
平成 16年 12月 10日

所属長殿

関係各位

全国協同学習研究会

会長 中東大学教授   杉江 修治

第36回全国協同学習研究大会

会長 ネ申戸大学発達科学部教授

附属住吉中学校長 山崎 健

第 36回全国協同学習研究大会のご案内

晩秋の候、皆様には益々ご清栄のこととご拝察申し上げます。

この度、第36回全国協同学習研究大会を下記のとおり開催する運びとなりましたのでご案内申し

上げます。

本研究会は、昨年度から、教育実践者および教育研究者間のより自由で豊かな交流をはかると

しう目的のもと、「全国バズ学習研究会」から「全国協同学習研究会」へとその名称を変更しましたこ

とはご承知のとおりですが、変更後2回 目の全国大会を神戸にて開催することになりました。協同学

習という実践が、従来のバズ学習と同じ理念・同じ基盤で成り立っていることは当然のことですが、

協同のための諸要素を強く意識して授業を構築している学校はまだまだ数少ないと思われます。

本年度の開催校である神戸大学発達科学部附属住吉中学校も、協同学習を導入したばかりとい

う段階ではありますが、その効果を実感じつつ、よりよい授業づくりに努力しているところです。協同

学習の導入初期の授業を参観していただき、協同学習の課題や可能性についてお互いに学び合

つていただければ幸甚に存じます。

全国各界・各地から多数の皆様のご参加を心よりお待ち申し上をずております。

記

1.日 時    平成 17年 2月 18日 (金)13:00～ 17:30(受付は12:00より)

2c会場   神戸大学発達科学部附属住吉中学校

〒658-0063神戸市東灘区住吉山手5-11-1
電話:078-811-0232 ファックス 078-821-1504

3.主催   神戸大学発達科学部附属住吉中学校 全国協同学習研究会

4。 後援   神戸大学発達科学部 兵庫県教育委員会 神戸市教育委員会

5。 大会主題  広めよう、協同の理念 :深めよう、協同の実践 !

6.日 程

受付 開会行事 公開授業 移動 分科会 休 憩 V*rvay/ 移動 閉会行事

(1)開会行事

あいさつ  第36回全国協同学習研究大会・会長  山崎 健

全国協同学習研究会・会長      杉江 修治

(2)分科会

<第 1分科会 :理科>
提案者 上田浩司。大黒孝文 (神戸大学発達科学部附属住吉中学校教諭)

助言者 大関健道 (野田市教育委員会指導主事)。 小島幸彦 (中京短期大学)
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<第 2分科会 :保健体育>
提案者 石丸幸勢・渡邊司幸 (神戸大学発達科学部附属住吉中学校教諭 )

助言者 壊水尾祐文 (青梅市立泉中学校教頭)・石田裕久 (南山大学)

<第 3分科会 :社会>
提案者 乾 工学・上村 幸 (神戸大学発達科学部附属住吉中学校教諭)

助言者 有本高尉 (大山市立楽田小学校校長)。安永悟 (久留米大学)

<第 4分科会 :数学>
提案者 前田裕次・岡部恭幸 (神戸大学発達科学部附属住吉中学校教諭)

助言者 太日外康 (春 日井市立山王小学校)。 小石寛文 (神戸大学)

(3)ワークショップ

① 明日からできる協同学習 :協同学習入門講座

話題提供者  関田一彦鎗J価大学)

②「千と千尋」を協同学習で楽しもう:協同学習体験講座

話題提供者 遠藤瑛子 (同志社大学)

(4)閉会行事

7.参加対象者  小学校・中学校の教員、大学教職員、大学生。大学院生、

その他、教育に関係している方・教育に関心のある方

8.参力目申し込み 平成17年 1月 31日 までに、ファックス、郵送、またはメールで下記へお申し

込みください。当日参加も可能です。

【申込先】第36回全国協同学習研究大会 事務局/ネ申戸大学発達科学部 伊藤 篤

〒657-8501神戸市灘区鶴甲3-11
電話 078-803-7721 ファックス078-803-7971メールアドレス itOa@kobe― ucac.静

9.参加費 (資料代)1,000円   当日、受付で納入ください。

10。 懇親会

大会終了後18時より、会場校より神戸市バス「顔評御影行き」で3つ 目の停留所「政治御影」で

下車し、徒歩2分の「御影荘」にて懇親会をおこないます。会費は5,000円 です。皆様のご参

力目をお待ちしております。

会場 割烹旅館「御影荘」 〒658-0057神戸市東灘区御影町郡家上山田90番地3

電護i078-851-7363フ ァックス 078-811-8084

キ  リ ト リ 線

第36回 全国協同学習研究大会 参加申し込み票/懇親会申し込み票

所属(              )氏 名 (

所属所在地 ( )電話 (

参力日希望分科会 第(  )分科会 /参加希望ワークショップ ( ①  o ② )

懇親会(参加します 。参加しません 。未定です )
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参加者氏名および所属
氏 名 所  属

服部 果孝 愛知県・愛知県教育サービスセンター
加地健 愛知県・大山市教育委員会
有本高尉 愛知県・大山市立楽田小学校
間宮明彦 愛知県口大山私立城東小学校
太日外康 愛知県・春 ヨ井市立山王小学校
神谷美 電子 愛知県口刈谷市立富士松北 卜学校
岡田涯 愛知県E知 多・乙川中学校
移江修治 愛知県・中京大学
小島幸彦 愛知県・中芽て短期大学
石 田 谷久 愛知県・南山大学
宇田 光 愛知県口

