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平成２０年度 空 知 管内複式校の研究主題一覧
ＮＯ．１

市 学校名 研究主題
町 学級数 サブテーマ
村 学級編制 分野・課題 主な研究教科と指導形態 年次計画
名 児童数 メールアドレス 電話番号 ＦＡＸ番号
由 川端小学校 「喜びを持ち、進んで学ぶ子どもの育成」
仁 ３ ～伝え合う力を伸ばす 指導の工夫～
町 12,3,56 学習指導７・８ 国語科 学年別指導 ３の３

９ kawasyo@olive.ocn.ne.jp 0123-85-2009 85-2032
長沼舞鶴小学校 豊かに表現しあい、共に学び合う子どもの育成
３ ～自分の考えを伝え合うコミュニケーション能力の育成～
12,34,56 学習指導７・８ 全教科 同内容指導 ２の１
２０ e05901@ed.maoi-net.jp 0123-84-2001 84-2034
西長沼小学校 「さがし、うけとめ、解決する子の育成」

長 ３ ～確かな読みの力を身につけさせる国語科の実践を通して～
沼 12,34,56 学習指導５ 国語科 同内容 ３の１
町 ２８ e04901@ed.maoi-net.jp 0123-88-2191 88-3510

南長沼小学校 自分の考えや想いを表現する力の育成
６（特支２） ～一人一人が生きる作文指導の工夫～
1,23,4,5,6 学習指導８ 国語科 学年別指導 ３の３
６２ なし 0123-84-2104 84-2111

月 札比内小学校 豊かな表現力を培い、確かな学力を身につける子どもの育成
形 ４ ～「話す・聞く」活動を通して伝え合う力を育てる国語科の研究～
町 1,2,34,56 学習指導７ 国語科 学年別指導 ３の１

２８ satpinai@axel.ocn.ne.jp 0126-54-3039 54-3040
花月小学校 自分の思いや願いを大切にし、生き生きと瞳輝く子どもの育成
５ ～一人一人が主人公となる学習の創造～
1,2,34,56 学習指導３・５ 算数科 学年別指導 ３の３

新 ３２ aat77710@par.odn.ne.jp 0125-74-2007 74-2455
十 吉野小学校 ことばの力を高める児童の育成
津 ３
川 12,34,56 学習指導７ 国語科 学年別指導 ３の３
町 １５ aat77740@par.odn.ne.jp 0125-73-2009 73-2011

大和小学校 学びあいを通して、一人ひとりが主体的に学習を進める授業の研究
５（特支１）
1,2,34,56 学習指導５・８ 国語・算数科 学年別指導 ２の２
２６ aat77720@par.odn.ne.jp 0125-76-2692 76-2972

幌 朱鞠内小学校 考えを深め、豊かに表現する子どもの育成
加 ２ ～国語科の指導を通して～
内 23,46 学習指導５・７ 国語科 学年別指導 ２の２
町 ７ syusho@ruby.ocn.ne.jp 0165-38-2053 38-2511

常磐小学校 自ら考え、学ぶ喜びを実感する子どもをめざして
３ ～表現力を高める指導の工夫～
1,34,56 学習指導７ 国語科 学年別指導 ４の４
１８ tokiwa.s@hyper.ocn.ne.jp 0124-22-2744 23-1758

芦 西芦別小学校 言葉を見つめ確かな国語力を育む授業の創造
別 ３ ～読みの力をつける指導法～
市 12,34,56 学習指導７ 国語科 学年別指導 ３の２

２９ naes1939@hyper.ocn.ne.jp 0124-25-7121 25-7122
野花南小学校 一人一人のよさを生かし、いきいきと学ぶ授業のあり方
３（特支１） ～進んで表現できる授業をめざして～
23,46 学習指導７・８ 国語科 学年別指導 ５の５
１１ nokanan@hyper.ocn.ne.jp 0124-27-3014 27-3573
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市 学校名 研究主題
町 学級数 サブテーマ
村 学級編制 分野・課題 主な研究教科と指導形態 年次計画
名 児童数 メールアドレス 電話番号 ＦＡＸ番号

