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にににに行行行行

推進委員推進委員推進委員推進委員

    またまたまたまた

一次研究協議会一次研究協議会一次研究協議会一次研究協議会

いますいますいますいます
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身身身身につけたにつけたにつけたにつけた

やグループでやグループでやグループでやグループで

    

個人個人個人個人やグループでやグループでやグループでやグループで

アップするアップするアップするアップする

今年度研究

思考力

る授業
各校、各校、各校、各校、体育祭体育祭体育祭体育祭・・・・

行事行事行事行事がががが立立立立てててて込込込込んでいるおんでいるおんでいるおんでいるお

    

さてさてさてさて、、、、今年度今年度今年度今年度のののの

行行行行われたわれたわれたわれた、、、、専門部会第一次研究協議会専門部会第一次研究協議会専門部会第一次研究協議会専門部会第一次研究協議会

推進委員推進委員推進委員推進委員のののの方々方々方々方々をををを

またまたまたまた、、、、部会員部会員部会員部会員のみなさまにはのみなさまにはのみなさまにはのみなさまには

一次研究協議会一次研究協議会一次研究協議会一次研究協議会

いますいますいますいます。。。。    

『『『『未来未来未来未来をきりをきりをきりをきり拓拓拓拓

としてとしてとしてとして今年度今年度今年度今年度でででで

このこのこのこの研究主題研究主題研究主題研究主題にもとづくにもとづくにもとづくにもとづく

区切区切区切区切りをりをりをりを迎迎迎迎ええええましたましたましたました

「「「「①①①①知識知識知識知識やややや概念概念概念概念

課題課題課題課題へのへのへのへの①②①②①②①②のののの力力力力

ことをことをことをことを通通通通してしてしてして、、、、研究主題研究主題研究主題研究主題

考考考考えていますえていますえていますえています。。。。

しかししかししかししかし、、、、それととそれととそれととそれとと

よりよりよりより確確確確かでかでかでかで高度高度高度高度

であることであることであることであることがががが課題課題課題課題

そこでそこでそこでそこで、、、、今年度今年度今年度今年度

論理的論理的論理的論理的にににに思考思考思考思考したことをしたことをしたことをしたことを

としとしとしとし、、、、２２２２カカカカ年計画年計画年計画年計画

してしてしてして、、、、昨年昨年昨年昨年までのまでのまでのまでの

にににに迫迫迫迫るるるる方策方策方策方策をををを探探探探

ＳＴＥＰＳＴＥＰＳＴＥＰＳＴＥＰ１１１１    
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につけたにつけたにつけたにつけた社会的社会的社会的社会的なななな

やグループでやグループでやグループでやグループで適切適切適切適切にににに思考思考思考思考

やグループでやグループでやグループでやグループで表現表現表現表現

アップするアップするアップするアップする。。。。    

今年度研究

思考力

授業
・・・・中体連中体連中体連中体連・・・・中間中間中間中間

んでいるおんでいるおんでいるおんでいるお忙忙忙忙しいしいしいしい

のののの石中社石中社石中社石中社のののの研究研究研究研究

専門部会第一次研究協議会専門部会第一次研究協議会専門部会第一次研究協議会専門部会第一次研究協議会

をををを通通通通じておじておじておじてお話話話話

のみなさまにはのみなさまにはのみなさまにはのみなさまには

一次研究協議会一次研究協議会一次研究協議会一次研究協議会でででで研究研究研究研究についてについてについてについて

拓拓拓拓くくくく力力力力をつけたをつけたをつけたをつけた

でででで５５５５年目年目年目年目をををを迎迎迎迎

にもとづくにもとづくにもとづくにもとづく研究研究研究研究

ましたましたましたました。。。。    

概念概念概念概念のののの定着定着定着定着②②②②

力力力力のののの応用応用応用応用」」」」というというというという

研究主題研究主題研究主題研究主題にににに迫迫迫迫

。。。。    

それととそれととそれととそれとと同時同時同時同時にににに、、、、

高度高度高度高度なものにするためになものにするためになものにするためになものにするために

課題課題課題課題としてとしてとしてとして確認確認確認確認

今年度今年度今年度今年度からはからはからはからは副主題副主題副主題副主題

したことをしたことをしたことをしたことを適切適切適切適切

年計画年計画年計画年計画でででで以下以下以下以下にににに

までのまでのまでのまでの３３３３つのつのつのつの力力力力をををを

探探探探ることとしることとしることとしることとし

石教研社会（中）部会情報
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なななな見方見方見方見方やややや考考考考ええええ

