
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主催 全国小学校生活科・総合的な学習教育研究協議会 

   関東地区小学校生活科・総合的な学習教育研究協議会 

   千葉県教育研究会生活科教育部会  

千葉県教育研究会総合的な学習教育部会 

後援 文部科学省 千葉県教育委員会 千葉市教育委員会  

   千葉県小中学校校長会 千葉市小学校校長会  

千葉県教育研究会   日本教育公務員弘済会千葉支部 

第２９回 全国小学校生活科・総合的な学習教育研究協議会 

第２２回 関東地区小学校生活科・総合的な学習教育研究協議会 

第２次 最終案内 

      令和２年 １１月 １３日（金） 

 

＜ 大会主題 ＞ 

はばたけ！ 未来を創る子供たち 

～ 探究を見つめなおし 探究を創造する ～ 

日 程 

実行委員長 富里市立富里第一小学校 

校 長 小山 光子 

電話：0476‐93‐6881 

FAX：0476‐93‐6928 

Mail: t6o8m8i11-es@educet.plala.or.jp 



 

 

 

 

 

 

 千葉県は、関東平野の南部に位置しています。東は太平洋に面した

九十九里浜があり、寒流と暖流が交わる漁場が広がり豊かな恵みをも

たらしています。南の東京湾入り口から京葉工業地帯が広がり、東京都、

神奈川県と一体となり、日本の経済活動を支えています。北西部には、

利根川の水利を生かした農業が盛んであり、伝統的な行事も引き継が

れています。一方、１９７８年に開港した成田国際空港をはじめ、東京ア

クアライン、幕張メッセと他地域や海外との関係を深めるための開発を進

め、さらなる発展を目指しています。 

 今年度より完全実施される新学習指導要領が求める学びの姿を「探

究」とし、探究的な学習の過程の一層の充実と、探究的な学習過程の

アップデートについて、全国に発信していきます。 

 新型コロナウイルス感染症蔓延防止のために、公開授業を行うことはできませんが、ウエブを通して全国の

皆さんと思いを共有し生活科と総合的な学習の充実を図り、未来にはばたき未来を創る子供たちを育てていく

教師力の向上のための場になることを期待します。 

 

  令和２年１１月１３日（金） １３：００ ～ １６：３０ 

 

１３：００   開会式   

１３：２０   基調提案 

１３：３０   シンポジウム   

              テーマ「はばたけ！ 未来を創る子供たち」 

 ～ 探究を見つめなおし 探究を創造する ～  

文部科学省初等中等教育局教育課程教科調査官    渋谷 一典 先生 

文部科学省初等中等教育局教育課程教科調査官    加藤   智  先生 

               國學院大學人間開発学部初等教育学科 教授      田村   学  先生 

   １５：００   課題別分科会 

 

 

 

