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平成１５年度 

学習研究連盟夏季研修北海道標津集会 
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川北小学校実践発表会 
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冬季研修「富山堀川集会」 

 

第１日目＜１月３０日＞ 

【学習公開】 

Ⅰ部会公開 １年 高野学級 「おにごっこ」（体育館） 

Ⅱ部会公開 ３年 福満学級 「光をあてる」（体育館） 

Ⅲ部会公開 ５年 吉田学級 「短歌を詠む」（体育館） 

 

【部会協議会】 

Ⅰ 高野部会 第二音楽室 

Ⅱ 福満部会 図書室 

Ⅲ 吉田部会 視聴覚室 

 

 

第２日目＜１月３１日＞ 

全体会 「堀川小の授業に学ぶ」 

【Ⅰ部会 高野級】  対談  堤 直樹 （福岡 瀬高町 下庄小学校校長） 

               杉山 浩之（広島 広島文教女子大学 助教授） 

     コーディネーター  三木やよい（鹿児島 純真女子大学） 

【Ⅱ部会 福満級】  対談  清水 伴正（長野 富士見町 本郷小学校校長） 

               守屋 淳 （兵庫 兵庫県立大学 助教授） 

     コーディネーター  金津 琢哉（奈良 奈良女子大学附属小学校） 

【Ⅲ部会 吉田級】  対談  大津 昌昭（奈良 前奈良女子大学附属小学校副校長） 

               清水毅四郎（滋賀 滋賀大学 教授） 

     コーディネーター  金津 琢哉（奈良 なた女子大学附属小学校） 
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夏季研修「福岡瀬高集会」 

 

第１日目＜８月２３日（月）＞瀬高町中央公民館 

【学習公開】 

実行委員長あいさつ          堤 直樹（瀬高町立下庄小学校長） 

提案授業① ４年 国語科「与田準一さんの詩を楽しもう」 

                   川口 理絵（瀬高町立下庄小学校） 

提案授業② ４年 社会科「蒲池山の大堤と田尻惣馬」 
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 研究のまとめ（子どもの願いと授業者の願い、授業記録と考察）小池正彦・・・・・21 
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冬季研修「信州富士見集会」 

（平成１７年 1 月２８・２９日） 

      研究主題  子どもが生きる教師のはたらき 

      研修テーマ 子どもに眼を開かされたこと 

 

第１日目＜１月２８日＞ 

オリエンテーション 

提案授業①  １年１組（柳橋 学） 国語「たぬきの糸車」           

２年１組（宮澤 雅史）生活「冬のあいだの生きものと植物」    

３年１組（佐野 登） 国語「モチモチの木」           

４年１組（土田みどり）算数「分数」               

５年１組（一ノ瀬武志）算数「割合」          

６年２組（樋口 陽一）国語「生きる」（詩）           

          音楽専科（三浦由香里）音楽「曲の気分をとらえて」 

提案授業②  ３年２組（小池 正彦）総合「話の種をもってるよ」 

    パネルディスカッション 司会 大津 昌昭（前幹事長） 

    パネラー 守屋 淳（兵庫県立大学） 

         小口 崇博（長野県下諏訪町教育委員会） 

         春日 良樹（新潟県川井小学校長） 

         杉森 至（茨城県吉澤小学校） 

提案授業③  ６年１組（濱 敦志）  

総合「６年１組ひえの底探検隊～ひえの底の今とこれから～」 

    パネルディスカッション 司会 金津 琢哉（研究部長） 

    パネラー 堤 直樹（福岡県下庄小学校長） 

         杉山 浩之（広島文教女子大学） 

         清水 伴正（長野県社中学校長） 

         宮崎冨士也（元大阪聖母女学院小学校） 

      

第２日目＜１月２９日＞ 

分科会   
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夏季研修「奈良集会」 

（平成１７年８月２６・２７日） 

      研究主題  子どもが生きる教師のはたらき 

      研修テーマ 子どもに眼を開かされたこと 

 

第１日目＜８月２６日＞ 

公開学習   奈良女子大学附属小学校２年月組（金津 琢哉） 

        しごと「はたらく人に見つける」 

    パネルディスカッション 司会 清水 伴正（長野県社中学校長） 

    パネラー 清水健太郎（富山県堀川小学校） 

         塩塚 喜広（福岡県山中小学校） 

         寺林 民子（愛知県緒川小学校） 

 

全体会提案  北海道標津町立川北小学校２年（荒 雅樹） 

       国語「ひっこししてきた みさ」より  

    パネルディスカッション 司会 杉山 浩之（広島文教女子大学） 

    パネラー 柴田 純（奈良県田原小学校） 

         重枝 謙二（山口県山口市教育委員会） 

         小林 尚子（福岡県大島小学校） 

      

第２日目＜８月２７日＞ 

全体会講演  「学研連と奈良の授業」 守屋 淳（兵庫県立大学） 

 

分科会 
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学習研究連盟 冬季研修会 主題「子どもが生きる教師のはたらき」 