思考思考思考思考するするするする。。。。    

表現表現表現表現したことをブラッシュしたことをブラッシュしたことをブラッシュしたことをブラッシュ

今年度研究のポイント

思考力を高

授業の展開
中間中間中間中間テストなどテストなどテストなどテストなど

しいしいしいしい時期時期時期時期だとだとだとだと

研究研究研究研究についてはについてはについてはについては

専門部会第一次研究協議会専門部会第一次研究協議会専門部会第一次研究協議会専門部会第一次研究協議会

話話話話ししたところですししたところですししたところですししたところです

のみなさまにはのみなさまにはのみなさまにはのみなさまには、、、、そのそのそのその後後後後

についてについてについてについて説明説明説明説明があったこととがあったこととがあったこととがあったことと

をつけたをつけたをつけたをつけた子子子子どものどものどものどもの

迎迎迎迎ええええますますますます。。。。    

研究研究研究研究はははは、、、、昨年昨年昨年昨年

②②②②知識知識知識知識のののの活用活用活用活用③③③③

というというというという３３３３つのつのつのつの

迫迫迫迫るるるる成果成果成果成果をををを残残残残

、、、、①①①①～～～～③③③③のののの３３３３

なものにするためになものにするためになものにするためになものにするために更更更更なるなるなるなる

確認確認確認確認されされされされていますていますていますています

副主題副主題副主題副主題をををを    

適切適切適切適切にににに表現表現表現表現するするするする

にににに示示示示すすすす２２２２段階段階段階段階

をををを高高高高めめめめることをることをることをることを

ることとしることとしることとしることとしましましましましたたたた。。。。    
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ええええ方方方方をををを基基基基にににに個人個人個人個人

したことをブラッシュしたことをブラッシュしたことをブラッシュしたことをブラッシュ

のポイント

高め

展開
テストなどテストなどテストなどテストなど、、、、さまざまなさまざまなさまざまなさまざまな

だとだとだとだと思思思思いますいますいますいます。。。。    

についてはについてはについてはについては、、、、4444月月月月11115555日日日日((((

専門部会第一次研究協議会専門部会第一次研究協議会専門部会第一次研究協議会専門部会第一次研究協議会のののの折折折折にににに、、、、市町村市町村市町村市町村

ししたところですししたところですししたところですししたところです。。。。    

後後後後のののの各市町村各市町村各市町村各市町村のののの

があったこととがあったこととがあったこととがあったことと

どものどものどものどもの育成育成育成育成』』』』をををを研究主研究主研究主研究主

    

昨年昨年昨年昨年度度度度をもってひとをもってひとをもってひとをもってひと

③③③③現代社会現代社会現代社会現代社会のののの

つのつのつのつの力力力力をををを身身身身につけるにつけるにつけるにつける

残残残残すことがすことがすことがすことが出来出来出来出来

３３３３つのつのつのつの力力力力のののの内容内容内容内容

なるなるなるなる方策方策方策方策がががが必要必要必要必要

ていますていますていますています。。。。    

するするするする授業授業授業授業をををを通通通通してしてしてして

段階段階段階段階のステップをのステップをのステップをのステップを

ることをることをることをることを通通通通してしてしてして研究主研究主研究主研究主

    

http://www.sekikyoken.com/bukaiHP/s04/s04index.htm

個人個人個人個人

したことをブラッシュしたことをブラッシュしたことをブラッシュしたことをブラッシュ

のポイント 

め

展開  
さまざまなさまざまなさまざまなさまざまな

    

((((火火火火))))

市町村市町村市町村市町村

のののの第第第第

があったこととがあったこととがあったこととがあったことと思思思思

研究主研究主研究主研究主

をもってひとをもってひとをもってひとをもってひと

のののの諸諸諸諸

につけるにつけるにつけるにつける

出来出来出来出来たたたた

内容内容内容内容をををを

必要必要必要必要

してしてしてして    

のステップをのステップをのステップをのステップを通通通通

研究主研究主研究主研究主

２２２２

    

    

    

