第 36 回 東海北陸地区へき地・複式・小規模学校教育研究大会静岡大会
令和４年度静岡県教育研究会小規模校教育研究大会静岡大会
（全国へき地教育研究大会東海・北陸ブロック大会）

ご 案 内

（最終）

全国へき地教育研究連盟第９次長期５か年研究推進計画

研究主題

ふるさとに夢や誇りをもって未来の創り手となる子どもの育成
～ へき地・複式・小規模校の特性を生かした
学校・学級経営と学習指導の深化・充実をめざして ～

◇ 期 日

令和４年 11 月 17 日（木）
・18 日（金）

◇ 会 場

11 月 17 日（木）全体会（第１日）
静岡県教育会館すんぷらーざ
静岡市葵区駿府町１－12 TEL：054-252-1011
11 月 18 日（金）分科会（第２日）
静岡市立大河内小中学校（施設一体型小中一貫校）
静岡市葵区平野 1850 番地の 66 TEL：054-293-2004
静岡市立藁科中学校（施設分離型小中一貫中学校）
静岡市葵区大原 1398 の１ TEL：054-279-0120
静岡市立清水三保第二小学校（施設分離型小中一貫小学校）
静岡市清水区折戸五丁目８番２号 TEL：054-334-6364

三保松原と富士山
全国へき地教育研究連盟東海北陸地区協議会
静岡県教育研究会小規模校教育研究部
＜大会事務局＞
静岡市立賤機北小学校
TEL：054-294-0004 FAX：054-294-0220
E-mail：shizuhatakita-ep@shizuoka.ednet.jp
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ごあいさつ
東海北陸地区へき地・複式・小規模学校教育研究大会を、７年ぶりに静岡市にて開催することになりま
した。
本大会は、全国へき地教育研究連盟第９次長期５か年研究推進計画の研修主題「ふるさとに夢や誇り
をもって未来の創り手となる子どもの育成」を踏まえて、東海北陸地区へき地・複式・小規模学校の研究
成果と、静岡県教育研究会小規模校教育研究の研究・実践をもとに、私たちの抱える今日的な課題につ
いての研究討議を行います。また、静岡市内の小規模校の授業公開・研究協議を行います。
大会では、様々な事象に関わりながら、主体的に学ぶ子どもの姿を通して、自校の取組を振り返り、発
展させていくものにしていく契機としていただきたいと思います。コロナ禍の今だからこそ、できることを
可能な範囲で行い、東海北陸地区のへき地・複式・小規模学校の先生方のつながりを生かしつつ、交流
を深めていけたら大変うれしく思います。多くの皆様のご参加を心よりお待ち申し上げております。
令和４年７月
第 36 回 東海北陸地区へき地・複式・小規模学校教育研究大会静岡大会実行委員会
実行委員長 石田 美紀子（静岡市立由比北小学校長）
１ 研究主題

ふるさとに夢や誇りをもって未来の創り手となる子どもの育成
～ へき地・複式・小規模校の特性を生かした
学校・学級経営と学習指導の深化・充実をめざして ～

２ 主

催

全国へき地教育研究連盟東海北陸地区協議会 静岡県教育研究会小規模校教育研究部

３ 共

催

全国へき地教育研究連盟

４ 後
援
（予定）

静岡県教育委員会 静岡市教育委員会 静岡県校長会 静岡市校長会 富山県教育委員会 石川県教

５ 期

令和４年 11 月 17 日（木）・18 日（金）

日

育委員会 福井県教育委員会 愛知県教育委員会 岐阜県教育委員会 三重県教育委員会

６ 日程及び会場
【１日目】 １１月１７日（木） 全体会（オンライン配信あり）
○静岡県教育会館すんぷらーざ 静岡市葵区駿府町１－12 TEL：054-252-1011
12:30～13:00
13:00～13:35
13:40～14:50
15:00～16:15
16:20～16:30
基調報告
受
付
開会行事
（岐阜・三重・石川）
記念講演
閉会行事
研究発表（静岡）
＜記念講演＞
演
題 「地域を自分ごと化し、未来を創る」
講
師 山 下 由 修 氏
講師略歴 一般社団法人シヅクリ代表（元静岡市立小学校長・中学校長）

