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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」 

山口集会 研修テーマ 子どもに眼を開かされたこと 

期日 平成１９年２月２日（金）・３日（土） 

会場 第１会場 山口市立大殿小学校  第２会場 セントコア山口 

 

＜第１日目＞２月２日（金） 

12：30～13：20  大殿小学校にて受付 

13：30～14：15  研究授業 ４年 社会「僕たち私たちの大内塗」 

           授業者 古屋伸浩教諭 

14：30～14：50  開会式  司会 谷岡義高 研究部長（奈良女子大附小） 

              挨拶 田中淳夫 実行委員長（山口県教育会事務局長） 

                 加藤健志 実行副委員長（山口市立大殿小学校長） 

15：10～17：10  第１パネルディスカッション 古屋教諭の授業について 

            司会   谷岡義高 

            パネラー 松倉美華（富山 堀川小） 

                 堤 直樹（福岡 下庄小校長） 

                 清水伴正（長野 前下諏訪社中校長） 

17：25～18：00  移動 セントコア山口へ  

18：00～18：50  入浴・休憩 

           第２パネルディスカッションの司会・パネラー 

           分科会の司会・提案者 打ち合わせ 

19：00～21：00  懇親会 司会 岩永光二（山口 防府市立小野小） 

22：00～     就寝 

 

＜第２日目＞２月３日（土） 

7：00～8：20   起床 朝食 

8：00       セントコア山口 受付 

8：30～10：10   第２パネルディスカッション 

           １年 生活・国語 柴田 純実践（奈良 田原小） 

           司会   守屋 淳（兵庫県立大 助教授） 

           パネラー 大津昌昭（奈良女子大附属小 前副校長） 

                重枝謙二（山口市教委 指導主事） 

                蒲池公隆（福岡 前竹海小） 

10：20～12：10  分科会前半 

12：10～12：50  昼食 

12：50～14：40  分科会後半 



14：50～15：50  全体会 参加者の感想 

 閉会式 司会 谷岡義高 

              挨拶 田中淳夫実行委員長 大津昌昭幹事長 

16：00      散会 

 

＜分科会＞ 

１ 幼・低学年部会 

 提案 矢島綾子（長野 本郷小）   右田俊博（附属山口小） 

  司会 松原多紀子（富田林 彼方幼） 林 久徳（京都） 

  助言 清水伴正（長野 前下諏訪社中校長）  

２ 中学年部会 

 提案 伊藤多輝子（兵庫 立花南小） 佐々木康弘（山口 平川小） 

  司会 徳本雅文（山口 華城小）   松倉美華（富山 堀川小） 

  助言 小口崇博（長野下諏訪町教育委員長） 

３ 高学年部会 

 提案 小林尚子（福岡 大島小）   薄田太一（大分 大在小） 

  司会 岩永光二（山口 防府市立小野小） 

  助言 吉田武浩（奈良育英学園小元校長） 
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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」 

奈良集会 研修テーマ 子どもに眼を開かされたこと 

期日 平成１９年８月２５日（土）・２６日（日） 

会場 第１会場 奈良女子大学附属小学校  第２会場 なかのりさん荘 

 

＜第１日目＞８月２５日（土） 

8：30～9：20   奈良女子大学附属小学校にて受付 

9：30～9：50   オリエンテーション及び挨拶 （進行 谷岡義高） 

           観察学習のねらい 杉澤 学教諭 

10：00～10：45  観察授業 ３年月組 しごと「くらしを支える土と石」 

           授業者  杉澤 学教諭 

11：00～11：20  開会式 司会 谷岡義高 研究部長（奈良女子大附小） 

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

11：25～12：10  昼食   

12：20～17：00  ＜全体会＞ 

12：20～14：33  第一パネルディスカッション 

          伊藤多輝子教諭（兵庫県尼崎市立立花南小）の授業記録 

            ５年国語「大造じいさんとがん」 

          司会   守屋 淳（兵庫県立大准教授） 

          パネラー 小池正彦（長野中川村中川東小教頭） 

               廣田積芳（富山市立堀川小） 

               金津琢哉（岐阜県瑞浪市教育研究所） 

14：45～17：00  第二パネルディスカッション 

          杉澤 学教諭の授業について 

          司会   谷岡義高（奈良女子大附小） 

          パネラー 田中淳夫（山口県教育会事務局長） 

               西裏慎司（京都市立岩倉南小） 

               薄田太一（大阪寝屋川市立東小） 

17：10～17：50  移動 第二会場 なかのりさん荘へ 

18：00～18：50  入浴 休憩（司会者会議 分科会司会者・提案者・助言者打ち合わせ） 

19：00～21：00  懇親会  進行 谷岡義高 

司会 宮崎冨士也 片山信二 

挨拶 大津昌昭幹事長 

乾杯 田中淳夫 

万歳 清水伴正（長野元下諏訪社中校長） 

21：00～22：00  幹事会（運営委員及び各地区幹事理事） 



         ①北海道：住吉 ②信州：清水 ③新潟：春日 ④滋賀：大辻 

         ⑤富山：堀川小 ⑥淡路島：瀬尾 ⑦京都：西裏 ⑧山口：田中 

         ⑨富田林：松原 ⑩福岡：堤 ⑪運営委員 

22：00      就寝 

 

