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全日本中学校国語教育研究協議会
会 長  新飯田 潤一

（板橋区立赤塚第一中学校長） 

全関東中学校国語教育研究協議会
東京都中学校国語教育研究会

会 長  勝 田 敏 行
（足立区立鹿浜菜の花中学校長）

第４８回全日本中学校国語教育研究協議会 東京大会 
第６２回全関東地区中学校国語教育研究協議会 東京大会 

第二次案内 

研究主題 社会の創り手を育む国語科教育 
―言葉による見方・考え方を働かせて― 

１ 主  催    全日本中学校国語教育研究協議会・全関東地区中学校国語教育研究協議会
 東京都中学校国語教育研究会

２ 後  援    文部科学省・東京都教育委員会・港区教育委員会
 公益財団法人日本教育公務員弘済会

３ 期  日    令和元年１１月１４日(木)・１５日(金)

４ 会場・交通・内容
１１月１４日（木） 六本木ヒルズ ハリウッドプラザ ハリウッドホール

  〒106-8541 東京都港区六本木６－４－１
東京メトロ日比谷線六本木駅徒歩2分 都営バス多数系統
都営地下鉄大江戸線六本木駅徒歩４分 東京メトロ千代田線乃木坂駅徒歩１４分 
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文部科学省講話  文部科学省初等中等教育局教科調査官   杉本 直美 先生 
記念講演    「これからの中学校国語教育に期待すること」 

国立情報学研究所 社会共有知研究センター センター長・教授 
一般社団法人 教育のための科学研究所 所長・代表理事 新井 紀子先生 
プロフィール： https://va.apollon.nta.co.jp/kokugo48/files/msarai_intro.pdf

１１月１５日（金）港区立高陵中学校 〒106-0031 東京都港区西麻布４丁目１４番８号
TEL：03-3409-7687 FAX：03-3406-1495 東京メトロ 日比谷線 広尾駅下車 徒歩８分

都営バス 渋谷駅より学03・恵比寿駅より学06系統 東京女学館前下車 徒歩5分
品川駅より品97・目黒駅より黒77系統 日赤医療センター下下車 徒歩7分
新橋駅・渋谷駅より都01系統 西麻布または南青山七丁目下車 徒歩9分

9:00  9:45    10:35  10:50    12:00  13:00   15:10  15:30 

受付 公開授業 休
憩

授業研究
研究協議

昼食
移動

研究発表 閉会
行事



５ 授業研究・研究協議 

研究部会 研究部会テーマ 授業者 指導助言者

１ 話すこと 

聞くこと 

合意形成に向け、主体的に考え方を広げ深め 
話し合う指導法の工夫～話合い学習プログラム～

府中市立府中第三中学校
主幹教諭 津田 淳

明治学院大学 

教授 中村 敦雄

２ 書くこと 
考えを形成し深める力を伸ばす「書くこと」
の指導法の工夫

杉並区立井草中学校
教諭 増田 佳祐

東京女子体育大学 
教授 田中 洋一

３ 読むこと 
（文学的文章） 

文学的文章を豊かに読む力を育てる指導法
の工夫

世田谷区立梅ヶ丘中学校
 主幹教諭 白石 典子

十文字学園女子大学 
教授 冨山 哲也

４ 読むこと 

(説明的文章) 
多面的・多角的な視点で文章を読み、考えを
広げ深める指導法の工夫

目黒区立第八中学校
主任教諭 安江 亮佑

玉川大学 

客員教授 吉田 和夫 

５ 伝統的な言語文化
と国語の特質 

古典の楽しさを知り、言語生活を豊かにする
指導法の工夫

八王子市立由木中学校
指導教諭 大橋  里

中央大学 

特任教授 笠井 正信

６ 教科横断的な 
国語科の授業 各教科等の指導に生きる言語能力の育成

ビデオ上映による
教科横断的な授業

(ダイジェスト版)

