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東京学芸大学国語教育学会 平成２7年度 総会資料

総会次第 全体進行 片山 守道

１．会長挨拶 会 長 大熊 徹

２．平成 26年度事業報告 理事長 工藤 哲夫

３．議事 議 長 （表 賢司）

①役員改選について （工藤）

②会則の改訂について （工藤）

③新年度活動予定 （木下）

④平成 26年度会計報告 （片山）

⑤平成 27年度予算案 （上田 →伊藤）

⑥研究の方向性について （細川）

４．新会長挨拶 新会長 （千田 洋幸）

５．その他、諸連絡 （新事務局長 上田 真也 →片山）

平成 27年度 事業予定
１．平成 27年度の主な活動

・月例研究会 ６回

・公開研究大会・公開授業 １回

・総会を第１回月例研究会に行い、前年度の会計報告を行う。

・

２．月例会の持ち方
日 時：原則として第４土曜日 14:00～ 17:00
会 場：東京学芸大学附属大泉小学校を中心に、他の三附属にもお願いする。

テーマ案：思考力・想像力を育てる読むことの学習
内 容：自由研究の実践発表・テーマ研究の実践発表・教育理論研究発表

３．平成 27年度の月例研究会・公開研究大会 日程案
第１回：5月 23日(土) 附属大泉小学校…実践研究発表など・総会

第２回：6月 20日(土) 附属大泉小学校…実践研究発表など

第３回：9月 26日(土) 附属世田谷小学校…実践研究発表など

第４回：10月 31日(土) 附属小金井小学校…実践研究発表など

第５回：12月 5日(土) 附属竹早中学校… 大会に関する検討会（提案及び公開授業案）・実践発表

第６回：1月 30日(土) 附属大泉小学校… 大会に関する検討会（提案及び公開授業案）・実践発表

（公開研究大会）2月 27日(土)13:00～ 17:00 附属大泉小学校…公開授業研究会

４．会費

平成 23年度より、一般は年間 3,000円とする。学生は年間 2,000円とする。
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平成 26年度 事業報告
１．平成 26年度の主な活動

・月例研究会 ６回

・公開研究大会・公開授業・総会 １回

２．月例会の持ち方
日 時：原則として第 4土曜日 14:00～ 17:00
会 場：東京学芸大学附属小金井小学校を中心に、他の三附属にもお願いする。

テーマ：「学習用語」を活かす国語科授業 ～構想・実践・評価～

内 容：若手教員による実践報告・「学習用語」に関する授業研究・教育理論などの研究発表など

３．平成 26年度の月例研究会
第１回 １．日時 平成 26年 5月 31日(土) 14:00～ 17:00

２．会場 東京学芸大学附属小金井小学校

３．内容

○実践研究報告と協議

単元名：生き方を考えながら読む-わたしの「みすゞ」さがし
（使用教材：「みすゞさがしの旅」および金子みすゞの詩数編、教育出版５年）

板橋区立紅梅小学校 今村 行

○「学習用語」に関する授業研究報告と協議

『子どもが生きる 国語科学習用語』を活用した教科指導法（国語）の授業実践

帝京大学 小山惠美子

○ 総会

第２回 １．日時 平成 26年 7月 5日(土) 14:00～ 17:00
２．会場 東京学芸大学附属小金井小学校

３．内容

○実践報告と協議Ⅰ

単元名：文章と対話しながら読み、自分の考えをもとう（教材：「生き物はつながりの中に」、6年）
国立市立国立第三小学校 安藤 浩太

○実践報告と協議Ⅱ

単元名：小学生への竹早中紹介～ワールドカフェの実践を通して～（中学 1年）
東京学芸大学附属竹早中学校 菊地 圭子

○研究報告と協議

題 目：読み深めのための話し合い学習における自己評価の観点

京都ノートルダム女子大学 工藤 哲夫

第３回 １．日時 平成 26年 9月 27日(土) 14:00～ 17:00
２．会場 東京学芸大学附属大泉小学校

３．内容

○実践報告と協議Ⅰ

単元名：子どもたちが意欲的に国語を学ぶには

～小学５年「説明のしかたについて考えよう」（光村図書）実践報告～

（教材：「説明のしかたについて考えよう」（光村図書）、5年）
東京学芸大学大学院（静岡市立竜南小学校） 土屋 晴裕

○実践報告と協議Ⅱ

単元名：国際バカロレアにおける国語教育―探求型学習の実践を通して―（中学 2年）
東京学芸大学附属国際中等学校 吉田 睦

○研究報告と協議

題 目：幼稚園・小学校における「おおきなかぶ」の教授スタイルの様相

―言語性を促す教師の関わりに着目して―

國學院大学 吉永 安里

第４回 １．日時 平成 26年 11月 1日(土) 14:00～ 17:00
２．会場 東京学芸大学附属小金井小学校
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３．内容

