香 教連 新聞

平 成２２ 年６ 月９日

号外

【発 行の 期日

○日 時：６月２６日（土）9:30～
○場 所：香川県教育会館
○内 容：東京アカデミー総合教養模試
○日 程： 9:00～ 9:30 受付
9:30～ 9:35 開会行事
9:35～10:35 東京アカデミー模試
10:45～11:45 解答と解説
山下隆章香川大学教育学部准教諭
11:45～12:00 閉会行事、事務連絡
○受験料：香教連講師部会員は4,000円(通常12,000円)＋香教連から
受験補助(2,000円)予定
○問合せ：香教連事務局（０８７－８３５－２７２１）

○日 時：７月１０日（土）9:30～
○場 所：香川県青年センター(国分寺青年センター)
（高松市国分寺町国分１００９番地）
○内 容：小学校(現職教諭による、体育・音楽・図工の実技研修)
中学校(香川大山下准教授による、教職教養・専門教養)
養護教諭(大林八重子氏による専門教養)
○日 程： 9:00～ 9:30 受付
9:30～ 9:35 開会行事
9:35～11:50 実技研修(休憩は随時)
11:50～12:00 閉会行事、事務連絡
○申込み：香教連事務局（０８７－８３５－２７２１）
※ 当日までに受験種別グループ分けをするので、必ず事前申し込み
をお願いします。

○日
○場
○内
○日

時：７月３１日（日）13:30～
所：サンポートホール高松 ７階第１リハーサル室・練習室
（高松市サンポート２番１号）
容：講義(２次試験対策模擬授業について)
実習(模擬授業)
程：13:00～13:30 受付
13:30～13:35 開会行事
13:35～14:35 講義：２次対策模擬授業について
講師：香川大学准教授
14:45～15:00 休憩
15:00～17:00 模擬授業実習
指導：香川大学准教授・現職教諭
17:00～17:10 閉会行事、事務連絡

○日 時：６月２６日（土）18:30～
○場 所：香川県教育会館
○内 容：学校マネジメント力の向上
○日 程：18:00～18:30 受付
18:30～20:30 講演・演習
「学校マネジメント」に関する内容
○準備物：香川県教育関係職員事務必携、教育小六法 等
○申込み：香教連事務局（０８７－８３５－２７２１）

○日 時：６月２７日（土）13:30～
○場 所：若葉書院(愛媛県四国中央市新宮町新瀬川乙538-1)
○内 容：ルドルフ・シュタイナーの教育思想
シュタイナー教育で有名なルドルフ・シュタイナーは、オーストリア帝国
（現在のクロアチア）出身の神秘思想家である。「社会という有機体を精神生
活(文化)、法生活（政治）、経済生活の三つの部分が独立しながらも、精神生
活においては「自由」を、法生活（政治）においては「平等」を、経済生活
においては「友愛」を原則として、この3つが有機的に結びつくことが健全な
社会のあり方である」と説いたシュタイナー教育を実践するシュタイナー学
校は、ヨーロッパ全土に600校ほど存在している。

○申込み：香教連事務局（０８７－８３５－２７２１）
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○日 時：７月４日（土）
○場 所：高松国際ホテル
○内 容：中華民国訪日団との学術研討会
○日 程：13：00～16：30
学術研討会
テーマ「教科指導を通した生徒の学力の定着と学習意欲の向上にむけて」
実践発表：発表20分間、通訳20分間
発 表 者：坂出市立東部中学校教諭 中澤 克彦 氏
18：00～20：00
情報交換会（高松国際ホテル）
※ 中澤先生が全日教連を代表して発表します。多数の先生方の
ご参加をお待ちしております。
○申込み：香教連事務局（０８７－８３５－２７２１）

○日 時：７月４日（土）13:00～16:00
○会 場：高松市牟礼支所(旧牟礼町役場)
〒761-0121 高松市牟礼町牟礼302-1
○講 師：松久 真実 氏 特別支援教育士スーパーバイザー
○演 題：「発達障害の子どもとあったかクラスづくり」
－通常学級で無理なくできるユニバーサルデザイン－
○申込み：香教連事務局（０８７－８３５－２７２１）

○日
○会
○講
○演

時：７月２４日（土）
場：高松国際ホテル
師：阪根 健二 鳴門教育大学准教授
題：「学校危機管理を考える」
－児童生徒の規範意識醸成と生徒指導－
○内 容：講演・パネルディスカッション
○日 程：10:00～10:30 受付
10:30～10:50 開会行事
11:00～12:30 講演
13:30～15:00 パネルディスカッション
15:20～17:00 グループ討議
17:00～17:15 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７日（土）～８日（日）
出発６日午前中・帰着８日夜(予定)
○会 場：ホテル東日本宇都宮・栃木県教育会館 他
（宇都宮市上大曽町492-1 TEL：028-643-5555）
○大会主題：「生きる力」を育てる質の高い教育の創造
○提案者(※香教連から２名が提案予定です)
発表分科会
発表者氏名
勤務校
タイトル
①分科会
主幹教諭における
富永 淳一 主幹教諭 高・栗林小
学校マネジメント
学校マネジメントの実践
④分科会
特別に支援が必要な児童への
佐藤 和代 教諭
坂・東部小
特別支援教育
自尊感情を高める支援の在り方
☆記念講演
講師：齋藤孝 明治大学文学部教授
○日 程：８月７日 8:30～ 9:00 受付
(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)

単組名
高 松
丸 亀
坂 出
小 豆
大 川
直 島
綾 歌
仲 善
三 観

事務局長名
勤務校
事務所【087-835-2789】
山地 浩之
城南小
塩崎 太郎
加茂小
藤田 剛志
星城小
上村 英則
富田小
藤澤 清正
直島小
近藤 由紀
昭和小
西村 博文
高篠小
横山 浩 大浜 小 事務所【0875-25-0470】

※ 四国ブロック合同研修会
と、全日教連教育研究大会
全国大会の参加希望は、左
記の各単位団体事務局まで
ご連絡ください。