元国立音楽大学 
教授 新藤 久典

６ 研究発表 

研究部会 発表者 指導助言者 司会者

１ 話すこと 

聞くこと 

千葉県東金市立東金中学校
教諭 豊田 佑馬

千葉県教育庁東上総教育事務
所 主席指導主事  鈴木 賢司

千葉県山武市立南郷小学校
教頭 齋藤 美枝

北海道教育大学附属札幌中学校
 教諭 鈴木 真之介

札幌市立真駒内中学校
校長  横道 幸紀

札幌市立新琴似中学校
校長 大田 利幸

２ 書くこと 

神奈川県横浜市立大綱中学校 
主幹教諭 淡島 一生

神奈川県横浜市教育委員会事
務局西部学校教育事務所指導
主事室 指導主事 宇津 俊雄

神奈川県横浜市立上の宮中
学校

主幹教諭 宮崎 哲浩
広島県立広島中学校

教諭 積山 昌典
公立大学法人県立広島大学 
総合教育センター

教授 門戸 千幸
広島市立観音中学校

 校長 村井 芳弘

３ 読むこと 
（文学的文章） 

栃木県日光市立今市中学校
教諭 髙村 愛子

栃木県日光市教育委員会学校
教育課 副主幹兼指導主事 

岸 万衣子
栃木県日光市立豊岡中学校

教諭 加藤 紀子

愛媛大学教育学部附属中学校
教諭 丸山 佑樹

東温市立南吉井小学校
教頭 佐伯  敬

八幡浜市立松柏中学校 
教諭 兵頭 宣彦

４ 読むこと 

(説明的文章) 

茨城県水戸市立緑岡中学校
教諭 吉川 裕之

茨城県水戸教育事務所
指導主事 長山 達也 

茨城県水戸市立笠原中学校
教諭 石﨑 智恵子

福岡県太宰府市立学業院中学
校     教諭 時安 博美

太宰府市立大宰府西中学校 
校長 前田 宏

篠栗町立篠栗北中学校 
教頭 大久保 雅美

５ 伝統的な言語文化
と国語の特質 

埼玉大学教育学部附属中学校
教諭 碓氷 愛実

上尾市立大石南中学校
校長 田沼 良宣

埼玉大学教育学部附属中学
校   教諭  三浦 直行

山口県周南市立熊毛中学校
教諭 舛重 飛鳥

山口県周南市立和田中学校
校長 中村 浩

山口県周南市立菊川中学校
校長 河辺 哲也

６ 教科横断的な 
国語科の授業

群馬大学教育学部附属中学校
教諭 下田 俊彦

群馬大学学術研究院
准教授 河内 昭浩

伊勢崎市立あずま中学校
校長 桒原 靖一

高知市教育委員会学校教育課
指導主事 森田 やよい

高知市立義務教育学校行川学
園     校長 依光 加代

高知市立義務教育学校行川
学園  校長 依光 加代

７ 大会参加費 一般4,000円  学生1,000円 ※レセプション参加費は6,000円です。
    レセプション会場(六本木ヒルズ ハリウッドプラザ ハリウッドホール)

     ※会場の都合上、定数に達しました場合、受け付けられない場合がありますのでご了承ください。

８ 連絡先【大会事務局】東京都中学校国語教育研究会 会長 勝田 敏行（足立区立鹿浜菜の花中学校長）
〒123-0872 東京都足立区江北７丁目１７番１１号
TEL：03-3897-4970 FAX：03-3899-2262 Email sin5.jad@adachi.ed.jp

東京都中学校国語教育研究会ホームページ
「東京都中学校国語教育研究会マナビア」もしくは http://manavia.net/community/28 

※東京大会についての情報は上記または会場校(港区立高陵中学校)ＨＰで順次更新いたしますのでご覧
ください。

【お申込み方法】
大会参加の申込、宿泊の申込、弁当の申込などの業務は、「株式会社 日本旅行」に委託しています。お申込

み・支払い等すべて「インターネット予約」をご利用ください。7月20日より画面が表示されます。
インターネット予約 ： https://va.apollon.nta.co.jp/kokugo48/

右のQRコードからもサイトに接続できますのでご利用ください。画面の指示に従って
クレジットカードまたは銀行振り込みで手続きをお願いします。
委託会社 株式会社 日本旅行 多摩教育旅行支店 担当 土肥野(どひの)、加藤
〒190-0012 東京都立川市曙町1-21-1 ユニゾ立川ビル3階 電話 042-527-9535 FAX 042-522-2553

「令月にして、気淑く・・・」
盛夏の候、皆様におかれましてはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。また、日頃より本会の活動に際しまし