をををを重点重点重点重点

ますますますます

知識知識知識知識

社会的社会的社会的社会的

せるせるせるせる

ねらいですねらいですねらいですねらいです

社会的社会的社会的社会的

つけるためにはつけるためにはつけるためにはつけるためには

たたたた基礎的知識基礎的知識基礎的知識基礎的知識

けながらけながらけながらけながら

ただただただただ

されてされてされてされて

にこれまでのにこれまでのにこれまでのにこれまでの

りりりり組組組組

議会議会議会議会

いますいますいますいます
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習得した知識や概念を基に社会的な見方や考え方を

育み，思考力を高める授業の展開

２２２２年計画年計画年計画年計画のののの１１１１

    

    

    

重点重点重点重点としとしとしとし、ＳＴＥＰ、ＳＴＥＰ、ＳＴＥＰ、ＳＴＥＰ

ますますますます。。。。    

知識知識知識知識をををを覚覚覚覚えさせるえさせるえさせるえさせる

社会的社会的社会的社会的なななな見方見方見方見方やややや

せるせるせるせる学習活動学習活動学習活動学習活動をををを

ねらいですねらいですねらいですねらいです。。。。    

社会的社会的社会的社会的なななな見方見方見方見方

つけるためにはつけるためにはつけるためにはつけるためには

基礎的知識基礎的知識基礎的知識基礎的知識やややや

けながらけながらけながらけながら，，，，関連性関連性関連性関連性

ただただただただ、、、、これについてはこれまでこれについてはこれまでこれについてはこれまでこれについてはこれまで

されてされてされてされて行行行行ってきていることだとってきていることだとってきていることだとってきていることだと

にこれまでのにこれまでのにこれまでのにこれまでの実践実践実践実践

組組組組んでいただきんでいただきんでいただきんでいただき

議会議会議会議会のののの折折折折にににに交流交流交流交流

いますいますいますいます。。。。    

今年度

おおおお世話世話世話世話になりますになりますになりますになります

石中社登録会員数

石狩18  当別・新篠津

北広島14 恵庭

今年度今年度今年度今年度もももも必要必要必要必要

FAXFAXFAXFAX 送信送信送信送信させていただきますさせていただきますさせていただきますさせていただきます

先生先生先生先生へのへのへのへの回覧回覧回覧回覧をおをおをおをお

          社会科担当の先生でご回覧ください社会科担当の先生でご回覧ください社会科担当の先生でご回覧ください社会科担当の先生でご回覧ください
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習得した知識や概念を基に社会的な見方や考え方を

育み，思考力を高める授業の展開

１１１１年目年目年目年目となるとなるとなるとなる今年度今年度今年度今年度

、ＳＴＥＰ、ＳＴＥＰ、ＳＴＥＰ、ＳＴＥＰ１１１１のののの課題課題課題課題

えさせるえさせるえさせるえさせる学習学習学習学習でででで終終終終

やややや考考考考ええええ方方方方をををを活用活用活用活用

をををを組組組組みみみみ込込込込むことでむことでむことでむことで

    

見方見方見方見方やややや考考考考ええええ方方方方にににに

つけるためにはつけるためにはつけるためにはつけるためには，，，，課題追及課題追及課題追及課題追及のプロセスでのプロセスでのプロセスでのプロセスで

やややや一般性一般性一般性一般性，，，，自分自分自分自分

関連性関連性関連性関連性にににに気付気付気付気付かせることがかせることがかせることがかせることが

これについてはこれまでこれについてはこれまでこれについてはこれまでこれについてはこれまで

ってきていることだとってきていることだとってきていることだとってきていることだと

実践実践実践実践をををを元元元元にににに、「、「、「、「

んでいただきんでいただきんでいただきんでいただき、、、、それをレポートとしてそれをレポートとしてそれをレポートとしてそれをレポートとして

交流交流交流交流できればできればできればできれば、、、、おおおお

今年度の

になりますになりますになりますになります。。。。よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお

石中社登録会員数102  

当別・新篠津

恵庭16    

必要必要必要必要にににに応応応応じてじてじてじて

させていただきますさせていただきますさせていただきますさせていただきます

をおをおをおをお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします

社会科担当の先生でご回覧ください社会科担当の先生でご回覧ください社会科担当の先生でご回覧ください社会科担当の先生でご回覧ください

 

 

 

 

 

 