＜第２日目＞８月２６日（日） 

7：00～7：50   起床 朝食 

8：00～8：30   移動 第一会場 奈良女子大学附属小学校へ 

8：40～9：40   講演「奈良の学習法と国語」 椙田萬理子教諭（奈良女附小） 

9：50～11：40   分科会 前半 

11：50～12：30  昼食 

12：40～14：30  分科会 後半 

14：40～15：25  全体会 参加者の感想 司会 谷岡義高 

15：30～15：50  閉会式 司会 谷岡義高 

              挨拶 大津昌昭幹事長 

15：50      解散 

 

＜分科会＞ 

Ⅰ 提案 奈良ゆきみ（富田林津々山台幼）北元智明（神戸市立乙木小） 

  司会 松原多紀子（富田林彼方幼）  北元智明 

  助言 井上康良（長野中川村中川東小校長）清水伴正（長野元下諏訪社中校長） 

Ⅱ 提案 窪 満廣（松原市立天美北小） 武井茂登（長野筑北村坂井小） 

  司会 窪 満廣           堀本三和子（奈良女子大附小） 

  助言 堤 直樹（福岡みやま市下庄小校長）田中淳夫            

Ⅲ 提案 廣田積芳（富山市立堀川小）  原 正彦（長野中川村中川東小） 

  司会 西裏慎司           廣田積芳 

  助言 杉山浩之（広島文教女子大教授）大津昌昭 

Ⅳ 提案 森山聖子（福岡大木町木佐木小）宮崎冨士也 

  司会 林 久徳（京都市立山王小）  宮崎冨士也 

  助言 川端建治（前京都教育大附属桃山小副校長） 

小口崇博（長野元下諏訪町教育委員長） 
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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」 

福岡みやま集会 研修テーマ 子どもに眼を開かされたこと 

期日 平成２０年１月１８日（金）・１９日（土） 

会場 第１会場 みやま市立下庄小学校   

第２会場 グランドホテル「樋口軒」 

 

＜第１日目＞１月１８日（金） 

12：30～13：10  下庄小学校にて受付 

13：10～13：20  オリエンテーション及び挨拶  実行委員長 堤直樹 

13：30～14：15  観察授業 ６年２組 「卒業」 

           授業者 松藤桂輔教諭 

14：25～14：45  開会式  司会 谷岡義高 研究部長（奈良女子大附小） 

              挨拶 大津昌昭 幹事長（元奈良女子大附小副校長） 

14：45～15：45  第一パネルディスカッション  

原 正彦教諭（長野県中川東小）の授業記録 

 ３年総合「すべり山学習から－子どもたちによる本作り－」 

            司会   大津昌昭 

            パネラー 宮崎冨士也（学研連事務局長） 

                 杉山浩之（広島文教女子大学） 

                 春日良樹（新潟県里公小） 

15：55～17：00  第二パネルディスカッション  松藤桂輔教諭の授業について 

            司会   谷岡義高 

            パネラー 吉原佐俊（みやま市江浦小） 

                 守屋 淳（兵庫県立大学） 

                 小口崇博（長野前下諏訪町教育委員長） 

17：10～17：40  移動 グランドホテル「樋口軒」へ  

18：00～18：50  入浴・休憩（司会者会議 分科会司会者・提案者・助言者打ち合わせ） 

19：00～21：00  懇親会  進行 宮崎冨士也 

司会 出島 卓（大牟田市立駿馬南小） 

   宮地祥太（みやま市立飯江小） 

挨拶 大津昌昭 

乾杯 高野道生（みやまし教育長） 

22：00～     幹事会（運営委員及び各地区幹事理事） 

就寝 

 

 



＜第２日目＞１月１９日（土） 

7：00～7：50   起床 朝食 

7：50～8：30   移動 第一会場へ 

8：30～8：40   受付 

8：40～10：10  分科会① 

10：20～11：50  分科会② 

12：00～12：30  全体会 参加者の感想  司会 谷岡義高研究部長 

12：30～12：40  閉会式 司会 谷岡義高 

              挨拶 堤 直樹  大津昌昭 

12：40      散会 

 

＜分科会＞ 

Ⅰ 提案 薄田太一（大阪 寝屋川東小）山上眞佐枝（奈良女子大附小） 

  司会 小林尚子（福岡 大島小）  出島 卓（福岡 駿馬南小） 

  助言 田中淳夫（山口 教育会事務局長） 守屋 淳（兵庫県立大） 

Ⅱ 提案 北元智明（兵庫 乙木小）  川西俊之（山口 大内南小） 

  司会 宮崎冨士也（学研連事務局） 横田辰也（福岡 大溝小） 

  助言 清水伴正（長野 前下諏訪社中校長）春日良樹（新潟 里公小） 

Ⅲ 提案 谷川秀子（福岡 上庄小）  伊藤多輝子（兵庫 立花南小）    

  司会 前田建太（滋賀 貴生川小） 古庄健次（福岡 開小） 

  助言 杉山浩之（城島文教女子大） 小口崇博（長野 前下諏訪町教育委員長） 
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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」 

