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  基調提案者  

   富山・市立堀川小学校          土山 弘子 
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－子どもが生きる教師の働き－ 

     生活科を どう考えるか 
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子どもが生きる 教師のはたらき 

平成４年度 学習研究連盟 冬季研究集会 平成５年 1 月 30・31 日 

子どもに眼を開かされたとき 

日程 及び 係り表 

全体進行 奈良女附小 中谷内政之 

＜第１日＞ 

１２：５０～１３：２０  全体会           司会 奈良女附小 大津昌昭 

 13：25～13：30      開会挨拶            帝塚山小長 瀧川佳市 

 13：30～14：10      基調提案            奈良女附小 小幡 肇 

 14：10～15：10      討  議  

 15：20～15：40      講  話                  今井鑑三 

１６：００～１９：００  分科会（Ⅰ）参観授業及び授業記録についての討議 

              幼・低学年部会      司会 堀川小  清水健太郎 

                              生魂幼長 大塚 禮 

              中学年部会     司会 山口県教育研究所 吉武立美 

                           京都教育大桃山小 川端健治 

              高学年部会        司会 島根大附小 高橋泰道 

                              奈良育英小 北森雅人 

１９：００～１９：３０  休憩 入浴 

１９：３０～２１：３０  夕食 懇談会        司会 下諏訪南小 清水伴正 

 

＜第２日＞ 

 ７：３０～ ８：２０  朝 食 

 ８：３０～ ９：２０  分科会 

 ９：３０～１２：１０  全体会（Ⅱ）        司会 聖母女短大 杉山浩之 

  9：30～10：00     実践発表             下諏訪南小 清水伴正 

 10：00～10：50     討  議   

 11：00～11：20     総  括             京都女子大 藤井千春 

 11：20～12：00     講  話                   重松鷹泰 

 12：00～12：10     閉会挨拶                   竹中輝夫 
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学習研究連盟「北海道（中標津）集会」 

根室管内学習指導研究会 

期日 平成５年８月２日（月）～３日（火） 

                       会場 中標津トーヨーグランドホテル 

＜第１日目＞８月２日（月） 

１４：００～１４：３０  受付 

１４：３０～１４：５０  開会式         挨拶 指導法研究会 寺村 義博 

                           学研連研究部長 大津 昌昭 

 14：50～15：30    司会者等打ち合わせ 

            参加者資料確認と資料読み 

１５：３０～１６：３０  基調提案とフォーラム     司会 中谷内政之 増地 隆 

                           提案 橘 博文（富山堀川小） 

１６：３０～１７：２０  公開討論 

１７：３０～１８：３０  分科会Ⅰ 幼・低学年部会    司会 大津・大塚・松原 

                  中学年部会     司会 杉山・小幡・矢口少 

                  高学年部会      司会 中谷内・橘・渡辺 

１８：３０～１９：００  入浴・休憩 

１９：００～２１：００  懇親会 挨拶          指導法研顧問 稲村 敏 

                             学研連代表 

                            中標津町教育長 伊藤 肇 

                 乾杯         学研連 

＜第２日目＞８月３日（火） 

 ６：００        起床 

 ７：００～８：００   朝食 

 ８：００～１２：００  分科会Ⅱ 幼・低学年部会    司会 大津・大塚・松原 

                  中学年部会     司会 杉山・小幡・矢口少 

                  高学年部会      司会 中谷内・橘・渡辺 

１２：００～１３：００  昼食 

１３：００～１５：５０  分科会Ⅲ 

１６：００～１６：２０  全体会            学研連研究部 藤井 千春 

１６：２０～１７：１０  講話 「天地の正気」      名誉委員長 重松 鷹泰 

１７：１０～１７：３０  閉会式 挨拶         指導法研会長 寺村 義博 

                           学研連研究部長 大津 昌昭 
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平成５年度  学研連冬季研究集会 