下諏訪社集会 研修テーマ 子どもに眼を開かされたこと 

平成１８年 1 月２７日（金）・２８日（土） 

                           下諏訪社中学校 

＜第 1 日目＞ 

提案授業①（自由参観授業） 

 １年 保健体育     藤井健一 教諭 

 ３年 選択英語     近藤佑史 教諭 

 ２年 少人数学習 数学 平林英司 教諭 

提案授業②（共同参観授業） 

 ３年 音楽  片岡美穂 教諭 

アトラクション「下諏訪社中学校 絆太鼓」 

パネルディスカッション 提案者 小池正彦（長野県中川東小学校教頭） 

テーマ 小池実践に学ぶ  司会 守屋 淳（兵庫県立大学） 

           パネラー 大辻登代子（滋賀県豊里保育園） 

                植松航一朗（長野県下諏訪中学校） 

                山本美江（松本市立中川小学校） 

フォーラム 片岡実践の授業研究会 

テーマ 片岡実践に学ぶ  司会 金津琢哉（研究部長） 

           パネラー 奈良ゆきみ（富田林市立津々山台幼稚園） 

                武井茂登（長野県坂城町立坂城小学校） 

                内藤 隆（長野県富士見町立富士見小学校） 

                杉山浩之（広島文教女子大学） 

 

＜第２日目＞ 

対談 「子どもたちから学んできたこと」 大津昌昭（前奈良女子大学附属小学校） 

                    清水伴正（長野県下諏訪社中学校） 

分科会 幼・低部会 提案 前田健太（滋賀） 大沢寧織（富山） 

          司会 松原多紀子（大阪） 小林尚子（福岡）   

助言 春日良樹（新潟） 

    中学年部会 提案 小川英之（長野） 伊藤多輝子（兵庫） 

          司会 金津琢哉（奈良） 伊藤幾文（長野）    

助言 水野れい子（長野） 

    高・中学部会 提案 濱 敦志（長野） 

           司会 吉田武浩(奈良) 市川文夫（長野）   

助言 小口崇博（長野） 
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学習研究連盟 夏季研修会 主題「子どもが生きる教師のはたらき」 

富田林集会 研修テーマ 子どもに眼を開かされたこと 

期日 平成１８年７月２６日（水）・２７日（木） 

会場 第１会場 富田林市立津々山台幼稚園  第２会場 門前屋 

 

＜第１日目＞７月２６日（水） 

8：10～8：45  津々山台幼稚園にて受付 

8：50～9：20  オリエンテーション 挨拶 福元征洋幼稚園長 

                  ねらい 奈良ゆきみ教諭 

9：30～10：30  年長組保育視察 「水あそび」保育者 奈良ゆきみ教諭 

10：40～11：10  門前屋に移動 

11：15～11：35  開会式 司会 谷岡義高 研究部長（奈良女子大附小） 

              挨拶 福元征洋 実行委員長 

                 大津昌昭 幹事長（奈良女子大附小前副校長） 

11：45～11：50  事務連絡 松原多紀子（富田林市立彼方幼稚園長） 

11：50～12：35  昼食 

12：35～13：10  寺林民子実践「１年生活科 学校ごっこ」記録読み 

13：15～14：50  パネルディスカッション 司会 谷岡義高 

            パネラー 田中淳夫（山口県教育会事務局長） 

                 清水伴正（長野下諏訪社中前校長） 

                 小林尚子（福岡宗像市立大島小） 

14：50～15：20  奈良ゆきみ実践「年長組 水あそび」記録読み 

15：30～17：00  パネルディスカッション 司会 杉山浩之（広島文教女子大） 

            パネラー 大辻登代子（滋賀豊里町豊里幼稚園） 

                 大津昌昭 

                 金津琢哉（岐阜瑞浪市立陶中） 

17：10～17：40  総会「学研連の現状と今後の運営について」 

17：50～18：50  入浴 休憩（司会者会議 司会者・提案者・助言者） 

19：00～21：00  懇親会 司会 窪満広 松原多紀子 浅井実子 

22：00      就寝 

 

＜第２日目＞７月２７日（木） 

7：30       起床 朝食 

8：30～9：10   講演「自己肯定感と子どもの育ち」守屋 淳（兵庫県立大） 

9：20～11：20  分科会① 

11：30～12：10  昼食 



12：20～14：20  分科会② 

14：30～15：20  全体会 参加者の感想 

15：30～16：00  閉会式 司会 谷岡義高 

             挨拶 福元征洋実行委員長 大津昌昭幹事長 

16：00      散会 

 

＜分科会＞ 

A 提案 柴田 純（奈良市立田原小） 土田祐子（富田林市立久野喜台小） 

  司会 松原多紀子         柴田 純 

  助言 大津昌昭          小口崇博（長野下諏訪町教育委員長） 

B 提案 伊藤多輝子（尼崎市立立花南小） 前田建太（甲賀市立貴生川小） 

  司会 吉田武浩（奈良育英小元校長） 田中淳夫 

  助言 田中淳夫           吉田武浩 

C 提案 窪 満広（松原市立松原南小） 金津琢哉 

  司会 金津琢哉           窪 満広 

  助言 清水伴正 
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   ＜分科会報告＞ 

 

①山口大附属山口小学校 右田 俊博  ・・・・・・・・・・・・・３８ 

②長野 富士見町立本郷小学校 矢島 綾子・・・・・・・・・・・・４０ 

③尼崎市立立花南小学校 伊藤多輝子・・・・・・・・・・・・・・・４２ 

④山口市立平川小学校 佐々木康弘・・・・・・・・・・・・・・・・４４ 

⑤福岡 宗像市立大島小学校 小林尚子・・・・・・・・・・・・・・４６ 

⑥大分市立大在小学校 薄田 太一・・・・・・・・・・・・・・・・４８ 

 

＜学研連山口集会に参加して＞ 感想 ・・・・・・・・・・・５０ 

 

◇ ２ 特別寄稿 追究のいとなみ（１７） 自立追究の教育を 竹田 正雄・・５２ 

 

山口集会参加者名簿 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６５ 

会員名簿 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６６ 

事務局便り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６９ 

学習研究連盟の趣意（規程） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７１ 