て、ご理解・ご協力を賜りまして誠にありがとうございます。
新時代「令和」の幕が上がりました。皆様ご周知の通り出典は日本最古の歌集「万葉集」巻５、梅花の歌３２首の序文、

「初春の令月にして、気淑く風和らぎ・・・」より１３００年前の言葉を紡ぎ、２０１９年美しい言葉「令和」が誕生し
ました。中学校国語教育で長きに渡り教え伝えられてきた「万葉集」をごく身近に感じたこの麗しい最初の年に全国中学
校国語教育研究協議会兼全関東地区中学校国語教育研究協議会を東京で開催できることは、光栄の至りに存じます。
東京都中学校国語教育研究会では平成２８年１０月に開催いたしました第５９回全関東地区中学校国語教育研究協議

会東京大会以来３年間、平成３３年度の新学習指導要領完全実施を見据え、各研究部でチームとして研究を深めてまいり
ますと共に、一昨年度の岐阜大会、鎌倉大会、昨年度の栃木大会で提案されました授業を元に「主体的・対話的で深い学
び」の視点に基づいた授業改善を図ってまいりました。
その成果として今秋、１１月１４日（木）１５日（金）に港区を拠点とし第４８回全日本中学校国語教育研究協議会兼

第６２回全関東地区中学校国語教育研究協議会東京大会を開催する運びとなりました。１４日（木）は六本木ヒルズハリ
ウッドプラザハリウッドホールにて開会行事、文科省講話、記念講演を、翌１５日（金）は港区立高陵中学校で研究授業
及び研究発表を行います。
記念講演では「AI VS 教科書を読めない子供たち」の著者、国立情報学研究所社会共有知研究センター長でいらっ

しゃいます新井紀子先生より「これからの中学校国語科教育に期待すること」という演題でお話をいただきます。翌１５
日（金）には５本の研究授業と北は北海道から南は九州福岡市までの計１３本の研究発表を行います。本大会を通し、次
の社会を担う中学生たちのために各地の皆様と共に新しい中学校国語科教育を考え、深めてまいる所存でございます。
公私ともにご多用な時期とは存じますが、中学校国語科教育の充実・発展のため、ぜひとも全国各地から多数の皆様に

ご参集いただきますことを切に願い、ここにご案内申し上げます。

令和元年７月
第４８回全日本中学校国語教育研究協議会兼

第６２回全関東地区中学校国語教育研究協議会
東京大会実行委員長

東京都中学校国語教育研究会会長 勝田 敏行



５ 授業研究・研究協議 

 研究部会 研究部会テーマ 授業者 指導助言者 

１ 
話すこと 

聞くこと 

合意形成に向け、主体的に考え方を広げ深め 
話し合う指導法の工夫～話合い学習プログラム～

府中市立府中第三中学校 

主幹教諭 津田 淳 

明治学院大学 

教授 中村 敦雄

２ 書くこと 
考えを形成し深める力を伸ばす「書くこと」
の指導法の工夫 

北区立浮間中学校 

教諭 増田 佳祐 

東京女子体育大学 
教授 田中 洋一

３ 
読むこと 
（文学的文章） 

文学的文章を豊かに読む力を育てる指導法
の工夫 

世田谷区立梅ヶ丘中学校 

 主幹教諭 白石 典子 

十文字学園女子大学 
教授 冨山 哲也

４ 

 

読むこと 

(説明的文章) 
多面的・多角的な視点で文章を読み、考えを
広げ深める指導法の工夫 

目黒区立第八中学校 

主任教諭 安江 亮佑 

玉川大学 

客員教授 吉田 和夫 

５ 
伝統的な言語文化
と国語の特質 

古典の楽しさを知り、言語生活を豊かにする
指導法の工夫 

八王子市立由木中学校 

指導教諭 大橋  里 

中央大学 

特任教授 笠井 正信

６ 
教科横断的な 
国語科の授業 

各教科等の指導に生きる言語能力の育成 

ビデオ上映による 

教科横断的な授業 

(ダイジェスト版) 

元国立音楽大学 
教授 新藤 久典

 

