
大会参加費　4,000円　（８／９（木）東京国立博物館一般観覧料金が含まれています。）
申込み方法　①全国小学校学校行事研究会ホームページから申し込む
　　　　　　　全国小学校学校行事研究会ホームページ　　http://www.zenshougyouken2009jp/
　　　　　　②同封のＦＡＸ用紙にて申し込む
　　　　　　　※当日受付もありますが、なるべく事前の申込み（７月末まで）をお願いします。

お問い合わせ等は大会事務局まで　東京大会事務局長　坂　本　　正（江戸川区立宇喜田小学校長）
TEL ０３－３６８９－１２９１　FAX ０３－３８６９－０２５１

未来を拓き、たくましく生きる力を育む学校行事の創造

会　場
第１日目   ８月９日（木）　東京国立博物館 平成館

第２日目　８月１０日（金）　台東区立谷中小学校

〒110-8712

東京都台東区上野公園１３－９

（西門すぐ正面）

●ＪＲ上野駅公園口、または鶯谷駅南口下車

　（徒歩10分）　 

●東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅・

　千代田線根津駅下車（徒歩15分）　

●京成電鉄京成上野駅 （徒歩15分）

●台東区循環バス「東西めぐりん」

　東京国立博物館前

　（徒歩2分・上野駅上野公園駅バス停乗車）

〒110-0001

東京都台東区谷中２－９－１６

TEL. ０３－３８２８－９２１８

●東京メトロ千代田線千駄木駅下車

　（徒歩4分）

●ＪＲ日暮里駅下車（徒歩15分） 

●都バス「団子坂下」下車（徒歩3分）

●東西めぐりん14番停留所

　「谷中小学校」下車（徒歩1分）

都道府県教育委員会教育長様
各区市町村教育委員会教育長様
各 小 学 校 長 様
関 係 各 位

平成３０年５月吉日

菅　谷　万里子

清　水　弘　美

全国小学校学校行事研究会会長
第５３回小学校学校行事研究全国大会
　 東 京 大 会 運 営 委 員 長

第５３回  小学校学校行事研究全国大会

東京大会 のご案内（第２次）

大会主題
「よりよい社会を自ら築く力を育てる学校行事の創造」

～「仲間」「本物」「感動」そして「共生」へ～

全国小学校学校行事研究会ホームページ　http://www.zenshougyouken2009jp/

　主　　催　　全国小学校学校行事研究会　　東京都小学校学校行事研究会
　後　　援　　文部科学省　東京都教育委員会　台東区教育委員会　全国連合小学校長会　
　　　　　　　東京都公立小学校長会　東京都小学校教育研究連合　日本特別活動学会

【日　時】平成３０年８月９日（木）・１０日（金）
【会　場】８月　９日　全体会　　東京国立博物館平成館
　　　　　　午後１時から　　　　　　　（西門すぐ正面）
　　　　　８月１０日　分科会　　台東区立谷中小学校 
　　　　　　午前９時３０分から　　　　（東京メトロ千駄木駅下車）

東京国立博物館

台東区立谷中小学校

東京大会
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分科会 分科会テーマ 提　案　者 　司　会　者  指導助言者

