民教連2018年夏季全国集会一覧 5月16日時点
団体名
ＮＰＯ法人・家庭科教育研究者
連盟(家教連)

一般社団法人 ”人間と性”教
育研究協議会(性教協)

一般社団法人 歴史教育者協
議会(歴教協)

音楽教育の会

日時
場所
大会テーマ・講演・分科会など主な内容
参加費等
8月4日 小田原市、学校法 集会テーマ：「生かそう 憲法・子どもの権利条約－子どもたちの現実・生活か 参加費：会員4000円、一般45000円、学生2000
円
～5日 人新名学園旭丘高 ら出発する家庭科－」
記念講演：「個人の尊厳を大切にする教育」講師・前川喜平さん
宿泊：ホテル希望者には1万円程度のホテルを
校

8月4日 JA長野県ビル
～6日
8月4日 同志社中学校・高
～8日 等学校

8月3日 仙台市若林体育館
～5日

8月3日 3日：高崎市総合文
～5日 化センター内中央
科学教育研究協議会（科教協)

学力の基礎をきたえどの子も伸
ばす研究会(学力研)

学校体育研究同志会(体育同志
会）

公民館・文化会館
4･5日：高崎健康福
祉大学高崎高校

8月4日 エルおおさか（大阪
～5日 市)

8月4日 滋賀県近江市
～5日

7月30日 東京都
漢字指導法研究会(国字研)

江戸川区タワー
ホール船橋

8月6日 ホテル紫苑（岩手
～8日 県盛岡市)
技術教育研究会(技教研）

8月10日 法政大学第二中・
～12日 高等学校
教育科学研究会（教科研）

8月4日 東京・吉祥寺 成蹊
～5日 小学校
子どもの遊びと手の労働研究
会（手労研)

8月4日 大東文化大学
～5日
産業教育研究連盟(産教連)

児童言語研究会(児言研)

新英語教育研究会(新英研）

8月4日 東京都
～5日 江戸川区タワー
ホール船橋

8月3日 長崎県立大学佐世
～5日 保キャンパス

8月4日 国立オリンピック記
～5日 念青少年センター
数学教育実践研究会(数実研)

数学教育者協議会(数教協ＡＭ
Ｉ）

8月8日 同志社中学校
～10日

テーマ別分科会：①過労死根絶のために学校授業での取り組みを考える ②
漂流少女のリアル ③TPPなどの貿易協定と日本の食の安全行政の後退 ④
家族の地域の自助・共助に頼る社会保障の解体 ⑤家庭科で何をどう教える
のか 2日目、特支、小、中、高分科会での実践の検討・討議
大会テーマ：すべての人に性の学びを～「国際セクシュアリティ教育ガイダン
ス」を活かしたあらたな実践をひらく～
記念講演：ともに変化を起こす～性暴力の理解と必要な支援～ 山本 潤さん
(一般社団法人Spring代表理事)
大会テーマ：「現代と”明治一五〇年”－けんぽう・ちいき・みらい」
記念講演：「『明治一五〇年』を考える」加藤陽子(東京大学)
8/4：全体会（地域実践報告・記念講演)
8/5：分科会(学校種、時代、テーマ別の全23分科会)・地域に学ぶ集い（全15
テーマ)
8/6：分科会・閉会集会
8/7～8：現地見学会(全8コース)
大会テーマ：「音楽で育つ－生活の中に歌とリズムがいっぱい」
全国で実践された子どもの歌声を聴いて、音楽で子どもが育つ事実について
語り合う。教材曲を歌ったり、ピアノの音楽を聴いて身体を動かす「リズム表現」
をして、心と体で音楽の喜びを感じとり、これからの実践につなげる。
共同研究者：志村泉(ピアニスト)
後援：宮城県教育委員会・仙台市教育委員会
大会テーマ：「自然科学をすべての国民のものに－自然やものから学び、楽し
くわかる理科教育の創造を－」
記念講演：矢島稔①子どもたちの質問に答える～「子ども電話相談室ライブ」、
②皇居でホタルを育てて40年～環境と生きものの関係を考え、実践する～
分科会：①幼児・小学校低学年（生活科）、②小学校中学年 ③小学校高学年
④物理 ⑤化学 ⑥生物 ⑦地学 ⑧障害児・者と自然科学教育、⑨自然と社
会、⑩教員養成
大会テーマ：「確かな学力と平和な未来をすべての子どもたちに」
１日目:午前 実践報告 岸本ひとみ（兵庫学力研)記念講演「教師の働き方革
命～授業力向上のための10箇条～」、森川正樹氏(関西学院初等部教諭、教
師塾「あまから」代表)、午後 読み書き計算入門・漢字・授業づくり（算・国)・板
書ノート指導・課題のある子の学力づくり・小中高をつなぐ学力づくりなど14講
座
2日目：全日 小学1年～6年・中学高校・家庭教育の講座・分科会
大会テーマ：「すべての子どもたちに豊かな運動文化を～「ともに」生きる体
育・健康教育実践の創造～」
記念講演：「当たり前から広がる平和」杉浦誠司氏
分科会：障害児体育・幼年教育・小学校体育・中学校体育・高校体育・バスケッ
トボール・フラッグフットボール・サッカー・器械運動・民舞・陸上・水泳・健康教
育・体育理論・子ども、スポーツ、社会と学校づくり・グループ学習・入門教室
大会テーマ：「学びあい、ことばの世界をひろげる漢字の学習」
全体会：漢字教育の基本提案(1セット5過程方式授業の意義と方法、教育漢字
の6000字精選案)
分科会：(1)学年別 ①小学校低学年 ②小学校中学年 ③小学校高学年 ④
中学校
(2)テーマ別 ①初めての漢字・1年生 ②漢字DE学級づくり ③言語理論・漢字
精選 ④指導にいきる漢字の基礎知識
大会テーマ：「国民のための技術・職業教育の創造を！」
記念講演：小野寺英輝(岩手大学理工学部)「大島高任の足跡を辿る」、特別講
演：「震災復興と高校職業教育」
実技・理論講座：６講座、内容別分科会：Ａ小・中の技術教育、Ｂ高校以後の技
術・職業教育、問題別分科会：Ｃ技術史、Ｄ諸外国、Ｅ発達、Ｆ授業づくり、Ｇ障
害児・者、Ｈ教員養成
見学会：小岩井農場
大会テーマ：「子どものしあわせ おとなもしあわせ～いい教育ってなんだろ
う？～」
講演：望月衣塑子氏（東京新聞社会部記者）「新聞記者として生きる」（仮）
教科研講座：学級通信、学校への質問、中学道徳教科書など
教育問題フォーラム：学力と教育課程、教師の働き方、貧困と子ども若者、拳
法「改正」と教育、公教育の市場化
分科会：子どもの生活と文化、青年期の教育、能力発達学習、身体と教育、美
的能力と教育、ことばと教育、社会認識と平和、自然認識と教育、道徳性の発
達と教育、教育課程と評価、学校づくり、地域と教育、政治と教育、性と教育、
発達障害、現代の子育て、教師の危機と希望、教室と授業を語る
大会テーマ：「子どもたちに遊びと手仕事を！」
基調提案Ⅰ：西山裕二「初めてだってやればできる」、基調提案Ⅱ：松元達郎
「今、語っておきたいものうｄくりの意義」
分科会：Ⅰ遊び・生活、Ⅱものづくり、生活科・総合学習、Ⅲ工作・技術の教育、
Ⅳ特別支援教育、Ⅴ井戸端(退職者・現場を持たない方)
2日目に実演講座・パズル、木工作、草でつくる、紙の工作など14講座、
その他 つくり放題のコーナー有り。その他交流会や全体会で小学校の出し物
などがあります。
大会テーマ：「巧みな手、科学する頭、くらしと社会を支える力を育む技術教
育・家庭科教育」
基調提案の後、分科会としての授業実践研究Ⅰ:A材料の加工、B情報の技
術、授業実践研究Ⅱ：C栽培・食物、Dエネルギー変換、他にも課題解決検討会
を実施。両日とも教材教具の展示と簡単な実験や実習を予定。誰でもレポート
発表、問題提起ができる。
後援：大東文化大学
大会テーマ：「憲法・『子どもの権利条約』を学校に生かそう ことばの力・生き
る力を育てる国語の授業の創造」
シンポジウム：「ニュースの見方を考えよう」(中1)の授業をめぐって
講演：森康之氏(映画監督)「学ぶこと・問い続けること」
4日午後：基礎講座(文学説明文他)・領域別分科会(文法・学級づくり他)
5日：授業分科会(小･学年別･中学)「ごんぎつね」「やまなし」他(模擬授業あり)
大会テーマ：「すべての子どもたちに外国語を学ぶ喜びと平和な未来をひらく
力を～多様性に学び 思考を育てる 豊かなことばの教育を」
講演：内田樹（哲学者)「言語を学ぶということ」
分科会等：小学校の英語科から中・高・大の英語の授業実践を、入門講座・
ワークショップ・テーマ別10分科会 全国各地から約40人がレポートします。自
主教材交流会、地域別懇談会、ポスターセッション等あり。
大会テーマ：「子どもたちの生きる力となる算数・数学教育を作り出そう～数学
を学ぶ意義を考える～」
全体講演：「算数の授業を支える学級集団づくり」
小学校実践交流分科会・領域別実践講座・授業づくりワークショップ／中学校
高校講演会実践交流分科会
会長講演「算数￥数学をとらえ直す－私たちは何のために教えるのか－」
１日目夜に懇親会を行います。
大会テーマ：「子どもとつくろう数学の世界～涼を大切にした学び～」
記念講演：秋山豊寛氏（ジャーナリスト/旧ソ連の宇宙ステーションに滞在)
分科会：特別支援学小中高20に分かれ提案・討議（一部講座）
公開授業：特別支援小中高別に講師が児童・生徒に授業、数教協のこれまで
の実践を体現、その後の授業検討
教具展（作り方、使い方）、講座（指導法、考え方、体系）
数学サロン（授業づくり、教具作り等）、ポスター展（期間中）ほか

