夏休みにﾋﾟﾘｯときく２日間 ２０１７年８月９日（水）～１０日（木）

第５９回 長野県民間教育研究大会
大会テーマ
い

ま

現在を生きる子どもたちと創り上げる教育とは
～競争から協力・共同の学校へ～
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上田第二中学校
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＜記念講演＞ [私たちがめざす授業と学校づくり]
---学習指導要領改訂と子どものための教育課程-講師

梅原利夫氏（和光大学教授）
講師紹介

『バスに乗り遅れるな』とばかり、流行りの言葉を使った
実践が盛んである。こういう時だからこそ「教育課程や学校
づくりは、誰が、何のために、どのようになされるべきか」
について地に着いた実践や研究が必要である。（雑誌「教育」
8 月号特集２ コンピテンシーとアクティブラーニングより）
教育科学研究会常任 民主教育研究所代表運営委員 『学
力と人間らしさをはぐくむ－新学習指導要領をのりこえる』
（新日本出版社 2008）など著書多数

主催 長野県民間教育研究団体連絡協議会
上小地区実行委員会
後援 長野県教育委員会 上田市教育委員会 長野県教職員組合 長野県高等学校教職員組合
長野県子どもを守る会 長野県私立学校教職員組合連合
（公益財団法人）日本教育公務員弘済会長野支部

＜テーマ別フリートーク＞ ９日（水） 15:15～17:00

会場

上田第二中学校

現在の教育課題を様々な角度から話し合います。
①

今

求められる

授業とは

・次期学習指導要領改訂案には、「アクティブラーニング」という用語は
入らなかったものの、「主体的・対話的で深い学び」など多くの内容が
盛り込まれています。すでに学校現場では、それらの先取りによる研究
が行われています。PISA 調査の傾向が変わり、日本の学生の「指示待ち」
傾向が強くなる中で、能動的な学びを前面に押し出して学校に導入を図
ろうとしているのです。わたしたちが、子どものためにと考える授業と
は何かを探ります。引き続き梅原さんに加わっていただきます。

②

子どもの貧困と学校
・ 貧困の度合いが増し、生活保護の切り捨てが進められ、私たちが危惧していたとおりに、就学援
助の基準が下げられてしまいました。多くの県民の皆さんが義務教育の無償化を願っています
し、学校では学校徴収金を減らす取り組みが行われています。お金がないために教育を受けられ
ない子どもを出さないよう、地域、学校、自治体などの対応を報告しあい、どうすればいいのか
を考えます。

③

勉強嫌いはなぜ起こる
・全国一斉学力調査が、全員調査に変わりました。学校ごとの平均点の開示も解禁され、ますます
点数競争を子どもたちに押しつける雰囲気が高まっています。学校で行うべきは、全国一斉調査
の点数を上げることなのでしょうか。そうした状況の中で、日本の子どもたちが、勉強嫌いにな
っているという傾向が、国際調査の中でも指摘されています。さらには、点取り競争で分断され、
孤独感を抱えている子どもが非常に多いことも問題です。子どもたちの勉強嫌いを生み出す要因
は何なのか、自由に出し合ってみませんか。

④

学校の統合再編成と地域
・子どもの少子化や市町村合併に伴い、小中高いずれの学校においても、統合再編成の波が押し寄
せてきています。そうした中で、学校と地域が協力しにくくなっている状況も生まれてきていま
す。
地域が消滅していこうとする中で、どう地域と結びついた学校や教育を作っていけばよいのか、
地域で学校がどういう役割を担っていくのか、さまざまな角度から話し合ってみませんか。

☆テーマ別フリートーク・分科会の参加は自由です。
お気軽にご参加ください。

＜分科会＞
１．

１０日(木)

国語教育と作文指導

9:00～15:00

会場

上田第二中学校

いま、自分を見つめ、社会を見つめる機会が重要になっています。日記や

作文を通して、子どもたちの本音を聞き取り、内面を育てる指導について考えます。本音を語ることが
難しくなっている子どもたちに自分を表現する楽しさを感じさせるにはどうしたらいいのか？

長年

「信濃子ども詩集」の編集に携わってきた先生たちの実践を聞くと共に、今の国語教育への悩みについ
ても話し合います。
２．

生活指導（学級づくり・集団づくり）

さまざまな生きづらさを抱えて毎日を過ごしている子ども

たちが急増しています。貧困、いじめ、競争などの影響から子どもたちをどう守り育てるべきか、子ど
もの自治的な力をどう育てるのか、難しくなってきた子どもたち同士の関係をどのように作るのか、学
級作りのポイントについて話し合います。
３．