子どもが生きる教師のはたらき 

子どもに眼を開かされたこと 

日程 及び 係り            全体進行 奈良女子大学附属小 中谷内政之 

＜第１日目＞１月２９日（土） 

９：４０～１０：００ 受付 第１会場 奈良女子大学文学部附属小学校 

１０：００～１０：４５ 第２限目 ３星 岩井邦夫教諭「体育」忍者の体育をつくろう 

１１：００～１１：４５ 第３限目 ２月 稲垣和秋教諭「国語」スーホの白い馬 

１２：００～      昼食 

１２：５０～１３：２０ 受付 第２会場 桃山荘 

１３：２０～１５：２０ 全体会①           司会 研究部長 中谷内政之 

 13：20～13：40     開会挨拶              幹事長 大津昌昭 

 13：40～15：20     授業の協議会       司会 京都女子大 藤井千春 

                             川西市教委 村木 修 

１５：３０～１９：００ 分科会 A 

  第一部会 ６年国語「石うすの歌」     提案者 多治見市昭和小 奥村正哉 

                       司 会 奈良市帝塚山小 後藤慎房 

                           八日市市南小  福井 肇 

  第二部会 ４年理科「物の温まり方」     提案者 橿原市真菅小 浅田芳正 

                        司 会 富山市堀川小 宮口勝志 

                           長野下諏訪南小 武井茂登 

  第三部会 ６年国語「赤い実はじけた」から「石うすの歌」 

                        提案者 山口市仁保小 藤野謙二 

                        司 会 奈良女大附小 小幡 肇 

                            瑞浪市土岐小 板橋俊子 

１９：００～２０：００ 夕食 休憩 

２０：００～２１：３０ 分科会 B 

  幼・低学年部会                司会 大阪市生魂幼 大塚 禮 

                            京都聖母短大 杉山浩之 

  中学年部会                  司会 有田市 港小 宮井哲也 

                            奈良市育英小 北森雅人 

  高学年部会                 司会 富田林市彼方小 窪 満広 

                           島根大原温泉小 伊藤 晃 

 

 



＜第２日目＞１月３０日（日） 

 ７：２０～ ８：２０ 朝食 荷物の整理 

 ８：３０～１２：１０ 分科会 B 続き 

１２：１０～１２：５０ 昼食 休憩 

１２：５０～１４：３０ 全体会②                司会 中谷内政之 

 12：50～13：10 総括                   滋賀大学 清水毅四郎 

 13：10～13：30 講話                    前幹事長 竹中輝夫 

 13：30～14：20 講演                    委員長  重松鷹泰 

 14：20～14：30 閉会の挨拶                  幹事長 大津昌昭 

１４：３０       解散 
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千村 哲朗・・・・・43 

            重松先生の講話を聞いて      徳永 力・・・・・・44 
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平成６年度  学習研究連盟夏季信州（下諏訪）集会 

運 営 細 案 

＜第１日目＞８月５日（金） 

１０：２０～１０：５０ 受付 第１会場 下諏訪町立下諏訪南小学校 

１１：００～１１：４５ 授業参観 １年１組 生活科学習「川あそび」 

                   授業者 清水 伴正 

１２：００～      昼食 

１２：５０～１３：２０ 受付 第２会場 ホテル「奴」 

１３：２０～１５：２０ 全体会①           司会 研究部長 中谷内政之 

 13：20～13：40     開会挨拶           学研連顧問 竹村 美幸 

幹事長 大津昌昭 

              祝辞             諏訪教育会会長 川口 実 

                             下諏訪教育長 北村勝郎 

 13：40～14：40     授業の協議会       司会 奈良女附小 小幡 肇 

                           助言 茨城大学  藤井千春 

                            元下諏訪南小長 小松睦示 

 14：40～15：20     テーマの解説            幹事長 大津昌昭 

              主題    子どもが生きる教師のはたらき 

              研修テーマ 子どもに目を開かされたこと 

１５：３０～１９：００ 分科会 A （途中で軽食をとる） 

  第一部会 奥原学級「生活 おみせやさん」 提案者   下諏訪南小 奥原美江 

                       司 会  松本 岡田小 五味浩一 

                           富山市立堀川小 中井明彦 

                       助 言   府中市立小 手塚皓一 

  第二部会 ４年１組「社会 くらしを支える水」 提案者 下諏訪南小 宮坂 享 

                        司 会 諏訪郡屋代小 武井茂登 

                             有田市港小 宮井哲也 

                        助 言 京都聖母短大 杉山浩之 

  第三部会 ６年３組「道徳 環境」      提案者 下諏訪南小 五加千恵子 

                         司 会 下諏訪南小 岩瀬晴雄 

                           寝屋川市成美小 水田辰男 

                         助 言 川西市教委 村木 修 

１９：００～２１：００ 分科会 B          進行 中谷内政之 清水伴正 

  幼低学年部会               司 会  松本 岡田小 五味浩一 

                           大阪市生魂幼長 大塚 禮 



                       助 言 中標津丸山小長 栗崎勝秀 

                           奈良市育英小長 吉田武浩 

  中学年部会                司 会  諏訪郡屋代小 武井茂登 

                            京都市崇仁小 西裏慎司 

                      助 言 島根木次温泉小長 奥井修三 

                          奈良市帝塚山小長 滝川佳市 

  高学年中学部会              司 会   下諏訪南小 岩瀬晴雄 

                          福岡久山久原小 安河内文彦 

                      助 言 中標津学研連顧問 佐藤光弘 

                            愛知島川小長 倉橋 裕 

２０：００～２１：３０ 夕食 懇親会       司会  下諏訪南小 岩村重芳 

                           京都聖母学院小 赤野孝一 

                         挨拶 下諏訪南小長 天野正康 

 