紹介
問合せ：044-272-8263(中澤)

問い合わせ先：”人間と性”教育研究協議会事
務所
Tel 03-3379-7556
http://www.seikyokyo.org
参加費：会員・教員5500円（当日6000円)、学
生・一般1500円
問合せ：歴教協HP
http://www.rekkyou.org/
富士国際旅行社
03-3357-3317
参加費：7500円（学生4200円)、１日参加：5000
円
宿泊費：9000～13500円
連絡先：沢屋敷一子（事務局）
Tel & Fax 022-249-7971
参加費：2日以上参加 会員4000円・未会員
5000円(ただし県内教員は4000円、県内外の非
常勤講師・大学生・大学院生1000円)、1日参加
2000円
問い合わせ先：群馬大会実行委員会事務局長
福田利明（夜間19～21時)
Tel 090-9145-0913
科教協HP http://kakyokyo.org/
参加費：教職員6000円・父母・学生3000円(事
前入金5000円、会員割引有）
申込：こくちーず（学力研全国フォーラムで検
索）またはFAXにて
詳細：学力研 http://gakuryoku.info/
参加費：３日間9000円、2日間7000円、1日4000
円(学生は半額)、文化交流の夕べ7000円
宿泊費別：申込はホームページから
http://taiiku-doshikai.org

参加費：3000円（学生1000円）
振替口座00120･2･166984国字問題研究会」
連絡先乗木（ノリキ）養一
Tel & Fax 048-833-8299
HP::http://kanzi.la.coocan.jp
kanzisido@yahoo.co.jp
参加費：5000円
宿泊費：（２泊６食）３万円
申込は、技術研ホームページから
問い合わせ：電話043-290-2583
kinoshita@faculty.chiba-u.jp

参加費：全日参加は教職員5000円、一般3000
円、大学生・院生1000円、１日参加は教職員
2500円、一般1500円、大学英・院生500円、
キッズるーむあり
連絡先：教科研事務所、火・金13時から17時、
電話・fax 03-3235-0622
kyoukaken@nifty.com

参加費：5000円、退職者、学生、新任2年まで、
同一職場など各種割引有り
問合せ：千葉大学 鈴木隆司まで
t-suzuki@faculy.chiba-u.jp
Tel & Fax 043-290-2580

全日程参加3000円(会員2000円、学生1000
円)、1日だけの参加は2000円。
申込はhttp://www.sankyoren.comから
問合せ：亀山俊平 Tel 042-734-5052
kame@mbj.ocn.ne.jp

参加費：2日5500円・会員5000円・学生2000
円、1日3500円・会員3000円・学生1000円
振込：ゆうちょ銀行00170-8-462471児童言語
研究会
問合せ：森慎
Tel 03-3302-5955
参加費：1泊2食8000円(講師・学生・会員は割
引有)
問合せ：亀山俊平
Tel 042-734-5052
kame@mbi.ocn.ne.jp
まで
参加費：4000円(学生1000円)
宿泊は各自で
詳しくはHPを見てください。
Http://sujituken.sikotoba.jp

参加費：6000円早割、学割有り
宿泊：各自で、東武トップツアーズ京都教育旅
支店（７月まで）Tel075-361-0991も可
申込：大会専用ホームページ
http://ami.to/2018
問合：野村 ami2018k@gmail.com
Tel 090-9096-6221

全国高校生活指導研究協議会
（高生研）

全国事務職員制度研究会（制
度研)

全国障害者問題研究会(全障
研)

8月10日 10日県民ふれあい
～12日 会館
11･12日青翔開智
中学校・高等学校

8月5日 山梨県石和温泉ホ
～7日 テル

8月4日 4日ウェスタ川越
～5日 5日川越市中心

8月3日 東京・代々木公立
～5日 青少年総合セン
全国商業教育協議会（商教協)

全国生活指導研究協議会(全生
研)

全国到達度評価研究会(到達
研)

全国農業教育研究会（全農研）

全国保育問題研究協議会夏季
セミナー（全国保問研）

全国民主教育研究所（全民研)

全国幼年教育研究協議会（全
幼協)

ター

8月4日 神奈川県藤沢市
～6日 「私立湘南学園小
学校」

8月4日 京都教育文化セン
～5日 ター
9月22日 京都教育大学
～9月24
日

8月25日 首都大学南大沢
～26日 キャンパス

７月27日 国立オリンピック記
～29日 念青少年センター

７月28日 ふじみの市
～29日
8月31日 福岡県行橋市北泉
～9月2日 古屋信一氏宅

地域と教育の会（地域と教育）

8月5日 北海道立道民活動
～7日 センター
地理教育研究会（地教研）

日本演劇教育連名（演教連)

日本作文の会(作文の会/日作)

8月2日 国立オリンピック記
～3日 念青少年センター

8月3日 福岡市（西南学院
～5日 小学校他）

8月4日 大阪電気通信大学
～6日 寝屋川駅前キャン
日本生活教育連盟(日生連)

