2017 新春関東研究集会(茨城・大洗)のご案内

今，子どもが見えていますか？
―本気で 「問い，考え，判断する」仲間関係を育てる ―
「個を育てる教師のつどい」社会科の初志をつらぬく会

◇テーマについて
次期学習指導要領の改訂へ向けて，「アクティブ・ラーニング」による授業が注目さ
れています。
このアクティブ・ラーニングでは，単なる指導法として学び合う学習に形を変えると
いうことではなく，授業実践の原理として子どもたちが自ら発見した課題の達成に向け
て主体的・協同的に取り組む能動的な学習活動でなければなりません。そのためには，
具体的な文脈の中で「問い，考え，判断する」学習活動が，「わかってもらいたい－わ
かってあげたい」という参加者相互の誠実な態度に基づいた探究的コミュニケーション
を通じて，協同して相互理解を達成していく仲間関係の中で展開されるようにしていく
ことが必要です。（藤井千春著『アクティブ・ラーニング 授業実践の原理 迷わないた
めの視点，基盤，環境』明治図書 2016 年参照）
実践提案の中の子どもは，その子の考えにどのように自分の生活や経験を結び付けて
表現しているでしょうか。また，教師はそれをどのように見とり，本気で学び合う仲間
関係が育つ場をつくっているでしょうか。実践記録に向き合いながら，どのようにして
子どもの表現の中にある考えの根拠を見とりその子の表現を支えていくか，また，どの
ようにしてその子の考えを聴き合い，つなげ，発展させていくことのできる豊かな仲間
関係を構築していくか，そして，どのようにして授業づくりを通した学級づくりを進め
ていくかなどについて，参加されるみなさん一人ひとりの実践を語り合いながら，今，
求められる問題解決学習のあり方について考えていきたいと思います。
◇日時 ２０１7（平成 29）年 １月７日（土）～８日（日）
◇会場 大洗ホテル
〒311-1301 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町 6881
(TEL) 029-267-2151 (FAX) 029-266-2621
【交通】
電車…JR 常磐線で，上野より特急「ひたち号」
「ときわ号」にて JR 水戸駅乗り換え，
大洗鹿島線(鹿島臨海鉄道)大洗駅下車，タクシー約５分。
車…○常磐自動車道(友部 JCT 経由)，北関東自動車道(水戸大洗 IC)より約 15 分。
○東関東自動車道(潮来 IC)より，国道 51 号経由で約 80 分。
○宇都宮より，北関東自動車道(宇都宮上三川 IC～水戸大洗 IC)で約 40 分。
★列車のご案内★ 以下の時刻の列車をご利用の方は，大洗駅～ホテル間は，ホテルバスによる送
迎があります。

《往路》
上野 →→→→→→→→→→→→→→ 水戸 →→→→→→→→→→→→→→→→
10:30 発 (ＪＲ特急ときわ 57 号・勝田行) 11:47 着 12:00 発 (大洗鹿島線・鹿島神宮行)
11:00 発 (ＪＲ特急ひたち 9 号・いわき行) 12:06 着 12:34 発 (大洗鹿島線・ 大洗 行)
《復路》
大洗 →→→→→→→→→→→→→→ 水戸 →→→→→→→→→→→→→→→→
13:03 発 (大洗鹿島線・ 水戸 行) 13:21 着 13:27 発 (ＪＲ特急ひたち 14 号・品川行 )
13:41 発 (大洗鹿島線・ 水戸 行) 13:56 着 14:27 発 (ＪＲ特急ひたち 16 号・品川行)

大洗
12:16 着
12:50 着
上野
14:35 着
15:35 着

◇日程
〇１月７日（土）
13:00～13:30
13:30～14:00
14:20～18:00
19:00～20:30
21:00～

受付
全体会（開会の挨拶，提案者より，諸連絡）
分科会
夕食
自由交流の会 ＊飲み物を片手に，交流を深めましょう。

○１月８日（日）
7:30～ 8:30 朝食
9:00～10:15 分科会（もっと言いたいこと，成果と課題の整理）
10:30～12:00 総括ディスカッション
テーマ 今，子どもが見えていますか？
―本気で「問い，考え，判断する」仲間関係を育てる―
・分科会報告及び，提案者からの振り返り
・総括講演 講師 藤井 千春 先生（早稲田大学教授）
＊提案者の振り返りを受けてのコメントを含む
12:00～12:15 全体会（閉会の挨拶，諸連絡）
◇実践提案
○分科会Ａ
３年 社会科「学区にある工場～世界に誇れる日立工機の仕事～」
考えを伝え合うことで，学びが深まっていく授業づくりを目指して
茨城県・小学校
吉井 遥香
学習など，決まっていることにはまじめに取り組むことのできる子どもたちです。
一方で，自分の思いがうまく伝えられず，生きづらさを感じている子どももいます。
そこで，今回は，
「日立工機佐和工場」をみんなで探求していくことを通して，自
分の考えを伝える楽しさ，そして自分の考え，友達の考えが積み重なっていくこと
で，学習が深まっていく面白さを感じられるようにしたいと思いました。しかし，
実際の授業では，私の力量が足りず，なかなかうまく子どもの思いをつなげること
ができません。ぜひ，みなさんにご意見いただき，今後に生かしていきたいと思い
ます。

