
１１月も半ばとなり、富士山もすっかり雪化粧の姿となりました。山々も赤や黄色に染まり、秋の深

まりを感じさせます。皆さまにおかれましては、日々の授業の充実に向けて取り組まれていることと存

じます。 

 さて、新学習指導要領の完全実施に向けての移行措置期間も８カ月を過ぎようとしています。その中

心課題は何と言っても「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善であろうと思います。 

 その具現化のためには、何よりも教師が、一人一人の子どもの持ち味や個性を多面的にとらえ、教材

が持っている教育的価値との接点（子どもの論理が揺さぶられるところ）を分析し、子どもたちが抱く

であろう切実な問いを生かし発展させるような授業構想を基に、授業づくりを進める力を磨き、高めて

いくことが求められます。 

 社会科の初志をつらぬく会（個を育てる教師のつどい）は、１９４７年に創設された社会科の考え方

を連綿と受け継ぎ、子どもたちがもつ切実な問いを最大限に尊重し、問題解決学習を充実させることに

より、民主的な社会を主体的に創造する自立した個が育ち、生きる力が育まれるという考えに基づき、

地道な実践を積み重ねてまいりました。 

 今大会では、「この子にとっての深い学びを考える －子どもの表れに学ぶ教師－」という大会主

題の下、多くの皆さまと共に具体的な授業の事実（子どもの学びの姿）を読み合い、そこから浮かび上

がってくる知見やさらなる課題を共有したいと考え、東海社会科研究集会を計画いたしました。 

 子どもを中心とする授業づくりを目指す多くの皆さまのご参加を心よりお待ちしております。 

                                   平成３０年１１月９日 

         社会科の初志をつらぬく会    （個を育てる教師のつどい） 

         東海研究部長     柴田 好章（名古屋大学大学院教育発達科学研究科教授） 

  静岡県大会実行委員長 倉澤庄次郎（元静岡県裾野市立西小学校長） 

大会主題

１ 期 日  ２０１９年 １月１２日（土）９：５０～１７：１０（受付９：００～）

２ 会 場  富士市立富士第一小学校

      〒４１６－０８０１   静岡県富士市本市場２８０－２  Tel 0545-61-0042 
３ 主 催  社会科の初志をつらぬく会（個を育てる教師のつどい）

  後 援  富士市教育委員会

  日 程  ２０１９年 １月１２日（土）    

9:00 9:50   10:35 11:50 12:50 15:50 16:00   17:00  17:10  

基調講演 「この子にとっての深い学びを考える －子どもの表れに学ぶ教師－」   

柴田 好章先生（東海研究部長）

記念講演 「子どもの心からの求めに応えること－コンピテンス（真の生きる力）の育ちを－」  

藤井 千春先生（早稲田大学 教育・総合科学学術院 教授）

社会科の初志をつらぬく会（個を育てる教師のつどい）

第５７回東海社会科研究集会のご案内

この子にとっての深い学びを考える

－子どもの表れに学ぶ教師－

受

付

受

付

開会行事

基調講演

分科会 昼食 分科会 記念

講演

閉会

行事



【お申し込み方法】 

①申込書を文書に記載してあります番号にＦＡＸにてお申し込みください。

  富士市立吉原小学校 ＦＡＸ０５４５－５２－４１９１ 瀧

  恐れ入りますが、平成30年 12月 25日までにお申し込みください。

②参加費は当日受付にて回収させていただきます。釣り銭の無いようお支度ください。

 （会員・誌友・一般）1,000 円  （学生・院生）500円にてお願いいたします。

③お弁当の注文（一折1,000円になります）の有無を記載してください。誠に勝手ながら事前

申し込みのみとさせていただきます。

※近隣には、食事をとれる場所が多くありません。お弁当をご注文していただいたほうがよろ

しいかと思います。

【交通のご案内】 

①電車でお越しの場合 

  東海道線…   富士駅  徒歩５分 

  東海道新幹線… 新富士駅 徒歩２５分 タクシーで１０分 

②お車でお越しの場合 

  東名高速道路…  富士インターから車で１０分    

  新東名高速道路… 新富士インターから車で１５分 

・インター→西富士道路→蓼原交差点右折→富士郵便局の南側（右折侵入不可） 

→富士第一小学校のグランドに駐車してください。 

・別添の地図を参照してください。

【宿泊について】

宿泊をご希望の方は、誠に恐れ入りますが、ご自身で申込みをお願いいたします。お申し込みの際、

「初志の会」または「社会科の会」の宿泊であることをお申し付けください。

富士第一小学校付近の宿泊施設の紹介をします。

 ・ホテルグランド富士 0545-61-0360 素泊まり 9,000円 一泊朝食 11,000円 一泊二食 14,500円
 ・ふるいや旅館    0545-61-0223  素泊まり 5,400円 一泊朝食 5,900円 一泊二食 7,000円

