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平成２０年度 上 川 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

トマム小・中学校 生き生きと学ぶトマムっ子の育成
小 ５（２） ～学習意欲を喚起する授業の創造と小中連携の在り方～
中 ２ 学習指導（小・中の連携） 各教科 ３の３
小 12，34，56 課題４，７ 学年別（社・算・理）
中 12，3 tomamu@shimu-school.jp (0167)57-2237 38-2502

占 小 22 名
中 ７名
占冠中央小学校 進んで言語や文化に親しむ児童の育成

冠 ４ ～楽しくコミュニケーションを図る授業づくり～
１,２,３４,５６ 学級経営２ 学習指導６ 総合 ３の１
３８名 同内容指導（音・図・体）

村 その他 学年別指導
shimu-cyuou@shimu-school.jp (0167)56-2824 39-8007

占冠中学校 一人一人に「確かな学力」を持たせる教科指導
４（１）
１，２，３ 学習指導５・６・７ 各教科 ３の３
２１名 simcup@shimu-school.jp (0167)56-2821 56-2833
金山小学校 伝え合う力をはぐくむ国語科指導の在り方
４（１） ～複式・少人数学級のよさを生かし，個に応じた学習指導を通して～
１２,３４,５６ 学級経営１ 学習指導８ 国語 ３の３
１０名 学年別指導（国・社・算・理・生）

kanayama-js@furano.ne.jp (0167)54-2521 54-2255
下金山小学校 自己の思いを正しく伝えることのできる子どもの育成

南 ３ ～少人数学級の特性を生かした 書くことの指導を通して～
１２,３,５６ 学習指導５ 国語科 ２の２
７名 学年別（国・社・算・理・生・音・図）

shimokana-jh@furano.ne.jp (0167)55-2050 55-2051
富 北落合小学校 自分の力で考える子どもの育成

２ ～共にかかわっていく教育活動を通して～
２３,,６ 学習指導５・６ 全教科 ２の２
５名 学年別（国・社・算・理・生・家）

良 kitaochi-js@furano.ne.jp (0167)52-2400 52-2400
落合小学校 児童一人一人の表現力を伸ばす学習指導の研究
２ ～基礎・基本の定着を図るための支援の工夫～
２３, ５６ 学習指導５・７ 算数 ４の４

野 ６名 学年別指導（国・算・社・理）
ochiai-jh@furano.ne.jp (0167)53-2423 53-2424

幾寅小学校 自ら学び 互いに高めあう 子どもの育成
9(3) ～算数科を窓口として～

町 単式 学習指導５・７・８ 算数 単式 ３の３
101名 ikutra-js@furano.ne.jp (0167)52-2311 52-2375
南富良野中学校 基礎・基本を身に付けた意欲あふれる生徒の育成
６（３） ～各教科における指導方法のあり方～
単式 学習指導 全教科 ４の４
５名 学年別指導
91名 ikutra-jh@furano.ne.jp (0167)52-2410 52-2465

富
樹海小学校 自ら考え、生き生きと学ぶ子の育成

良
７学級（３） ～算数科における問題解決的な学習を通して～

野
１,２３,４, ５６ 学習指導７ 算数 ３の２

市
学年別指導

jukaisho-2@city.furano.hokkaido.jp (0167)27-2307 0167-39-5303
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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

布礼別小学校 自ら考え, 追究し, 互いに高め合う子の育成
４学級（特１） ～やる気を高める学習指導をとおして～
１,２,３,４,５,６ 学習指導 ７, ８ 全教科 ３の１
２１名 学年別指導（国・算・理）

同内容指導（その他）
富 furebetsutyu@city.furano.hokkaido.j (0167)29-2019 39-9570

布礼別中学校 p
２学級 自ら考え, 追究し, 互いに高め合う子の育成
１,２,３ ～やる気を高める学習指導をとおして～

良 １３名 学習指導 ７, ８ 全教科 ３の１
学年別指導（国・社・数・理・英）
同内容指導（その他）

furebetsutyu@city.furano.hokkaido.j (0167)29-2019 39-9570
野 p

布部小学校 わかる授業の構築
４学級（１） ～一人一人が生きる授業を通して～
１,３,４,５,６ 学級経営 ４ 算数 １の１

市 12名 学習指導 ８ 学年別指導（国・社・算・理）
nunobesho@city.furano.hokkaido.jp (0167)23-5569 23-5867