長野千曲集会 研修テーマ 子どもに眼を開かされたこと 

期日 平成２０年７月２５日（金）・２６日（土） 

会場 第１会場 千曲市立更埴西中学校   

第２会場 ホテル杏泉閣（きょうせんかく） 

 

＜第１日目＞７月２５日（金） 

9：15～9：40   千曲市立更埴西中学校にて受付 

9：40～10：00   開会式 司会 谷岡義高 研究部長（奈良女子大附小） 

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

                 市川文夫 実行委員長（更埴西中学校校長） 

10：05～10：30  授業オリエンテーション 

           授業について（会議室） 

10：45～11：35  複数提案授業 技術 市川元彦教諭 木工室 

                数学 長谷義博教諭 数学科教室   

11：45～12：35  全体提案授業 ３年理科 単元名「出てこい 鉄」 

            授業者 酒井賢一教諭 理科室   

12：35～13：30  昼食 会場：図書館 

13：45～14：25  文化部壮行会見学 会場：体育館 

14：35～15：30  複数提案授業協議会 

          ２年総合：図書館（授業者 市川元彦） 

           司会   清水伴正（長野元下諏訪社中校長） 

           パネラー 鈴木 稔（茨城県教育研修センター） 

          ３年選択数学：会議室（授業者 長谷義博） 

           司会   大津昌昭 

           パネラー 小口崇博（長野元下諏訪町教育委員長） 

15：40～17：15  全体提案授業協議会 会場：図書館（授業者 酒井賢一） 

          司会   守屋 淳（兵庫県立大学） 

          パネラー 小池正彦（長野県岡谷北部中） 

               宮崎冨士也（学研連事務局） 

               大津昌昭 

17：20～17：40  移動 第二会場 ホテル杏泉閣へ 

17：40～     入浴 休憩 

18：00～18：30  司会者会議 （分科会司会者・提案者・助言者打ち合わせ） 

19：00～21：00  懇親会  司会 二木幸夫（更埴西中学校教頭） 

挨拶 大津昌昭幹事長 



乾杯 市川文夫 

万歳 清水伴正（長野元下諏訪社中校長） 

21：00～22：00  幹事会（運営委員及び各地区幹事理事） 

22：00      就寝 

 

＜第２日目＞７月２６日（土） 

7：00～7：50   起床 朝食 

8：25～8：40   移動 第一会場 更埴西中学校へ 

8：40～8：50   ２日目受付 

8：50～10：20   分科会 前半 

10：30～12：00  分科会 後半 

12：00～12：40  昼食 

12：50～13：40  全体会 参加者の振り返り 司会 守屋 淳 

13：50～14：00  閉会式 挨拶 市川文夫実行委員長 

                大津昌昭幹事長 

14：15      解散 

 

＜分科会＞ 

Ⅰ 提案 松本記代子（大阪 大伴幼稚園）原 正彦（長野 中川東小） 

  司会 鈴木 稔           武井茂登（長野 坂井小） 

  助言 松原多紀子（大阪彼方幼稚園長）大津昌昭 

Ⅱ 提案 宮崎冨士也          前田建太（滋賀 貴生川小） 

  司会 宮崎冨士也          窪 満廣（大阪 天美北小）  

  助言 守屋 淳           清水伴正 

Ⅲ 提案 大辻登代子（滋賀 豊郷保育園）北元智明（神戸市立乙木小） 

  司会 小池正彦           金津琢哉（岐阜瑞浪市教育研究所） 

  助言 小口崇博           春日良樹 
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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」 

滋賀甲賀集会 研修テーマ 子どもに眼を開かされたこと 

期日 平成２１年２月６日（金）・７日（土） 

会場 第１会場 甲賀市立貴生川小学校   

第２会場 サントピア水口 

 