○実践報告と協議Ⅰ

単元名：中学校における文法指導のあり方について

～「文の組み立て」・「品詞分類」を中心に～（中学校１年生）

東京学芸大学附属国際中等教育学校 廣瀬 充

○実践報告と協議Ⅱ

単元名：本で疑問や不思議を調べよう ―百科事典を使って―（小学校３年生）

渋谷区立上原小学校 岩佐 洋一

○研究報告と協議

題 目：ことばの教育の課題 ―ちょっと待ってよ 国語教育―

聖心女子大学 木下ひさし

第５回 １．日時 平成 25年 12月 7日(土) 14:00～ 17:00
２．会場 東京学芸大学附属小金井小学校

３．内容

○実践報告と協議Ⅰ

単元名：かごまち ウォッチ―お気に入りの場所を紹介する文を書こう―（小学校１年生）

文京区立駕籠町小学校 高桑 美幸

○実践報告と協議Ⅱ

単元名：病気と向き合う 正岡子規と病状六尺（中学校２年生）

東京学芸大学附属小金井中学校 菅 俊介

○研究報告と協議

題 目： 「部分の読み」と「全体を俯瞰する読み」に書くことを生かす

～「注文の多い料理店」の実践から～

お茶の水女子大学附属小学校 阿部 藤子

第６回 １．日時 平成 27年 1月 17日(土) 14:00～ 17:00
２．会場 東京学芸大学附属竹早中学校

３．内容

○実践報告と協議

単元名：『遠野物語』のお話会、『枕草子』から言葉のイメージを広げる、

俳句と短歌のアンソロジーづくり

―小中連携における伝統的言語文化の実践を中学校の視点から（小３と中３の合同授業）―

（小学校３年・中学校３年）

東京学芸大学附属竹早中学校 森 顕子

○公開研究大会の公開授業の事前検討

東京学芸大学附属小金井小学校 成家 雅史

《公開研究大会》

１．日時 平成 26年 2月 28日(金)12:45～ 16:45
２．会場 東京学芸大学附属小金井小学校

３．内容

○公開授業：「学習用語」を活かす国語科の授業『やまなし』（６年生）

授業者：東京学芸大学附属小金井小学校 成家 雅史

○協議会 司 会：東京学芸大学附属竹早中学校 菊地 圭子

指定討論者：東京学芸大学附属世田谷小学校 大塚健太郎

東京学芸大学 細川 太輔

講評：聖心女子大学 木下ひさし

○シンポジウム テーマ：子どもが生きる『学習用語』

シンポジスト：京都ノートルダム女子大学 工藤 哲夫

お茶の水女子大学附属小学校 片山 守道

東京学芸大学 中村 和弘

ファシリテーター：東京学芸大学附属大泉小学校 上田 真也
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平成２７･２８年度 東京学芸大学国語教育学会役員等の構成

名誉会員 小塚 芳夫 森田 倫正 増田 信一 高橋 俊三 八田 洋弥

顧 問 井上 尚美 田近 洵一 根本 正義 中原 国明 大熊 徹

会 長 千田 洋幸

副 会 長 石井 健介 笠井 正信 工藤 哲夫

評 議 員 安達 知子 岩永 正史 小坂 茜 小山恵美子 廣川加代子

菅原 節生 田中 延男 中島 紀子 柳 辰夫

理 事 長 木下ひさし

事務局長 上田 真也

理事【総務】○成家 雅史 伊藤 愼悟 山下 美香 吉田 知美

大塚健太郎 筧 理沙子 菊地 圭子 片山 守道

【研究】○細川 太輔 山室 和也 中村 和弘 中村 敦雄

坂本喜代子 西川 義浩 奥村 千絵

【広報】○渡邉 裕 福田 淳佑 表 賢司 荻野 聡

監 事 森 顕子 吉永 安里

東京学芸大学国語教育学会会則

１．（名 称）本会の名称を東京学芸大学国語教育学会とする。

２．（目 的）本会は、国語教育の科学的研究、および会員相互の親睦をはかることを目的とする。

３．（事務局）本会の事務局は、原則として、東京学芸大学附属学校に置く。

４．（活 動）本会は、その目的を達成するために、次の活動を行う。

（１）原則として月に１度の研究例会。

（２）年に１度の研究大会と総会。

（３）研究物の刊行。

（４）その他、適当と認めるもの。

５．（会 員）本会の主旨に賛同する者はだれでも会員になることができる。

６．（名誉会長・名誉会員・顧問）本会は、名誉会長・名誉会員・顧問を推戴することができる。

７．（役 員）本会の運営にあたるために、次の役員を置く。

（１）会 長 １ 名 （２）副会長 若干名

（３）評議員 若干名 （４）理事長 １ 名

（５）事務局長 １ 名 （６）理 事 若干名

（７）監 事 若干名

８．（役員選出）会長・副会長・評議員・理事及び監事は、総会において定める。

９．（理事長・事務局長の選出）理事長・事務局長は、理事の互選による。

10．（役員の任期）役員の任期は、２年間とする。ただし、再任をさまたげない。

11．（経 費）本会の経費は、会費等をもってこれにあてる。

12．（細 則）本会の運営にあたっての細則は、別に定める。

（昭和 46年 10月 31日制定）
（昭和 53年、58年、61年、平成５年、７年一部修正）
（平成 19年６月 23日一部修正）
（平成 23年６月４日一部修正）
（平成 27年 5月 23日一部修正）