パス

8月4日 武蔵野スイゲン
日本文学教育連盟(文教連)

人間の歴史の授業を創る会

ホール

8月18日 山梨県上の原「人
～19日 間の歴史教材教具
博物館」

大会テーマ：「若者を生活現実からはじめる主権者教育」
基調発題：「若者を生活現実からはじめる主権者教育～生きてありたい社会を
語り合うために～」
一般分科会：「生徒会」「ＨＲ」「学年づくり」「学校づくり」「地域と学校」
問題別分科会：「特別支援」「部活問題」「コミュニケーションとハラスメント」「主
権者教育」
（詳細は高生研大会応援ブログ 高生研ＨＰの全国大会のページを参照）
大会テーマ：「”子ども発、子ども行き”～あたりまえおの子ども期をどの子にも
～」
記念講演：「次世代の学校」が描く子ども像～そして学習権を保障する学校事
務職員像～講師 中田康彦さん（一橋大学）
「町づくりと無償教育(仮）など二つのテーマ別学習会
「子どもの権利と就・修学保障」「学校の今と学校事務職員制度」など５つの分
科会
大会テーマ：「わたしのねがい
みんなのねがい だれもがいのちかがやく未
来へ」
4日・全体会：重点報告「障害者権利条約をめぐる動向」園部秀夫(全障研副委
員長、JD副代表)、記念講演「学びあい 育ちあう仲間は かけがいのない財
(たから)」新井たかね(障全協副会長)、
学習講座：白石恵里子・河合隆平・堅十萌子 41分科会(就学前。学齢期、青年
成人期など）＋特別分科会
大会テーマ：「99%の人を大切にする商業教育～新学習指導要領と経済政策」
講演：講演者未定
分科会：「新学習指導要領を考える」「地域学習活動と小論文指導」などを予定

参加費：全日程参加5000円・２日参加4000円、
１日参加2000円、学生1000円
問合せ先：安藤誠也 a-seiya@cty-net.ne.jp
高生研大会応援ブログに申込フォーム
agape1917@goo.jp

参加費：4000円(未会員5000円)
宿泊費：１泊２食10950円予定
参加申し込み：長野市立中条中学校、下平容
子
Fax 026-267-2018
参加費：予約(一般)6000円(学生・障害者)4000
円、当日参加7000円
問合せ：全障研全国事務局
03-5285-2601

参加費：3日間4000円(学生1500円)、１日1500
円(学生500円)
宿泊：1泊（素泊まり)2800円（国立青少年ス
ポーツセンター内)
申込先･連絡先:協議会事務局
qqkp37z9n@marble.ocn.ne.jp
Fax 03-3990-3493
第60回全国大会(神奈川大会)テーマ：「討議・討論をとおして、子どもが権利 参加費：全日程参加7000円(6/30までは1000
主体となる自治の世界をつくりだそう(仮題)」
円割引)、65歳以上の方、お子様連れの参加の
基調提案・入門講座・実践講座・一般分科会（レポートをもとに）、ワークショッ 方：1000円割引。学生：3000円(２日間2000円、
プ・テーマ別分科会など多彩な学習が用意されています。
1日1000円）
連絡先：岸幸雄080-3152-8480
大会テーマ：到達度評価で、深い学びと豊かな人間性形成を
参加費：3000円(1日参加は1500円）。青年教職
１日目13時から17時 基調報告、全体会：小・中学校づくり・学校づくり・職場づ 員（35歳まで)は2000円（１日参加は1000円）
くり、
問い合わせ先：西原弘明 080-6215-1564
２日目9時から15時半まで Ａ授業づくりと到達度評価（小・中学校よりレポー
nininga4@mua.biglobe.ne.jp
ト）、Ｂ低学力・仮題のある子どもと到達度評価（主に高校よりのレポート）、Ｃ道
徳・小学校英語
テーマ：第48回京都・大阪大会
人を育てる農と食～京の伝統の食と農に学 参加費：4000円 １日参加1000円 学生無料
ぶ～
宿泊費：２泊５食27000円
講演：子どもの発達における農と食の教育（土屋英男・京都教育大学）
事務局：〒959-3241
リレートーク：私のめざす農と食の教育 小・中・高・大学から
新潟県村上市桃川885 内山雄平
調理実習：京野菜と和食（竹中徹男） 栽培と調理実習の連携（湯川夏子）
Tel & Fax 0254-66-7713
分科会：①農業技術の多様性と職業教育②学校の食農教育③地域連携地域 you-hey@bg.wakwak.com
づくり
大会テーマ：一人ひとりが「生活の主体」として育つ乳児保育－より豊かな乳 参加費：一般6000円、学生3000円
児保育について考え合う－
宿泊は各自でお取りください
シンポジウム：「豊かな乳児保育を創造するために～実践を深める三つの視点 申込問い合わせ：全国保育問題研究協議会事
～」①乳児が生活の主体となるとは？②一人ひとりを丁寧に保育するとは？③ 務局
保護者とのよりよい関係づくりとは？の三つの視点からシンポジストに問題提 Tel & Fax 03-3818-8026
起をしてもらい、実践を深めるてだてを追求していきます。他、三つの視点でを http://zenhomon.jp
テーマにした実践提案の検討を予定
info@zenhomon.jp
大会テーマ：新学習指導要領と憲法教育の課題
参加費：全日程5000円 学生3000円
27日：特別報告「７年目の福島～学校・地域はいま～」新学習指導要領のシン 宿泊費：3500円(先着順)
ポジウム 懇親会
申込先：山崎裕康 yamaza@mya.biglobe.ne.jp
28日：分科会 第一「民主主義教育」 第二「憲法と平和」 第三「学力と授業づ 菅澤康雄 sugasawaya@jcom.home.ne.jp
くり＆デモクラカフェ」
29日：記念講演 前川喜平氏「憲法と教育」 フィールドワーク 第五福竜丸
研究主題：「いのち はぐぐみ かがやく －見つめよう 伝えよう 一人かが 詳細はホームページ、チラシを
やく 平和な未来を－」
記念講演 ３保育講座 ７分科会
大会テーマ：「地域で子どもたちを育てる－寺子屋 楽しく遊び、楽しく学ぶ
参加費：3000円（１日のみは1000円）
みんあちがってみんないい－」
フィールド代は実費 宿泊代は各自で支払う
31日：午後２時から全体会 記念講演「寺子屋の取り組みについて」古屋信一 連絡先：地域と教育の会事務局長 毛呂敏広
氏（羽根木寺子屋代表・福岡県行橋市）
〒629-3101
１日：午後９時からフィールドワーク寺子屋参観、午後から地域のフィールド
京都府竹野郡網野町網野1003番地
ワーク（フィールド 行橋の文化と歴史を探る）
携帯080-1478-5115（毛呂携帯）
２日：午前９時から正午まで、まとめと総会
テーマ：「子どもとともに地域で学ぶ地理教育の創造を」～新学習指導要領を 参加費：一般4000円、シルバー3000円、学生ま
考える～
たは講演会のみ参加500円、現地見学会費
記念講演：北海道大学名誉教授(前北星学園大学教授)小野有五氏『たたかう 6000円
地理学』の30年～千歳川放流水路計画の中止、アイヌ語地名の併記問題、知 問合せ・申込み：地教研事務局
里幸恵記念館建設運動、そして柏原原発の廃炉をまざして～
chikyoken@sepia.plala.or.jp
分散会２日目午前：小学校、中学校、高等学校、大学、生涯学習
分科会２日目午後：身近な地域の学習、日本地理、世界地理、現代世界と平
和、学力と評価
現地見学３日目：野幌森林公園・北海道博物館、八紘学園、軍都月寒史跡、山
鼻屯田史跡、17時札幌北口解散
大会テーマ：「表現－子どもが輝くとき」
参加費：1日講座 会員4000円、一般 6000円
内容：劇あそび・朗読・演技・演出・タップダンス・英語劇・インプロ・授業づくり・ 半日講座 会員2000円、一般 3000円
道徳教育・義太夫などの12講座。講座発表、会員のパフォーマンス発表、ドラ 申込お問い合せ先：
マパーク、親睦会などあり。
Tel 03-3983-6780
Fax 03-3983-6788
enkyoren@cronos.ocn.ne.jp
テーマ：すべての子どもに生活に根ざした表現と生きる力を
参加費：３日通し前売券（教職員5000円、父母
8/3、現地九州福岡から「ことのは発信」・記念講演「ことばの海でどんぶらこ」 学生退職教員3000円）、１日前売券3000円
木坂涼（詩人)
東京都文京区本郷1-20-6日本作文の会
8/4、「子どもの言葉と表現」など17分科会
Tel 03-3812-1493
8/5、「作文教育のすすめ方」など8講座、特別講演｢愛おしきいのちのために－ sakubun@nifty.com
ダウン症のある私から」岩本綾/岩本照雄・甦子
研究主題：なかまとつながり、未来をひらく～多様性をみとめあい、命かがやく 費用：一般教職員6000円(会員5000円)一般
学びを～
3000円、大学生2000円
開会全体集会(4日)：記念シンポジウム「ちながりあって子どもを守る～子どもた 申込のお問い合せ：日生連本部事務局042ちの居場所をみんなで～」パネリスト 重江良樹氏(映画「さとにきたらええにゃ」 733-0036、和光鶴川小学校内（和田）
監督)、辻まちこ氏(くまとり子どもレストラン運営)他、コーディネーター山口隆
氏、※同日、午前に映画「さとにきたらええにんや」上映会も行います。
生活活動講座・文化活動実技講座、10の分科会(3日間)
大会テーマ：ゆたかな感情とたしかな認識を育てる文学教育－心と心がひび 参加費：1000円
きあう文学の授業
申込問合せ：事務局・中山
分科会：①分外の授業と学級づくり ②詩のある教室と学級づくり ③読み聞か Tel 0422-31-8181
せと学級づくり
講演：伊藤千尋氏(仮)「教育・生活の中に憲法を生かす」
大会テーマ：「人間の歴史を授業しよう」
申込問い合わせ先：詳細についてはお問い合
若い先生方の役に立つ授業の話・実践報告（小学校、中学校、社会科と他教 せください
科を含む）・ものづくり講座
事務局：〒340-0802
埼玉県八潮市鶴ヶ曽根824-7 川上泉
Tel & Fax 048-945-0651
kawakami-0999@kiu.biglobe.ne.jp