＜第１日目＞２月６日（金） 

13：05～13：40  貴生川小学校にて受付 

13：50～14：35  提案授業 ３年１組 前田建太教諭「手ぶくろを買いに」 

14：45～15：00  開会式  司会 谷岡義高 研究部長（奈良女子大附小） 

              挨拶 大津昌昭 幹事長（元奈良女子大附小副校長） 

                 清水達久 実行委員長（貴生川小学校長） 

15：10～17：00  授業協議会 司会 谷岡義高  

15：10～15：20  写真撮影 

15：20～15：40  貴生川小職員の感想発表 

15：40～16：10  パネラーによる提案  

            パネラー 前田昌平（山口大学客員教授） 

                 谷本和信（富山市立堀川小） 

                 杉山浩之（広島文教女子大学教授） 

 16：10～16：50  全体討議 

 16：50～17：00  まとめ 守屋 淳（兵庫県立大学准教授） 

17：10～17：30  移動 サントピア水口へ  

17：30～     入浴・休憩 

18：00～18：30  司会者会議 （分科会司会者・提案者・助言者打ち合わせ） 

19：00～21：00  懇親会  司会 飯村 悟（老蘇小学校長） 

挨拶 大津昌昭 

乾杯 清水達久 

万歳 清水伴正（長野 前下諏訪社中校長） 

21：00～22：00  幹事会（運営委員及び各地区幹事理事）司会 守屋 淳 

          ①北海道 渡辺 ②信州 清水 ③新潟 春日 ④滋賀 大辻 

          ⑤富山 谷本 ⑥京都 林 ⑦山口 前田 ⑧富田林 松原 

          ⑨運営委員会 

22：00      就寝 

 

＜第２日目＞２月７日（土） 

7：30～8：20   起床 朝食 



8：25～8：40   移動 第一会場へ 

8：40～8：45   受付 

8：45～8：55   分科会方針（守屋） 

9：00～12：00   分科会① ② ③ 

12：00～12：50  昼食 

13：00～14：00  講演 テーマ「子どもがおもしろい」 司会 窪 満廣 

          講師 大津昌昭 

14：00～14：40  全体会 参加者の振り返り  司会 窪 満廣 

14：40～14：50  閉会式 司会 谷岡義高 

              挨拶 清水達久  大津昌昭 

15：00      散会 

 

＜分科会＞ 

① 提案 小杉恭也（豊郷町立愛里保育園） 北元智明（神戸市立乙木小） 

  司会 大辻登代子（豊郷町立愛里保育園）前田建太 

  助言 前田昌平            宮崎冨士也（元聖母女学院小） 

② 提案 吉田昌平（大津市立比叡平小）  林 千春（富田林市立青葉丘幼稚園） 

  司会 林 久徳（京都市立山王小）   奈良ゆきみ（富田林市立津々山台幼稚園） 

  助言 春日良樹（妙高市立里公小校長） 市川文夫（千曲市立更埴西中校長） 

③ 提案 渡辺祥太（北海道標津町立川北小）薄田太一（寝屋川市立東小）   

  司会 金津琢哉（瑞浪市教育研究所）  阪本一英（奈良女子大附小） 

  助言 中島憲一（妙高市立妙高小校長） 守屋 淳 
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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」 

山口集会 研修テーマ 子どもに眼を開かされたこと 

期日 平成２１年８月７日（金）・８日（土） 

会場 第１会場 山口市立白石小学校  

第２会場 セントコア山口 

 

＜第１日目＞８月７日（金） 

9：30～10：15   山口市立白石小学校にて受付 

10：30～11：15   観察授業 ３年２組 授業者 川西俊之教諭 

        総合「今、わたちが白石で『わーっすごいな！』と思っている人」 

11：25～12：40  講演「子どもの学びを育てる」 

           講師 谷岡義高 研究部長（奈良女子大附小） 

12：40～13：30  昼食 休憩 

13：30～13：50  開会式 司会 谷岡義高 

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

                 上利雅彦 実行委員長（白石小校長） 

14：00～16：00  パネルディスカッション（川西俊之教諭の授業について） 

           司会   前田昌平実行委員長（山口大客員教授）             

パネラー 右田俊博（山口市教育委員会） 

     黒田陽一（富山市立堀川小） 

     守屋 淳（兵庫県立大准教授） 

16：00～16：30  提案者による分科会提案概要 

          司会   窪 満廣（事務局） 

16：40～16：55  移動 第二会場 セントコア山口へ 

16：55～     入浴 休憩 

17：30～18：20  幹事会（運営委員及び各地区幹事理事） 

          ①北海道②信州③新潟④富山⑤岐阜⑥滋賀⑦奈良⑧京都⑨大阪 

          ⑩兵庫⑪広島⑫山口 等 

18：20～18：50  分科会打ち合わせ（分科会司会者・提案者・助言者） 

19：00～21：00  懇親会  司会 窪 満廣 

挨拶 田中淳夫副実行委員長 

乾杯 上利雅彦 

万歳 清水伴正（長野元下諏訪社中校長） 

21：00      就寝 

 

 



＜第２日目＞８月８日（土） 

7：30～8：20   起床 朝食 

8：25～8：40   移動 第一会場 白石小学校へ 

8：45～8：55   ２日目受付 

9：00～11：00   分科会  

11：00～11：50  全体会 参加者の振り返り 司会 窪 満廣 

11：50～12：00  閉会式 挨拶 前田昌平実行委員長 

                大津昌昭幹事長 

      散会 

 