第１分科会

学校行事の全体計画
●子供一人一人の人間性、社会性を

高める学校行事の全体計画
会場　１年教室

（１）東京・中央区立有馬小学校
主任教諭　　原田　恵子　

（２）香川・高松市立屋島小学校
教　　諭　　真鍋　長嗣　

（３）大阪・大阪市立依羅小学校
教　　諭　　早瀬　太裕　

（１）東京・北区立浮間小学校
主任教諭　　松本　明子　

  （２）香川・さぬき市立長尾小学校
教　　頭　　上村　英則　

（３）大阪・大阪市立矢田北小学校
教　　頭　　谷口　真　　

（１）東京・大田区立東六郷小学校
　　　校　　長　　岡野　範嗣　

（２）香川・直島町立直島小学校
教　　頭　　橋本　康裕　

（３）大阪・大阪市立豊新小学校
校　　長　　藤原　義裕　

第２分科会

儀式的行事
●共に喜び合い、明日への希望や意

欲をもつことができる儀式的行事
会場　２年教室

（１）東京・日野市立日野第五小学校
主任教諭　　二本木　基　

　　　　　　日野市立潤徳小学校
教　　諭　　清水　翔　　

（２）兵庫・神戸市立丸山ひばり小学校
教　　諭　　江田　陽輝　
教　　諭　　野﨑　啓一郎

（３）愛知・名古屋市立正色小学校
教　　諭　　實岡　拓　　

（１）東京・日野市立平山小学校
校　　長　　小林　洋之　

（２）兵庫・神戸市立成徳小学校
教　　諭　　齋藤　元和　

　
（３）愛知・名古屋市立春田小学校

教　　頭　　小笠原　仁　

（１）檜原村教育委員会教育相談室
　　　室　　長　　加藤　純　　

（２）兵庫・神戸市立東舞子小学校
校　　長　　古池　茂　　

（３）愛知・名古屋市立千種小学校
校　　長　　亀山　敦　　

第３分科会

文化的行事
●自他のよさに気づき、創造の喜び

に向かって認め合い、高め合う文
化的行事

会場　３年教室

（１）神奈川・横浜市立川和東小学校
副 校 長　　岩田　和也　

　　　　　　　横浜市立榎が丘小学校
教　　諭　　東野　留美　

（２）東京・八王子市立弐分方小学校
教　　諭　　吉井　貴彦　
教　　諭　　前田　沙緒理

（３）静岡・川根本町立中川根南部小学校
教　　諭　　鈴木　達也　

（１）神奈川・横浜市立嶮山小学校
副 校 長　　内田　宏平　

（２）東京・八王子市立みなみ野小学校
主任教諭　　星野　哲朗　

（３）静岡・牧之原市立相良小学校
 教　　諭　　田平　千穂　

（１）神奈川・横浜市立黒須田小学校
副 校 長　　高橋　美都子

（２）東京家政大学
非常勤講師　　上床　美嗣　

（３）静岡・川根本町立本川根小学校
校　　長　　永野　利晴　

第４分科会

健康安全・体育的行事
●仲間と協力して互いを高め合い、

たくましく生きる健康安全・体育
的行事

会場　４年教室

（１）宮城・石巻市立二俣小学校
主幹教諭　　佐藤　貴司　

（２）東京・台東区立富士小学校
主任教諭　　網　麻沙美　

（３）神奈川・横須賀市立野比東小学校
教　　諭　　外川　翔大　

（１）宮城・石巻市立向陽小学校
教　　諭　　木村　亘　　

（２）東京・台東区立松葉小学校
主幹教諭　　川又　大樹　

（３）神奈川・横須賀市立桜小学校
総括教諭　　浦嶋　俊安　

（１）宮城・東松島市立大曲小学校
校　　長　　鈴木　政信　

（２）敬愛大学
非常勤講師　　濵　　勝　　

（３）神奈川・横須賀市立教育委員会事務局
教育指導課 指導主事　堀井　真　　

第５分科会

遠足・集団宿泊的行事
●ふれあいを深め、人間関係を豊か

にする本物体験としての遠足・集
団宿泊的行事

会場　５年教室

（１）滋賀・大津市立石山小学校
教　　諭　　忽那　沙知　

　　　　　　彦根市立高宮小学校
教　　諭　　浦谷　昌弘　

（２）新潟・妙高市教育委員会
指導主事　　江口　克也　

（３）東京・江戸川区立二之江第二小学校
主幹教諭　　北倉　邦信　

（１）滋賀・栗東市立葉山東小学校
教　　諭　　坂東　靖記　

（２）新潟・国立妙高青少年自然の家
企画指導専門職　　市川　哲　　

（３）東京・江戸川区立瑞江小学校
副 校 長　　藤村　雅彦　

（１）滋賀・大津市立長等小学校
校　　長　  鈴木　靖彦　

（２）新潟・妙高市立妙高高原北小学校
教　　頭　　百目鬼　弘通

（３）東京・江戸川区立葛西第四小学校
校　　長　　山口　祐一　

第６分科会

勤労生産・奉仕的行事
●支え合い共に生きる社会を築く勤

労生産・奉仕的行事
会場　６年教室

（１）福岡・北九州市立楠橋小学校
教　　頭　　谷口　親史　

（２）埼玉・小鹿野町立両神小学校
教　　諭　　黒田　伊知郎

（３）東京・あきる野市立増戸小学校
主幹教諭　　内堀　敏治　

（１）福岡・北九州市立青山小学校
校　　長　　占部　美緒子

（２）埼玉・皆野町立皆野小学校
教　　諭　　池田　尚未　

（３）東京・あきる野市立五日市小学校
副 校 長　　寺内　雄一　

（１）福岡・北九州市立小石小学校
校　　長　　池田　洋士　

（２）埼玉・秩父市立尾田蒔小学校
校　　長　　千島　真　　

（３）東京都小学校学校行事研究会
顧　　問　　荒木　俊夫　 をもたらす学校行事

日　程
第１日目   ８月９日（木）　会場：東京国立博物館平成館 第２日目　８月１０日（金）　分科会会場：台東区立谷中小学校
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＜講　　　　　話＞　東京国立博物館　館長　銭谷　眞美 様
＜アトラクション＞　台東区立谷中小学校児童による合唱
＜講　　　　　演＞　「明日よりよい社会を自ら築く力を育てる学校行事の充実」

文部科学省初等中等教育局教育課程課教科調査官　 安部　恭子 様

＜特別講演＞

「脳から見た人間関係形成・社会参画・自己実現の在り方」
脳科学者　　茂木　健一郎  様

仲間

感動 本物

共　生

自 己 実 現

社 会 参 画

人間関係形成


