
（訂正版）＜分科会＞

分科会名（テーマ） 運営責任者・基調提案 提 案 者 指導助言者 司会者 記録者校種

学級活動（低学年） 木崎 清子 橋本 定男 杉本 聡子 伴野 恵子
東京・江戸川・篠崎第三 (新潟・新潟・鏡淵小・長) （東京・板橋・成増ヶ丘小） （東京・板橋・新河岸小）1 小 「みんなで活動する楽しさを味わう学級活動」 矢澤 恵美 （ 小）

神山 裕子 曽根 啓 川田 創一 柏 美穂（東京・板橋・上板橋第四小）

（東京・江東・明治小） （徳島・板野・北島南小・長） （神奈川・川崎・宿河原小） （埼玉・さいたま・三室小）

藤沼 陽子
（岩手・花巻・矢沢小）

学級活動（中学年） 佐藤 健二 鷲尾 健一 島根 麻実 布施 芳文
（北海道・釧路・清明小） （東京・国分寺・第九小・長） （東京・練馬・仲町小） （東京・品川・浅間台小）２ 小 「力を合わせる喜びを味わう学級活動」 高木 博子
安部 恭子 檜垣 公明 阿部 幸乃 中村 邦彦（東京・北・神谷小）

（埼玉・さいたま・蓮沼小） 京都・向日・第６向陽小・長 （東京・世田谷・代田小） （神奈川・川崎・東柿生小）（ ）

学級活動（高学年） 三條 貴之 矢渡 哲郎 荒木 厚子 大木 信子
（新潟・新潟・青山小） (東京・品川・第四日野小長) （東京・世田谷・千歳小） （東京・小平・小平第一小）３ 小 「互いのよさを生かし合う学級活動」 相原 玲奈
西 規文 石塚 忠男 上間 悦子 岡野 仁子（東京・目黒・大岡山小）

（京都・八幡・美濃山小） （埼玉・越谷・大相模小・長） （神奈川・川崎・南百合丘小） （埼玉・さいたま・島小）

児童会活動 大藏 久美 高野 治雄 渋井 洋子 松本 健史
（東京・国立・国立第三小） （北海道・釧路・愛国小・長） （東京・北・西浮間小） （神奈川・川崎・長沢小）４ 小 「豊かにかかわり共に高め合う児童会活動」 佐野 匡
堂腰 康博 浦田 健吾 沖田 美恵 山本 亜矢子（東京・練馬・早宮小）

（神奈川・横浜・末吉小） （福岡・志免・志免南小・頭） （埼玉・さいたま・芝川小 ） （東京・北・浮間小）

クラブ活動 島田 泰子 高橋 淑子 星野 みどり 牧野 千賀子
（東京・品川・源氏前小） （東京・練馬・仲町小） （東京・練馬・仲町小）５ 小 「豊かにかかわり共に高め合うクラブ活動」 伴 文昭 （ ）岩手・金ヶ崎・金ヶ崎西 ・長小

寺本 昭二 山﨑 和子 野村 佐智夫 花谷 昌子（東京・大田・徳持小）

（長崎・長与・長与北小） （埼玉・桶川・桶川東小・長） （埼玉・富士見・みずほ台小） （埼玉・越谷・花田小）

学校行事 福本 千絵 宮前 一郎 笹間 伸也 中西 くみ子
（東京・品川・第四日野小） （東京・目黒・大岡山小） （東京・北・滝野川第四小）６ 小 「個を生かし、力を合わせて実践する学校行事」 高宮 良子 （大阪・大阪・天下茶屋小 長）・

湯浅 篤人 吉原 健司 笠原 芳美 岡野 範嗣（東京・北・西浮間小）

（徳島・阿南・富岡小） 神奈川・横浜・新吉田小・長 （埼玉・さいたま・谷田小） （東京・品川・平塚小）（ ）

学級活動 光益 潤 大林 智 原 奈都子 塚本 佳子
（ ）７ 中 「個を生かし、豊かにかかわり合う学級活動」 （東京・渋谷・上原中） 東京・大田・田園調布中上田 晃一 （愛知・豊橋・東陵中・頭） （東京・江戸川・篠崎第二中）

真木 いずみ 和田 俊克 小峯 広光 篠塚 史哉（東京・品川・伊藤中）

（愛媛・四国中央・三島東中） （東京・渋谷・笹塚中・長） （東京・品川・富士見台中）（東京・大田・雪谷中）

生徒会活動・学校行事 中野 真一 畑野 信晴 井ノ口 賀啓 横田 美紀
（愛知・豊橋・五並中） 東京・品川・荏原第二中・長 （東京・渋谷・鉢山中） （東京・目黒・第十一中）８ 中 「個を生かし、豊かにかかわり合う 伊藤 雅夫 （ ）