＜第２日目＞８月６日（土） 

 ７：２０～ ８：２０ 朝食 荷物の整理 

 ８：３０～１２：１０ 分科会 B 続き 

１２：１０～１３：００ 昼食 休憩 

１３：００～１４：３０ 全体会②      総括       研究部 藤井千春 

                       講話       委員長  重松鷹泰                     

                              閉会・挨拶      竹村美幸 大津昌昭 

１４：３０       解散 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



「研究活動の集録」（第６集）              平成７年７月発行 
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祈ろう 兵庫南部の方々を 

       子どもが生きる 教師のはたらき 

平成６年度  学習研究連盟 冬季研究集会 平成 7 年２月４．５日 

                              於 奈良市 桃山荘 

日程 及び 係り表 

全体進行 奈良女子大附小 中谷内政之 

＜第１日目＞２月４日（土） 

１３：００～１３：４０ 受付  

１３：４０～１５：４０ 全体会①           司会 研究部長 中谷内政之 

 13：40～14：00     開会挨拶         幹事長 奈良女附小 大津昌昭 

 14：00～15：40     授業の協議会       司会 奈良帝塚山小 後藤明久 

            音楽及び国語の公開学習について 神戸大附明石小 井上尚武 

１５：５０～１９：００ 分科会 A （１７：００に軽食をとる） 

  第一部会 ４年国語「おかあさんの木」    提案者 鎌倉市 清泉小 大西貞弘 

                        司 会 長野下諏訪南小 清水伴正 

                        助 言 奈良帝塚山小長 滝川佳市 

  第二部会 ４年社会「富山の水」       提案者 富山市堀川小  石田和義 

                        司 会 奈良女子大附小 小幡 肇 

                        助 言 京都聖母短大  杉山浩之 

  第三部会 ４年社会「柳川の人びとのくらし」提案者 福岡粕屋郡井野小 徳永 力 

                       司 会 京都市崇仁小   西裏慎司 

                       助 言 中標津俣落中小長 渡辺好之 

１９：００～２１：００ 分科会 B           

  幼低学年部会               司 会   奈良市育英小 北森雅人 

                            富田林市彼方小 古川博司 

                       助 言  大阪市生魂幼長 大塚 禮 

                           奈良市育英幼小長 吉田武浩 

  中学年部会                司 会 愛知額田町宮崎小 荻野嘉美 

                           長野更埴市屋代小 武井茂登 

                       助 言 富田林市彼方小長 北村久夫 

                           富山市桜谷小教務 佐瀬元子 

  高学年中学部会              司 会  中標津町俣落中 正古信夫 

                          福岡粕屋郡久原小 安河内文彦 

                       助 言 福岡粕屋郡久原小 古相信博 



２０：１０～２１：００ 夕食  

２１：００～２２：００ 懇親会         司会  京都聖母学院小 赤野孝一 

                       

＜第２日目＞２月５日（日） 

 ７：２０～ ８：２０ 朝食 荷物の整理 

 ８：３０～１２：１０ 分科会 B 続き 

１２：１０～１２：５０ 昼食 休憩 

１２：５０～１４：３０ 全体会②           司会 研究部長 中谷内政之 

12：50～13：30    総括              茨城大学助教授 藤井千春 

13：30～14：10     講話                 前幹事長 竹中輝夫                    

                        閉会の挨拶            幹事長 奈良女附小 大津昌昭 

１４：３０       解 散 
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                          学習研究連盟・研究部 

目 次 

◇ まえがき 

重松鷹泰先生を偲ぶ             幹事長 大津 昌昭・・・・・１ 

◇ １ 緒 言 

   世間虚假 唯佛是眞（三）        名誉委員長 重松 鷹泰・・・・・５ 

◇ ２ 特集 夏季研修会（平成７年８月２・３日） 

＊「夏と遊ぼう」の保育指導案               宮邉 祐子・・・・・７ 

＊「ゴミとくらし」の学習指導案              徳永 力・・・・・・14 

⑴福岡県・久原幼稚園、久原小学校での公開学習参観記 

保育「なつとあそぼう」の参観実録           宮邉 祐子・・・・・21 

社会「ゴミとくらし」の参観実録            徳永 力・・・・・・23 
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発展させよう 重松先生のご遺志を 

子どもが生きる 教師のはたらき 
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