
第３４回近畿へき地教育研究大会滋賀大会 

令和元年度滋賀県へき地・少人数教育研究大会  
【第２次案内】 

 

近畿各府県のへき地学校、小規模校、複式学級を有する学校等関係者の皆様におかれましては、

ますますご健勝、ご精励のことと存じます。 

さて、第３４回近畿へき地教育研究大会滋賀大会並びに２０１９年度滋賀県へき地・少人数教育

研究大会を下記の通り開催いたします。 

つきましては、公務ご多用のこととは存じますが、是非ご参加いただきますようご案内申しあげ

ます。 

令和元年５月 

第３４回近畿へき地教育研究大会滋賀大会実行委員会 

 

１ 主 催    近畿へき地教育研究協議会滋賀県へき地・少人数教育研究会 

２ 共 催    滋賀県小・中学校教育研究会（予定） 

３ 後  援   全国へき地教育研究連盟     近畿各府県教育委員会(申請中)   滋賀県教育委員会 

   大津市教育委員会  近江八幡市教育委員会 

４ 研究主題  

〇近畿へき地教育研究協議会 

近畿の恵まれた郷土に夢や誇りをもって 未来の創り手となる子どもの育成 

〇滋賀県へき地･少人数教育研究会 

ふるさとで心豊かに学び 未来の創り手となる子どもの育成 

５ 期 日  令和元年（2019年）１０月３１日（木）～１１月１日（金） 

６ 会 場  １日目  １０月３１日（木） 

全体会        近江八幡市文化会館 

近江八幡市出町 366      ℡ 0748-33-8111 

交流会(宿泊) ホテルニューオウミ 

近江八幡市鷹飼町 1481    ℡ 0748-36-6666 

2日目  １１月１日（金） 

第 1分科会  近江八幡市立 沖島小学校 

近江八幡市沖島町 360   ℡ 0748-33-9515 

第 2分科会  大津市立 葛
かつら

川
がわ

小中学校 

大津市葛川中村町 108-1  ℡ 077-599-2154 

  



7 日 程 

１日目  １０月３１日（木） 全体会          近江八幡市文化会館 

12:00  13:00       13:40    14:00          14:50    15:10  15:20             16:30       16:40 

（１）開会行事 

主催者挨拶  ・近畿へき地教育研究協議会会長 

・滋賀県へき地･少人数教育研究大会実行委員長 

来賓祝辞    ・滋賀県教育委員会 

・近江八幡市教育委員会 

・大津市教育委員会 

・全国へき地教育研究連盟 

（２）基調報告 ・近畿へき地教育研究協議会研究部長 

（３）実践発表 ①滋賀県 高島市立朽木中学校     教 諭  田中 節子 
全ての生徒にとって居心地の良い学校作り 

～一人ひとりが大切にされ、主体的、意欲的に学び合う生徒の育成～ 

          ②和歌山県 紀の川市立鞆渕小・中学校 校 長  長田 雅弘     
             「基礎学力の定着」と「伝え合う力」の向上 

                  ～少人数の特性を活かした対話的な学び～ 

（４）指導講評  滋賀県教育委員会 幼小中教育課   小谷 雅彦 指導主事  

（５）記念講演  演題「HAPA HAPA ふるさと タンザニアと日本の山村にいきづくもの」   

                講師 オノ ミユキ 様 （元自然観察指導員、元高島市教育委員） 

（６）閉会行事 次期開催地代表挨拶（和歌山県） 

閉会宣言  近畿へき地教育研究協議会副会長  

2日目  １１月 1日（金）  分科会 

第 1分科会【近江八幡市立 沖島小学校】 児童数１４名 

「豊かな心をもち、生き生きと表現する沖島っ子をめざして」 
～言語活動の充実を図り、相手を思いやれる児童の育成～ 

8:30     8:50   9:00                          9:45  10:00             10:30  10:40  10:50               11:20             11:50  12:00 

受付 
日程

説明 
公開授業 移動 児童発表 休憩 

開会

行事 
研究発表 

研究協議 

指導助言 

閉会 

行事 

受付 開会行事 基調報告 
実践発表 

滋賀県 
和歌山県 

指導講評 休憩 記念講演 閉会行事 



（公開授業） 

学年 児童数 教科 学習形態 

特別支援学級(知的) １ 生活単元 単級 

１年 １ 生活科 単級 

３年 4年 ３ 算数科 複式 

５年 ４ 道徳 単級 

６年 ５ 国語科 単級 

第２分科会【大津市立 葛川小中学校】 児童数２８名 生徒数１２名 

「主体的に学び合い、未来の創り手となる子どもの育成」 
～ふるさとで心豊かに学ぶための小中一貫した教育をめざして～ 

8:50      9:20   9:30                        10:20  10:30           11:00  11:10  11:20               11:40             12:10  12:20 

 (公開授業) 

 

 

 

 

 

 