＜分科会＞ 

１ 提案 薄田太一（寝屋川市立楠根小） 

  司会 右田俊博 

  助言 市川文夫（長野更埴西中校長） 中島憲一（新潟妙高小校長） 

２ 提案 佐々木健弘（山口市立平川小） 

  司会 前田建太（甲賀市立貴生川小）  

  助言 小池正彦（長野北部中教頭）  守屋 淳            

３ 提案 台丸園子（山口市立山口保育園） 

  司会 宮崎冨士也（事務局顧問）   

  助言 杉山浩之（広島文教女子大教授）小口崇博（長野元下諏訪町教育委員長） 

４ 提案 奈良ゆきみ（富田林市立大伴幼稚園） 

  司会 大塚 禮（元四天王寺大教授） 

  助言 春日良樹（新潟里公小校長） 

５ 提案 渡辺祥太（標津町立川北小）   

  司会 黒田陽一（富山市立堀川小） 

  助言 金津琢哉（岐阜瑞浪市教育研究所）清水伴正 
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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」 

新潟集会 研修テーマ 子どもに眼を開かされたこと 

期日 平成２２年１月２９日（金）・３０日（土） 

会場 第１会場 上越市立里公小学校   

第２会場 ホテル米本陣 リージョンプラザ 

 

＜第１日目＞１月２９日（金） 

8：45～9：15   里公小学校にて受付 

9：30～10：15   全学級授業公開 

10：35～11：10  提案授業 

         １年生活科「だいすきラッキー～ラッキーの赤ちゃん～」 

         ６年音楽 「心をひとつに～日本の美しさを歌で伝えよう～」 

11：30～12：40  昼食 休憩 全学級の授業について話しながら昼食をとる。 

12：40～12：50  開会式  司会 谷岡義高 研究部長（奈良女子大附小） 

              挨拶 大津昌昭 幹事長（元奈良女子大附小副校長） 

                 春日良樹 実行委員長（里公小学校長） 

12：50～13：50  提案授業パネルディスカッション 

          ６年司会 守屋 淳（兵庫県立大准教授） 

          パネラー 市川文夫（更埴西中校長） 

               大津昌昭 

13：50～14：50  １年司会 前田昌平（山口大客員教授） 

          パネラー 清水伴正（元下諏訪社中校長） 

               杉山浩之（広島文教女子大教授） 

15：10～16：40  分科会（各分科会提案） 

17：00～17：15  閉会式 司会 窪 満廣（事務局） 

              挨拶 中島憲一 副実行委員長（妙高小校長）   

大津昌昭 

17：25～17：35  移動 ホテル米本陣へ  

17：35～     入浴・休憩 

18：10～18：50  幹事会（運営委員及び各地区幹事理事）司会 谷岡義高 

          ①北海道②信州③新潟④岐阜⑤滋賀⑥奈良⑦京都⑧大阪⑨兵庫 

⑩広島⑪山口 等 

19：00～21：00  懇親会  司会 内山恵子（里公小教頭） 

挨拶 春日良樹 

乾杯 中島憲一 

万歳 清水伴正 



21：00～     就寝 

 

＜第２日目＞１月３０日（土） 

7：30～8：20   起床 朝食 

8：30～9：00   移動 リージョンプラザへ 

9：30～10：00  全体会 

10：15～12：00  テーマ別発表 「奈良の学習法」を語り合う 

          基調提案 宮崎冨士也 大津昌昭 谷岡義高 

          指定発言者 佐野美由紀 滝沢真紀子 桂郁子 藤巻英子 

        学研連のメンバーは、学習研究連盟の集会に原則として参加します。 

12：00      各自 解散 

 

＜分科会＞ 

１ 提案 廣井弘敏（新潟 妙高小） 

  司会 金津琢哉（岐阜 付知北小教頭） 

  助言 中島憲一 

２ 提案 桑原知子（群馬 藪塚本町南小） 

  司会 武井茂登（長野 坂井小） 

  助言 守屋 淳 

３ 提案 薄田太一（大阪 楠根小）   

  司会 小池正彦（長野 北部中教頭） 

  助言 小口崇博（長野 下諏訪町教育委員長） 

４ 提案 川西俊之（山口 白石小） 

  司会 宮崎冨士也（事務局顧問） 

  助言 杉山浩之 
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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」 

兵庫集会 研修テーマ 子どもに眼を開かされたこと 

期日 平成２２年８月２１日（土）・２２日（日） 

提案授業校 神戸市立乙木小学校 

会場 第１会場 兵庫県立大学環境人間学部（姫路新在家キャンパス） 

第２会場 国民宿舎 赤とんぼ荘 

 