○ 大会は、Web会議ツール「Zoom」を使用して行います。 

○ スマートフォンやパソコン（インターネットに接続可能）から参加できます。Zoomアプリがインストールされて

いなくても参加できます。詳しい案内は、参加申し込み後お届けする研究紀要と一緒に送付いたしま

す。参加できる環境か否かについては、事前にご確認ください。 

○ 参加申し込みをしていただいた方は、「開会式」「基調提案」「シンポジウム」を、１１月１６日（月）から 

１２月１６日（水）までの期間、インターネット等で視聴することができます。 

大会主題 ： はばたけ！ 未来を創る子供たち 

 ～ 探究を見つめなおし 探究を創造する ～  

日 程 

ウエブによる大会開催について 



視点 生活・総合
申込
記号

生活 石川県（紙上） 大分県（紙上）

提案者 金沢市立戸板小学校 教諭 川尻智映子 佐伯市立渡町台小学校 教諭 本田　奈樹

生活 愛知県（オンライン） 宮城県（紙上） A

提案者 岩倉市立岩倉北小学校 教諭 林　好世乃 提案者　仙台市立荒町小学校 教諭 清野　淳子

司会者 大口町立大口北小学校 教頭 伊佐治　泉 提案者　仙台市立荒町小学校 教諭 脇佳　　誉

指導助言者 愛知教育大学附属名古屋小学校 教諭 入谷翔太郎 提案者　仙台市立荒町小学校 教諭 松尾　　舞

総合 群馬県（紙上） 栃木県（紙上）

提案者 伊勢崎市立宮郷第二小学校 教諭 新井　健一 宇都宮市立昭和小学校 教諭 柳田まりん

提案者 宇都宮市立瑞穂野南小学校 教諭 矢口　知明

総合 京都府（オンライン） 熊本県（オンライン） B

提案者 京都市立御所南小学校 教諭 粟津愼大郎 熊本市立健軍東小学校 教諭 竹下　太祐

司会者 京都市立御所南小学校 教諭 岡本　卓也 熊本市立帯山小学校 教諭 山本　幸恵

指導助言者 京都市総合教育センター 指導主事 鍵村　佳江 熊本市立健軍東小学校 教頭 伊津野留美

生活 茨城県（紙上） 奈良県（紙上）

提案者 鹿嶋市立三笠小学校 教諭 橋本　美帆 橿原市立金橋小学校 教諭 米田　富美

生活 福岡県（オンライン） 愛媛県（オンライン） C

提案者 福岡市立青葉小学校 教諭 永山　幸子 愛媛大学教育学部附属小学校 教諭 大塚　　翔

司会者 福岡市立野多目小学校 教頭 北川　眞一 松山市立味生第二小学校 教諭 佐野絵梨子

助言指導者 福岡市立宮竹小学校 校長 石松あゆみ 伊予市立翠小学校 教頭 藤谷素三子

総合 広島県（紙上） 新潟県（紙上）

提案者 三原市立西小学校 教諭 吉本　由美 糸魚川市立田沢小学校 教諭 池田　利充

総合 東京都（オンライン） 埼玉県（オンライン） D

提案者 武蔵野市立境南小学校 主任教諭 藤本　道生 久喜市立砂原小学校 教諭 林　　大輔

司会者 武蔵野市立境南小学校 校長 宮崎倉太郎 越谷市立大袋小学校 教諭 星野　　薫

助言指導者 青梅市立成木小学校 校長 荒井　雄一 松伏町立松伏第二小学校 校長 竹森　　努

生活 岡山県（紙上） 富山県（紙上）

提案者 岡山大学教育学部附属小学校 教諭 新田　織菜 小矢部市立津沢小学校 教諭 河合　　尽

提案者 小矢部市立津沢小学校 教諭 笹川　真里

生活 大阪府（オンライン） 北海道（オンライン） E

提案者 大阪市立苗代小学校 教諭 山口　千尋 札幌市立円山小学校 教諭 大嶋　悠基

司会者 大阪市立波除小学校 教諭 荒木　　聖 札幌市立幌南小学校 教諭 中嶋　孝幸

助言指導者 大阪市教育センター 指導主事 鈴木　良和 札幌市立大谷地小学校 校長 大宮　健一

総合 神奈川県（紙上） 兵庫県（紙上）

提案者 川崎市立平間小学校 教諭 加地盛一郎 三木市立緑が丘東小学校 教諭 山本　真次

総合 青森県（オンライン） 滋賀県（紙上） A

提案者 南部町立向小学校 教諭 田中　　将 高島市立高島小学校 教諭 大坪臨太朗

司会者 階上町立赤保内小学校 教諭 馬渡　康紀

指導助言者 南部町立名久井小学校 校長 池田真理子

③評価

提　案　　 提　案　

①計画

②指導

課題別分科会の提案者等



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千葉大会  参加申し込み用紙 

FAX：0476‐93‐6928  富里市立富里第一小学校  

E－mail：t6o8m8i11-es@educet.plala.or.jp 申込締切 令和２年１１月２日（月） 

お名前 県名 学校名 職名 

    

Mailアドレス  

連絡先   

参加希望分科会 

（課題別分科会一覧表の A～E

の記号で記入） 

   

連絡欄  

〇資料代 ウエブによる全体会、課題別分科会参加 

 

参 加 費 １，５００円  

 

 〇申し込み方法 

１ 申し込み 

（１）下記申込用紙に必要事項を記入し、FAXで申し込みを行う。 

（２） FAXに記載の事項を書いたメールで申し込む。 

２ 参加費を指定口座に振り込む。  

    中央労働金庫 成田支店 普通 ２９４３０８ 全小生総研 千葉大会 実行委員長 小山 光子 

３ 参加申し込み確認メールが届く。 

 〇参加方法 

１ 研究紀要が届く。（１１月上旬にお届けします。）   

２ 大会の日７日前までに、ZOOMの招待メールが届く。 

３ 大会当日に、招待メールにあるアドレスにログインして参加する。 

〇その他 

  1 「全国小学校生活科・総合的な学習教育協議会」HP（http://zenseisouken.net）に千葉大 

会案内を掲載。 

  

 

申し込み方法＆参加方法 

           ＊大会について     東金市立城西小学校長    小 安 和 美 

                             TEL 0475-52-4168  

             ＊申し込みについて   富里市立富里第一小学校長 小 山 光 子 

                             TEL 0476-93-6881 

 

問い合わせ先 

about:blank
about:blank