鳥沼小学校 自分らしく表現する子どもの育成
8（3） ～作文指導を通して～
１,２,３４,５,６ 学習指導５ 国語 ３の３
60 名 学年別指導（国・社・算・理・音・図）

torinumasyo-2@city.furano.hokkaid (0167)22-2903 22-8515
o.jp

山部小学校 学ぶ喜びを共に感じ，自分の力を高めていく子どもの育成
7(1) ～考える楽しさを味わえる算数科の授業づくりを通して～
単式 学習指導７ 算数科 ３の１
107名 yamabesho@city.furano.hokkaid (0167)42-3091 42-3088

o.jp
麓郷小学校 自分の考えを持ち，共に伝え合う子どもの育成
５（２） ～一人一人の豊かな表現力を培う学習指導の工夫～
２,３,４,５,６ 学級経営４ 全教科全領域 ３の２
１８名 学習指導７ 学年別指導（国・５・６年社・算）

rokugousho@city.furano.hokkaido.jp (0167)29-2021 39-9669
麓郷中学校 主体的に学び合う生徒の育成
4(1) ～コミュニケーション能力を生かした指導法の充実～
単式 学校経営４ 全教科 ４の１
19名 学習指導７ 学年別指導

rokugoutyu-c@city.furano.hokkaido. (0167)29-2552 39-9750
jp

山部中学校 お互いを認め、高め合う人間関係の育成
5(2) ～特別活動における体験的な活動・教育相談を主体とした取り組みを通
単式 して～
67名 学級経営３ 特別活動 ２の１

学年別指導
yamabetyu2@city.furano.hokkaido.j (0167)42-3085 42-3087
p

樹海中学校 進んで表現し、共に高めあう生徒の育成
3 ～生き生きと取り組む全領域の教育活動を通して～
単式 学級経営３ 各教科・特活・道徳
31名 jukaityu-2@city.furano.hokkaido.jp (0167)27-2107 39-5200
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西中小学校 思いを豊かに表現する子の育成
３ ～国語科の説明文を窓口として～
１２,３４,５６ 学級経営３ 国語 ４の１
３０名 学習指導７ 学年別指導（算）

同内容指導（その他）
nisi@furano.ne.jp (0167)44-2062 44-2088

中 旭中小学校 生き生きと，自ら進んで学び続ける子ども
３ ～「国語科」の学習を窓口として～
１２,３４,５６ 学校・学級経営４ 国語 ３の２

富 １７名 学習指導７ 学年別指導（国・５,６社・算）
asahinaka@furano.ne.jp (0167)44-2790 44-2818

本幸小学校 自ら考え，自らの学びを深め高めていく子供の育成
良 ４（１） ～「国語科」の学習を窓口として～

１２,３４,５６ 学級経営２ 国語 ２の２
８名 学習指導５・８ 学年別指導（国・社・算・理）

野 honko@furano.ne.jp (0167)44-2025 44-3883
南中小学校 確かな国語力のある子の育成
３ ～個に応じた学習指導の工夫を通して～

町 １２,３,５６ 学習指導７・８ 国語 ３の２
７名 学年別指導（国・算・音・図）

minami@furano.ne.jp (0167)44-3633 44-3934
宇文小学校 確かに読み，豊かに表現することのできる子どもの育成
３ ～基礎基本を重視した言語活動を通して～
１２,３４,５６ 学習指導８ 国語 ３の１
２２名 学年別指導（国・算）

ubun@furano.ne.jp (0167)44-2881 44-3918
江幌小学校 思いを広げ、学んだ力を生かす子供の育成
３ ～総合的な学習の時間における体験活動を通して～

上 １２,３４,５６ 学級経営２ 生活科 総合 ３の１
１８名 学習指導６ 学年別（国・社・算・理・音・図）

富 ehorosho@town.kamifurano.lg.jp (0167)45-9655 45-9655
東中小学校 知識・技能を活用する能力を高め，生活に生かすことができる児童を育

良 ４（１） 成するための指導法の研究 ～算数科の授業を通して～
１,４,５,６ 学習指導８ 算数科 ３の１

野 １６名 学年別指導（国・算）
higashisho@town.kamifurano.lg.jp (0167)45-9653 45-9683

町 東中中学校 自ら学び考える生徒を育てる教科指導の在り方
４（１） 学習指導５・７ 全教科 学年別指導 ３の３
単式 higashichu@town.kamifurano.lg.jp (0167)45-9651 電話番号に同じ
２１名
旭小学校 自分の考えを適切に表現できる子どもの育成
3(1) ～表現力を高めるための指導のあり方～
3,4 ,5,6 学習指導５ 学級活動 ４の４
16名 学年別指導（国・社・算・理）

