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令和２年６月１８日 

令和２年度 東京都中学校国語教育研究会総会資料・活動方針報告 
 

Ⅰ 役員会  令和２年５月１２日(火)13:00-13:30  ZOOM会議   総会議題確認・役員顔合わせ 

 

Ⅱ 総会   令和２年５月２０日(水) 13:00-13:30  ZOOM会議   本年度活動内容確認 

１ 開会の言葉      役員自己紹介 

２ 会長挨拶       足立区立千寿桜堤中学校 校長 勝田 敏行          

３ 議事             

(1)平成３１・令和元年度 事業報告   足立区立千寿桜堤中学校 校長 勝田 敏行  

   (2)平成３１・令和元年度 決算報告   北区立明桜中学校 校長 五明 早苗  

   (3)監査報告                 足立区立千寿桜堤中学校 校長 勝田 敏行  

 (4)平成３１年度会長選出・承認  

   (5)新会長挨拶・役員紹介          港区立高陵中学校 校長 平川 恒美 

   (6)令和２年度事業計画           港区立高陵中学校 校長 平川 恒美 

   (7)令和２年度予算案             北区立明桜中学校 校長 五明 早苗 

４ 閉会の言葉 

 

Ⅲ 令和元年度東京都中学校国語教育研究会事業報告 
５月１４日（火）総会・研究発表会 港区立高陵中学校  

７月３１日（水）夏季研修会 講演会 港区立高陵中学校 

  講師 東京都教育庁義務教育指導課 統括指導主事  鈴木 太郎 先生 

演題「新学習指導要領全面実施に向けた国語科教育」 

１１月１４日（木）１５日（金） 

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 

  会場 六本木ヒルズハリウッドプラザハリウッドホール・港区立高陵中学校 

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― 

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 
授業研究・研究協議      ※研究発表は他府県 

 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 

   ３月２７日(金)春季研修会 中止 
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Ⅳ 平成３１・令和元年度 決算報告   

 
Ⅴ 令和２年度事業計画  
１ 活動方針  新学習指導要領全面実施に向けた情報の共有化 

 (1) 全日本中学校国語教育研究協議会への参加 

  ①第４９回全日本中学校国語教育研究協議会山口大会 令和３年２月１８日(木)１９日(金) 

 担当 第一研究部会 A話すこと・聞くこと 
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②第６３回全関東地区中学校国語教育研究協議会群馬大会 中止により紙面発表 

担当 第四研究部会 C読むこと「説明文」     

(2) 月例会の休止・各研究部会での研究活動の継続 

 ①各研究部会間の交流の機会は新型コロナウイルス感染拡大の動向を見て設定する。 

 ②新学習指導要領全面実施に向けた各研究部会での研究活動を継続する。(主題は前掲) 

 ③研究本部で共通すべき研究主題があれば提案する。 

(3) 電子化の進行 

 ①会議の電子化を進め、役員会は基本的に ZOOM、TEAMS等を設定して行う。研究部会でも

検討し、随時会議を設定する 

 ②本会ホームページの整理・活用を推進し、各事務連絡、各研究部会報告を掲載して共有化を

進める。 

 ③事務連絡は紙媒体でなく、電子媒体で行い、電子メールを活用した連絡方法を確立する。 

(4) 機関誌「国語の実践」の発行   

 ①各研究部会の活動を紙面で報告し機関紙の発行を継続する。 

 ②共有テーマを「新学習指導要領全面実施に向けた情報の共有化」とし、各区市での授業動画

作成、オンライン授業の実践などを内容として掲載する。 

(5)会則の見直し 

 ①現状に合わせた活動を目指し、今年度中に検討を行い、来年度改訂を行う。 

 ②従来の事務局を休止して事務局部員の負担軽減を図り、総務部員として活動する。 

 

Ⅵ 東京都中学校国語教育研究会会則 
第１章 総則  

第１条 本会は、東京都中学校国語教育研究会という。 

第２条 本会の事務局は、会長の在任する勤務先または会長の指定するところに置く。 

第３条 本会は東京都内中学校の教員をもって構成する。 

第２章 目的及び事業 

   第４条 本会は、学習指導要領等の法令に則って、自主的・創造的な研究活動を行い、東京都中学校国

語教育関係者の資質向上と中学校教育の振興を図ることを目的とする。 

第５条  本会の目的を達成するために次の事業を行う。 

     １ 国語科教育に関する研究、調査及び協議 

     ２ 各種研修会の開催（研究授業、研究発表大会、講演会等） 

     ３ 機関誌「国語の実践」の発行 

     ４ その他、必要な事業 

第３章 役員及び相談役、顧問 

第６条 本会に次の役員を置く。 

１ 会 長      １名    ２ 副会長      ４名（総務部長 会計部長 研究本部長、編集部長を兼務） 

３ 総務部長     １名   ４ 総務副部長    若干名 

５ 会計部長     １名   ６ 会計副部長    若干名 

７ 研究本部長   １名    ８ 研究本部副部長  若干名 

９ 研究部長    若干名  10 編集部長     １名 

11 編集副部長  若干名  12  事務局長     １名 

第７条  役員の任務は次のとおりとする。 

１ 会長は本会を代表し会務を総括する。 

     ２  副会長は、総務部長、会計部長、研究本部長、編集部長を兼務し、会長を助け、会長が事故あると

きは代行する。 

     ３ 部長は副部長と協議の上、部会を招集し、会務を執行する。 

     ４ 会計は、本会の会計を掌る。 
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     ５ 研究部長は研究部に属し、各研究部を招集し会務を執行する。 