8月10日 京都立命館中学
～12日 校・高等学校

大会テーマ：「それ、ええなあ！ えがくことつくること みんなのよろびに－人
格の発展と結びついた美術教育を進めよう－」
記念講演：11日「岡田よしたかさん（絵本作家）」
基礎講座:10日 水彩入門・木版画・特別支援教育・乳幼児の描画活動・思春
期の実践
発達別分科会：乳・幼児・小学校・思春期・青年期・特別支援教育
12日分科会報告、実技まつり 長い経験から生まれた魅力ある教材をたくさん
紹介します。また、実践作品を持ち寄り、日ごろからの疑問も悩みも語りあいま
しょう
大会テーマ：「読解を深める表現よみ総合法」
全体会：授業に生かせる表現よみ総合法の基本提案・講師による表現読み・
授業の実践報告
分科会：表現よみ総合法の基礎講座・参加者が生徒になっての低・中・高学年
の模擬授業

大会参加費：３日間7000円（機関紙２冊）、１日
参加4000円（過員し２冊）
申込問い合わせはホームページから
http://www.susumerukai.com

8月5日 八王子大学セミ
～7日 ナーハウス

大会テーマ：バトンを受け継ぐもの 受けるもの－
『君たちはどう生きるのか』（吉野源三郎）/『漫画 君たちはどう生きるのか』
（羽賀翔一）/基調報告/ゼミ『君たちはどう生きるのか』を読む/特別報告・ケス
トナー・現代の作家たちと『君たちはどう生きるのか』をめぐって

8月4日 神奈川学園・精華
～5日 小学校

大会テーマ：「ものの見方・考え方を育てる国語教育－美と真実を求めて」
4日全体会：基調提案 上西信夫 記念コンサート 工藤直子（詩人）×新沢とし
ひこ（シンガーソングライター）、記念講演：落合恵子（作家）「言葉の力、沈黙の
深さ」、公開授業・シンポジウム（授業者・多方知史、兵庫文芸研）
5日分科会・入門講座：小1～小6・中高の学年別7分科会、詩・作文・絵本・文芸
学・ものの見方考え方の５入門講座
大会テーマ：「舞い、学び、踊り、育つ」
民族舞踊を学ぶには、芸能が伝わるその土地を知り、そこに暮らす人々と触れ
合い、心と身体で学ぶことが大切です。民舞研は、今年創立50周年です。地元
で学ぶことの大切さをじっくり学ばせていただいた小本の地で、子どもたちに
とって踊りがいのある中野七頭舞を、今年もしっかり学び合いましょう。
大会テーマ：「地域に根ざした健康教育の創造をめざして」
記念講演：「子ども・子育て・教育を問い直す」－子ども権利の視点から－講師
増山均氏（前早稲田大学文学学芸院教授）
講座：①養護教員の仕事、②ＬＧＢＴ、③院内学級、④人形劇、の４講座
分科会：６分科会

参加費：全日参加13000円（学生10000円）、２
日間参加10000円）学生8000円）、１日のみ参
加5000円（学生4000円）
宿泊費：１泊4110円
申込先：電話03-3788-1263
参加費：6000円(一日参加3500円)学生・退職
教員3000円(1日も同じ)
問い合わせ先：大会実行委員会（倉富寿史）
090-3063-6667
kukuhihi2002@yahoo.co.jp
申込は文芸研ＨＰから。「文芸研」で検索ｊ
参加費：10000円
宿泊費：5400円（朝食のみ)
申込・お問い合せ
0465-47-9323 古矢
042-745-2945 青木
参加費：サークル員7000円・一般7500円、学生
3000円
問い合わせ先：国際ツーリストビューロー担当
安野（あんの）
Tel 078-351-2110

美術教育を進める会（進める
会）

7月28日 調布市文化会館た
表現よみ総合法教育研究会
（表教研）

文学教育研究集団(文教研）

文芸教育研究協議会(文芸研）

民族舞踊教育研究会(民舞研)

全国養護教諭サークル(全養
サ)

づく
（東京都調布市）

７月28日 岩手県
～29日 岩泉町小本
8月4日 法政大学第二中・
～5日 高等学校

参加費：３０００円（資料代を含む）郵便振替で
の申込。番号00150･9･710091 加入者名 表現
よみ総合法研究会
問い合わせ先：田村利樹 日野市西山平5-182 042-582-1830 komp1830@jcom.zaq.ne.jp