美 asahisyo@educet.plala.or.jp (0166)92-4707 92-0061
明徳小中学校 自分の思いを豊かに表現する子どもの育成
4学級(1) ～小中連携を生かした学習指導の工夫を通して～

瑛 12 34 56 学習指導５・７・８ 全教科 ３の１
21名 学年別指導（国・算）

meitoku@educet.plala.or.jp (0166)96-2117 96-2848
町 美進小学校 お互いを認め合い，自信をもって活動する子どもの育成

４ ～自分の考えをもっていきいきと表現する特別活動を目指して～
1，2，34，56 学習指導 ５，７ 特別活動 ３の３
27名 学年別指導（国・算）

bisinsyo@educet.plala.or.jp (0166)92-4764 92-5230
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美沢小学校 学ぶ楽しさを体感し，たくましく美沢を拓く子どもの育成
４(1) ～「話す力」「聞く力」の向上をめざした国語科の学習を通して～

美 12，34，5,6 学習指導 １ 国語科 ４の４
18名 学年別（国・社・算・理）

瑛 misawa@educet.plala.or.jp (0166)92-4960 92-9080
美馬牛小学校 自分の考えをもち，のびのびと活動する子の育成

町 ７(特 2） ～かかわりを生かした総合的な学習の時間・生活科を通して～
1,2,3,4,5,6 学習指導 ６ 生活科 総合 ３の３
55名 学年別指導

bibasho@educet.plala.or.jp (0166)95-2113 68-6677
東川第一小学校 一人一人の個性を伸ばし，学ぶ意欲を高める授業づくり
５（１） ～小規模校における個を生かした指導の充実を通して～
１,２,３４,５６ 学習指導５・８ 全教科 ２の２

東 ３０名 学年別（国・社・算・理）
dai1@eolas-net.ne.jp (0166)82-2751 82-5143

東川第二小学校 鋭く読み，深く考え，豊かに伝え合う子どもの育成
川 ６（２） 学級経営３ 国語 ３の１

１,２,３４,５６ 学習指導７ 学年別（算）
４４名 dai2@eolas-net.ne.jp (0166)82-3019 82-5170

町 東川第三小学校 自らの学びを大切にし，国際社会にたくましく生きる子どもの育成
３ ～互いのよさを認め合い，高め合う国際教育を通して～
１２,３４,５６ 学級経営２ 生活科 総合 ３の２
２２名 学習指導７ 学年別（算）

dai3@eolas-net.ne.jp (0166)82-3015 82-5183
忠栄小学校 自ら学ぶ子どもの育成

東 3 ～基礎・基本の定着を図る忠栄の学び(算数科)を通して～
１２,３４,５６ 学習指導 ５・７ 算数科 ４の３

神 12 名 学年別指導（国・算）
chuei@educet.plala.or.jp (0166)83-3205 0166-83-3205

楽 志比内小学校 共に認め，支え合う子の育成
3 ～共感的人間関係を築く学級経営の工夫・改善～

町 １２,３４,５６ 学級経営２・３ 特別活動 ２の２
１５名 学年別（国・社・算・理・図・家）

eg0142@ha.bekkoame.ne.jp (0166)96-2146 96-2150
層雲峡小学校 生き生きと学び、豊かに表現する子どもの育成
3 ～少人数における算数科指導を通して～
１,３４,５６ 学習指導 ８ 算数科 ３の３
１２名 学年別（国・社・算・理）

上 soushou@crocus.ocn.ne.jp (01658)5-3415 5-3416
上川小学校 豊かな心を育む音楽活動の工夫
９（３）

川 単式 学習指導３ 音楽 ２の１
１８９名 学年別指導

akaezo@crocus.ocn.ne.jp (01658)2-1429 2-1177
町 上川中学校 よりよい生き方を求め、主体的に進路選択ができる生徒の育成

４（１） ～進路啓発学習を通して～
単式 学校・学級経営２ ３－１
８６名 学習指導 ８ 単式

kjhs@crocus.ocn.ne.jp (01658)2-1448 2-1090
中里小学校 見通しを持って考え、生き生きと学ぶ子の育成
３ ～算数科の学習を通して～