＜第１日目＞８月２１日（土） 

12：15～13：00  兵庫県立大学環境人間学部Ｆ棟にて受付 

13：00～13：15  開会式 司会 谷岡義高 研究部長（奈良女子大附小） 

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

                 益本宗法 実行委員長（乙木小校長） 

13：15～14：00  提案授業ビデオ視聴 

           ６年１組 総合「育てて食べる」 

            授業者 北元智明教諭 

14：00～14：10  休憩 

14：10～16：20  提案授業パネルディスカッション 

           司会   谷岡義高             

パネラー 小池正彦（諏訪市立四賀小教頭） 

     杉林千里（富山市立堀川小） 

     瀬尾丈春（南あわじ市立西淡志知小）    

16：20～17：00  移動 第二会場 赤とんぼ荘へ 

17：00～     入浴 休憩 

17：45～18：20  幹事会（運営委員及び各地区幹事理事） 

          ①信州 清水 ②新潟 中島 ③群馬 桑原 ④滋賀 大辻 

          ⑤富山 杉林 ⑥京都 片山 ⑦奈良 宮崎 ⑧大阪 窪 

          ⑨山口 前田 ⑩福岡 小林 ⑪兵庫 守屋 

18：20～18：50  分科会打ち合わせ（分科会司会者・提案者・助言者） 

19：00～21：00  懇親会  司会 薄田太一（寝屋川市立楠根小） 

挨拶 大津昌昭 

乾杯 守屋 淳 

万歳 清水伴正（長野元下諏訪社中校長） 

21：00      就寝 

 

＜第２日目＞８月２２日（土） 

7：30～8：20   起床 朝食 



8：25～9：10   移動 第一会場 兵庫県立大へ 

8：45～8：55   ２日目受付 

9：10～9：50   講演 テーマ「喜びとしての教師」 

           司会 窪 満廣（松原市立天美北小教頭） 

           講師 守屋 淳（兵庫県立大教授） 

10：00～11：50  分科会 前半 

11：50～12：40  昼食 休憩 

12：40～14：30  分科会 後半 

14：30～15：10  全体会 参加者の振り返り 司会 窪 満廣 

15：10～15：20  閉会式  司会 谷岡義高 研究部長 

挨拶 益本宗法 実行委員長 

                  大津昌昭 幹事長 

      散会 

 

＜分科会＞ 

１ 提案 薄田太一（大阪 楠根小）   大辻登代子（滋賀 愛里保育園） 

  司会 寺林民子（東京 創価大准教授）武知史子（兵庫 元岩国小校長） 

  助言 大津昌昭           小口崇博（長野元下諏訪町教育委員長） 

２ 提案 島本 愛（兵庫 乙木小）   小林尚子（福岡 福間小） 

  司会 金津琢哉（岐阜 付知小教頭） 中島憲一（新潟妙高小校長）  

  助言 清水伴正（長野 元下諏訪社中校長）杉山浩之（広島文教女子大教授）            

３ 提案 山下典子（富山市立堀川小）  波多英里子（兵庫 乙木小） 

  司会 市川文夫（長野更埴西中校長） 武井茂登（長野 坂井小）  

  助言 前田昌平（山口大客員教授）  溜池善裕（宇都宮大教授） 
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③ 富山 富山市立堀川小学校  峠  納一・・・・・・・・・・・・・・・・ 46 

兵庫 神戸市立乙木小学校  北元 智明・・・・・・・・・・・・・・・・ 48  
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先生の願いと子どもの育ち－谷川先生の実践に学ぶ－ 守屋 淳・・・・・・60 

③ 本気で学び、社会の本質に迫る授業づくりをめざして  清水伴正・・・・・・62 

⑹講演記録に代えて「１年学年だより あをによし No，33，35，38」谷岡義高・・ 64 

⑺滋賀集会の振り返り 1 月２９日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・70 

滋賀集会参加者名簿・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・73 

学研連会員名簿・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・75 

事務局だより・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・78 

学習研究連盟規程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・82 



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」 

滋賀集会 研修テーマ 子どもに眼を開かされたこと 

期日 平成２３年１月２８日（金）・２９日（土） 

会場 第１会場 滋賀県豊郷町立愛里保育園・日栄小学校   

第２会場 彦根びわこホテル 

 

＜第１日目＞１月２８日（金） 

9：40～10：00   豊郷町立愛里保育園にて受付 

10：30～11：15  自由参観 ０歳児から５歳児 

11：30～12：00  分科会打ち合わせ① 昼食 

12：30～     受付 

13：00～     開会式  司会 谷岡義高 研究部長（奈良女子大附小） 

              挨拶 宮崎冨士也（元聖母女学院小学校） 

                 西澤眞理（愛里保育園長） 

                 藤谷峻成（豊郷町教育委員会委員長） 

13：30～14：20  提案保育 

          ５歳児 らいおん組 大辻登代子 北川 渚 

            「おむすびころりん」で遊ぼう 

14：40～16：40  分科会１日目 

16：40～17：30  移動 彦根びわこホテルへ 

17：30～18：00  入浴・休憩 

18：00～18：30  幹事会（運営委員及び各地区幹事理事）司会 谷岡義高 

         ①長野 市川 ②新潟 春日 ③山梨 清水 ④群馬 桑原 

         ⑤栃木 溜池 ⑥滋賀 大辻 ⑦富山 峠  ⑧京都 片山 

         ⑨奈良 谷岡 ⑩大阪 奈良 ⑪兵庫 守屋 ⑫山口 前田 

         ⑬福岡 小林  

18：30～19：00  分科会打ち合わせ②         

19：00～21：00  懇親会  司会 飯村 悟（老蘇小校長） 

挨拶 宮崎冨士也 

乾杯 西澤眞理 

万歳 清水伴正（元下諏訪社中校長） 

21：00～     就寝 

 