※注 ５月１６日時点で、把握している一覧です。 記載ミス・変更等の責任は負えません。 詳細はそれぞれの主催団体にお問い合せをお願いします。

民教連2018年夏季全国集会一覧（日程順） 5月16日時点
団体名
日時
場所
７月27日 国立オリンピック記
～29日 念青少年センター

全国民主教育研究所（全民研)

7月28日 調布市文化会館た
づく
（東京都調布市）

７月28日 ふじみの市
～29日
７月28日 岩手県
～29日 岩泉町小本

表現よみ総合法教育研究会
（表教研）
全国幼年教育研究協議会（全
幼協)
民族舞踊教育研究会(民舞研)

7月30日 東京都
江戸川区タワー
ホール船橋

8月2日 国立オリンピック記
～3日 念青少年センター

8月3日 長崎県立大学佐世
～5日 保キャンパス

漢字指導法研究会(国字研)

日本演劇教育連名（演教連)

新英語教育研究会(新英研）

8月3日 東京・代々木公立
～5日 青少年総合セン
ター

8月3日 仙台市若林体育館
～5日

音楽教育の会

公民館・文化会館
科学教育研究協議会（科教協)
4･5日：高崎健康福
祉大学高崎高校

日本作文の会(作文の会/日作)

8月4日 東京・吉祥寺 成蹊
～5日 小学校
子どもの遊びと手の労働研究
会（手労研)

8月4日 大東文化大学
～5日
産業教育研究連盟(産教連)

8月4日 東京都
～5日 江戸川区タワー
ホール船橋

児童言語研究会(児言研)

8月4日 国立オリンピック記
～5日 念青少年センター
数学教育実践研究会(数実研)

8月4日 4日ウェスタ川越
～5日 5日川越市中心

8月4日 同志社中学校・高
～8日 等学校

参加費等
参加費：全日程5000円 学生3000円
宿泊費：3500円(先着順)
申込先：山崎裕康 yamaza@mya.biglobe.ne.jp
菅澤康雄 sugasawaya@jcom.home.ne.jp

大会テーマ：「すべての子どもたちに外国語を学ぶ喜びと平和な未来をひらく
力を～多様性に学び 思考を育てる 豊かなことばの教育を」
講演：内田樹（哲学者)「言語を学ぶということ」
分科会等：小学校の英語科から中・高・大の英語の授業実践を、入門講座・
ワークショップ・テーマ別10分科会 全国各地から約40人がレポートします。自
主教材交流会、地域別懇談会、ポスターセッション等あり。
大会テーマ：「99%の人を大切にする商業教育～新学習指導要領と経済政策」
講演：講演者未定
分科会：「新学習指導要領を考える」「地域学習活動と小論文指導」などを予定

全国商業教育協議会（商教協)

8月3日 3日：高崎市総合文
～5日 化センター内中央

8月3日 福岡市（西南学院
～5日 小学校他）

大会テーマ・講演・分科会など主な内容
大会テーマ：新学習指導要領と憲法教育の課題
27日：特別報告「７年目の福島～学校・地域はいま～」新学習指導要領のシン
ポジウム 懇親会
28日：分科会 第一「民主主義教育」 第二「憲法と平和」 第三「学力と授業づ
くり＆デモクラカフェ」
29日：記念講演 前川喜平氏「憲法と教育」 フィールドワーク 第五福竜丸
大会テーマ：「読解を深める表現よみ総合法」
全体会：授業に生かせる表現よみ総合法の基本提案・講師による表現読み・
授業の実践報告
分科会：表現よみ総合法の基礎講座・参加者が生徒になっての低・中・高学年
の模擬授業
研究主題：「いのち はぐぐみ かがやく －見つめよう 伝えよう 一人かが
やく 平和な未来を－」
記念講演 ３保育講座 ７分科会
大会テーマ：「舞い、学び、踊り、育つ」
民族舞踊を学ぶには、芸能が伝わるその土地を知り、そこに暮らす人々と触れ
合い、心と身体で学ぶことが大切です。民舞研は、今年創立50周年です。地元
で学ぶことの大切さをじっくり学ばせていただいた小本の地で、子どもたちに
とって踊りがいのある中野七頭舞を、今年もしっかり学び合いましょう。
大会テーマ：「学びあい、ことばの世界をひろげる漢字の学習」
全体会：漢字教育の基本提案(1セット5過程方式授業の意義と方法、教育漢字
の6000字精選案)
分科会：(1)学年別 ①小学校低学年 ②小学校中学年 ③小学校高学年 ④
中学校
(2)テーマ別 ①初めての漢字・1年生 ②漢字DE学級づくり ③言語理論・漢字
精選 ④指導にいきる漢字の基礎知識
大会テーマ：「表現－子どもが輝くとき」
内容：劇あそび・朗読・演技・演出・タップダンス・英語劇・インプロ・授業づくり・
道徳教育・義太夫などの12講座。講座発表、会員のパフォーマンス発表、ドラ
マパーク、親睦会などあり。

全国障害者問題研究会(全障
研)

一般社団法人 歴史教育者協
議会(歴教協)

大会テーマ：「音楽で育つ－生活の中に歌とリズムがいっぱい」
全国で実践された子どもの歌声を聴いて、音楽で子どもが育つ事実について
語り合う。教材曲を歌ったり、ピアノの音楽を聴いて身体を動かす「リズム表現」
をして、心と体で音楽の喜びを感じとり、これからの実践につなげる。
共同研究者：志村泉(ピアニスト)
後援：宮城県教育委員会・仙台市教育委員会
大会テーマ：「自然科学をすべての国民のものに－自然やものから学び、楽し
くわかる理科教育の創造を－」
記念講演：矢島稔①子どもたちの質問に答える～「子ども電話相談室ライブ」、
②皇居でホタルを育てて40年～環境と生きものの関係を考え、実践する～
分科会：①幼児・小学校低学年（生活科）、②小学校中学年 ③小学校高学年
④物理 ⑤化学 ⑥生物 ⑦地学 ⑧障害児・者と自然科学教育、⑨自然と社
会、⑩教員養成
テーマ：すべての子どもに生活に根ざした表現と生きる力を
8/3、現地九州福岡から「ことのは発信」・記念講演「ことばの海でどんぶらこ」
木坂涼（詩人)
8/4、「子どもの言葉と表現」など17分科会
8/5、「作文教育のすすめ方」など8講座、特別講演｢愛おしきいのちのために－
ダウン症のある私から」岩本綾/岩本照雄・甦子
大会テーマ：「子どもたちに遊びと手仕事を！」
基調提案Ⅰ：西山裕二「初めてだってやればできる」、基調提案Ⅱ：松元達郎
「今、語っておきたいものうｄくりの意義」
分科会：Ⅰ遊び・生活、Ⅱものづくり、生活科・総合学習、Ⅲ工作・技術の教育、
Ⅳ特別支援教育、Ⅴ井戸端(退職者・現場を持たない方)
2日目に実演講座・パズル、木工作、草でつくる、紙の工作など14講座、
その他 つくり放題のコーナー有り。その他交流会や全体会で小学校の出し物
などがあります。
大会テーマ：「巧みな手、科学する頭、くらしと社会を支える力を育む技術教
育・家庭科教育」
基調提案の後、分科会としての授業実践研究Ⅰ:A材料の加工、B情報の技
術、授業実践研究Ⅱ：C栽培・食物、Dエネルギー変換、他にも課題解決検討会
を実施。両日とも教材教具の展示と簡単な実験や実習を予定。誰でもレポート
発表、問題提起ができる。
後援：大東文化大学
大会テーマ：「憲法・『子どもの権利条約』を学校に生かそう ことばの力・生き
る力を育てる国語の授業の創造」
シンポジウム：「ニュースの見方を考えよう」(中1)の授業をめぐって
講演：森康之氏(映画監督)「学ぶこと・問い続けること」
4日午後：基礎講座(文学説明文他)・領域別分科会(文法・学級づくり他)
5日：授業分科会(小･学年別･中学)「ごんぎつね」「やまなし」他(模擬授業あり)
大会テーマ：「子どもたちの生きる力となる算数・数学教育を作り出そう～数学
を学ぶ意義を考える～」
全体講演：「算数の授業を支える学級集団づくり」
小学校実践交流分科会・領域別実践講座・授業づくりワークショップ／中学校
高校講演会実践交流分科会
会長講演「算数￥数学をとらえ直す－私たちは何のために教えるのか－」
１日目夜に懇親会を行います。
大会テーマ：「わたしのねがい みんなのねがい だれもがいのちかがやく未
来へ」
4日・全体会：重点報告「障害者権利条約をめぐる動向」園部秀夫(全障研副委
員長、JD副代表)、記念講演「学びあい 育ちあう仲間は かけがいのない財
(たから)」新井たかね(障全協副会長)、
学習講座：白石恵里子・河合隆平・堅十萌子 41分科会(就学前。学齢期、青年
成人期など）＋特別分科会
大会テーマ：「現代と”明治一五〇年”－けんぽう・ちいき・みらい」
記念講演：「『明治一五〇年』を考える」加藤陽子(東京大学)
8/4：全体会（地域実践報告・記念講演)
8/5：分科会(学校種、時代、テーマ別の全23分科会)・地域に学ぶ集い（全15
テーマ)
8/6：分科会・閉会集会
8/7～8：現地見学会(全8コース)

