
第　１　日 第　３　日

（１４：００～１７：００） 午　　　前 午　　　後 （９：００～１２：００）

　　　全体会（ポートピアホテル） 　第１分科会　低学年・教材研究ワークショップ 　第１分科会　低学年部会・研究発表　　２本 　　　全体会（ポートピアホテル）

　　「子どもと共につくる国語授業」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　の創造

　　　研究授業 　第２分科会　中学年・教材研究ワークショップ 　第２分科会　中学年部会・研究発表　　２本 　　　　　講演会　　講師　　達富　洋二氏

　　　　授業者「　未定　」
　第３分科会　高学年・教材研究ワークショップ 　第３分科会　高学年部会・研究発表　　２本 　　　　　　　　　　　　　　　　　（佐賀大学教授）

　　　全体会（ポートピアホテル） 全体会 全体会 　　　全体会（ポートピアホテル）

　　21世紀を生き抜く子どもたちへの
　　　　　　　　　　　　　　　　社会科教育

　・九州地区　提案発表
　　　フィールドワークの事前解説
　
　　　フィールドワーク

　　　フィールドワーク 　　　・東京地区　提案発表

　・関東地区　提案発表
　　　　講師　田辺　眞人氏
　　　　　　（歴史家・園田学園女子大学名誉教授）

　講師　田辺　眞人氏
　　　　　　（歴史家・園田学園女子大学名誉教授）

　　　・西日本地区　提案発表

　　　全体会   全体会
  分科会　・ワークショップ

   全体会　

　　  　　   ・テーマ別グループ別懇談会 　　   講演「次期学習指導要領について」

　　   講師　笠井健一氏（国立教育政策研究所）

　　　全体会（ポートピアホテル）
　　　　　第１分科会　 　　　　　第１分科会　

おもしろい理科の授業を創る 　　　　　第２分科会　 　　　　　第２分科会　
       講演：「兵庫県下部白亜系篠山層群から
              発見された恐竜および小型脊椎動物化石」

　　　　　第３分科会　 　　　　　第３分科会　 　    講師：池田　忠広 先生
               （兵庫県立人と自然の博物館研究員
                                   ・兵庫県立大学 特任助教）

　　　全体会 　　　全体会 　　　全体会

未定「思考力判断力を伸ばす授業に向けて」授業研究
  和太鼓グループ松村組によるワークショップ
   （甲南小学校和太鼓教室児童への指導と先生方への
                                            ワークショップと演奏会）

        スーパーキッズオーケストラのみなさんと
                        指導者 加藤完治氏による講演と演奏

           授業研究、検討会など
    講師：和太鼓グループ松村組　松村公彦先生　他３名
            ※動きやすい服装でお越しください。

          講師：加藤完治先生

　　　全体会（ポートピアホテル） 　　　全体会（ポートピアホテル） 　  フィールドワーク「有馬玩具博物館」 　　　全体会

　        　講演「演題未定」　　講師　宮川紀宏氏

　　(保健部会・体育部会合同） 　（保健部会） 　９：００～１１：００ 　（保健部会）　１１：００～１７：００ 　（保健部会）

　　　　講演「演題未定」 　　　　　「ネットについての講演」 　　　　　「アドベンチャーカウンセリング」 　　　　　　　「保健室の整理術」

　　同志社大学スポーツ健康科学部スポーツ健康科学科
　　　　　　　教授　　田附　俊一氏

　　　　　　　　　講師：e－ネットキャラバン 　　　　　　　　帝塚山大学他講師　小西浩嗣先生 　　　　　　　　関西学院初等部　土井恵理子先生

　（体育部会）　　　 　（体育部会）　　　 　（体育部会）　　　

 全体会
   「今後の保健体育部会について」

　（西日本地区）
　実践報告「かけっこ・持久走」～楽しみながら走力アップ！～
　　　　　　神戸海星女子学院　古田　圭宏先生

　　　　　　講演「演題未定」
　　　　　　　　　　ノートルダム学院　　三笠　正治先生

　実技研修「アルティメット」
　　　　　　講師　　追手門学院　福山　東人先生

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日　  　程  　　と　  　研　  　究  　　内  　　容             　　　　　  　　　　　　　　                                　　

社 会

算 数

保健体育

国 語

学び合う算数授業を目指して
         ・授業研究
　　　 　・協議会

　２１世紀に生きる子どもの
　　　　　　　　　　　ための保健体育

研  究  主  題

          講演：「植物たちの“ふしぎ”」
          講師：田中　修 先生　（甲南大学教授）

理 科

部 会 名
第　２　日　（９：００～１７：００）

　（東京地区）　　　　実践報告「小学校の体育の取り組み」
　　　　　　　　　　　　　明星　　　　　　　風間　啓介先生

　（関東地区）　　　　「題未定」
　　　　　　　　　　　　　森村学園　　　中村　綾先生

図 工

音 楽

　　　講演「私学の算数教育に期待すること」（仮題）
　　　講師　杉田博之氏(成城学園初等学校副校長）
  分科会・研究発表

　
  全体会

　　　小学校の音楽づくり「こんなことから始めてみましょう」
　　　　　　　～子どもの感覚と思考を生かして～
　・常時活動で使える音楽遊び・１音１発からはじめる即興演奏
　・打楽器で音楽づくり・リコーダーでアドリブなど
     　※持ち物：ソプラノリコーダー
   　　　講師：平野次郎（筑波大学付属小学校）