【問い合わせについて】

本大会についてのお問い合わせは、大会事務局までお願いいたします。

      大会事務局 富士市立吉原小学校 瀧 剛一   ０５４５－５２－４１９０

【平成29年度：三重大会 参加者の声】 

・授業記録を読み意見交流することで「深い学び」をどのように見取るかについて考えを深めることができました。 

・子どもの発言から、その背景、根本にあるものを話し合う際、必ず考えてもいなかった見方を他の参加者から聞く

ことができ大変有意義な時間をいただけました。 

・授業記録の見方、教材分析や教材づくりの仕方など多くのことを学ばせていただきました。深い学びにつながる大

切なことを学ばせていただきありがとうございました。 

・若い先生方が子どもたちの背景にあるものを洞察していく力を付けていく良い機会になりました。 



【分科会提案一覧】 

分科会 提案者・単元名 司会／世話人 協力者（現場／研究者） 

Ａ分科会 

小３社会 

三重県 ３年 

三重大学教育学部附属小学校  

大垣内 亜紀 先生

「スーパーマーケット 

マルヤスのひみつ」

三重大学教育学部附属小学校 

藤永 敬介（三重）

静岡市立伝馬町小学校 

大橋 静香（静岡）

元新城市立東郷西小学校 

杉浦 徹（愛知）

伊賀市立上野西小学校 

平岡 祐一（三重）

三重大学 

市川 則文（研究者） 

Ｂ分科会 

小４社会 

岐阜県 ４年 

岐阜市立長良東小学校 

土田 哲也 先生

「ごみの処理と利用」 

岐阜市立長良東小学校 

奥村 浩平（岐阜）

富士市立鷹岡小学校 

畑 誉浩（静岡）

岐阜県歴史資料館 

蓑島 一美（岐阜）

岐阜市立長良東小学校

各務 将也（岐阜）

東海学園大学 

的場 正美（研究者） 

Ｃ分科会 

小４社会 

静岡県 ４年 

富士宮市立富士根南小学校 

内藤 勇輝 先生

「富士根南小学校区に地震が起きても

大丈夫？！～私たちにできることは～」 

富士宮市立上井出小学校 

髙橋  清隆（静岡）

愛教大附属岡崎小学校 

松井 幹宗（愛知）

富士市立神戸小学校 

望月 秀一（静岡） 

富士宮市立富士根南小学校 

若林 好美（静岡）

常葉大学 

木村 光男（研究者） 

Ｄ分科会 

小５社会 

愛知県 ５年 

愛教大附属岡崎小学校 

金山 孝宏 先生

「地元ＦＭ局の本当の魅力を伝えたい」 

－市民を支えるコミュティ放送－

豊橋市立高根小学校 

田村 高浩（愛知）

四日市市立大谷台小学校 

山 敦子（三重）

四日市市立三滝中学校 

川本 一也（三重） 

刈谷市立富士松中学校 

野々目 将之（愛知）

愛知教育大学 

倉本 哲男（研究者） 

Ｅ分科会 

小６社会 

静岡県 ６年  

御殿場市立富士岡小学校  

佐藤 賢一 先生

「なんか変だよ 明治時代」 

静岡県静東教育事務所 

羽田 稔彦（静岡）

南知多町立篠島中学校 

宮下 裕紀（愛知）

岡崎市立宮崎小学校 

尾崎 智佳（愛知） 

小山市立北郷小学校 

狩野 淑子（静岡）

静岡大学 

村井 大介（研究者） 

Ｆ分科会 

中学社会 

三重県 中学 

三重大学教育学部附属中学校 

松村 謙一 先生

「『宅配便』から考える 

私たちの社会」

亀山市立川崎小学校 

堀田 隆長（三重）

豊田市立土橋小学校

垣谷 英秋（愛知）

豊田市立岩倉小学校 

川合 英彦（愛知） 

三重大学教育学部附属中学校 

大木 信幸（三重）

三重大学 

山根 栄次（研究者） 

※分科会の役員の皆様は、事前の打ち合わせを行いますので、当日９時20分に富士第一小学校に 

お集まりください。 



【会場案内図】

住所 416-0906 静岡県富士市本市場 280 番地の２

富士第一小 

富士第一小 

北門 

駐車場 

ＪＲ富士駅方面（徒歩 7分）

ＪＲ富士駅 

正門 
受付 

車で来られる方は、こちらからお入りください。 

なお、右折での進入はご遠慮ください。 

…セブン

イレブン 

運動場 

体育館 



第 57回 東海社会科研究集会 静岡大会 申込書 

会員等種別 会員 誌友 一般 学生 院生 （いずれかに○をつけてください。）

参加費（会員・誌友・一般 1,000円  学生・院生 500円） 

御芳名
フ リ ガ ナ

自 宅

（住所）〒

（電話）

（メールアドレス）

勤務先

（名称）

（住所）〒

（電話）

希望分科会
第一希望 第（   ）分科会  第二希望 第（   ）分科会

弁当の有無

一折 1,000円です。当日の朝、受付で引換券をお渡しします。

当日の申込みは、ご容赦ください。また、当日のキャンセルも、御遠慮くだ

さい。

有（  ）折      無

参加方法

いずれかに○

を付けてくだ

さい。

１ 電車を利用

２ 自動車を利用（ご自身が運転する）

３ 自動車を利用（相乗りする）

４ その他

ＦＡＸ 0545-52-4191  

担当 富士市立吉原小学校 瀧 剛一 宛

12 月 25 日〆切 