石教研専門部会中学社会部会

FAX通信「情報石中社」

文責／笹森健司（事務局長）

発行／

習得した知識や概念を基に社会的な見方や考え方を

育み，思考力を高める授業の展開

今年度今年度今年度今年度はははは、、、、    

課題課題課題課題にににに取取取取りりりり組組組組

終終終終わるのはなくわるのはなくわるのはなくわるのはなく

活用活用活用活用してしてしてして社会的事象社会的事象社会的事象社会的事象

むことでむことでむことでむことで、、、、思考力思考力思考力思考力

にににに基基基基づいてづいてづいてづいて思考思考思考思考

のプロセスでのプロセスでのプロセスでのプロセスで

自分自分自分自分のののの経験知経験知経験知経験知・・・・

かせることがかせることがかせることがかせることが重要重要重要重要

これについてはこれまでこれについてはこれまでこれについてはこれまでこれについてはこれまで先生方先生方先生方先生方

ってきていることだとってきていることだとってきていることだとってきていることだと思思思思いますいますいますいます

、「、「、「、「思考力思考力思考力思考力をををを高高高高

それをレポートとしてそれをレポートとしてそれをレポートとしてそれをレポートとして

おおおお互互互互いのいのいのいの財産財産財産財産

の推進委員
 

よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします

 

当別・新篠津7 江別24 

     千歳23 

じてじてじてじて、「、「、「、「情報情報情報情報『『『『

させていただきますさせていただきますさせていただきますさせていただきます。。。。校内校内校内校内のののの

いいたしますいいたしますいいたしますいいたします<(_ _)><(_ _)><(_ _)><(_ _)>

社会科担当の先生でご回覧ください社会科担当の先生でご回覧ください社会科担当の先生でご回覧ください社会科担当の先生でご回覧ください

 

 

 

 

 

 

石教研専門部会中学社会部会

通信「情報石中社」

文責／笹森健司（事務局長）

千歳・勇舞中学校

発行／2014年5月

習得した知識や概念を基に社会的な見方や考え方を

育み，思考力を高める授業の展開 

    

組組組組むこととしていむこととしていむこととしていむこととしてい

わるのはなくわるのはなくわるのはなくわるのはなく，，，，身身身身につけたにつけたにつけたにつけた

社会的事象社会的事象社会的事象社会的事象をををを考察考察考察考察

思考力思考力思考力思考力をををを高高高高めるめるめるめることことことこと

思考思考思考思考するするするする力力力力をををを

のプロセスでのプロセスでのプロセスでのプロセスで，，，，授業授業授業授業でででで習得習得習得習得

・・・・生活知生活知生活知生活知とととと結結結結

重要重要重要重要ですですですです。。。。    

先生方先生方先生方先生方がそれぞれがそれぞれがそれぞれがそれぞれ

いますいますいますいます。。。。難難難難しくしくしくしく考考考考

高高高高めるめるめるめる授業授業授業授業」」」」

それをレポートとしてそれをレポートとしてそれをレポートとしてそれをレポートとして第二次研究協第二次研究協第二次研究協第二次研究協

財産財産財産財産となることととなることととなることととなることと

推進委員 

いしますいしますいしますいします。。。。    

  

 

『『『『石中社石中社石中社石中社』」』」』」』」

のののの社会科担当社会科担当社会科担当社会科担当

<(_ _)><(_ _)><(_ _)><(_ _)>    

社会科担当の先生でご回覧ください社会科担当の先生でご回覧ください社会科担当の先生でご回覧ください社会科担当の先生でご回覧ください

 

 

 

 

 

 

石教研専門部会中学社会部会 

通信「情報石中社」 

文責／笹森健司（事務局長） 

千歳・勇舞中学校

月27日  NO.1

習得した知識や概念を基に社会的な見方や考え方を

むこととしていむこととしていむこととしていむこととしてい

につけたにつけたにつけたにつけた

考察考察考察考察ささささ

ことことことことがががが

をををを身身身身にににに

習得習得習得習得しししし

結結結結びびびび付付付付

    

がそれぞれがそれぞれがそれぞれがそれぞれ工夫工夫工夫工夫

考考考考えずえずえずえず

」」」」にににに取取取取

第二次研究協第二次研究協第二次研究協第二次研究協

となることととなることととなることととなることと思思思思

    

』」』」』」』」をををを

社会科担当社会科担当社会科担当社会科担当のののの

社会科担当の先生でご回覧ください社会科担当の先生でご回覧ください社会科担当の先生でご回覧ください社会科担当の先生でご回覧ください 
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習得した知識や概念を基に社会的な見方や考え方を


