
○日 時：７月２４日（土）
○日 時：７月３１日（土）13:30～ ○会 場：高松国際ホテル
○場 所：サンポートホール高松 ７階第３リハーサル室他 ○講 師：阪根 健二 鳴門教育大学准教授

（高松市サンポート２番１号） ○演 題：「学校危機管理を考える」
○内 容：講義(２次試験対策模擬授業について) －児童生徒の規範意識醸成と生徒指導－

実習(模擬授業) ○内 容：講演・パネルディスカッション
○日 程：13:00～13:30 受付 ○日 程：10:00～10:30 受付

13:30～13:35 開会行事 10:30～10:50 開会行事
13:35～14:35 講義：２次対策模擬授業について 11:00～12:30 講演

講師：香川大学准教授 13:30～15:00 パネルディスカッション
15:00～17:00 模擬授業実習 15:20～17:00 グループ討議

指導：香川大学准教授・現職教諭 17:00～17:15 閉会行事、事務連絡
17:00～17:10 閉会行事、事務連絡 18:00～懇親会

○参加人数：20名程度

○日 時：８月１５日（日）9:30～18:00
○場 所：サンポートホール高松 6F 61会議室他

（高松市サンポート２番１号） ○日 時：８月７日（土）～８日（日）
○内 容：講義(２次試験対策を考える) 出発６日午前中・帰着８日夜(予定)

実習(模擬授業・個人面接) ○会 場：ホテル東日本宇都宮・栃木県教育会館 他
○日 程： 9:00～ 9:30 受付 （宇都宮市上大曽町492-1 TEL：028-643-5555）

9:30～ 9:40 開会行事 ○大会主題：「生きる力」を育てる質の高い教育の創造
9:40～11:00 講義：２次試験対策について ○提案者： ①分科会 富永 淳一 高・栗林小学校主幹教諭

講師：香川大学准教授 ⑤分科会 佐藤 和代 坂・東部小学校教諭
11:00～15:45 模擬授業実習(途中昼食休憩) ☆記念講演
16:00～17:00 個人面接実習 講師：齋藤孝 明治大学文学部教授
17:00～17:35 指導：香川大学准教授・現職教諭 ○日 程：８月７日 8:30～ 9:00 受付
17:35～17:50 閉会行事、事務連絡 (土) 9:00～15:00 開会行事(挨拶・基調提案)分科会

16:00～17:30 助言者シンポジウム
18:00～20:00 レセプション

８月８日 8:30～ 9:00 受付
(日) 9:00～10:00 全体会

10:20～11:50 記念講演
11:50～12:10 閉会行事

○参加人数：３０名程度(参加希望と合わせて希望分科会を報告下さい)

○日 時：７月２１日（水）19:00～
○場 所：香川県教育会館 ○日 時：９月１８日（土）
○内 容：学校マネジメント力の向上 ○会 場：香川県教育会館ミューズホール
○日 程：18:00～18:30 受付 ○講 師：白井 一幸 氏（プロ野球解説者、元日本ハムファイターズ選手）

18:30～20:30 講演・演習 ○演 題：「 親子の絆・親への感謝 」
「学校マネジメント」に関する内容 ○講 評：香川県親守詩選考委員会 選考委員長

○準備物：香川県教育関係職員事務必携、教育小六法 等 香川大学教育学部教授 七條 正典 氏
○申込み：香教連事務局（０８７－８３５－２７２１） ○申 込：香川教文研事務局（０８７－８３７－８４８０）

○日 時：８月２７日（金）19:00～
○場 所：香川県教育会館
○内 容：学校マネジメント力の向上 ○日 時：８月１２日（木）
○日 程：18:00～18:30 受付 8:30～

18:30～20:30 講演・演習 ○会 場：坂出カントリークラブ
「学校マネジメント」に関する内容 〒762-0024

○準備物：香川県教育関係職員事務必携、教育小六法 等 坂出市府中町 4628-1
○申込み：香教連事務局（０８７－８３５－２７２１） TEL 0877(48)3500

○人 数：７組(２８名)
○参加費：8,000円(昼食代及び

プレ-中の飲食費は
各自精算下さい。)

○日 時：７月２５日（日）13:30～ ○申込み：香教連事務局
○場 所：若葉書院(愛媛県四国中央市新宮町新瀬川乙538-1)

（０８７－８３５－２７２１）○内 容：マハトマ・ガンジーに学ぶ教育理念
ガンジーは、自分の人生を何よりも真理（Satya）探究という目的

のために捧げた。彼は、自分の失敗や自分自身を使った実験などか
ら学び、真理を探求した。ガンジーは、非暴力運動において一番重
要なことは自己の内の臆病や不安を乗り越えることであると主張す
る。金も地位も名誉もないが真に大切なものは…。 単組名 事務局長名 勤務校

高 松 事務所【087-835-2789】
丸 亀 山地 浩之 城南小
坂 出 塩崎 太郎 加茂小

○日 時：７月３１日（土） 9:50～16:00 小 豆 藤田 剛志 星城小 ※ 各研修会の申込み締切日
○場 所：香川県立文書館 視聴覚教室 高松市林町2217-19 大 川 上村 英則 富田小 が迫っております。参加
○講 師：七条 正典 氏 （香川大学 教授） 木 田 高重 淳 白山小 をご希望の方は、左記の

細川 勝紀 氏 (モラロジー教育者講師) 直 島 藤澤 清正 直島小 各単位団体事務局とあわ
○内 容：講演 綾 歌 近藤 由紀 昭和小 せて、香教連事務局まで

「思いやりの心を育てる道徳教育」 仲 善 西村 博文 高篠小 ご連絡ください。
七条 正典 氏 （香川大学 教授） 三 観 横山 浩 大浜小 事務所【0875-25-0470 】

「教師の実践・教師の品格・教師の人生」
細川 勝紀 氏 (モラロジー教育者講師)

○申 込：香教連事務局（０８７－８３５－２７２１）
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