＜第２日目＞１月２９日（土） 

7：00～8：00   起床 朝食 

8：00～8：50   移動 日栄小学校へ 



9：00～10：00  全体会 

         講演 テーマ「子ども文化の伝承のある幼小連携」 

           司会 窪 満廣（松原市立天美北小教頭） 

           講師 谷岡義高 

10：10～12：10  提案授業のパネルディスカッション 

           司会   守屋 淳（兵庫県立大教授） 

           パネラー 大塚 禮（元四天王寺大教授） 

                寺林民子（創価大准教授） 

                辻岡美希（奈良女子大附幼） 

12：10～13：00  昼食 休憩 

13：00～15：00  分科会２日目 

15：10～15：40  全体会 参加者の振り返り 司会 窪 満廣 

          閉会式 司会 前田建太（滋賀 貴生川小） 

              挨拶 西澤眞理 

                 宮崎冨士也 

15：40      散会 

 

＜分科会＞ 

① 提案 １日目小林尚子（福岡 福間小）２日目今井純司（滋賀 島小） 

  司会 金津琢哉（岐阜 付知北小教頭） 

  助言 溜池善裕（宇都宮大教授）   宮崎冨士也 

② 提案 １日目奈良ゆきみ（大阪 彼方幼園長）２日目谷川絵美（滋賀 入丘小） 

  司会 市川文夫（長野 更埴西中校長）小池正彦（長野 四賀小教頭） 

  助言 小口崇博（長野 下諏訪町教育委員長）守屋 淳 

③ 提案 １日目峠 納一（富山 堀川小）２日目北元智明（兵庫 乙木小）   

  司会 春日良樹（新潟 里公小校長） 峠 納一（富山 堀川小） 

  助言 前田昌平（山口大客員教授） 清水伴正 
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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」 

北海道集会 研修テーマ 子どもに眼を開かされたこと 

期日 平成２３年８月２５日（木）・２６日（金） 

会場 第１会場 ホテルマルエー温泉 

第２会場 中標津町立丸山小学校 

 

＜第１日目＞８月２５日（木） 

14：00～14：25  ホテルマルエー温泉にて受付 

14：30～14：45  開会式 司会 窪 満廣（事務局長） 

              挨拶 谷岡義高 研究部長（奈良女子大附小） 

                 住吉幹城（中標津町立丸山小校長） 

14：50～15：15  分科会打ち合わせ 

           司会者・提案者・助言者打ち合わせ 

15：20～17：30  分科会 

17：45～18：45  幹事会（運営委員及び各地区幹事理事）司会 谷岡義高 

          北海道・栃木・富山・岐阜・新潟・山梨・奈良・大阪・ 

          兵庫・京都・山口・福岡 

19：00～20：30  懇親会  司会 古森康晴（上西春別小教頭） 

挨拶 住吉幹城 実行委員長 

乾杯 佐藤光弘 副実行委員長 

万歳 清水伴正（長野元下諏訪社中校長） 

21：00      就寝 

 

＜第２日目＞８月２６日（金） 

7：30～8：20   起床 朝食 

9：00～10：00  分科会 

10：10～10：30  移動 第２会場 丸山小学校へ 

          ２日目受付 

10：40～11：00  オリエンテーション    

11：20～12：05  公開授業 ４年国語「一つの花」 

           授業者 打川真由美教諭 

12：05～12：50  昼食 写真撮影 

12：50～13：35  講演① テーマ「重松先生と私」 

           講師 清水伴正 

13：35～14：50  公開授業パネルディスカッション 

           司会   前田昌平（山口大客員教授） 



            

パネラー 金津琢哉（中津川市立付知小教頭） 

     坂井政信（富山市立堀川小） 

     渡辺知世（足利市立大月小）    

14：50～15：35  講演② テーマ「奈良の学習法について」 

           講師 谷岡義高 

15：35～16：15  全体会 参加者の振り返り 司会 窪 満廣 

  閉会式  挨拶 住吉幹城 実行委員長 

          谷岡義高 研究部長 

          散会 

16：30～18：00  標津北方領土資料館・標津海の平公園見学 

 

＜分科会＞ 

１ 提案 薄田太一（溜池善裕 大阪 楠根小）小林尚子（福岡 福間小） 

  司会 金津琢哉（岐阜 付知小教頭）荒 雅樹（北海道 古多糠小中教頭） 

  助言 小口崇博（長野元下諏訪町教育委員長）溜池善裕（宇都宮大教授） 

２ 提案 坂井政信           渡辺知世 

司会 古森康晴           窪 満廣  

  助言 守屋 淳（兵庫県立大教授）  前田昌平            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