F 著山大学
河村雅之 愛知県・大山市立大山中学校
書木 潔 愛知県・大山市立大山中学

出
父

鈴木 崇 愛知県・大山市立大山中学校
石田恵― 石川県・ノヽ松市教育委員会
向出章 石川県口′ヽ松市教育委員会
Jヒ本寸覆童之 石川県・′ 公市立今江小学

二
父

木下律子 石川県・ノヽ松市立今江小学校
奇島牙主展 石川県・′ヽ松市立今江小学‐ユ父

大家幸子 大 1反・豊中市立第十六中学校
西山比登事 愛媛県口松山市立小野小学校
久山将弘 岡山県・岡山市立岡輝中学・ユ父

青山茂行 岡山県・中和村立中和中学校
申戸親 岡山県・中和村立中和中学 二

父

江藤真生子 沖縄県・琉球大学
加藤―哉 岐重三県口恵那市立恵那北中学校
横幕ギ平成 岐 正三県・大垣市立青墓小学校
古川稔彦 岐阜県ヨ多治見市立陶都中学校
安東茂樹 京都府・京都教育大学
土井富美子 京都府・京都教育大学附属桃山中学校
遠藤瑛子 京都府・同志社大学
後 F 後藤教育研究所
関田―彦 埼玉県・ 湖価大学
木下史郎 静「珂県・佐久間町立佐久間ノ1ヽ学 占

父

岡常典 轟F司県口駿房こ郡・長泉町立北中学校
西村俊介 静 F珊県口駿東郡・長泉町立北中学校
森 真人 肇「司県・浜 公市立蜆塚中学校
加茂 静 F司県・浜松私立中郡中弯

二
父

川路澄人 長県・島根大学教育学部
高旗淮L士コ′E♪ 島根県・島根大学教育学部
間瀬茂夫 島根県善 長大学教育学部
鎌田相史 諭根県・島根大学教育学部附属中学校
中山 周南市立和田小学校
小嶋真二 千葉県口野 E日市教育委員会
た水尾祐文 東京都ぜ 摯市立泉中学校
伏野久美子 東京都・テンプル大学ジャバン
羽住邦男 東京都・房こ京学芸大学附属 t量日谷中学校
荒木正志 東京都・練馬区立練馬第三ノ1ヽ学校
吾石博史 鳥取県日米子市立箕蚊屋中学校

堀場善 調
ヨ 鳥取県・米子市立箕蚊屋中学校

今堀妙香 奈良県・奈良女子大学理学部
大瀧雅子 兵 涯三県口尼崎市大庄北中学校
川西 濯

Ｌ
Ｆ 兵庫県口尼崎市大庄北中学校

安部保彦 兵涯塁県・尼崎市立教育総合センター
喬本達也 兵庫県壼尼崎市立小園中学

出
父



大窪題覆紀 兵庫県・∫已崎百合学院中学日高 交

大森順子 兵庫県口尼崎百合学院中学・高校
木曽灘 兵庫県・尼崎百合学院中学・高 ユ

父

松崎伴子 兵庫県・尼崎百合学勝li中 学・雨
二
父

南本長 1 兵庫県口「渇西学院大学教職教育研究センター
三宅広明 兵庫県・甲南女子中高等学

上
父

大曲美佐子 兵庫県・申戸女子短期大学
西垣知江 兵庫県・神戸女子短期大学
金生剛史 兵庫県・神戸市立楠高等学校
冨田由香 兵庫県・神戸市立鶴甲小学

二
父

難波大章封 兵 涯 県・ 申戸大学大学院
:本牙主司 兵庫県・神戸大学大学院

伊藤篤 兵庫県薔申戸大学発達科学部
小石寛文 兵庫県・神戸大学発達科学部
石丸幸勢 兵庫県ロ申戸大学発達科学部附属住吉中学校
乾正学 兵庫県ロ申戸大学発達科学部 Fftj属住吉中学校
上田浩司 兵庫県・神戸大学発達科学部附属 l■吉中学校
上村幸 兵庫県・神戸大学発達科学部附属住吉中学，ユ父

岡部恭幸 兵庫県・申戸大学発達科学部附属住吉中学校
大黒孝文 兵庫県・神戸大学発達科学部 Fftt属住吉中学〓上父

前田裕次 兵庫県・ネ戸大学発達科学部附属住吉中学校
渡邊司幸 兵庫県・神戸大学発達科学部 rftt属住吉中学 交

久保和弘 兵庫県・神戸大学発達科学部附属住吉中学校
和田憲明 兵 涯 県・ 申戸大学発達科学部 Fftt属住吉中学校
渡邊千寵会 兵庫県口神戸大学発達科学部附属イl■吉中学

二
父

松元明歌 兵庫県・ 戸大学発達科学 1部附属住吉中学校
川回智 支子 兵庫県・神戸大学発達科学部附属 主吉中学校
大前真弓 兵庫県・申戸大学発達科学部附属住吉中学校
黒木幸敏 兵庫県・神戸大発達附属明石中学 二父

出口昭子 神戸大学コ神戸大学大学院
池田秀俊 兵庫県・三田学園
小野光良 兵庫県・宝塚市立高司中学〓二父

尾崎高弘 兵庫県口東条町東条中学校
罫木美治 兵庫県 E西宮市立大社中学

二
父

笹脇玲子 兵庫県・西宮市立津「町小学校
坂根伸治 兵庫県・六甲中学校
原田智仁 兵庫県・兵庫教育大学
庫本幸直 広島県・呉市立昭和北中学 交

安永悟 冨岡県・久留米大学
佐伯知芳 福岡県・久留米大学院生
長濱文与 冨岡県・久留米大学院生
須 , 【朋卜也 北海道口

Jヒ海道教育大学附属札 晃中学校
富川浩 北海道口Jヒ海道教育大学附属札幌中学校
朝原身吾彦 山口県・下関市教育委員会
甲原定房 山口県「山口県立大学
安部鷹 史 山口県・山国市立二島中学 交


