
教育現場には若い力が急増し、
世代交代のときを迎えています。

これまで脈々と積み重ねてきた指導方法を
これからの教育を担う若手に
繋いでいくことを主眼に
習志野大会を開催します。

千葉県教育研究会会長　古橋 章光
千葉県教育研究会国語教育部会会長　石井 英樹

習志野大会実行委員長　早山 美生

各 小・中学校長 様
関係各位

■習志野市教育研究会国語教育部会研究主題

一人一人が生きる言語活動の展開
■習志野市立第一中学校研究主題
伝え合う力を育てる指導法の工夫 －実践的な表現力の育成を目指して－
■習志野市立大久保小学校研究主題

「主体的・対話的で深い学び」を通して思考力を育む国語学習
－文学を中心とした課題追究を通して読みを深める授業づくり－
■習志野市立大久保東小学校研究主題
思考し表現する力を育む国語科学習 －主体的な読みにつながる指導の工夫－

研究主題

主 催
千葉県教育研究会／千葉県教育研究会国語教育部会
習志野市教育研究会／習志野市教育研究会国語教育部会

共 催
習志野市教育委員会

後 援
千葉県教育委員会／千葉県小学校長会
千葉県中学校長会／習志野市小中学校長会

期 日

平成30年10月26日㈮
会 場

習志野市立 第 一 中 学 校
習志野市立 大 久 保 小 学 校
習志野市立 大久保東小学校

第52回
千葉県教育研究会国語教育部会
研究発表大会 習志野大会



受付開始

受付開始
基調提案

基調提案
授業展開Ⅰ

授業展開授業展開Ⅱ

授業校分科会
（各学年） 授業校分科会

記念講演

支会提案・協議会

レセプション
会場は、JR津田沼駅より徒歩
2分のモリシア津田沼の１１階
にある銀座アスター津田沼
賓館（TEL 047-479-2711）
です。費用は6,000円を予
定しています。

全体会
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昼食・移動 昼 食

日程

大久保小学校
大久保東小学校 第一中学校

校 長  早山 美生　 全体講師  東京学芸大学名誉教授  田近 洵一 先生
特別
支援
学級  想像を広げて、登場人物になりきろう

学習材  『ニャーゴ』 授業者  矢野 友香里・飯田 佐英子
学年講師  習志野市教育委員会指導主事  嶋野 隆文 先生

１年  ともだちっていいな？
学習材  『お手がみ』 授業者  中山 彩・青山 真実・関口 直人・西川 さえ子
学年講師  習志野市立実花小学校 校長  長島 秀一 先生

２年  赤おにの涙のわけとは…!?
学習材  『ないた赤おに』
授業者  大橋 祐香・三橋 康男・岩渕 康・茂山 与理子
学年講師  習志野市立東習志野小学校 教頭  窪田 準子 先生

３年  気モチゆさぶれ、モチモチの木
学習材  『モチモチの木』
授業者  富田 飛鳥・高山 巧・小松代 絵里・宮澤 八千代
学年講師  船橋市立八木が谷小学校 教諭  松井 久子 先生

４年  ごんぎつねの魅力にせまろう
学習材  『ごんぎつね』 授業者  長門 亮・志賀 麻彩・鎌田 吉尚・吉田 仁美
学年講師  習志野市教育委員会指導主事  荒川 恵美 先生

５年  きつねに誘われ、幻想的な世界へ
学習材  『雪わたり』
授業者  川田 竜平・福山 礼士郎・米澤 紀子・髙橋 海斗・伊藤 麻希
学年講師  船橋市立大穴小学校 教頭  竹内 孝彦 先生

６年  問いをたて、問いを巡って話し合い、主想をつかもう
学習材  『海のいのち』
授業者  坂本 貫・宮野 莉奈・相川 正代・久米田 侑希
学年講師  千葉県教育庁南房総教育事務所指導室長  横田 経一郎 先生

