
 
   令和３年７月吉日 

 
浜松市小中学校音楽科担当者 様 

 
 
 

浜松市教育研究会音楽科研究部顧問校長    杉山 一成 

浜松市教育研究会音楽科研究部部長    辻村 映里 
 

 

  第２回 浜松市教育研究会音楽科研究部研修会について 

 
 

１ 日 時   令和３年８月４日（水）     １３：００～１６：３０ 

（昼食を済ませてからお越しください。） 

 

２ 会 場    浜北文化センター 

浜松市浜北区貴布祢２９１－１ 

TEL ０５３―５８６－５１５１ 

 

３  駐車場について （別紙１ 駐車場案内図参照） 

 

４  日 程 ・  内 容 

      役員集合      １２：００（副部長と運営委員 大ホール入口） 

      受付・会場     １２：４５～ （小学校：大ホール入口、中学校：多目的室入口） 

（１）小学校  実践発表と講話     １３：００ ～１６：２０（大ホール） 

    ○浜松市立船越小学校 袴田 文子 教諭 

     テーマ「楽しさを深い学びにつなげる音楽科授業」 

    〇指導講評 

     浜松市教育委員会 指導課 指導主事 鈴木 絵美子 氏 

○「音楽科における主体的・対話的で深い学びについて」 

名古屋学院大学  江田 司 氏 

 

 

 



（２）中学校 「１学期の評定・評価について」 １３：００～１６：２０（多目的室） 

講話 名古屋学院大学  江田 司 氏  

グループワーク （リハ室、第１練習室、第２練習室、第３練習室、多目的室） 

   デジタル教科書の活用について 

 

（３）片付け                １６：２０ 

（４）役員集合・解散（大ホール入口付近）  １６：３０ 

 

５ 持ち物 

  全員共通 別紙２ 健康観察表（当日、用紙に記載し受付に提示してください。） 

小学校 

  〇小学校学習指導要領（平成２９年告知）解説 音楽編 

中学校 

  〇中学校学習指導要領（平成２９年告知）解説 音楽編 

〇「指導と評価の一体化」のための学習評価に関する参考資料中学校音楽（持っていれば） 

〇1学期実践された授業のワークシートまたはテスト １０部 

 

６ その他   

    自校の関係の先生方にも、この案内を増し刷りしてお渡しください。 

 

 

 

                              

 
 
 
 

担当者 音楽科研究部長 辻村 映里 

勤務校 浜松市立三ヶ日中学校 

電 話 ５２５－０７７１ 

ＦＡＸ ５２５－０９９３ 



 

浜松市教育研究会音楽科研究部 第２回音楽科研修会（中学校のみ） 

                       令和３年８月４日（火） 

                                   浜北文化センター  

１ 日程・内容 

１２：４５～１３：００ 受付 

  １３：００～１３：１０ 全体会【２F 多目的室】 

  １３：１０～１４：００ 江田 司先生による講話【２F 多目的室】 

  １４：００～１４：２０ 青島真紀先生より実践発表 

１４：２０～１４：３０ 移動・グループ討論準備 

  １４：３０～１５：５０ グループ討論  

  １５：５５～１６：３０ ICT活用研修【デジタル教科書の実践例等の紹介】 

        １６：３０ 終了 

              

２  研修グループ ○印の方がキャップ   ☆印の方が記録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  場所 

Ａ 

 

○本司綾佳（浜名）   須藤明音（浜松北部）  袴田久美子（曳馬） 

☆三野久美子（中部）  坂入賢一（八幡）    澤木佳代（江西）  

第 2練習室 

 

Ｂ 

 

○鈴木章生（附属）    宮崎詩織（開成） 福永心平（江南）  

林美奈子（富塚）    杉山弓（曳馬）  鈴木智香子（南部） ☆小池みち子（湖東） 

第３練習室 

 