愛 １２ ,４,５６ 学習指導 ７・８ 算数 ３の２
１３名 学年別（国・社・算・理）

別 nakasato@educet.plala.or.jp (01658)8-1245 9-6075
愛山小学校 「楽しく進んで学習する子」の育成

町 ４（２） ～国語科物語文の学習指導法
４,５６ 学級経営 ３ 国語 ３の３
１４名 学習指導 ７ 学年別（国・社・算・理）

aizansho@educet.plala.or.jp (01658)7-2214 7-5251
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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

協和小学校 「自ら考え 共に高め合う子」の育成
愛 ３ ～国語科における学年別指導の工夫～
別 ２ ,３４,５６ 学習指導７ 国語 ３の２
町 ６名 学年別（国・算）

kyouwa-s@educet.plala.or.jp (01658)6-4110 9-8341
蘭留小学校 自らの思いを豊かに表現できる子どもの育成

比 ４（１） ～国語科（物語教材）・日常の活動を窓口とした゛言語能力゛の育成を
布 １２ ,３４,５６ 通して～
町 １２名 学習指導５．７．８ 国語 ３の３

学年別（国・社・算・理・家）
ranru914 kotori3@educet.plala.or.jp (0166)85-3091 85-3049

剣淵小学校 自分で考え，共に学ぶ子の育成
剣 ８（２）

単式 学習指導７ 国語 単式 ３の３
淵 １７０名 kensyou1@educet.plala.or.jp (0166)85-3091 85-3049

剣淵中学校 自ら学ぶ意欲を持ち、確かな学力を身につける生徒の育成
町 ７（４） 単式 学習指導７ 全教科 単式 ３の２

８７名 kenchuu@town.kenbuchi.hokkado.jp 0165(34)2211 34-2331
中士別小学校 考えの広がりや深まり、自己の高まりが実感できる子供の育成
３ ～生活科・理科における学び合いの成立と自己評価能力の向上を通して～
１２ ,３４,５６ 学習指導５・７・８ 生活科 理科 ３の３
１２名 同内容（生活科）

学年別（その他）
士 s-nakasi@educet.plala.or.jp (0165)23-2852 23-2852

武徳小学校 学ぶ喜びがわかり、進んで学習する子どもの育成
４（１） ～学びを知り、確かな学力を伸ばす国語科指導を通して～
１２ ,３４,５６ 学習指導５・７ 国語科 ３の２

別 ２７名 学年別指導（国・算）
s-butoku@educet.plala.or.jp (0165)23-3246 同左

下士別小学校 自ら学び、自分らしさを発揮する子どもの育成
３ ～国語科 読むことの力を高める授業づくりを通して～

市 １２ ,３４,５６ 学級経営 ３ 国語科 ３の２
１５名 学習指導 ７ 学年別指導（算）

s-simosi@educet.plala.or.jp (0165)23-2496 23-2496
中多寄小学校 見通しをもち，筋道を立てて考える子ども
３ ～算数科の指導を通して～
１２ ,３４,５６ 学習指導７・８ 算数科 ３の２
１２名 学年別指導（国・算）

s-nakata@educet.plala.or.jp (0165)26-2556 23-2556
温根別小学校 生き生きと学ぶ子供の育成
４（１） ～複式学級・少人数学級における算数科の授業づくり～
１２ ,３４,５６ 学習指導７，８ 算数 ３の３
２３名 学年別指導（算・理）

s-onnshoh@educet.plala.or.jp (0165)27-2310 27-2310
上士別小学校 粘り強く取組，ともに関わり合う子を目指して
５（１） ～考えを深める国語科の学習を通して～
１,２ ,３４,５６ 学習指導５・７ 国語 ３の１
４３名 学年別（国・社・算・理・生）

s-kamisy@educet.plala.or.jp (0165)24-2281 24-2223
温根別中学校 積極的に課題解決に取り組み、自己表現する生徒の育成
４（２） 学習指導６・８ 総合的な学習の時間 ３の３
１２ ,３ 学年別指導
１２名 s-onchu@educet.plala.or.jp (0165)-27-2312 (0165)-27-2312
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ＮＯ．６
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