　　・西日本地区　提案発表

　　・西日本地区　提案発表

ひとりひとりの子どもが輝く
　　　　　　　　　実践を目指して

造形活動の喜び
　　　　　　　・東京地区　提案発表

　　　　　　　・関東地区　提案発表

　　　ワークショップ
　
    　    ①アクセサリー作り②万華鏡作り③サンドブラスト



第　１　日 第　３　日

（１４：００～１７：００） 午　　　前 午　　　後 （９：００～１２：００）

　　　全体会 　　　全体会 　　　全体会 　　　全体会

　　　ワークショップ「ワールドカフェで学級経営　ＩＮ　神戸」
　　　　　　　　ファシリテーター：佐山　公章（須磨浦）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　浅川　功治（甲南）

　　公開授業・ワークショップ
　　「学級経営に活かすアンガーマネジメント」
　授業者・講師：韓　進鏞　先生（守口市立佐太小学校教諭）

　ワールドカフェの手法を用いて、
　　　　　　全国の先生方と意見交流をします。
　学級経営に対する理解を深め、
　　　　　　先生方とのネットワークを広げていきましょう。

　
教師と子どもとの人間関係づくりや子ども同士の人間関係をど
のように育てていくか、学級内における望ましい人間関係を形
成するためにアンガーマネジメントをどう活かせるか共に考え
ましょう。また学級経営上、大切な気になる子どもや気になる
子どもの周囲の子どもへの対応や望ましい保護者対応につい
ても紹介したいと考えます。

　　　全体会（ポートピアホテル） 　　　全体会（ポートピアホテル） 　　　全体会（ポートピアホテル） 　　　全体会（ポートピアホテル）

　　東京地区・関東地区　発表 　　　フィールドワーク（現在検討中） 　　　　　フィールドワークの成果発表

　　　フィールドワーク説明

　　　　　地区報告，その他

　　　全体会（ポートピアホテル） 　第１部（９：００～１０：００）　灘中学校図書館見学　 　第１部（１３：００～１３：４５）甲南小学校
　　　　　　　　　　　　ワークショップのシェアタイム

　　　　講師　作家　村中　李衣　先生
　　　　　　　　　「ものがたりとの、主体的な出会いに」

　 ※ホテル・三宮からバスで姫路に向かいます。解散は現地・
新神戸・三宮となります。当日、参加費を徴収します。領収
書を発行します。

　　　全体会（ポートピアホテル） 　　　全体会（ポートピアホテル） 　　　全体会（ポートピアホテル） 　　　全体会（ポートピアホテル）

　講演：　「真のグローバル人材とは？」
　講師：　山中　博　氏
　（国際協力ボランティア団体「DAREDEMO HERO」代表）

　　　全体会（ポートピアホテル） 　　　全体会（ポートピアホテル）

　　・　西日本地区　提案発表
       食育講演　　　講師　土居　成吉氏　（こんぶ土居）

　　　フィールドワーク　：　六甲山牧場
　　　フィールドワーク　：　六甲オルゴールミュージアム 　　・　東京地区　実践発表

      消費者教育　　考える力を耕す取り組み

　　「　日本人は何を食べるべきか　　～　一汁一菜　～　」
          ・　アイスクリーム体験教室
　　    　・　羊毛フェルト体験教室

            　・　オルゴール組立体験
      栽培教育　　　　成蹊小学校の栽培教育　　　

　　・　関東地区　提案発表
       防災教育　災害食を食べよう　～もしものときの食事～

　　　全体会（ポートピアホテル） 　　　全体会（ポートピアホテル） 　　　全体会（ポートピアホテル）

　　　基調講演（現在、講師を探し中） 　　　実験報告「東京地区・西日本地区」 　　　実験報告「九州地区・関東地区」 　　　　フィールドワーク

　　　予定演題
　　　発表者を囲んで

        震災の体験談や現在，
                     どのような防災教育が実施されているか

　　　全体会（ポートピアホテル） 　　　全体会（ポートピアホテル） 　　　全体会（ポートピアホテル） 　　　全体会（ポートピアホテル）

　「表現するって、楽しい！集団を育てる劇の準備体操」
　　実践報告と実習 ：日高　和徳　先生　（清明学園初等学校）
　　実践報告　　　　 ： 窪田　健一　先生　（追手門学院小学校）