生活科･社会科

集団的自衛権の行使に向けて憲法の解釈を変える動きが強まるなど、これまでに

なく憲法が危機にさらされています。こうした状況の中で、生活科・社会科教育はどうあったらよいか
が問われています。子どもたちが主権者として主体的に育っていくための実践を交流しましょう。
４．

わかってできる、楽しい体育

自然なからだづかいで形づくられている民族舞踊は、子どもたち

のからだを耕し、心を開く豊かさを持っています。今回は民舞講習会の演目にはない「ミルクムナリ」
を踊ります。みなさん、気持ちのよい汗をかきませんか?初めての方でも大歓迎です。休憩時間には、体
育実践を交流しあいたいと考えています。
５．

ワクワク実験・楽しい理科

授業で使える教材・教具の紹介を始め、現在の理科教育を様々な視

点から検討し、わかりやすい理科教育の在り方を考えます。すぐに実践できる実験教室も予定していま
す。
６．

わかる・できる、楽しい英語

わかる・できる、楽しい英語の授業ヒントを、中学校・高校の先

生方の日々の実践から学び合い、２学期からの授業に生かしましょう。特に若い先生方のご参加をお待
ちしています。小学校の先生も、英語の授業について語り合いましょう。
７．

わかって楽しい算数・数学教育

子どもたちの「わかった」という歓声が上がる楽しい授業こそ、

算数、数学が理解できる近道です。みんなで教材・教具の交流や実践の交流をしましょう。
８．

子どもの体と心の問題

大人も子どもも性情報の氾濫の中で、性的な自立が遅れています。 性

を一面的にしか見られない環境のなかで、自分の生き方を学ぶ性教育が今、必要とされています。

増

える１０代での性感染症など、性に関わる生き方の指導を実践から学んでいきたいと思います。
９．

元気の出る障害児の教育と子育て

育てるのが難しい子どもたち。でもその子に寄り添って、よ

り発達を保障していくためにはどうしていったらよいのか、実践から学びたいと思います。
１０． 長野県の教育を考える
県内各地で起きている教育を巡る様々な問題や課題を扱う分科会です。
広く人間に行き方にかかわる課題として地域や家庭での実践と絡めて長野県の教育を洗い出します。そ
のため、教職員退職後も地域活動にかかわられている方からの報告 「長野県子ども白書」の報告（貧
困や子どもアンケート等） 他の分科会で扱いづらい報告（統廃合問題他）等から長野県の教育を考え
ます。
※
※

内容は当日の要項でご確認ください。
二つ以上の分科会に参加することも可能です。申し込んだ分科会を、当日変更することも可能です。

参加案内

承認研修扱いで参加できます。

☆参加費 ２日参加 →2,000 円

1 日参加 →1，000 円 （講演会のみ ５００円）

☆宿泊：駅前周辺のビジネスホテル・格安ホテルは多数あります。
各自で予約してください。

インターネットでの予約が便利です。

：会場の二中に徒歩 10 分以内のホテルは
祥園 ルートイン
サンルート

ロイヤルホテル

会場

第一ホテル

角萬など

℡ 0120-862353 本部、夕食交流会場

：ホテル「祥園」
☆夕食交流会

東横イン プラザホテル

和室 6400 円 ｼﾝｸﾞﾙ 7600 円
ホテル祥園 会費 4500 円 （ﾉﾝｱﾙ 3500 円）

☆申し込み方法
下記参加申し込みに記入し、郵送かＦＡＸで送って下さい。尚、当日参加も可能です。

◎７月２７日（木）（一次〆切）
◎８月 ２日（水）（最終〆切）
＜参加申込先＞
郵送の場合

〒390-0313

松本市岡田下岡田４７２
桑山 雅徳

宛

FAX の場合 (０２６３）３４－４５６６ 桑山宅
大会に関わるお問い合わせ先

桑山 雅徳方 大会事務局

kuwayan73@icloud.com

・参加費に関わること
・書籍販売、物品販売などの希望のある方
・その他大会の内容に関わること全般

201７年 県民教 夏の大会
該当するところに 性

フ リ ー 交流

○をしてください。 別

トーク

参
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参加申し込み fax・郵送兼用
分科会

通信欄

記念 2 日目 領収書

裏面参照 講演

昼食

１日 1000 円 2 日 2000 円 ※

←領収書が必要な方は○をしてください
昼食の当日の受付はありません

例） 民教 太郎

男

○

○

５

○

○

連絡先（TEL）
必ず記入してください。
連絡先（TEL）
連絡先（TEL）
連絡先（TEL）

個人情報は、本大会運営以外には使用いたしません。 ※講演会のみの参加は５００円です