井ノ瀬 秀人 大川戸 浩 山村 智治 三間 祥江生徒会活動・学校行事」 （東京・墨田・堅川中）

（埼玉・秩父・秩父第二中） （埼玉・日高・高麗川中・長） （東京・品川・伊藤中） （東京・大田・雪谷中）

特別活動 鈴木 誠 渡部 謙一 鈴木 公美 遠山 裕之
（東京・小石川工業高） （東京・飛鳥高） （東京・上水高）９ 高 「自治的能力を生かし、共生をめざす特別活動」 南口 貴之 （ ）都留文科大・東京家政学院大・講師

川添 英雄 永松 靖典 久間 竜太郎 小原 孝太郎（東京・新宿山吹高）

（埼玉・志木高） （埼玉・川口高・長） （埼玉・八王子東高） （東京・芦花高）

特別活動の評価 土屋 誠治 二田 孝 中村 三絵 小川 直子特設

（福岡・久留米・大城小） （東京・八王子・七国小・長） （東京・練馬・仲町小） （東京・大田・矢口小）10 Ⅰ 「特別活動の評価のあり方」 浅野 正臣
中林 節子 宮林 孝充 白石 昌孝 盛光 秀之（東京・杉並・永福小）

（大阪・大阪・立川北小） （愛知・豊橋・嵩山小・長） （埼玉・宮代・東小） （神奈川・川崎・下布田小）

キャリア教育と特別活動 野口 正芳 関根 明雄 樋田 典子 都竹 千代特設

（愛知・豊橋・牟呂小） （東京・新宿・柏木小・長） （東京・世田谷・花見堂小） （東京・練馬・大泉南小）11 Ⅱ 「共に生きる意欲や態度を育てる指導のあり方」 伊藤 幸一
今野 晋 三村 隆男 大田 幸司 名取 光彦（ ）東京・小金井・小金井第二小

（東京・墨田・寺島中） （上越教育大学・助教授） （東京・足立・西新井小） （神奈川・川崎・戸手小）

How to 特活 － 網田 由美子特設 基礎基本－ 司会者が提案・助言を兼ね、進行する

（東京・足立・梅島第一小）12 Ⅲ 「すぐに役立つ小学校学級活動の指導法」 味村 美恵子 野田 芳朗 藤井 英次朗 伊藤 珠代
綿井 登貴子（東京・世田谷・中町小） （東京・稲城・若葉台小） （神奈川・川崎・東桜本小） （埼玉・さいたま・大谷小）

（東京・小金井・南小）

国立オリンピック記念青少年総合センター大会申し込み 会場案内下記要領で までにお申し込みください７月２０日（水）
〒１５１－００５２ 東京都渋谷区代々木神園町３番１号

●大会参加費 ＴＥＬ ０３ー３４６７ー７２０１ ＦＡＸ ０３ー３４６７－７７９７５０００円

交通案内●申し込み先・方法 別紙申し込み用紙に必要事項をご記入の上、下記の事務局へ

■小田急線（新宿駅より）/参宮橋駅下車 徒歩約７分郵送またはＦＡＸでお送りください。

■地下鉄千代田線/代々木公園下車 徒歩約１０分★申し込み後、不参加がわかった場合は必ずご連絡ください。

全国特別活動研究協議大会東京大会事務局（東京都世田谷区立経堂小学校）

バス利用事務局長 銀杏 陽子（校長） 〈

京王帝都バス〒１５６－００４５ 東京都世田谷区桜上水１－２３－３ ■

ＴＥＬ：０３（３４２０）３２７９ ＦＡＸ：０３（３４２０）２９０３ 〇新宿駅西口

１６番より

★参加費は下記の口座に７月２０日（水）までにお振込みください。（当日受付も有り） 〇渋谷駅西口

１４番より

どちらも◆郵便局 ００１３０－０－４０７２１４ 全国特別活動研究会
「代々木５丁目」

下車徒歩１分昼食案内 センター内にレストランが２カ所あります。２日間とも利用可能です。
、 。第一日目は混雑も予想されますので 弁当持参でも構いません

■駐車場はあります

有料です。が

レセプションのご案内 ８月１日「国際交流棟 レセプションホール」

別紙案内にてお申し込み下さい（当日受付可）