     ６ 事務局は総務部が担当する。 

   第８条 役員の選出は次のとおりとする 

     １ 会長は役員会の推薦により、総会の承認を得なければならない。 

     ２ 副会長は役員会の推薦により、会長が委嘱する。なお、副会長は総務部長、会計部長、研究本部長、

編集部長を兼ねる。 

     ３ 各部副部長は各部長の推薦により、会長が委嘱する。 

     ４ 各研究部長は役員会の推薦により、会長が委嘱する。 

     ５ 事務局長は総務部長の推薦により、会長が委嘱する。 

第９条 役員の任期は１年とする。ただし、再任を妨げない。 

第 10条 本会に相談役、顧問をおくことができる。 

１ 相談役はＯＢ会長及び副会長、研究本部長、事務局長より会長が委嘱する。 

２ 顧問は国語科出身の指導主事及び大学関係者、またはそれに同等の人物より会長が委嘱する。 

第４章 会議  

 第 11条 会議は次のとおりとする。 

     １ 総会 

       毎年１回会長が招集し、会務の報告、役員の人事、予算、決算等を審議し決定する。ただし、必要が

ある場合は臨時に開くことができる。 

     ２ 役員会 

       会長、副会長、部長、副部長、各研究部長、事務局長をもって構成し、必要に応じて会計監査を加

え、会長の諮問機関とする。 

     ３ 部会及び分科会 

       総務部：会の庶務、渉外及び他の部に属さない事項、その他会長より委嘱された事業の立案・計画・

推進 

       研究本部：研究テーマ、研修会、各研究部発表会、研究大会、その他会長より委嘱された研究に関

する事業の立案・計画・推進 

       会計部：本会の会計に関する事業の計画・実践・報告 

       編集部：研究誌「国語の実践」編集・出版及び東京都担当大会の紀要、研究誌の 

            編集・発行、その他会長より委嘱された出版物等の編集、発行 

       各研究部：各領域における授業研究、研究授業・協議会、各種大会での発表 

第５章 会計 

   第 12条 本会の経費は東京都中学校教育研究会費、東京都教職員研修センター教育普及事業 

研究奨励費その他の収入をもってあてる 

   第 13条 本会の予算・決算は総会の承認を得なければならない。 

   第 14条 本会の会計年度は毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

第６章 会計監査 

   第 15条 本会の会計について監査を行う。 

第 16条 会計監査（若干名）は役員会の推薦により、会長が委嘱する。 

第 17条 会計監査は、本会の会計を監査し、総会に報告する。 

附 則 

１ この会則は平成２８年４月１日から行う。      ２ 本会則の変更は総会の承認を得なければならない。 

３ 細則については役員会で定めることができる。 

第１次改定  第１章から第６章は平成２９年５月１６日から改訂する。 

第２次改訂  第３章第６条 ７,８,９ 第７条 ２,５ 第８条 ２,４ 第１０条 １ 

       第４章第１１条 ２，３ は平成３０年５月１５日から改訂する。 
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令和２年５月７日 

都中国研役員の皆様 

東京都中学校国語教育研究会 

会 長  勝 田 敏 行 

 

令和２年度東京都中学校国語教育研究会総会の中止と役員選出等について 

 

 新緑の候、緊急事態宣言も延長となり、コロナウィルス感染症対策に各校、各地域で苦慮されていることと思い

ます。学校再開につきましても課題が多く、明確な見通しがもてないまま日々お過ごしのことと思います。一日で

も早い生徒たちの元気な声と笑顔あふれる学校生活の再開を願わずにはいられません。  

皆様におかれましては、昨年度の第６２回全日本中学校国語教育研究協議会兼第４９回全関東地区中学校国

語教育研究協議会東京大会をはじめ、日頃より中学校国語教育並びに本研究会の充実に多大なお力添えを

賜りましたこと心より御礼を申し上げます。今年度も変わらぬご尽力を賜りますようよろしくお願いいたします。 

さて、昨今の状況を鑑み、５月に予定しておりました総会を中止いたしますとともに、例年開催いたしておりました

夏季研修会の日に総会を延期することも中止といたします。 

つきましては、役員選出は、次の通りにいたします。会長につきましては東京都中学校国語教育研究会会則

第８条の１、会長の選出は「役員会の推薦により、総会での承認を得なければならない」ところではありますが、

総会が開催できない状況もあり、また、書面、Web 等の承認を得る手立てもないことから、今年度に限り役員会

の推薦、承認をもって会長の選出といたします。ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。 

よって、令和２年度東京都中学校国語教育研究会会長は令和２年２月２６日の役員会にて推薦、承認を得られ

ました「港区立高陵中学校 平川恒美 校長先生」にお願いいたします。副会長、各部長、研究部長、副部長、

事務局長等につきましては第８条の２以下に基づき、同役員会の推薦、並びに各部長からの推薦をもって平川

会長より委嘱いたします。 

また、各研究部の活動につきましては、新学習指導要領全面実施を来年度に控え、国立教育政策研究所か

らも「『指導と評価の一体化』のための学習評価に関する参考資料」も提示され、研究を意欲的に深めていただ

きたいところではありますが、部員を集めることもままならず、ご苦労されていることと思います。山口大会、群馬

大会もふくめ今後の動向を踏まえ、検討を重ねできる限りの研究を進めていきたいと存じます。 

結びに私事で恐縮ですが、皆様には本研究会並びに至らぬ会長を３年間にわたり支えていただきまして心より

感謝申し上げます。特に昨年度の全国、関東大会では皆様のお力で都中国研が一体となり各地区の皆様に東

京の研究を披露することができました。本当にありがとうございました。これからも微力ではございますが、東京都

中学校国語教育研究会の発展に貢献できればと思っております。今後ともよろしくお願いいたします。都中国研

のますますの発展と皆様のご健康・ご多幸を心よりお祈り申し上げます 