多寄小学校 「わかる・できる」を大切にした国語科（読む力の充実を図る）の授業
４（１） の工夫
１２ ,３４,５６ 学習指導５・７・８ 国語科 ３の２
２６名 学年別指導（国・算）

s-tasho@educet.plala.or.jp (0165)26-2151 26-2151
上士別中学校 自ら学ぶ意欲をもち，主体的に課題を解決する生徒の育成

士 ３ ～自分を表現する活動を通して～
単式 学習指導８ 全教科 単式 ３の１
２３名 s-kamisi@educet.plala.or.jp (0165)24-2681 24-2681
多寄中学校 意欲を持ち、自ら学ぶ生徒の育成

別 ５（２） ～基礎・基本の定着を図る学習指導の工夫～
単式 学習指導 全教科 単式 ４の４
２２名

s-tachu@educet.plala.or.jp (0165)26-2252 26-2253
市 糸魚小学校 主体的に学び，互いに高め合う子どもの育成

７（１） ～確かで豊かな読み取りを目指して～
単式 学習指導 ７ 国語科 単式 ３の３
６３名 itoisyo@educet.plala.or.jp (0165)28-3216 28-3217
朝日中学校 自ら学ぶ力の礎を育む学習指導の工夫
３ ～地域に根ざす学校文化の創造を通して～
単式 学校・学級経営３ 総合的な学習 単式 ２の１
２７名 asahijh@educet.plala.or.jp (0165)28-3224 28-3225
中名寄小学校 考えにこだわり広がり深まりをもち，生き生きと表現する子どもの育成
４（１） ～算数的活動を重視した学習指導の工夫を通して～
１２ ,３４,５６ 学習指導７ 算数 ２の１
１５名 学年別（国・社・算・理・家）

nakanayoro@ed.city.nayoro.hokkaid (01654)2-3889 9-5640
o.jp

名 智恵文小学校 他との関わりの中で自分らしさを発揮できる子どもの育成
６（２） ～国語科における話し合い活動の充実を通して～
１,２,３４,５６ 学級経営 ３ 国語 ４の１
２３名 学習指導 ７ 学年別指導

chisho@ed.city.nayoro.hokkaido.jp (01654)8-2241 9-3550
寄 智恵文中学校 確かな学力を身に付け、ともに学びあう生徒の育成

４（２） ～学習力の向上と、道徳の授業の工夫をめざして～
１,２ 学習指導７ 道徳 ３の１
１７名 道徳 教科別（国・社・数・理・英・音）

各学級別指導（その他）
市 chichu@ed.city.nayoro.hokkaido.jp (01654)9-3010 9-3011

東風連小学校 「わくわく いきいき ぐんぐん」
６ ～一人一人の思いを生かし，共に高め合う授業づくりをめざして～
１２,３４,５６ 学習指導５・８ 国語 ５の５
１２名 学年別（国・社・算・理）

fuuren@educet.plala.or.jp (01655)3-3367 3-3397
風連日進小中学校 自分の考えを持ち，豊かに伝え合う子の育成
小２ 中２ ～表現力豊かな国語科の学習を通して～
小 １２，４ 学習指導５・７ 小 国語 ３の３
中 １２，３ 中 全教科
小 ５名 学年別（国・社・算・理・生）
中 １１名 nissinj@educet.plala.or.jp (01655)-2-6036 2-6711
風連下多寄小 豊かに表現し合い 共に学ぶ子どもの育成
４（１） ～国語科を基盤としたコミュニケーション能力の育成～
１２,３４,５６ 学習指導７・８ 国語 ４の４
２６名 学年別（国・社・算・理・生）

shimosho@educet.plala.or.jp (01655)-3-3932 (01655)-3-3940
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ＮＯ．７
下川小学校 わかる授業・楽しい授業の創造

下 １０（４） ～基礎基本を保証する指導のあり方を探る・国語科を窓口に～
単式 学習指導５ 国語科 単式 ３の２

川 １４９名 harunire@educet.plala.or.jp (01654)4-2023 4-2009
下川中学校 自らの道を力強く切り拓く生徒の育成

町 ３ ～基礎・基本の定着を目指し，学習意欲が高まる学習形態・学習支援の在り方と実践～
単式 学習指導 ７ 全教科 単式 ３の２
６２名 shimochu@educet.plala.or.jp (01654)4-2040 4-2082
仁宇布小学校 生き生きと学ぶ子どもの育成

