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第５４回全国小学校家庭科教育研究会 全国大会 石川大会
第３回 東海･北陸地区小学校家庭科教育研究大会 石川大会
第２８回 石川県小学校家庭科教育研究大会 小松･白山･金沢大会
【最終案内】
盛夏の候，皆様方におかれましてはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
さて，第５４回全国小学校家庭科教育研究会全国大会 石川大会 を次のとおり開催いたします。
つきましては，全国の皆様に石川県に是非お越しいただき，各会場での授業公開，研究協議，研究発
表，全体会での全国各地区の研究発表等における実践の交流を通して，小学校家庭科教育の一層の充実
と発展を図りたいと考えております。多くの皆様のご参加とご批正を賜りたくご案内申し上げます。
１ 大会主題

「未来を創り出す豊かな心と確かな実践力をはぐくむ家庭科教育」

２ 研究主題

「豊かな生活を創り出す子をめざして～つながろう家庭・地域，高めよう実践力～」

３ 主

催

全国小学校家庭科教育研究会 東海・北陸地区小学校家庭科教育研究会
石川県小学校家庭科教育研究会

４ 後

援

文部科学省
全国連合小学校長会
石川県教育委員会
小松市教育委員会
白山市教育委員会
金沢市教育委員会
石川県小中学校長会 小松市小学校長会 白山市小学校長会 金沢市小学校長会
石川県小中学校教育研究会
石川県ＰＴＡ連合会
小松市立学校ＰＴＡ連合会
白山市ＰＴＡ連合会
金沢市ＰＴＡ協議会

（申請中）
（申請中）
（申請中）
５ 期

日

平成２９年１１月１６日（木）・１７日（金） ２日間開催

６ 日程・会場
〔第１日〕１１月１６日(木) 分科会（３会場）
ろじょう

第１会場

小松市立芦城 小学校

小松市西町 25

TEL：0761-22-3950

しょうなん

第２会場

白山市立松南小学校

白山市菅波町 1171-1

TEL：076-276-1264

第３会場

金沢市立中央小学校

金沢市長町 1-10-35

TEL：076-262-8560
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研究概要説明
東海･北陸地区実践発表

指導・講評
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全国理事会

18:45

休
憩

〔第２日〕１１月１７日(金) 全体会

石川県立音楽堂 邦楽ホール 石川県金沢市昭和町 20-1 TEL：076-232-8111(代)
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７ 研究構想図
全国小学校家庭科教育研究会

大会主題：未来を創りだす豊かな心と確かな実践力を育む家庭科教育
石川県小学校家庭科研究会

研究主題：豊かな生活を創り出す子をめざして
～ つながろう家庭・地域，高めよう実践力 ～
目指す児童像
日常生活に必要な基礎的・基
本的な知識及び技能を
身に付けている子

わかった，できた！

生活の中から課題を見つけ，
学んだことを活用して
解決できる子

工夫しよう！

家族の一員として，生活を
よりよくしようと考え，
実践する子

やってみよう！

研究の内容
視点１ 生活を工夫し，実践力を高める
指導計画の工夫（カリキュラム・マネジメント）

（１）基礎的・基本的な知識及び技能
の明確化
（２）他教科等との関連を図った
指導計画の工夫
（３）小中５学年間を見通した
指導計画の工夫

視点２ 主体的，対話的で深い学びにつながる
学習指導の工夫

（１）問題解決的な学習の工夫
（２）実感を伴った理解や思考を深める
指導の充実
（３）ＩＣＴの効果的な活用
（４）学習形態・指導体制の工夫

視点３ 生活を工夫し，
実践力を高める評価の工夫

視点４ 実践につながる家庭・地域との
連携の工夫

（１）思考の過程を把握する
ワークシートの工夫
（２）実践力を高める評価方法の工夫

（１）家庭・地域の理解を深める情報発信
（２）地域人材の活用，地域教材の開発

各地区のテーマと研究との関わり
小松市 ・・・ 【消費・環境】
家庭・地域と連携し，消費生活と環境に配慮した生活を工夫し，実践力を育む指導の充実
白山市 ・・・ 【食育】
白山・手取川ジオパークを舞台にした食育を通して，実践力を育む指導の充実
金沢市 ・・・ 【中学校との連携】
小中 5 学年間を見通し，中学校と連携して，実践力を育む指導の充実

〔第１日〕１１月１６日(木)

分科会

◇公開授業 １３：３０～１４：１５
第１会場 消費・環境
小松市立芦城小学校
学年

TEL：0761-22-3950

題 材 名

授 業 者

５年 じょうずに使おう お金と物

辻 早苗教諭

５年 じょうずに使おう お金と物

岡田 良太教諭
正田 咲知子教諭 中田 梨恵指導教諭

６年 よごれ撃退！クリーン大作戦
６年 くふうしよう おいしい食事

第２会場

白山市立松南小学校

食 育

学年

竹内 彩美教諭

TEL：076-276-1264

題材名・単元名

授 業 者

１年 たのしいあき いっぱい （生活科）

新田 萌教諭

３年 大豆ってすごい

（総合的な学習の時間） 南野 彩教諭
西岡 あかね教諭 竹中 好美栄養教諭
５年 もっとつくりたいな！おいしいご飯とみそ汁
北本 珠理教諭 奥名 ゆかり栄養教諭
５年 もっとつくりたいな！おいしいご飯とみそ汁
（白山市立北陽小学校）
６年 おいしさ元気を届けよう！ ニコニコメニュー大作戦 中田 淳平教諭

第３会場

金沢市立中央小学校

中学校との連携

学年

題 材 名

５年
５年
５年
５年
６年

わくわくソーイング ～マイエプロンをつくろう～
かたづけよう身の回りの物 ～めざせ 片づけ収納マイスター～
食べて元気に ～オリジナルみそ汁とふっくらご飯を作ろう！～
食べて元気に ～オリジナルみそ汁とふっくらご飯を作ろう！～
レッツ トライ ソーイングPart3 ～マイ○○○づくり～