６ 研究発表 

 研究部会 発表者 指導助言者 司会者 

１ 
話すこと 

聞くこと 

千葉県東金市立東金中学校 

 教諭 豊田 佑馬
千葉県教育庁東上総教育事務
所 主席指導主事  鈴木 賢司 

千葉県山武市立南郷小学校
教頭 齋藤 美枝

北海道教育大学附属札幌中学校
    教諭 鈴木 真之介

札幌市立真駒内中学校 

 校長  横道 幸紀 

札幌市立新琴似中学校 

 校長 大田 利幸

２ 書くこと 

神奈川県横浜市立大綱中学校 
主幹教諭 淡島 一生

神奈川県横浜市教育委員会事
務局西部学校教育事務所指導
主事室 指導主事 宇津 俊雄 

神奈川県横浜市立上の宮中
学校 

 主幹教諭 宮崎 哲浩
広島県立広島中学校 

教諭 積山 昌典
公立大学法人県立広島大学 
総合教育センター 

教授 門戸 千幸 

広島市立観音中学校 

 校長 村井 芳弘

３ 
読むこと 
（文学的文章） 

栃木県日光市立今市中学校 

教諭 髙村 愛子
栃木県日光市教育委員会学校 

教育課 副主幹兼指導主事 
岸 万衣子 

栃木県日光市立豊岡中学校
 教諭 加藤 紀子

愛媛大学教育学部附属中学校 

教諭 丸山 佑樹
東温市立南吉井小学校 

教頭 佐伯  敬 

八幡浜市立松柏中学校  

教諭 兵頭 宣彦

４ 

 

読むこと 

(説明的文章) 

茨城県水戸市立緑岡中学校 

教諭 吉川 裕之
茨城県水戸教育事務所 

指導主事 長山 達也 

茨城県水戸市立笠原中学校 

教諭 石﨑 智恵子
福岡県太宰府市立学業院中学 

校     教諭 時安 博美
太宰府市立大宰府西中学校  

校長 前田 宏 

篠栗町立篠栗北中学校  

教頭 大久保 雅美

５ 
伝統的な言語文化
と国語の特質 

埼玉大学教育学部附属中学校 

教諭 碓氷 愛実
上尾市立大石南中学校 

校長 田沼 良宣 

埼玉大学教育学部附属中学 

校   教諭  三浦 直行
山口県周南市立熊毛中学校 

教諭 舛重 飛鳥
山口県周南市立和田中学校 

校長 中村 浩 

山口県周南市立菊川中学校
校長 河辺 哲也

６ 
教科横断的な 
国語科の授業 

群馬大学教育学部附属中学校 

 教諭 下田 俊彦
群馬大学学術研究院 

 准教授 河内 昭浩 

伊勢崎市立あずま中学校 

 校長 桒原 靖一
高知市教育委員会学校教育課 

指導主事 森田 やよい
高知市立義務教育学校行川学 

園     校長 依光 加代 

高知市立義務教育学校行川
学園  校長 依光 加代 

 

 

 

７ 大会参加費  一般4,000円  学生1,000円  ※レセプション参加費は6,000円です。 

    レセプション会場(六本木ヒルズ ハリウッドプラザ ハリウッドホール) 

     ※会場の都合上、定数に達しました場合、受け付けられない場合がありますのでご了承ください。 

 

８ 連絡先【大会事務局】東京都中学校国語教育研究会 会長 勝田 敏行（足立区立鹿浜菜の花中学校長） 

      〒123-0872  東京都足立区江北７丁目１７番１１号 

TEL：03-3897-4970 FAX：03-3899-2262   Email sin5.jad@adachi.ed.jp 

  東京都中学校国語教育研究会ホームページ 

      「東京都中学校国語教育研究会マナビア」もしくは http://manavia.net/community/28 

   ※東京大会についての情報は上記または会場校(港区立高陵中学校)ＨＰで順次更新いたしますのでご覧
ください。 

  

【お申込み方法】 

大会参加の申込、宿泊の申込、弁当の申込などの業務は、「株式会社 日本旅行」に委託しています。お申込
み・支払い等すべて「インターネット予約」をご利用ください。7月20日より画面が表示されます。 

インターネット予約 ： https://va.apollon.nta.co.jp/kokugo48/  

右のQRコードからもサイトに接続できますのでご利用ください。画面の指示に従って 

クレジットカードまたは銀行振り込みで手続きをお願いします。 

委託会社 株式会社 日本旅行 多摩教育旅行支店   担当 土肥野(どひの)、加藤 

〒190-0012 東京都立川市曙町1-21-1 ユニゾ立川ビル3階 電話 042-527-9535 FAX 042-522-2553 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「令月にして、気淑く・・・」 