○分科会Ｂ
４年 社会科「浅野総一郎の埋め立て～京浜工業地帯のさきがけ～」
神奈川県・小学校

今江

恭子

浅野総一郎は明治後期から大正にかけ，京浜地区を中心に様々な開発に取り組ん
できた郷土の偉人です。特に本実践で扱う鶴見臨海部の埋め立ては，その後の京浜
工業地帯発展の先駆けとなる事業でした。しかし，その埋立地に建てられた工場群
や埋め立て地そのものは，少し内陸部に位置する本校の子どもたちからはなじみが
薄いものでもあります。子どもたちがいかに浅野総一郎と彼の事業を身近に感じ，
追究する中でその意味を理解していくかを工夫しながら実践を積み重ねました。抽
出児を中心に，学級の子どもたちの追究のあり方を考えていきたいと思います。

○分科会Ｃ
４年 国語科「みんなでつくる，ごんぎつねの授業～学習問題をみんなで考える～」
東京都・小学校
横森
忍
私は，本実践で初めて子どもたちに学習問題作りをさせました。その手始めが，
「ごんぎつねは，みんなで学習問題を考えて，みんなでつくっていこう。」という呼
び掛けでした。学習問題作りには時間がかかり，子どもたち全員が納得するような
学習問題作りは，それほどに難しいことなのだと私は実感しました。そうした中，
子どもたちから「こんなに話し合いをしたのに意見が二つに分かれている。これ以
上を話しても相手を納得させるのは大変だ。」という意見が出ました。私は，この発
言にとても悩み，困惑しました。参加者の先生方は，そのようなときにどう対応さ
れますか。子どもをどうとらえるか。子どもたち主体の学習問題作りをする際には，
どのような点に気をつけるべきか。特にこれらの問題について，ご一緒に考えさせ
ていただきたいと思います。
◇講師紹介

藤井 千春 先生（早稲田大学教育・総合科学学術院 教授）

「社会科の初志をつらぬく会」研究部長。大阪府立大学総合科学部助手，京都女
子大学文学部専任講師，茨城大学教育学部教授などを経て現職。専門は，ジョン・
デューイの哲学と教育学。全国各地の小中学校訪問や研究会・講演会での活動を通
して，問題解決学習の授業実践などについて，積極的に指導助言を行っている。近
著に，
『時代背景から読み解く 西洋教育思想』ミネルヴァ書房 2016 年，
『アクティ
ブ・ラーニング 授業実践の原理 迷わないための視点，基盤，環境』明治図書 2016
年などがある。
◇参加申し込み
(1)参加費
・宿泊 １７，０００円（学生 １４，０００円）1 泊２食
（早割：１６，０００円 ※12/5 まで）
・通い
３，０００円（学生
２，０００円）
(2)締切日 平成２８年１２月１２日（月）
◎今回は開催地が繁忙期の開催になるため，申込みの時期を早めております。
12 月 5 日(月)までの申込みは早割（-1,000 円）を致します。ご協力ください 。
(3)申し込み方法
・
「参加申込書」に必要事項を記入の上，FAX にてお申込みください。
・氏名・所属・連絡先住所・電話・E-mail・参加分科会・宿泊または通いの別，参加費
合計を記入してください。
・メールでの申し込みを希望される場合は，必要項目を記載して以下のアドレスにお送
りください。
・事務局より申込み受領の連絡をいたします。申込み後１週間を過ぎても連絡が無い場
合には，お手数ですが事務局へ申込みの確認をしてください。
・参加費は，当日受付でお支払いください。
2017 新春関東研究集会 実行委員長 神永 典郎（白百合女子大学）
＜事務局＞
杉本 憲子（茨城大学大学院教育学研究科）
連絡先 〒310-8512 茨城県水戸市文京 2-1-1
（研究室）TEL＆FAX 029-228-8312 ※申込は FAX または E メールで
E-mail

noriko.sugimoto.ns@vc.ibaraki.ac.jp

FAX 番号：０２９－２２８－８３１２ 茨城大学 杉本憲子 行

「２０１７新春関東研究集会」参加申込書
所 属
(学校等

ふりがな

お名前

勤務先)
連絡先
住

〒

電話

所
(携帯)
E-mail
＊

確実に連絡の取れる
ものを，ご記入下さい。

参加費

宿泊

＊該当する
所を○で囲
み，合計を記
入して下さ
い。

通い

一般
早割
(-1,000 円)
学生
(-3,000 円)

１７，０００円
※12/5 まで
１６，０００円

参加分科会

A：３年(社会)

※○で囲んで下

B：４年(社会)

１４，０００円

一般

３，０００円

学生
(-1,000 円)

２，０００円

さい。

C：４年(国語)

合計
※お一人につき，１枚の申込書をお送りください。

◎今回は開催地が繁忙期となるため，申込みの時期を早めてお
ります。12 月 5 日(月)までの申込みは，早割（-1,000 円）と
致しますので，早めの申込みにご協力をお願いします 。
なお，申込み締切は，平成 28 年 12 月 12 日（月）です。

申込先

FAX 番号 ０２９-２２８-８３１２
（茨城大学

杉本

憲子）

※期日を過ぎてからの申込みの場合は，下の担当（大場）まで，必ず電話又はメール
でご連絡いただき，手続きをお願い致します。
連絡先

大場

俊彦(大洗町立大洗小学校)
●電話
090-6156-3038
●メール toshi.oba1980@gmail.com