年間１２０回以上のステージに立つプロの俳優から学ぶ！ 　　　劇のよろず相談　

　　〜学校でいつでも使える心と体を解きほぐす
                          　　　　　 表現活動・ゲーム活動〜

　「この場面、あなたならどう創る？」

 講師：和田　幸加　氏（劇団うりんこ）
 講師紹介：俳優、学芸会指導や
　　　　　　　　　　　　　　　教員ワークショップを多数経験。

部 会 名 研  究  主  題
第　２　日　（９：００～１７：００）

　　　学芸会・学習発表会など舞台発表に関する普段なか
　　なか聞けない悩みを、持ち寄ってみんなで解決してい
　　きましょう。

　　児童の生き生きとした表現を引き出す演出方法を体験
　してみましょう。大人数が出る場面で、児童の個性を輝か
　せる方法を共に考えましょう。

家 庭 科

　講演「認め合い高め合う子どもたちのかかわりづくり
　　　　　　　　　－発達の特性をふまえた集団活動の充実－」
　講師：富村　誠　先生（京都女子大学発達教育学部教授

　　　　　　　　　　　　　　　京都女子大学附属小学校　学校長）

　夏季研修会の最終日、ワールドカフェの手法を用いた第１日での「学級経営に対する理

解」、第２日の公開授業・ワークショップを通した「学級経営に活かすアンガーマネジメント」
についての考察を踏まえ、本講演では、次期学習指導要領改訂のポイント「子どもの発達
を踏まえた指導」の一つに挙げられている『学習活動や学校生活の基盤となる学級経営の
充実』に焦点を当てます。学級経営の充実を図るためには、『低・中・高学年の発達の特
性』『合意形成と意思決定の場としての学級活動』『教師と子ども・保護者との信頼関係づく
り』についての基礎的理解が欠かせません。本講演では、基礎的理解にかかる講義に交
えて、模擬想定場面における対応を具体的に考え交流する能動的な諸活動を位置づけま
す。確かに学び、豊かに表現することを通して、教育専門職員としての力量を高め、子ども
たちの笑顔を支え創る実践に活かしていきましょう。

　実践報告：「英語を学ぶ」のではなく
                               「英語で学ぶ」ことの意味
　　　　　　－英語イマージョン教育のあゆみから

　　　　　　　　　　　　　日本の英語教育の未来を指向する－

　　　　　　　イマージョン教育連絡協議会

　　　　テーマ別ディスカッション

フィールドワーク「楽しもう！バスレクで淡路島
　　　　　　　　　　　　－吹き戻しの里と野島断層保存館へ－」
　　　　　　　提案者：西山　順子（小林聖心）他数名

遠足で使えるバスレクを体験しながら、淡路島へ向かいます。
淡路島では伝統工芸品である吹き戻しの制作体験と野島断層
保存館の見学を行います。
　※当日、参加費を徴収します。領収書を発行します。

　第２部（１０：３０～１２：００）甲南小学校
　講師　小林聖心女子学院小学校学校司書　合屋 月子 先生
　　　「“主体的・対話的で深い学び”を支える学校図書館」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　講演とワークショップ

　　　各地区からの実践報告
　　　　　　　東北地区・・・１名

　　　講演・ワークショップ：「edmodoを使った取り組みと提案」
　　　講師：江藤由布先生（近畿大学附属高等学校）

私学としての外国語教育
　　　　　　　　　　　　のあり方

学 校 劇 部

個性が光る劇づくり、
　　　　　　集団づくりをめざして

〜この場面、
　　　　　　あなたならどう創る〜

生活・ 総合

学 級 経 営

メ デ ィ ア
教 育

学 校
図 書 館

外 国 語

つなげる　つながる　学級経営

　　　各地区からの実践報告

　　　　　　　　　　関東地区･･･１名
　　　　　　　　　　東京地区・・・１名
　　　　　　　　　　西日本地区・・・１名

   姫路文学館　　　　フィールドワークと学芸員による講義
  白亜の姫路城を眺めながら、28年にリニューアルした安藤
忠雄建築の空間で物語や歴史を感じます。
 
                   「まど・みちおのうちゅう展」

学校図書館だからできる！
　　　　　　　　　　　　を考えよう

～子どもたちの生きる力を
　　　　　　　　　　　　育むために

　第２部（１４：００～１７：００）
　　　鳴門教育大学院大学　余郷　裕次先生
　　　「絵本のひみつ」ー絵本の知と読み聞かせの心ー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　講演とワークショップ

　　　　講演・発表　LTE実証授業「落語わーくしょっぷ」
　　　　講師　桂　咲之輔　師匠
　　　　提案　森岡俊勝先生（雲雀丘）
　　　　　　　　石井輝義先生（立教）
　　　　技術解説　NTTドコモ，ドコモCS関西神戸
　　　　発表　藤野悟史先生（奈良学園）

未来へと繋がる家庭科
　　　　　　　　　　　を目指して

子供が活躍する生活総合の研究

やってみたいことに挑戦！