参加費：３０００円（資料代を含む）郵便振替で
の申込。番号00150･9･710091 加入者名 表現
よみ総合法研究会
問い合わせ先：田村利樹 日野市西山平5-182 042-582-1830 komp1830@jcom.zaq.ne.jp
詳細はホームページ、チラシを

参加費：10000円
宿泊費：5400円（朝食のみ)
申込・お問い合せ
0465-47-9323 古矢
042-745-2945 青木
参加費：3000円（学生1000円）
振替口座00120･2･166984国字問題研究会」
連絡先乗木（ノリキ）養一
Tel & Fax 048-833-8299
HP::http://kanzi.la.coocan.jp
kanzisido@yahoo.co.jp
参加費：1日講座 会員4000円、一般 6000円
半日講座 会員2000円、一般 3000円
申込お問い合せ先：
Tel 03-3983-6780
Fax 03-3983-6788
enkyoren@cronos.ocn.ne.jp
参加費：1泊2食8000円(講師・学生・会員は割
引有)
問合せ：亀山俊平
Tel 042-734-5052
kame@mbi.ocn.ne.jp
まで
参加費：3日間4000円(学生1500円)、１日1500
円(学生500円)
宿泊：1泊（素泊まり)2800円（国立青少年ス
ポーツセンター内)
申込先･連絡先:協議会事務局
qqkp37z9n@marble.ocn.ne.jp
Fax 03-3990-3493
参加費：7500円（学生4200円)、１日参加：5000
円
宿泊費：9000～13500円
連絡先：沢屋敷一子（事務局）
Tel & Fax 022-249-7971
参加費：2日以上参加 会員4000円・未会員
5000円(ただし県内教員は4000円、県内外の非
常勤講師・大学生・大学院生1000円)、1日参加
2000円
問い合わせ先：群馬大会実行委員会事務局長
福田利明（夜間19～21時)
Tel 090-9145-0913
科教協HP http://kakyokyo.org/
参加費：３日通し前売券（教職員5000円、父母
学生退職教員3000円）、１日前売券3000円
東京都文京区本郷1-20-6日本作文の会
Tel 03-3812-1493
sakubun@nifty.com
参加費：5000円、退職者、学生、新任2年まで、
同一職場など各種割引有り
問合せ：千葉大学 鈴木隆司まで
t-suzuki@faculy.chiba-u.jp
Tel & Fax 043-290-2580

全日程参加3000円(会員2000円、学生1000
円)、1日だけの参加は2000円。
申込はhttp://www.sankyoren.comから
問合せ：亀山俊平 Tel 042-734-5052
kame@mbj.ocn.ne.jp

参加費：2日5500円・会員5000円・学生2000
円、1日3500円・会員3000円・学生1000円
振込：ゆうちょ銀行00170-8-462471児童言語
研究会
問合せ：森慎
Tel 03-3302-5955
参加費：4000円(学生1000円)
宿泊は各自で
詳しくはHPを見てください。
Http://sujituken.sikotoba.jp

参加費：予約(一般)6000円(学生・障害者)4000
円、当日参加7000円
問合せ：全障研全国事務局
03-5285-2601

参加費：会員・教員5500円（当日6000円)、学
生・一般1500円
問合せ：歴教協HP
http://www.rekkyou.org/
富士国際旅行社
03-3357-3317

8月4日 小田原市、学校法
～5日 人新名学園旭丘高
校

ＮＰＯ法人・家庭科教育研究者
連盟(家教連)

8月4日 エルおおさか（大阪
～5日 市)
学力の基礎をきたえどの子も伸
ばす研究会(学力研)

8月4日 滋賀県近江市
～5日

学校体育研究同志会(体育同志
会）

8月4日 大阪電気通信大学
～6日 寝屋川駅前キャン
パス

日本生活教育連盟(日生連)

8月4日 武蔵野スイゲン
ホール

8月4日 JA長野県ビル
～6日
8月4日 神奈川学園・精華
～5日 小学校

日本文学教育連盟(文教連)

一般社団法人 ”人間と性”教
育研究協議会(性教協)

文芸教育研究協議会(文芸研）

8月4日 神奈川県藤沢市
～6日 「私立湘南学園小 全国生活指導研究協議会(全生
学校」

研)

8月4日 京都教育文化セン
～5日 ター
全国到達度評価研究会(到達
研)

8月4日 法政大学第二中・
全国養護教諭サークル(全養
～5日 高等学校
サ)

8月5日 山梨県石和温泉ホ
～7日 テル
全国事務職員制度研究会（制
度研)