【２日目】 １１月１8 日（金） 分科会 ３会場（オンライン配信あり） ※時間は、変更の可能性あり。
＜第１分科会（施設一体型小中一貫校） 研究発表校：静岡市立大河内小中学校）＞
【研究主題】 自ら判断し行動できる子ども ～「人・もの・こと」とかかわり深まる授業～
【会
場】 静岡市立大河内小中学校（静岡市葵区平野 1850 番地の 66）
8:30～8:50 9:00～9:50(小は～9:45) 10:00～10:30
10:40～12:00
受付
公開授業
学校紹介
研究発表 研究協議 閉会行事
【公開授業】 学年・教科・単元（題材）名等
○小１・２音楽「いろいろながっきの音をさがそう ○小 4 算数「垂直、平行と四角形」
○小５・６道徳「いこいの広場」 ○中１英語「身近にいるすてきな人を紹介しよう」
○中２理科「電流の正体を明らかにしよう」 ○中３社会「裁判員になって判決を出そう～『さるかに合戦』より～」
【研究協議】
部会名
指導助言者
施設一体型小中一貫校
寺部 晃（静岡市立玉川小中学校長）
＜第２分科会（施設分離型小中一貫中学校） 研究発表校：静岡市立藁科中学校）＞
【研究主題】 「地域を愛し、地域に貢献する生徒の育成」
～「わらしな学」（藁科中学区の軸となる取組）と縦割り班活動を通して～
【会
場】 静岡市立藁科中学校（静岡市葵区大原 1398 の１）
8:20～8:35
8:40～9:30
9:50～10:40
11:00～12:00
受付
公開授業１
公開授業２
研究発表 研究協議 閉会行事
【公開授業】 学年・教科・単元（題材）名等
公開授業１ ○総合的な学習の時間の発表（今年度の各学年の取組）
公開授業２ ○来年度の地域活性化プランを全校で練ってみよう
【研究協議】
部会名
指導助言者
施設分離型小中一貫中学校
金山 幸二（静岡市立大川小中学校長）
＜第３分科会（施設分離型小中一貫小学校） 研究発表校：静岡市立清水三保第二小学校）＞
【研究主題】 「どの子にとっても楽しい学校」を目指して
【会
場】 静岡市立清水三保第二小学校（静岡市清水区折戸五丁目８番２号）
8:30～8:50 8:50～9:35 9:45～10:30 10:40～10:50
10:50～12:00
受付
公開授業 1
公開授業２
学校紹介
研究発表 研究協議 閉会行事
【公開授業】 学年・教科・単元（題材）名等
公開
○１年学級活動「ありがとうのかい」のそうだんをしよう
授業１ ○２年生活「うごく うごく わたしのおもちゃ」
○3 年 1 組自立活動「最後まで見てやろう」 ○3 年 2 組算数科「長さ、面積、体積」
○通級（言語）自立活動「読んでわかったことをわかりやすく伝えよう」
○通級（発達）自立活動「自分の気持ちを言葉で伝えよう」
公開
○３年総合「折戸なすのすごさを探ろう」 ○４年図工「かみざわ！小物入れ」
授業２ ○5 年国語「漢字の広場」 ○6 年社会「明治の新しい国づくり」
○日本語指導「特殊音節の発音と表記」
【研究協議】
部会名
指導助言者
施設分離型小中一貫小学校
高山 広（静岡市立清水宍原小学校長）

------------ 各会場へのアクセス -------------・1 日目の全体会場は、JR 静岡駅から北へ徒歩７分です。
・宿舎は、JR 静岡駅周辺のホテルになります。
・２日目の分科会場へは、JR 静岡駅よりシャトルバスを運行します。
各分科会場には、駐車場がないため、シャトルバスをご利用ください。
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＜大会事務局＞
静岡市立賤機北小学校
校 長 木下 雅人
〒421-2103 静岡市葵区俵沢 234 番地の１
電話 054-294-0004
FAX 054-294-0220
E-mail shizuhatakita-ep@shizuoka.ednet.jp