Ｃ ○松下法恵（富塚）    曽谷梓沙（佐鳴台）  金永侑子（積志）髙橋美帆（浜北北部） 

片谷摩奈美（浜松北部）袴田さとみ（高台） ☆河村慶子（開成）  

第１練習室 

 

D ○杉浦亜弓（可美）   川合駿平（北浜東部）  大場由夏（西部）  

☆権田裕子（雄踏）   鈴木朱美（東陽）    加藤くみ子（南陽）  

第１練習室 

 

Ｅ 

 

○白井星摩（細江）   中村沙耶（入野）  西川嵯和子（北浜東部）  

 住友 理香（雄踏）  藤原康幸（清竜）  山下美帆（西高中） ☆小倉由紀（笠井） 

第１練習室 

 

Ｆ 

 

○遠藤千歳（庄内）   渥美南実佳（東部） 鈴木理子（天竜）  田中彩（与進） 

☆森本美穂子（佐久間） 沖田敦子（丸塚）  小松克代（萩原分校）  

多目的室 

 

G 

 

〇太田ひより（春野）  髙橋りら（中郡）  伊東和俊（天竜） 中山みく（入野） 

☆來住訓世（水窪）   林伸昭（北星）   金原幸子（都田） 鈴木佳子（神久呂） 

多目的室 

H 〇村田勝美（北星）   河合瑶子（三方原）   西川奏子（引佐南部） 

 小栗広海（引佐北部） 髙柳もと子（光が丘） ☆井上祥子（新津）  對馬隆（積志） 

リハーサル

室 

I 

 

〇杉山智章（湖東）   寺本彩乃（浜名） 宮原伸（麁玉）  伊澤未由季（舞阪）  

平山律明（篠原）  ☆宮津智子（庄内） 松田紀子（北浜）  

リハーサル

室 

巡回 

記録 

髙橋亜紀子（南部） 

落合優  （蜆塚） 

 



当日の役割分担  中学校 

 

※上記の表にお名前がある先生方は、大変申し訳ありませんが 

１２：００に浜北文化センター多目的室前にお集まり 

ください。 

係 氏名（学校名） 主な仕事内容 

総務 
〇辻村 映里（三ケ日） 

髙橋 亜紀子（南部） 

 

・研修会の責任者 

・役割総括 

・当日の運営 

受付 
〇本司 綾佳（浜名）（５・８部会） 

遠藤 千歳（庄内）（１・２・３・４・６部会） 

杉浦 亜弓（可美）（１・２・３・４・６部会） 
三野 久美子（中部）（１・２・３・４・６部会） 

白井 星摩（細江）（７部会） 

・受付設営（多目的室前） 

 ※受付の設営が終わったら会場準備のお手伝

いをお願いします。 

・出席確認 

・アルコール消毒 

・資料配布 

司会進行 
髙橋 亜紀子（南部） ・場内アナウンス、司会 

放送機器 
〇村田 勝美（北星） 

 

・マイク、パソコン、プロジェクター、スク

リーンの準備、動作確認 

接待 
伊澤 未由季（舞阪） 

※県居小の伊熊先生と一緒に行う。 

・講師の先生の接待 

・お茶準備（辻村 T持参） 

記録 
〇落合 優（蜆塚） ・HP 作成 

・写真撮影 

会場準備 
〇伊東 和俊（天竜） 

 大場 由夏（西部） 

 松下 法恵（富塚） 

 落合 優（蜆塚） 

 太田 ひより（春野） 

杉山 智章（湖東） 

・間隔をあけて椅子を並べる 

・演台を準備する 

 

グループ

ワーク打

ち合わせ 

〇杉浦 亜弓（可美） 

 本司 綾佳（浜名） 

 鈴木 章生（附属） 

 松下 法恵（富塚） 

 白井 星摩（細江） 

 遠藤 千歳（庄内） 

 太田 ひより（春野） 

 村田 勝美（北星） 

 杉山 智章（湖東）  

・12 時の役員打合せ後すぐ、多目的室前で 

 打合せを行う。 

・ここに参加できない先生方には個別対応で

説明する。 