TEL：076-262-8560
中田
岩澤
荒井
飛永

授 業 者
泉教諭（金沢市立泉野小学校）
孝典教諭（金沢市立木曳野小学校）
奈津代教諭（金沢市立森山町小学校）
春菜教諭 藤江 絵梨 栄養教諭

馳 裕紀子教諭（金沢大学附属小学校）
舟木 慎治教諭 岡田 ゆかり栄養教諭

６年 まかせてね！今日の献立

＊各会場で、学校名の記載がない授業者は、会場校が所属校

◇研究協議等１４：２５～１６：３５
内

容

○研究協議
第 ○石川県研究概要説明
１ ○東海・北陸地区研究発表【岐阜県】研究テーマ
会
場 「よりよい生活を創り出す豊かな心と実践力の育成
～「してもらう自分」から「できる・生かす自分」へ ～」
○研究協議
第 ○石川県研究概要説明
２ ○東海・北陸地区研究発表【福井県】研究テーマ
会
場 「自分の生活を見つめ，家庭生活をより豊かに創りだす子どもの
育成 ～｢わかる｣･｢楽しい｣･｢生かす｣をめざした学習指導～」
○研究協議
第 ○石川県研究概要説明
３ ○東海・北陸地区研究発表【愛知県】研究テーマ
会
場 「学びを生かし，よりよい生活を目指して実践しようとする子の
育成 ～キャリア教育の視点を取り入れた授業づくりを通して～」

指導・講評
金沢大学 教授
尾島 恭子
石川県小松教育事務所
松原 清美

指導主事

石川県教員総合研修センター 指導主事
高桑しなこ
川北町教育委員会 指導主事
亀田 香利
大阪体育大学 特任教授
荒井 紀子
金沢大学 教授
綿引 伴子

〔第２日〕全体会 １１月１７日(金) ９：００～１２：３０
全体会場
石川県立音楽堂 邦楽ホール
TEL：076-232-8111(代)
⑴開会式
⑵全国調査報告 全国小学校家庭科教育研究会 調査研究部
⑶全国地区研究発表（６地区）
中国・四国（徳島県） 家庭生活を見つめ 学び合い 豊かな生活を創り出す子供の育成
～「三世代交流による西井川っ子」プロジェクト～
九 州（鹿児島県）
自分の成長を実感し，実践への意欲を高める家庭科教育
東 京（東京都） 自分の生活を創り出す子供の育成 ～内容「Ｂ日常の食事と調理の基礎」との関連を図った指導の工夫～
北海道・東北（福島県） 未来を創り出す豊かな心と確かな実践力を育む家庭科教育
～家族とのきずなを深め，生き抜く力を育む家庭科の学習はどうあればよいか～
近 畿（兵庫県） ふるさと意識の向上とこれからの鮎原（地域）を切り拓く子どもの育成をめざして
関東・甲信越（茨城県）よりよい生活をめざして，課題を解決する能力と実践的な態度を育む家庭科教育
～家庭・地域との関わりから「成長した自分」を見つめる活動を通して～
⑷研究協議
⑸全体指導
文 部 科学 省初 等中 等 教育 局 教育 課程 課 教科調査官
国立教育政策研究所教育課程研究センター 教育課程調査官
筒 井 恭 子 氏
⑹大会宣言
⑺閉会式
８ 大会参加費

５，０００円

（資料代 ３，０００円を含む）

９ 第２会場行ﾁｬｰﾀｰﾊﾞｽのご案内 ＊ご希望の方は大会参加申込書にてお申し込みください。①②各 1,000 円
①金沢駅から第２会場松南小に向かうﾊﾞｽ 〔金沢駅西口 12:20 発→松南小 13:00 着〕
②小松空港から第２会場松南小に向かうﾊﾞｽ 〔小松空港到着ロビー前 12:20 発→松南小 13:00 着〕
③（分科会終了後）①又は②申込の方 第２会場松南小からｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ白山経由、金沢方面に向かうﾊﾞｽ
〔松南小 16:50 発→ｸﾞﾗﾝﾄﾞＨ白山 17:10 発→金沢東急Ｈ17:40 発→金沢駅 17:50 着〕
注）申込人数により，ﾁ
ｬｰﾀｰﾊﾞｽからタクシー
の手配に切り替えさ
せていただく場合が
あります。
なお，ここに挙げて
いないものは，公共交
通機関等をご利用く
ださい。（別紙、会場
へのアクセス案内）
10 レセプションのご案内
＊ご希望の方は大会参加申込書にてお申し込みください。
・日 時 〔第 1 日〕１１月１６日（木）午後６時４５分より
・参加費 ８，０００円
・会 場 「金沢東急ホテル」５Ｆ 〒920-0961 金沢市香林坊 2-1-1 076-231-2411（代表）
11 申し込み方法のご案内
（１） 申し込み方法
別紙「大会参加・宿泊のご案内」をお読みいただき，
「大会参加・宿泊申込書」にて名鉄観光(株)金沢支店に FAX でお申し込みください。
（２） 申し込み締め切り日 平成２９年９月８日（金）必着
（３） 申し込みの問い合わせ 【名鉄観光(株)金沢支店】へ
詳しい連絡先は「大会参加・宿泊のご案内」をご覧ください。
は さ だ に

【石川大会事務局】事務局長 片桐 真二 小松市立波佐谷小学校長 〒923-0182 小松市波佐谷町子 27
TEL０７６１－４６－１０１４ FAX０７６１－４６－１４５４ E-mail katasi@kec.hakusan.ed.jp