8月5日 北海道立道民活動
～7日 センター
地理教育研究会（地教研）

8月5日 八王子大学セミ
～7日 ナーハウス

文学教育研究集団(文教研）

8月6日 ホテル紫苑（岩手
～8日 県盛岡市)
技術教育研究会(技教研）

8月8日 同志社中学校
～10日

8月10日 10日県民ふれあい
～12日 会館
11･12日青翔開智
中学校・高等学校

数学教育者協議会(数教協ＡＭ
Ｉ）

全国高校生活指導研究協議会
（高生研）

8月10日 法政大学第二中・
～12日 高等学校
教育科学研究会（教科研）

集会テーマ：「生かそう 憲法・子どもの権利条約－子どもたちの現実・生活か
ら出発する家庭科－」
記念講演：「個人の尊厳を大切にする教育」講師・前川喜平さん
テーマ別分科会：①過労死根絶のために学校授業での取り組みを考える ②
漂流少女のリアル ③TPPなどの貿易協定と日本の食の安全行政の後退 ④
家族の地域の自助・共助に頼る社会保障の解体 ⑤家庭科で何をどう教える
のか 2日目、特支、小、中、高分科会での実践の検討・討議
大会テーマ：「確かな学力と平和な未来をすべての子どもたちに」
１日目:午前 実践報告 岸本ひとみ（兵庫学力研)記念講演「教師の働き方革
命～授業力向上のための10箇条～」、森川正樹氏(関西学院初等部教諭、教
師塾「あまから」代表)、午後 読み書き計算入門・漢字・授業づくり（算・国)・板
書ノート指導・課題のある子の学力づくり・小中高をつなぐ学力づくりなど14講
座
2日目：全日 小学1年～6年・中学高校・家庭教育の講座・分科会
大会テーマ：「すべての子どもたちに豊かな運動文化を～「ともに」生きる体
育・健康教育実践の創造～」
記念講演：「当たり前から広がる平和」杉浦誠司氏
分科会：障害児体育・幼年教育・小学校体育・中学校体育・高校体育・バスケッ
トボール・フラッグフットボール・サッカー・器械運動・民舞・陸上・水泳・健康教
育・体育理論・子ども、スポーツ、社会と学校づくり・グループ学習・入門教室
研究主題：なかまとつながり、未来をひらく～多様性をみとめあい、命かがやく
学びを～
開会全体集会(4日)：記念シンポジウム「ちながりあって子どもを守る～子どもた
ちの居場所をみんなで～」パネリスト 重江良樹氏(映画「さとにきたらええにゃ」
監督)、辻まちこ氏(くまとり子どもレストラン運営)他、コーディネーター山口隆
氏、※同日、午前に映画「さとにきたらええにんや」上映会も行います。
生活活動講座・文化活動実技講座、10の分科会(3日間)
大会テーマ：ゆたかな感情とたしかな認識を育てる文学教育－心と心がひび
きあう文学の授業
分科会：①分外の授業と学級づくり ②詩のある教室と学級づくり ③読み聞か
せと学級づくり
講演：伊藤千尋氏(仮)「教育・生活の中に憲法を生かす」
大会テーマ：すべての人に性の学びを～「国際セクシュアリティ教育ガイダン
ス」を活かしたあらたな実践をひらく～
記念講演：ともに変化を起こす～性暴力の理解と必要な支援～ 山本 潤さん
(一般社団法人Spring代表理事)
大会テーマ：「ものの見方・考え方を育てる国語教育－美と真実を求めて」
4日全体会：基調提案 上西信夫 記念コンサート 工藤直子（詩人）×新沢とし
ひこ（シンガーソングライター）、記念講演：落合恵子（作家）「言葉の力、沈黙の
深さ」、公開授業・シンポジウム（授業者・多方知史、兵庫文芸研）
5日分科会・入門講座：小1～小6・中高の学年別7分科会、詩・作文・絵本・文芸
学・ものの見方考え方の５入門講座
第60回全国大会(神奈川大会)テーマ：「討議・討論をとおして、子どもが権利
主体となる自治の世界をつくりだそう(仮題)」
基調提案・入門講座・実践講座・一般分科会（レポートをもとに）、ワークショッ
プ・テーマ別分科会など多彩な学習が用意されています。

参加費：会員4000円、一般45000円、学生2000
円
宿泊：ホテル希望者には1万円程度のホテルを
紹介
問合せ：044-272-8263(中澤)

参加費：教職員6000円・父母・学生3000円(事
前入金5000円、会員割引有）
申込：こくちーず（学力研全国フォーラムで検
索）またはFAXにて
詳細：学力研 http://gakuryoku.info/
参加費：３日間9000円、2日間7000円、1日4000
円(学生は半額)、文化交流の夕べ7000円
宿泊費別：申込はホームページから
http://taiiku-doshikai.org

費用：一般教職員6000円(会員5000円)一般
3000円、大学生2000円
申込のお問い合せ：日生連本部事務局042733-0036、和光鶴川小学校内（和田）

参加費：1000円
申込問合せ：事務局・中山
Tel 0422-31-8181

問い合わせ先：”人間と性”教育研究協議会事
務所
Tel 03-3379-7556
http://www.seikyokyo.org
参加費：6000円(一日参加3500円)学生・退職
教員3000円(1日も同じ)
問い合わせ先：大会実行委員会（倉富寿史）
090-3063-6667
kukuhihi2002@yahoo.co.jp
申込は文芸研ＨＰから。「文芸研」で検索ｊ
参加費：全日程参加7000円(6/30までは1000
円割引)、65歳以上の方、お子様連れの参加の
方：1000円割引。学生：3000円(２日間2000円、
1日1000円）
連絡先：岸幸雄080-3152-8480
大会テーマ：到達度評価で、深い学びと豊かな人間性形成を
参加費：3000円(1日参加は1500円）。青年教職
１日目13時から17時 基調報告、全体会：小・中学校づくり・学校づくり・職場づ 員（35歳まで)は2000円（１日参加は1000円）
くり、
問い合わせ先：西原弘明 080-6215-1564
２日目9時から15時半まで Ａ授業づくりと到達度評価（小・中学校よりレポー
nininga4@mua.biglobe.ne.jp
ト）、Ｂ低学力・仮題のある子どもと到達度評価（主に高校よりのレポート）、Ｃ道
徳・小学校英語
大会テーマ：「地域に根ざした健康教育の創造をめざして」
参加費：サークル員7000円・一般7500円、学生
記念講演：「子ども・子育て・教育を問い直す」－子ども権利の視点から－講師 3000円
増山均氏（前早稲田大学文学学芸院教授）
問い合わせ先：国際ツーリストビューロー担当
講座：①養護教員の仕事、②ＬＧＢＴ、③院内学級、④人形劇、の４講座
安野（あんの）
分科会：６分科会
Tel 078-351-2110
大会テーマ：「”子ども発、子ども行き”～あたりまえおの子ども期をどの子にも 参加費：4000円(未会員5000円)
～」
宿泊費：１泊２食10950円予定
記念講演：「次世代の学校」が描く子ども像～そして学習権を保障する学校事 参加申し込み：長野市立中条中学校、下平容
務職員像～講師 中田康彦さん（一橋大学）
子
「町づくりと無償教育(仮）など二つのテーマ別学習会
Fax 026-267-2018
「子どもの権利と就・修学保障」「学校の今と学校事務職員制度」など５つの分
科会
テーマ：「子どもとともに地域で学ぶ地理教育の創造を」～新学習指導要領を 参加費：一般4000円、シルバー3000円、学生ま
考える～
たは講演会のみ参加500円、現地見学会費
記念講演：北海道大学名誉教授(前北星学園大学教授)小野有五氏『たたかう 6000円
地理学』の30年～千歳川放流水路計画の中止、アイヌ語地名の併記問題、知 問合せ・申込み：地教研事務局
里幸恵記念館建設運動、そして柏原原発の廃炉をまざして～
chikyoken@sepia.plala.or.jp
分散会２日目午前：小学校、中学校、高等学校、大学、生涯学習
分科会２日目午後：身近な地域の学習、日本地理、世界地理、現代世界と平
和、学力と評価
現地見学３日目：野幌森林公園・北海道博物館、八紘学園、軍都月寒史跡、山
鼻屯田史跡、17時札幌北口解散
大会テーマ：バトンを受け継ぐもの 受けるもの－
参加費：全日参加13000円（学生10000円）、２
『君たちはどう生きるのか』（吉野源三郎）/『漫画 君たちはどう生きるのか』
日間参加10000円）学生8000円）、１日のみ参
（羽賀翔一）/基調報告/ゼミ『君たちはどう生きるのか』を読む/特別報告・ケス 加5000円（学生4000円）
トナー・現代の作家たちと『君たちはどう生きるのか』をめぐって
宿泊費：１泊4110円
申込先：電話03-3788-1263
大会テーマ：「国民のための技術・職業教育の創造を！」
参加費：5000円
記念講演：小野寺英輝(岩手大学理工学部)「大島高任の足跡を辿る」、特別講 宿泊費：（２泊６食）３万円
演：「震災復興と高校職業教育」
申込は、技術研ホームページから
実技・理論講座：６講座、内容別分科会：Ａ小・中の技術教育、Ｂ高校以後の技 問い合わせ：電話043-290-2583
術・職業教育、問題別分科会：Ｃ技術史、Ｄ諸外国、Ｅ発達、Ｆ授業づくり、Ｇ障 kinoshita@faculty.chiba-u.jp
害児・者、Ｈ教員養成
見学会：小岩井農場
大会テーマ：「子どもとつくろう数学の世界～涼を大切にした学び～」
参加費：6000円早割、学割有り
記念講演：秋山豊寛氏（ジャーナリスト/旧ソ連の宇宙ステーションに滞在)
宿泊：各自で、東武トップツアーズ京都教育旅
分科会：特別支援学小中高20に分かれ提案・討議（一部講座）
支店（７月まで）Tel075-361-0991も可
公開授業：特別支援小中高別に講師が児童・生徒に授業、数教協のこれまで 申込：大会専用ホームページ
の実践を体現、その後の授業検討
http://ami.to/2018
教具展（作り方、使い方）、講座（指導法、考え方、体系）
問合：野村 ami2018k@gmail.com
数学サロン（授業づくり、教具作り等）、ポスター展（期間中）ほか
Tel 090-9096-6221
大会テーマ：「若者を生活現実からはじめる主権者教育」
参加費：全日程参加5000円・２日参加4000円、
基調発題：「若者を生活現実からはじめる主権者教育～生きてありたい社会を １日参加2000円、学生1000円
語り合うために～」
問合せ先：安藤誠也 a-seiya@cty-net.ne.jp
一般分科会：「生徒会」「ＨＲ」「学年づくり」「学校づくり」「地域と学校」
高生研大会応援ブログに申込フォーム
問題別分科会：「特別支援」「部活問題」「コミュニケーションとハラスメント」「主 agape1917@goo.jp
権者教育」
（詳細は高生研大会応援ブログ 高生研ＨＰの全国大会のページを参照）
大会テーマ：「子どものしあわせ おとなもしあわせ～いい教育ってなんだろ
参加費：全日参加は教職員5000円、一般3000
う？～」
円、大学生・院生1000円、１日参加は教職員
講演：望月衣塑子氏（東京新聞社会部記者）「新聞記者として生きる」（仮）
2500円、一般1500円、大学英・院生500円、
教科研講座：学級通信、学校への質問、中学道徳教科書など
キッズるーむあり
教育問題フォーラム：学力と教育課程、教師の働き方、貧困と子ども若者、拳 連絡先：教科研事務所、火・金13時から17時、
法「改正」と教育、公教育の市場化
電話・fax 03-3235-0622
分科会：子どもの生活と文化、青年期の教育、能力発達学習、身体と教育、美 kyoukaken@nifty.com
的能力と教育、ことばと教育、社会認識と平和、自然認識と教育、道徳性の発
達と教育、教育課程と評価、学校づくり、地域と教育、政治と教育、性と教育、
発達障害、現代の子育て、教師の危機と希望、教室と授業を語る