校 長  加藤 孝順　 全体講師  都留文科大学名誉教授  牛山 恵 先生

２年  アニメ『徒然草』のアフレコに挑戦しよう!
　　～『徒然草』を読む～

授業者  榊 麻衣子

３年  見方を変えて考えたことを、解決のために生かし合おう
　　～一中生の考えるまちづくり～

授業者  政木 奈緒美

Ⅰ 小学校低学年部会（A棟3階美術室） 葛北支会
発表者  野田市立みずき小学校 森 真奈美 先生

「説明文における表現活動の指導の工夫 ～『はたらくじどう車』の指導を通して～」
助言者  野田市立北部小学校 教頭 高橋 浩一郎 先生
司会者  野田市立川間中学校 教頭 荒井 明 先生

Ⅱ 小学校中学年部会（B棟3階1年3組教室） 印旛支会
発表者  佐倉市立根郷小学校 荒木達也 先生

「主体的に学び、自分の考えを豊かに表現する児童の育成
 ～美しい言葉の暗唱をとりいれた国語科教育～」
助言者  前佐倉市立印南小学校 校長 松橋 明子 先生
司会者  八街市立川上小学校 教諭 宇山 美樹 先生

Ⅲ 小学校高学年部会（B棟4階1年5組教室） 香取支会
発表者  香取市立小見川中央小学校 石井 英理子 先生

「情報を関連付けて思考する国語科学習
～12歳のエッセー～大切にしたいメッセージ～を通して～」
助言者  香取市立山田中学校 校長 馬場 芳勝 先生
司会者  東庄町立笹川小学校 教諭 海老 のぞみ 先生

Ⅳ 中学校部会（A棟5階第一音楽室） 東総支会
発表者  銚子市立第一中学校 兼清　扶教 先生

「主体的・対話的で深い学びを育む国語科学習の創造 ～一人一人の学びに寄り添って～」
助言者  旭市立萬歳小学校 校長 藤野 直樹 先生
司会者  銚子市立第二中学校 教頭 出口 英生 先生

校 長  上原 宏　 全体講師（６学年講師） 松蔭大学教授  中村 龍一 先生

１年  がんばれ ! かつやく ! はたらくじどう車
　　～だいすきなじどう車をしょうかいしよう～

学習材  『はたらくじどう車』 授業者  桒原 賢一・會田 拓哉・杉山 幹枝
学年講師  元習志野市立津田沼小学校 校長  櫻井 克美 先生

２年  命をつなぐ 長い旅 ～さけが生き残る大変さをさぐろう～
学習材  『さけが大きくなるまで』
授業者  君塚 成子・野本 茉利・岩田 健太郎
学年講師  習志野市立袖ケ浦西小学校 教頭  神谷 知子 先生

３年  生き物の身の守り方を考えるPartⅡ
　　～やまねのたくましい生命力を読み取ろう～

学習材  『森のスケーター やまね』
授業者  安藤 瑠衣・髙橋 竜馬・長谷川 研一
学年講師  千葉大学教育学部附属小学校 副校長  大木 圭 先生

４年  「便利」って何?
　　～誰にとって便利なのかを考えながら読み、伝え合おう～

学習材  『「便利」ということ』 授業者  遠藤 弓子・荒川 智大・髙橋 佑輔
学年講師  船橋市立芝山東小学校 教頭  小宮 裕子 先生

５年  まんが「ひみつ」発見 ～表現方法の効果に迫る～
学習材  『まんがの方法』 授業者  西林 圭悟・小口 まり・笹原 智
学年講師  前習志野市立第三中学校 校長  村田 圴 先生

６年  ６年生はテツガクする
　　～「問い」をもとに読み深め、「心の世界」を広げよう～

学習材  『ぼくの世界、君の世界』 授業者  小山 辰也・勝浦 美佳
学年講師  松蔭大学教授  中村 龍一 先生

習志野市立大久保小学校 習志野市立第一中学校

千葉県教育研究会国語教育部会 全体会

記念講演

千葉県教育研究会国語教育部会 研究発表

習志野市立大久保東小学校

授業
展開

授業
展開

授業
展開

1. 主催者挨拶  千葉県教育研究会国語教育部会長  石井 英樹 　
習志野大会実行委員長  早山 美生 　

2. 来賓挨拶  習志野市教育委員会教育長  植松 榮人 様
3. 来賓紹介
4. 次期開催支会挨拶  東総大会実行委員長  伊藤 昭広 　

演 題  
「問いを立て、追究する過程」としての国語単元学習

講 師  東京学芸大学名誉教授　田近 洵一 先生
※お弁当（800円）は、大久保小学校・大久保東小学校・第一中学校のそれぞれの
　会場で用意しています。申込FAXにて事前にご注文ください。

