果は、校種別に、公開授業や教育
センターWeb で発信します。

多くの方の参加をお待ちしています。

小・中学校 各教科

小・中学校・高等学校 食育

【研究主題】

【研究主題】
持続可能な社会の構築を目指して、
健康と環境に良い食を選ぶ力の育成

新学習指導要領の趣旨を踏まえた授業の質的改善
研究委員会名 公開授業日

学校

学年

公開授業の単元・題材名等

～食育における家庭科教育を基軸とした
校種間・教科間の連携を通して～

小学校
国語

10月25日(木) 諸富北小 小2 ビーバーの大工事
11月 8日(木) 朝日小

小6 意見を聞き合って考えを深め、意見文を書こう

小学校
社会

10月12日(金) 轟小

小4

11月 2日(金) 牛津小

小5 自動車をつくる工業

小学校
算数

10月19日(金) 能古見小 小6 速さ
11月 9日(金) 西郷小

小6 比例

小学校
理科

10月 9日(火) 成和小

小3 ものの重さをしらべよう

11月 2日(金) 三里小

小6 水溶液の性質

中学校
国語

10月12日(金) 武雄北中 中2 君は「最後の晩餐」を知っているか
11月 6日(火) 金泉中

中1 少年の日の思い出

中学校
社会

10月 1日(月) 塩田中

中3 【公民的分野】「国民として国の政治を考えよう」

10月15日(月) 神埼中

中2 【地理的分野】「近畿地方」

10月25日(木) 嬉野中
11月15日(木) 福富中

学校

学年

公開授業の単元・題材名等

フードデザイン「食品の選択について考えよう」
小・中・ 9月28日(金) 唐津南高 高2
高等学校 10月15日(月) 鍋島小 小6 自分の家に合うみそを選ぼう
食 育 11月 8日(木) 武雄中 中3 【公民的分野】「消費生活と経済」

小・中学校・高等学校 教育相談
【研究主題】
児童生徒が互いに自他のよさを認め合う
学級集団づくりを目指して

ばんさん

9月27日(木) 芙蓉中
中学校
数学

特色ある地いきと人々のくらし（焼き物をつくるまち）

研究委員会名 公開授業日

～児童生徒が持つ「強み」に着目した
交流活動の実践～

研究委員会名 公開授業日

学校

学年

公開授業の単元・題材名等

小・中・ 10月 1日(月) 多久高 高2 自分や友達の「強み」を生かしていこう
高等学校 10月18日(木) 諸富中 中3 自分や友達の「強み」を生かしていこう
教育相談 10月23日(火) 諸富南小 小6 自分や友達の「強み」を生かしていこう

中2 一次関数
中3 関数 ｙ＝ax2
中1 文字の式
中2 式の計算

中学校
理科

11月 6日(火) 伊万里中 中3 地球と宇宙
11月 8日(木) 成章中

中3 水溶液とイオン

中学校
英語

10月 2日(火) 啓成中

中2 PROGRAM6 A Work Experience Program

11月 1日(木) 中原中

中2 PROGRAM7 If You Wish to See a Chance

参加申込方法など
は、教育センター
Web をご覧くださ
い。

このページの記事についての問い合わせ先

佐賀県教育センター
〒840-0214
URL：http://www.saga-ed.jp/

佐賀県佐賀市大和町大字川上

研究調査担当

0952-62-5214（直通）

TEL 0952-62-5211(代)

「ミネルバ」については教育課程支援担当（直通 0952-62-5238）まで
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ネットやスマートフォンとの上手な付き合い方

（出典）総務省「平成 29 年通信利用動向調査」

子供たちを被害者にも加害者
にもしないようにしましょう。

スマートフォン（以下スマホ）を保有している世帯の
割合は、わずか７年間（平成 22 年～29 年）で 9.7％か
ら 75.1％へと急激に増加し、固定電話やパソコンを保有
している世帯の割合を上回りました。また、10 代のスマ
ホ利用時間を見ると平日は３時間、休日は５時間以上と
なっており、生活に密着した便利なツールとして急速に
広がっています。
スマホは確かに便利なツールです。しかし、「歩きス
マホやながら運転による事故の誘発」、「生活習慣の変
調・心身への健康被害」、「公共の場でのマナー違反」、
「個人情報流出」、「ＳＮＳでの不適切投稿・炎上」、
「出会い系サイトに係るトラブル」など、使い方には
十分な注意が必要です。スマホの急速な普及と同時に
様々な問題が発生しており、対応が後手に回っている
現状があります。

「情報モラル教育」を行う中で倫理や道徳を育む“心を磨く領域”の指導はもちろん重要ですが、加え
てネット社会の特性や情報セキュリティに関する“知恵を磨く領域”の指導が大変重要です。
「情報モラル教育」とは、交通安全教育とよく似ています。私
～四つの知識～
たち教師が右の四つの知識を身に付け、道路標識の意味や横断歩
①インターネットの世界で起きていること
道の渡り方と同じように、児童生徒やその保護者へ情報モラルの
②情報モラル教材・授業実践例
知識をしっかりと伝えていけば、ネットトラブルを未然に防ぐこ
③法律
とのできる『予防教育』が可能になります。
④問題への対処
教育センターでは、日本全国の「情報モラル教育」実践
～教育センターWeb～
事例へのリンクを教育センターWeb「全国津々浦々！」で
紹介しています。指導の参考に是非ご活用ください。
ここをクリック
参考資料：内閣府「平成 29 年度 青少年のインターネット利用環境実態調査ポイント」
総務省情報通信政策研究所「情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」
この記事についての問い合わせ先

情報教育担当

0952-62-3554（直通）

総務省情報通信政策研究所

申請書を改善しました
「情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」

学校支援申請書（A、B）の区別をなくして、新しい様式とし、手続きをより簡単にしました。新しい様式は、教育センター
Web または SEI-Net のライブラリからダウンロードすることができます。ご利用ください。

９月に実施する「サタセン」
（土曜日に教育センターで行う自主参加の研修会）の概要を紹介
します。詳細は、各担当から学校へ案内します。
各校種・教科等の担当へ各自で直接お申込みください。
（管理職を通しての申込みではありません）
校種・教科等

期日

時間

小学校社会科

９／８

10:00～12:00

テーマ・内容等

連絡先・担当者

小学校外国語活動

９／８

10:00～12:00

中学校英語科

９／15

14:00～16:30

授業をコミュニケーションの場にするために・・・

℡.0952-62-5212（佐藤）

小・中学校音楽科

９／29

14:00～16:30

「あなたもできる！音楽づくり・創作のアイディアとヒント」

℡.0952-62-5238（香月）

子どもたちが熱中する！楽しい社会科授業作り

℡.0952-62-5214（四島）

「We Can!やLet's Tryを使った授業づくりや評価についての相談会」
講師…佐賀大学 准教授 林 裕子先生

「サタセン」についての問い合わせ先
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短期研修担当

℡.0952-62-5212（岩永）

0952-62-5212 （直通）

