
２０１３ 新春関東研究集会のご案内 

 

子どもの心を揺り動かす本気の学び 

～問題解決学習もどきの学習から真の問題解決学習へ～ 

 

「個を育てる教師のつどい」社会科の初志をつらぬく会  

 

 

テーマについて 

平成 23 年度からの学習指導要領完全実施に伴い、学力向上の名のもとに、画

一的なドリル学習や習熟度別指導が強化されています。学習内容が２０％増え、

それを消化するために教師が教え込む傾向が見られるのです。 

 そして、「問題解決学習」とは名ばかりの、広がりも深みもない学習問題で目

先のきく子どもが教師の用意した「お答え」を先回りして答える、いわゆる「問

題解決学習もどきの学習」に終始しています。このような表面的な知識を増やし

て満足する実践が横行しているのです。 

 私たちの目指す問題解決学習とは、答えが複数であり、わからないことからわ

からないことへと進んでいくものです。それは、学習対象（教材）と自分との接

点を見出し、本気モードで追究していく学びなのです。 

「やらされる」学習から「やっていく」学習を。追究していく過程で教師もと

もに成長していく学びを。私たちが目指していることです。 
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会会会会    場場場場     オーシャンリゾートホテル    マホロバマホロバマホロバマホロバ・・・・マインズマインズマインズマインズ三浦三浦三浦三浦    

〒238-0101 神奈川県三浦市南下浦町上宮田 3231 

            TEL：046(889)8900   FAX：046(889)8925 

（http://www.maholova-minds.com/） 

 

 

 

 

 

 

＜交通のご案内＞････詳しくは地図（別紙）をご参照ください。  

  ●京浜急行線 品川駅→（京急久里浜駅→）三浦海岸駅 ６２分（快速特急） 

  ●JR 横須賀線品川駅→JR 久里浜駅 ８６分 

   （JR 横須賀線久里浜駅から京浜急行線京急久里浜駅に乗り換え）    

※ 三浦海岸駅より徒歩６分。無料送迎バスあり（１０～２０分間隔）。 

  ●お車の場合 / 佐原.I.C から約１５分 

   

マホロバマインズ三浦は、ハイグレードな研修設備と宿泊、ウエルネス、余

暇の機能を併せ持つ、全く新しいコンセプトでつくられた施設です。都心か

らわずか１時間という抜群のアクセスでありながら、すぐ目の前に太平洋を

望む絶好のロケーションも自慢の一つです。 
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参加申し込み 

(1) 参加費 

・ 宿泊         １７０００円（学生 １５０００円）1 泊２食付 

・ 通い（夕食まで参加）  ９５００円（学生  ８０００円） 

・ 通い（夕食なし）    ３５００円（学生  ２０００円） 

 

(2) 申し込み方法 

・ 別紙「参加申込書」にご記入の上、FAX（045-82６-1808）までお申し

込みください。 

・ 参加費は、当日受付でお支払いください。 

 

(3) 取消料について 

申し込み後、ご都合で参加を取り消される場合は、下記の取消料をお支払

いいただきます。宿泊される皆様を対象とし、以下のようになります。 

 

 

 

 

 

(4) 締め切り日 平成 24 年 12 月 2６日（水） 

       ※締め切り日以降の申し込みは事務局（皆川）まで電話及びＦＡＸでの 

        ご連絡をお願いいたします。 

 

   問い合わせ先 

 

 

 

 

 

 

 

 

・  

   

前々日（１月１０日） ・・・ 宿泊代金の 20％ 

前日 （１月１１日） ・・・ 宿泊代金の 50％ 

当日 （１月１２日） ・・・ 宿泊代金の 100％ 

 

その他、お聞きになりたいことがございましたら、下記にご連絡ください。 

 

＜事務局＞ 皆川 吉次 （横浜市立柏尾小学校副校長） 

TEL：045-822-0277 / FAX:045-826-1808 

 

 

なお、この案内文書は次のホームページにも掲載されております。 

 

社 会 科 の 初 志 を つ ら ぬ く 会 ～ 個 を 育 て る 教 師 の つ ど い ～

（http://www.s-syoshi.com/）  


