
平成 18年 1月 吉 日

所属長の皆様

関係の皆様

全国協同学習研究会会長

中東大学教授 杉江 修治

第 37回全国協同学習研究大会会長

東京 練馬区立練馬第二小学校長 荒木 正志

第 37国全国協同学習研究大会の ご案内 (第 2次 )

1、 大会主題  学び合う子どもと教師
・教育の基盤は、信頼に支えられた人間関係

・学習指導の基本は、学習者の学習意欲

2、 開催 日時   平成 18年 2月 10日 (金)11:35～ 16:30
11:00～       受付開始

20 公開授業 各教室 通常 12 心障4

10 昼食・体憩

40 開会行事 体育館

25 研究分科会

15 講演  「結いの文化Jり |1口  利夫氏

サンツ中村橋商店街振興組合理事長

30 閉会行事

3、 開催場所  練馬区立練馬第二小学校

176嗜0021東京都練馬区貫井1-36-15
TEL、 03-3970-5641   Fax. 03-3577-7988

4、 主催    練馬区立練馬第二小学校・全国協同学習研究会

5、 後援    東京都教育委員会、練馬区教育委員会

練馬区小学校長会、練馬区中学校長会

6、 大会参加費 (資料代) 2,000円

7、 分科会予定 I 石ヽ学校  Ⅱ 中学校

11:35～ 12

12:20～ 13

13:10～ 13

13:50～ 15

15:35～ ′16

16:15～ 16

菫
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8、 分科会

I 小学校

敬称略

分科会 主題名 所属氏名 助言者

1

・単元見通 し学習の指導と評価

算数

・学び合 う授業の実践をめざして

練馬区立田柄第二小学校

熊倉 勝、磯崎信浩

大山市立楽鶴小学校

勝村偉公朗

久留米大学文学部

教授 安永  悟

2

「学び合い」の基礎を作る

低学年の指導の工夫

自ら学び、いきいきと活動

できる子 どもの育成

練馬区立練馬第二小学校

和歌 恭子

名張市立百合ヶ丘小学校

岡崎和洋、本 田康樹

島根大学教育学部

助教授 高旗 浩志

3

・学び合お うとする意欲を伸ばす

指導の工夫

・意欲を高める指導の工夫

練馬区立開進第二小学校

邊見 教江

練馬区立練馬第二小学校

伊佐考示、鈴木千尋、原沢敏恵

福島大学人文社会学群

人間発達文化学類

教授 竹下 英二

4

。自ら考え、主体的に学ぶ

児童の育成

・夢を持ち、仲間と学び会 う中で、

自分を拓く子

小平市立小平第人小学校

鈴木朝代、平崎一美、高本潤子

大 山市 立大山南小学校

川井栄治

創価大学教育学部

教授 関田 一彦

5

・学び合 う子 どもの育成を

目指 して 算数

・自ら学び、生き生きと

表現する子 算数

練馬区立練馬第二小学校

園部ゆう子

野田市立南部小学校

縄田 浩子

大山市立楽田小学校

校長 有本 高尉

6

・学び合 うよさを感 じられる

授業 目指 して 算数

・わかる喜びを味わえる

算数科学習

練馬区立関「JJ北小学校

定方 久枝

野田市立山崎小学校

船橋 高志

大山市立犬曲北小学校

校長 加地  健

7

・レディネステス トを活用した

指導の工夫 算数

。学び合いを生む素材とは

どうあるべきか

練馬区立大泉西小学校

高山 智子

野田市立みずき小学校

桑原伸幸、矢島基一

協同学習研究会

常任理事

丸曲 正克
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Ⅱ 中学校

敬称略

分科会 主題名 所属氏名 助言者

8

・協同学習における再構成型 コン

セプ トマ ップ作成ソフ トウェアの

有効活用

・「感動ある学びの創造」を

めざして

神戸大学発達科学部附属中学校

上 園 浩 司

大山市立大山中学校

河村雅之

野田市教育委員会

指導主事 大関 健道

9

・豊かな心と学力を育み、共に支

え合い高め合 う生徒の育成

・生徒相互が学び合 う授業づ くり

効果的な「協同学習Jの展開を通 して

米子市日吉津村中学校組合立箕

蚊屋中学校  大 里   守

八 千 代 市 立 萱 田 中 学 校

田村 重喜

神戸大学発達科学部

教授  伊藤  篤

10

・子どもたち一人ひとりの

確かな学力の向上・定着

・地域人材を生かした学び合いの

授業の進 め方

野田市立南部中学校

益子 泉

東村山市立東村山第四中学校

本暮 高志、望月和二郎

元中京短期大学

教授  小島 幸彦

9、 その他

(1)宿 泊について

。中村橋駅付近には、宿泊施設がありません。池袋周辺をご利用ください。

(2)昼 食について

。会場での弁当の取り扱いは行いません。中村橋駅周辺をご利用ください。

(3)懇 親会について

。開会行事の後、練馬第二小隣接の 「森のレス トラン」で懇親会を行います。参加申

し込みは、当日受付で申し込みください。会費 4000円 の予定です。

「日本協同教育学会第 2園大会Jのお知 らせ

テーマ 共に拓く協同教育

～支え合い高まり合 う学びのために～

会  場

記念講演

2006年 2月 11日 (土)12日 (日 )両 日とも9:00～
練馬区立練馬第二小学校

講 師 藤田 英典 国際基督教大学教授

演 題 民主社会のための教育改革～競争原理を越えて～

・内  容 研究発表、記念講演、フォーラム、ワークショップ

・ 参加費  大会参加費 2500円 (会員・学生)3500円 (非会員 )

。申込・聞い合わせ 日本協同教育学会事務局 jasce@k職融 c坤u.acttp

時
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10、 交通案 内

JR東 爾本 東京駅→山手線 外国り

森のレストラン

練馬美術館

貫井図書館

池袋駅→西武池袋線 各駅停車 中村橋駅下車

徒歩 2分

商

店

街

Ｎ
　
△

11、 参加 申 し込み

平成 18年 1月 20日 までに、FAX、 郵送またはメールで下記へお申 し込み くだ

さい。 当轟参加 も結構です。

I申 し込み先】

第 87回全国協同学習研究大会 事務局

東京 練馬区立練馬第二小学校 副校長 稲葉 孝之

〒 176‐0021 東京都練馬区貫井 1-36-15
TEL、 03-3970-5641
Fax. 03-3577-7988
メールアドレス intoonerma3‐ c.鸞rimか tky.edjp
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第 37回 全国協同学習研究大会参加申し込み票

中村橋駅         改札 口

千メ|1通 り

所 属 氏 名 電 話

参カロ分科会 第       分科会

懇親会参加の有無

申し込みます ・ 申し込みません
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