8月10日 京都立命館中学
～12日 校・高等学校
美術教育を進める会（進める
会）

8月18日 山梨県上の原「人
～19日 間の歴史教材教具
博物館」

8月25日 首都大学南大沢
～26日 キャンパス

人間の歴史の授業を創る会

全国保育問題研究協議会夏季
セミナー（全国保問研）

8月31日 福岡県行橋市北泉
～9月2日 古屋信一氏宅
地域と教育の会（地域と教育）

9月22日 京都教育大学
～9月24
日

全国農業教育研究会（全農研）

大会テーマ：「それ、ええなあ！ えがくことつくること みんなのよろびに－人
格の発展と結びついた美術教育を進めよう－」
記念講演：11日「岡田よしたかさん（絵本作家）」
基礎講座:10日 水彩入門・木版画・特別支援教育・乳幼児の描画活動・思春
期の実践
発達別分科会：乳・幼児・小学校・思春期・青年期・特別支援教育
12日分科会報告、実技まつり 長い経験から生まれた魅力ある教材をたくさん
紹介します。また、実践作品を持ち寄り、日ごろからの疑問も悩みも語りあいま
しょう
大会テーマ：「人間の歴史を授業しよう」
若い先生方の役に立つ授業の話・実践報告（小学校、中学校、社会科と他教
科を含む）・ものづくり講座

大会参加費：３日間7000円（機関紙２冊）、１日
参加4000円（過員し２冊）
申込問い合わせはホームページから
http://www.susumerukai.com

申込問い合わせ先：詳細についてはお問い合
せください
事務局：〒340-0802
埼玉県八潮市鶴ヶ曽根824-7 川上泉
Tel & Fax 048-945-0651
kawakami-0999@kiu.biglobe.ne.jp
大会テーマ：一人ひとりが「生活の主体」として育つ乳児保育－より豊かな乳 参加費：一般6000円、学生3000円
児保育について考え合う－
宿泊は各自でお取りください
シンポジウム：「豊かな乳児保育を創造するために～実践を深める三つの視点 申込問い合わせ：全国保育問題研究協議会事
～」①乳児が生活の主体となるとは？②一人ひとりを丁寧に保育するとは？③ 務局
保護者とのよりよい関係づくりとは？の三つの視点からシンポジストに問題提 Tel & Fax 03-3818-8026
起をしてもらい、実践を深めるてだてを追求していきます。他、三つの視点でを http://zenhomon.jp
テーマにした実践提案の検討を予定
info@zenhomon.jp
大会テーマ：「地域で子どもたちを育てる－寺子屋 楽しく遊び、楽しく学ぶ
参加費：3000円（１日のみは1000円）
みんあちがってみんないい－」
フィールド代は実費 宿泊代は各自で支払う
31日：午後２時から全体会 記念講演「寺子屋の取り組みについて」古屋信一 連絡先：地域と教育の会事務局長 毛呂敏広
氏（羽根木寺子屋代表・福岡県行橋市）
〒629-3101
１日：午後９時からフィールドワーク寺子屋参観、午後から地域のフィールド
京都府竹野郡網野町網野1003番地
ワーク（フィールド 行橋の文化と歴史を探る）
携帯080-1478-5115（毛呂携帯）
２日：午前９時から正午まで、まとめと総会
テーマ：第48回京都・大阪大会 人を育てる農と食～京の伝統の食と農に学 参加費：4000円 １日参加1000円 学生無料
ぶ～
宿泊費：２泊５食27000円
講演：子どもの発達における農と食の教育（土屋英男・京都教育大学）
事務局：〒959-3241
リレートーク：私のめざす農と食の教育 小・中・高・大学から
新潟県村上市桃川885 内山雄平
調理実習：京野菜と和食（竹中徹男） 栽培と調理実習の連携（湯川夏子）
Tel & Fax 0254-66-7713
分科会：①農業技術の多様性と職業教育②学校の食農教育③地域連携地域 you-hey@bg.wakwak.com
づくり

※注 ５月１６日時点で、把握している一覧です。 記載ミス・変更等の責任は負えません。 詳細はそれぞれの主催団体にお問い合せをお願いします。