８ 参加申込方法 

（１）別紙「参加申込書」に必要事項を記入し、近畿日本ツーリストトラベルセンターへ FAXで

お申込ください。（FAX ０７７－５２６－４５０３） 締切日：令和元年７月３１日(水) 

（２）後日、「確認書兼請求書・振込先等」を近畿日本ツーリスト関西滋賀支店よりお申込者に送

付します。ご確認後１０月１日(火)までに指定口座にお振込みください。 

（３）入金確認後、領収書を近畿日本ツーリスト関西滋賀支店よりお申込者に送付します。 

（４）お申込後に欠席や参加形態の変更がある場合は、速やかに大会事務局へご連絡ください。 

なお、返金につきましては、大会終了後、宿泊費、交流会参加費、借り上げ車・船代のキ

ャンセル料と振込み手数料を差し引いた金額をご指定の口座に振り込みます。但し、資料

代につきましては、後日資料を送付いたしますので、返金いたしかねます。 

ご連絡の際は、指定口座の金融機関名・支店名・口座種別・口座番号・口座名義（ふり 

がな記入）を必ず FAXでお知らせください。お電話での取消は事故防止のため、受付い 

たしかねます。 

（５）両日とも昼食については、弁当の注文は受け付けません。各自対応でお願いします。 

（６）大会両日とも午前７時の時点で暴風警報、特別警報のいずれかの警報が発表されている場

合は、大会を中止といたします。 

（７）お申込の際の個人情報につきましては、今大会に係る目的以外には使用しません。  

受付 
日程 

説明 
公開授業 移動 児童・生徒発表 休憩 

開会

行事 
研究発表 

研究協議 

指導助言 

閉会 

行事 

 

学年 児童数 教科 学習形態 

1年 2年 １０ 生活科 合同 

４年 ４ 総合的な学習 単級 

５年 ８ 国語 単級 

６年 ６ 国語 単級 

学年 生徒数 教科 学習形態 

中１ ４ 総合的な学習 単級 

中２ ４ 総合的な学習 単級 

中３ ４ 総合的な学習 単級 



9 全体会場・分科会場案内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

10 会場までのアクセス  
 1日目  

近江八幡市文化会館（全体会場） 

     JR利用：近江八幡駅北口より徒歩約 10分 

   車利用 ：名神竜王インターより約 20分  

国道８号線友定交差点より約７分 

              駐車スペースが限られています。 

ホテルニューオウミ（交流会場） 

   JR利用：近江八幡駅北口より徒歩約 3分。 

全体会場より徒歩約 7分。 

 2日目  宿泊の方または当日朝ホテルニューオウミに来られる方は下記借り上げ車･船を利用いただけます。 

沖島小学校（第１分科会場） 

     堀切港より特別船（学校前に着岸）または、通船（漁港に着岸 徒歩約 10分）で移動。 

     （近江八幡駅から堀切港までの定期バスは適当な時間の運行がありません。） 

葛川小中学校（第２分科会場） 

     車利用：湖西道路真野インターチェンジより約 25分 

借り上げ車・船運行計画（2日目のみ）  (いずれも往復 3,500円) 

 １号車 ホテルニューオウミ 7:50発 ---- 堀切港8:15発 ～～～ 特別船または通船 ～～～ 近江八幡市立沖島小学校着 

沖島小学校12:00発・(徒歩)・沖島漁港12:30発～～ 特別船または通船 ～～～堀切港---近江八幡駅13:10着 

２号車 ホテルニューオウミ 7:30発 ---------------JR堅田駅前 8:15発-------------大津市立葛川小中学校着 

葛川小中学校 12:30発-------------JR堅田駅前 13:10着 

※ 申込の結果、極端に利用希望者が少ない場合は、借り上げ車の運行を取りやめることがあります。その 

場合は、利用を申し込まれた方に連絡し、代替の移動手段をお伝えします。 

お問い合わせ先  

大会事務局   滋賀県甲賀市立朝宮小学校 西尾 電話 0748-84-0003 Fax(同)84-0535 

近畿日本ツーリスト関西滋賀支店  近畿へき地教育研究大会滋賀大会 担当 有田   

〒520-0056 大津市末広町 1-1 日本生命大津ビル 3 階  Fax ０７７－５２６－４５０３ 

全 体 会 場 

近江八幡市文化会館 

第１分科会場 

近江八幡市立 沖島小学校 

第 2分科会場 

大津市立 葛川小中学校 

堀切港（沖島行きの港）周辺 

JR湖西線 堅田駅 

堀切港 
Ｐ 

Ｐ 
水産物店 

コンビニ 

ホテルニューオウミ 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj--6KCiJbiAhVmyYsBHaBODJcQjRx6BAgBEAU&url=http://pictogram2.com/?p%3D1009&psig=AOvVaw35hxmi-a3qjj0RNEAf3iAv&ust=1557752930353158