「研究活動の集録」（第４０集）            平成２４年８月発行 

                          学習研究連盟・研究部 

目 次 

◇ まえがき 

子どもを育てる  研究部長 谷岡 義高・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

 

◇ １ 特別寄稿（子どもの生きる学習） 

① 市川 文夫 運動会での子どもたちの姿から ・・・・・・・・・・・・・・・３ 

② 田中 淳夫 自ら求め続ける子どもを育てる条件 ・・・・・・・・・・・・・６ 

 

◇ ２ 特集 冬季研修「信州集会」（平成２４年１月２７・２８日）日程 ・・・・・10 

⑴学研連冬季研修「信州集会」お礼にかえて 実行委員長 阿部 恵子・・・・・・・・ 12 

  

⑵提案授業国語科指導案「詩を楽しもう～おはなしのたねから作った詩～」・・・・・・13   

⑶提案授業記録・授業者のまとめ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42 

⑷提案授業パネルディスカッションの記録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 58  

⑸自由参観授業記録 「ふるさとに伝わる昔話の紙芝居をつくろう」・・・・・・・・・77 

          「古いしらかばの木」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・81 

 

⑹分科会 

  ① 長野 千曲市立五加小学校  武井 茂登・・・・・・・・・・・・・・・・ 87 

  ② 富山 富山市立堀川小学校  三宅 彩子・・・・・・・・・・・・・・・・ 91 

⑺分科会実践について 

  ① 第１分科会実践について   小口 崇博・・・・・・・・・・・・・・・・ 93 

 

⑻講演「奈良の学習法と国語学習」奈良女子大学附属小学校 西田 淳・・・・・・・ 95 

 

信州集会参加者名簿・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 96 

学研連会員名簿・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 98 

事務局だより・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・101 

学習研究連盟規程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 

 



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」 

信州集会 研修テーマ 子どもに眼を開かされたこと 

期日 平成２４年１月２７日（金）・２８日（土） 

会場 第１会場 諏訪市立四賀小学校   

第２会場 上諏訪温泉ＲＡＫＯ華乃井ホテル 

 

＜第１日目＞１月２７日（金） 

9：00～9：20   四賀小学校体育館にて受付 

9：35～10：20   自由参観授業 

          ①４年３組（総合）小口英男教諭 

           「ふるさとに伝わる昔話の紙芝居をつくろう」 

          ②６年２組（国語）佐藤恵美教諭 

           「古いしらかばの木」～日本の名作童話～ 

10：25～10：45  全校集会「太鼓演奏」（体育館） 

           ５年２組 指導者 宮坂有紀教諭 

11：00～11：45  公開授業  ４年１組（国語）今村勇一教諭 

           「詩をたのしもう」 

11：45～12：45  昼食 

13：00～13：25  開会式  司会 窪 満廣 事務局長 

              挨拶 谷岡義高 研究部長（奈良女子大附小） 

                 安部恵子 実行委員長（四賀小校長） 

13：30～14：30  自由参観授業研究協議 

           ４年３組 助言者 市川文夫（更埴西中校長） 

           ６年２組 助言者 春日良樹（妙高市立新井北小校長） 

14：40～16：30  提案授業パネルディスカッション 

司会   谷岡義高 

          パネラー 寺林民子（創価大准教授） 

               松倉美華（富山市立堀川小） 

               守屋 淳（北海道大大学院教授） 

16：40～     移動 上諏訪温泉ＲＡＫＯ華乃井ホテルへ  

17：00～     入浴・休憩 

17：45～18：15  理事会（北海道・富山・岐阜・新潟・長野・山梨・群馬・東京・ 

              奈良・大阪・兵庫・福岡） 

18：15～18：45  分科会打ち合わせ 

19：00～21：00  懇親会  司会 小池正彦（四賀小教頭） 

挨拶 安部恵子 実行委員長 



乾杯 市川文夫 

万歳 清水伴正（元下諏訪社中校長） 

21：00～     就寝 

               

＜第２日目＞１月２８日（土） 

7：30～8：35   起床 朝食 

8：40～8：50   移動 四賀小学校へ 

9：00～11：00  分科会 

11：10～12：15  講演 「奈良の学習法と国語学習」 

          講師 西田 淳（奈良女子大附小） 

12：15～13：05  昼食 写真撮影 

13：05～13：45  全体会 参加者の振り返り  

          司会 北元智明（神戸市立乙木小） 

13：45～14：00  閉会式 

          司会 西田 淳 

          挨拶 安部恵子 実行委員長 

             谷岡義高 

14：00      解散 

 

＜分科会＞ 

１ 提案 武井茂登（千曲市立五加小） 

  司会 金津琢哉（岐阜 付知北小教頭） 

  助言 小口崇博（長野 下諏訪町教育委員長） 

２ 提案 三宅彩子（富山市立堀川小） 

  司会 小池正彦（諏訪市立四賀小教頭） 

  助言 守屋 淳 

 

 

 

 