美 １ ～意欲的に課題に取り組み，自分を豊かに表現する子どもへ～
深 ４,６ 学習指導 ７ 国語 ３の３
町 ３名 同内容指導（体）

学年別指導（その他）
nippu@sweet.ocn.ne.jp (01656)2-4003 2-3917

音威子府小学校 豊かに表現する児童の育成
６（２） ～伝え合う力を高める教育活動の充実～

音 １,２,３,４,５,６ 学校・学級経営１・４ 国語科を中心に他教科も ３の３
威 ３２名 学習指導５・７・８ 学年別指導（算）
子 otosyou@viola.ocn.ne.jp (01656)5-3031 5-3024
府 音威子府中学校 基礎・基本の定着をはかり主体的に学ぶ生徒を育てる学習指導
村 ３ ～カウンセリングマインドをいかした教科指導を通して～

単式 学習指導５・７・８ 全教科 単式 ３の３
１８名 otochu@joy.ocn.ne.jp (01656)5-3244 5-3344
中川小学校 確かな読み取りができる児童の育成
６ ～読む活動を位置づけた指導過程の工夫を通して～

中 単式 学習指導５・７・８ 国語 単式 ３の２
７７名

川 ponpira@proof.ocn.ne.jp (01656)7-2841 7-2842
中川中学校 「わかる」喜びを味わわせる学習指導の研究

町 ５ ～基礎基本の確実な定着を通して～
単式 学習指導５・７・８ 全教科 単式 ２の１
５０名 naka-jhs@eos.ocn.ne.jp (01656)7-2861 7-2862
旭川第一小学校 確かな学力を身に付ける児童生徒の育成
４（１） ～個を大切にし，基礎・基本の定着を目指す教科指導を通して～
２,３,４,５,６ 学習指導５・７ 全教科 学年別指導 ３の２
２０名 postmaster@etanbetsu.jhs.asahikawa (0166)73-2003 59-4000

-hkd.ed.jp
旭川第五小学校 基礎的な学力を身につけ、生き生きと授業に取り組む児童生徒の育成

旭 ３ ～小中連携による学力向上と豊かな心の育成を願って～
１２,３,４,５,６ 学習指導３・５・８ 算数 １の１
１９名 学年別指導
桜岡中学校 postmaster@asahikawadaigo.els.asah (0166)36-3441 36-5321
３ 単式 ２０名 ikawa-hkd.ed.jp

川 嵐山小学校 自ら進んで生き生きと学ぶ子の育成
３ ～個に応じた授業の推進～
１２,３,４,５,６ 学習指導 ５・７ 全教科 ４の２
１０名 学年別指導（国・社・算・理）
嵐山中学校 同内容指導（上記以外）

市 ２ １２,３ postmaster@arashiyama.els.asahika (0166)61-1199 61-1199
６名 wa-hkd.ed.jp
江丹別小学校 確かな学力を身に付ける児童生徒の育成
３（１） ～個を大切にし，基礎・基本の定着を目指す教科指導を通して～
１,３,４,６ 学習指導５・７ 全教科 学年別指導 ３の２
７名 postmaster@etanbetsu.jhs.asahikawa (0166)73-2003 59-4000
江丹別中学校 -hkd.ed.jp
２ １,２,３
３名
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ＮＯ．８
雨紛小学校 経験を生かし、互いに高め合う子どもの育成
３ ～確かな理解力と表現力を培う国語科の指導を通して～
１,２,３,４,５,６ 学習指導５・７・８ 国語 学年別指導 ３の２
１７名 postmaster@ubun.els.asahikawa- (0166)61-6817 電話番号に同じ

旭 hkd.ed.jp (0166)69-5733
富沢小学校 進んで学び互いに高め合う子どもの育成
４
１,２,３,４,５,６ 学習指導７・８ 算数 ３の１

川 ３２名 学年別指導（算）
postmaster@tomisawa.els.asahikawa (0166)62-6207 62-6207
-hkd.ed.jp

聖和小学校 互いに認め合い，よく考えて行動できる子どもの育成
市 ３ ～体験的な活動との関連を図った道徳の時間の充実を通して～

１,２,３,４,５,６ 学級経営３ 道徳 ３の１
２２名 学習指導８ 学年別（国・社・算・理・家）

postmaster@seiwa.els.asahikawa- (0166)75-4345 75-4345
hkd.ed.jp