メープル小学校 論理力を育てる国語科教育の探求
４(特支１）

岩 2,34,56 学習指導５ 国語科 学年別指導 ３の１
見 １９ maples@mc.city.iwamizawa.hokkaido.jp 0126-44-2205 44-2519
沢 美流渡小学校 課題を的確にとらえ、自ら解決の見通しをもてる子を目ざして
市 ３ ～算数科「数と計算」の領域を通して～

12,34,56 学習指導８ 算数科 学年別指導 ３の１
２２ mirutosv@mc.city.iwamizawa.hokkaido.jp 0126-46-2415 46-2417
光珠内中央小学校 生き生きと表現し、共に学び合う子どもの育成
３ ～『話す・聞く』力を生かしたコミュニケーション能力の育成～
12,34,6 学習指導７ 国語科 学年別指導 ２の１
１２ bks@educet.plala.or.jp 0126-63-2739 63-0985
茶志内小学校 一人ひとりの力を伸ばし、自ら学ぶ児童を育む指導
５（特支１） ～操作的・体験的・思考的な算数的活動を通して、基礎・基本の力を育成する～

美 1,2,34,56 学習指導７・８ 算数科 学年別指導 ３の１
唄 ３３ bts@educet.plala.or.jp 0126-65-2120 65-2135
市 西美唄小学校 表現豊かに学習する子ども

５（特支１） ～【伝え会う力を高め合う】～
12,3,4,56 学校経営２ 学習指導７・８ 国語科 学年別指導 ２の１
３７ bns@educet.plala.or.jp 0126-69-2921 69-2977
東栄小学校 「学ぶことの楽しさを味わいながら、意欲的にとりくむ子どもの育成」
４ ～算数科における効果的な指導法を探って～
12,34,5,6 学習指導８ 算数科 学年別指導 ３の２
４２ bes@educet.plala.or.jp 0126-63-2629 63-2759
幾春別小学校 一人一人が生き生きと活動し、自ら意欲的を持って取り組む子どもの育成
４ ～豊かな表現力を培う国語科の授業づくり～

三 1,2,34,56 学校経営３ 学習指導５・７・８ 国語科 学年別指導 ３の１
笠 ３０ ikusho@coral.ocn.ne.jp 01267-6-8029 6-8015
市 新幌内小学校 「自ら学び、よく考える子の育成を目指して」

５（特支１） ～個に応じた教育の創造～
1,2,34,56 学習指導７・７・８ 全教科 学年別指導 ３の２
３１ shinsho@coral.ocn.ne.jp 01267-2-3073 2-3079
夕張小学校 生き生きと表現できる子どもの育成
３ ～国語科を中心として～
1,34,56 学習指導７・８ 国語科 学年別指導 ３の１
２１ ybry2902@educet01.plala.or.jp 0123-52-3305 52-0999

夕 緑小学校 生き生きと進んで表現する子どもの育成
張 ３ ～自分の思いや考えを、自分のことばで話す活動の創造～
市 12,34,56 学習指導７ 国語科 学年別指導 ３の１

３２ ybrm2918@educet01.plala.or.jp 0123-57-2002 57-3527
滝の上小学校 ふるさとを見つめ やりぬく子どもの育成
２ ～主に国語科の物語り文、説明文の研究を通して～
13,56 学習指導６・７ 国語科 学年別指導 ３の３
８ ybrt2926@edycet01.plala.or.jp 0123-58-2270 58-3701

深 多度志小学校 「自ら学び、自ら考える子どもの育成」
川 ４（特支１） ～基礎・基本の定着を図る学習指導の在り方～
市 12,34,56 学習指導５・７ 算数科 学年別指導 １の１

３０ tadoshi-el@ed.city.fukagawa.hokkaido.jp 0164-27-2005 27-2009
滝 東栄小学校 お互いの考えや思いを認め合い、深め合うことができる子どもの育成
川 ６（特支１） ～国語科の「言語活動」を通して～
市 1,2,3,4,56 学習指導５・７・８ 国語科 学年別指導 ３の２

４４ jimu@toei-e.city.takikawa.hokkaido.jp 0125-28-2419 28-2496