午後に予定している千葉県教育
研究会国語教育部会全体会及び
支会実践発表は、第一中学校が
会場になります。

住 所  習志野市奏の杜1丁目
13番地1号

アクセス  JR 津田沼駅から徒歩
１０分程

⃝全体会会場の第一中学校には
駐車できません。公共交通機
関をご利用ください。なお、
大久保小学校・大久保東小学
校から、第一中学校まで無料
バスを用意しています。 乗
車希望がありましたら、申込
FAXにてお知らせください。

⃝大久保小学校・大久保東小学
校は当日中は校庭に駐車可能
です。



●下記 参加申込FAX用紙に必要事項を記
入の上、大久保小学校・大久保東小学校・
第一中学校のいずれかの参観を希望され
る学校へFAXを送信してください。

　なお、大久保小学校・大久保東小学校は、
学校HPからも申込を受け付けております。

●地震や天候悪化等により、研究発表大会
を中止する場合は、各校HPにてお知らせ
します。

●大会当日、各校受付にて、資料代として
2,000円を申し受けます。

●参加申込は、9月28日㈮までにお願い
します。

●上ばき等のはきものを御持参ください。

参加申し込み

習志野市立大久保小学校  徳武義裕
〒275-0017 千葉県習志野市藤崎6-9-28

TEL 047-474-1346
FAX 047-474-1347

大会事務局 （問い合わせ）

千葉県教育研究会国語教育部会研究発表大会習志野大会参加申込 FAX送信票
送付先 ※午前中，授業を参観される学校へこの 用紙を送信してください。 
習志野市立大久保小学校
習志野市立大久保東小学校
習志野市立第一中学校  

０４７－４７４－１３４７
０４７－４７７－８１８２
０４７－４７２－６１６６

お名前

学校名

ご住所

電話番号 番号

公開研究会参加申込 ☆参加費 円

＜午前の部＞☆授業提案 会場：大久保小学校・大久保東小学校・第一中学校のいずれか

※大久保小学校，大久保東小学校から，第一中学校に向けて，午前の部終了後に送迎バスを運行します。無料です。

※第一中学校には駐車場がありません。

＜午後の部＞ ☆千国研全体会 会場：第一中学校
 

職 名 お名前
授業

参観校

参加分科会
中学校は中学

特別支援学級は大久保小のみ

お弁当

希望

会場移動のための

送迎バス利用希望

大久保小

大久保東小

第一中

１年・２年・３年・４年

５年・６年・特・中学
有・無 有・無

大久保小

大久保東小

第一中

１年・２年・３年・４年

５年・６年・特・中学
有・無 有・無

大久保小

大久保東小

第一中

１年・２年・３年・４年

５年・６年・特・中学
有・無 有・無

職 名 お名前
参加分科会 レセプション

参加希望

  小学校低学年・小学校中学年・小学校高学年・中学校

（葛北支会） （印旛支会） （香取支会） （東総支会）
有・無

  小学校低学年・小学校中学年・小学校高学年・中学校

（葛北支会） （印旛支会） （香取支会） （東総支会）
有・無

  小学校低学年・小学校中学年・小学校高学年・中学校

（葛北支会） （印旛支会） （香取支会） （東総支会）
有・無

第一中学校
http://www.nkc.city.
narashino.chiba.jp/
1chu/

大久保小学校
http://www.nkc.city.
narashino.chiba.jp/
ookubo/

大久保東小学校
http://www.nkc.city.
narashino.chiba.jp/
daitou/

このFAX申込書は
各校ホームページから
ダウンロードできます。