 

盛夏の候、皆様におかれましてはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。また、日頃より本会の活動に際しまし
て、ご理解・ご協力を賜りまして誠にありがとうございます。 

新時代「令和」の幕が上がりました。皆様ご周知の通り出典は日本最古の歌集「万葉集」巻５、梅花の歌３２首の序文、
「初春の令月にして、気淑く風和らぎ・・・」より１３００年前の言葉を紡ぎ、２０１９年美しい言葉「令和」が誕生し
ました。中学校国語教育で長きに渡り教え伝えられてきた「万葉集」をごく身近に感じたこの麗しい最初の年に全国中学
校国語教育研究協議会兼全関東地区中学校国語教育研究協議会を東京で開催できることは、光栄の至りに存じます。 

東京都中学校国語教育研究会では平成２８年１０月に開催いたしました第５９回全関東地区中学校国語教育研究協議
会東京大会以来３年間、平成３３年度の新学習指導要領完全実施を見据え、各研究部でチームとして研究を深めてまいり
ますと共に、一昨年度の岐阜大会、鎌倉大会、昨年度の栃木大会で提案されました授業を元に「主体的・対話的で深い学
び」の視点に基づいた授業改善を図ってまいりました。 

その成果として今秋、１１月１４日（木）１５日（金）に港区を拠点とし第４８回全日本中学校国語教育研究協議会兼
第６２回全関東地区中学校国語教育研究協議会東京大会を開催する運びとなりました。１４日（木）は六本木ヒルズハリ
ウッドプラザハリウッドホールにて開会行事、文科省講話、記念講演を、翌１５日（金）は港区立高陵中学校で研究授業
及び研究発表を行います。 

記念講演では「AI VS 教科書を読めない子供たち」の著者、国立情報学研究所社会共有知研究センター長でいらっ
しゃいます新井紀子先生より「これからの中学校国語科教育に期待すること」という演題でお話をいただきます。翌１５
日（金）には５本の研究授業と北は北海道から南は九州福岡市までの計１３本の研究発表を行います。本大会を通し、次
の社会を担う中学生たちのために各地の皆様と共に新しい中学校国語科教育を考え、深めてまいる所存でございます。 

公私ともにご多用な時期とは存じますが、中学校国語科教育の充実・発展のため、ぜひとも全国各地から多数の皆様に
ご参集いただきますことを切に願い、ここにご案内申し上げます。 

  

令和元年７月 

第４８回全日本中学校国語教育研究協議会兼
第６２回全関東地区中学校国語教育研究協議会

東京大会実行委員長
東京都中学校国語教育研究会会長 勝田 敏行



六本木ヒルズ (ハリウッドプラザ ハリウッドホール)六本木ヒルズ (ハリウッドプラザ ハリウッドホール)

〒106-0031 東京都港区西麻布４丁目１４番８号 電話 03-3409-7687

東京メトロ
・日比谷線 広尾駅下車・日比谷線 広尾駅下車
徒歩7分徒歩7分

都営バス
・渋谷駅・恵比寿駅より・渋谷駅・恵比寿駅より

学03・学06系統学03・学06系統
日赤医療センター前下車日赤医療センター前下車
徒歩5分徒歩5分

・品川駅・目黒駅より・品川駅・目黒駅より
品97・黒77系統品97・黒77系統
日赤医療センター下下車日赤医療センター下下車
徒歩7分徒歩7分

〒106-6108 東京都港区六本木6-10-1 総合案内 03-6406-6000（10:00～21:00）〒106-6108 東京都港区六本木6-10-1 総合案内 03-6406-6000（10:00～21:00）

東京メトロ東京メトロ
・日比谷線 六本木駅下車・日比谷線 六本木駅下車
１C出口直結１C出口直結

・千代田線 乃木坂駅下車・千代田線 乃木坂駅下車
５出口 徒歩１０分５出口 徒歩１０分

都営地下鉄都営地下鉄
・大江戸線 六本木駅下車・大江戸線 六本木駅下車
３出口 徒歩４分３出口 徒歩４分

港区立高陵中学校


