
平成 30年度 新算数教育研究会主催 

 

第 34回小学校算数教育研究全国（熊本）大会 

実施要項（二次案内） 

大会テーマ 

深い学びを創る算数数学学び合い授業の追究 
 

 

授業をみる視点 ① 筋道を立てて考える 

② 対話を通して解決する 

③ 振り返りを生かす 

 

1 大会開催日  平成３０年１０月２７日（土） 

2 会   場  熊本市立白川小学校 

       〒862‐0975  熊本市中央区新屋敷１丁目７番１３号 

TEL：096 - 366 - 4205 FAX：096 - 375 - 1168 

3 主   催  新算数教育研究会 

4 共   催  新算数教育研究会熊本支部 熊本県算数教育研究会 熊本市算数教育研究会 

5 後   援  文部科学省 日本数学教育学会 熊本県教育委員会 熊本市教育委員会 

熊本県小学校校長会 熊本市小学校校長会 熊本県中学校数学教育研究会 

熊本市中学校数学教育研究会 熊本県高等学校数学教育研究会 

（公財）日本教育公務員弘済会熊本支部 

6 大会責任者  新算数教育研究会会長 清水 静海（帝京大学教授） 

       新算数教育研究会研究事業部長 池田 敏和（横浜国立大学教授） 

       熊本大会実行委員長  宮本 博規（熊本市立白川小学校校長） 

       熊本大会実行副委員長 菅 建二（熊本市立桜木小学校校長） 

7 参加対象者  新算数教育研究会会員  県内・市内小学校および中学校教員 

       各大学算数・数学教育担当教員及び学生 各教育委員会指導主事 等 

8 大 会 日 程   
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※特別公開授業…教員養成にかかわる大学教員・指導主事などが行うモデル授業 

※一般公開授業…算数・数学の実践研究家（スーパーティーチャー）による先導的な授業 

9 シンポジウム  テーマ「新学習指導要領から見えてくる 深い学びを創る算数（数学）授業で 

変えなきゃいけないこと・変えてはいけないこと」 

 シンポジスト    ：清水 静海（帝京大学教授，新算研会長） 

田中 博史（筑波大学附属小学校副校長，全国算数授業研会長） 

笠井 健一（文部科学省教科調査官） 

コーディネーター  ：宮本 博規（熊本市立白川小学校校長，熊本大会実行委員長） 



10 特別公開授業（小学校１５学級・中学校３学級）  

公開学級 授 業 者 公開学級 授 業 者 

１年１組 
宮脇 真一 

（熊本大学教職大学院准教授） 
４年２組 

小松 信哉 

（福島県教育庁義務教育課主任指導主事） 

１年２組 
細水 保宏 

（明星大学客員教授） 
５年１組 

原 崇   

（錦町立木上小学校校長） 

１年３組 
緒方 裕  

（熊本市立龍田西小学校校長） 
５年２組 

中川 裕之 

（大分大学准教授） 

２年１組 
古川 公雄 

（宇土市立花園小学校校長） 
５年３組 

田中 博史 

（筑波大学附属小学校副校長） 

２年２組 
藤本 邦昭 

（熊本市立飽田東小学校校長） 
６年１組 

清水 静海 

（帝京大学教授） 

３年１組 
松本 公一 

（熊本市立尾ノ上小学校校長） 
６年２組 

宮本 博規 

（熊本市立白川小学校校長） 

３年２組 
笠井 健一 

（文部科学省教科調査官） 
中１ 

竹下 恒範 

（熊本市立出水中学校校長） 

３年３組 
鈴木 みどり 

（文京学院大学特任教授） 
中１ 

髙木 徹  

（熊本大学教育学部附属中学校副校長） 

４年１組 
赤井 利行 

（大阪総合保育大学教授） 
中１ 

池田 敏和 

（横浜国立大学教授） 

※中学校の公開学級は、熊本市立白川中学校の生徒です。 

 

11 一般公開授業（小学校１５学級・中学校３学級） 

公開学級 授 業 者 公開学級 授 業 者 

１年１組 田村 真生（大阪市立玉川小学校教諭） ４年２組 淸水 修 （熊本市立白川小学校教諭） 

１年２組 篠田 啓子（熊本大学教育学部附属小学校教諭） ５年１組 米原 秀一（熊本市立山本小学校教諭） 

１年３組 曽木 真由美（熊本市立隈庄小学校教諭） ５年２組 前田 理恵（山鹿市立中富小学校教諭） 

２年１組 井手 理恵（熊本市立池上小学校教諭） ５年３組 森本 隆史（筑波大学附属小学校教諭） 

２年２組 本田 貴士（熊本市立小島小学校教諭） ６年１組 増藤 孝成（長洲町立腹赤小学校教諭） 

３年１組 德渕 剛希（大津町立室小学校教諭） ６年２組 中西 英 （宮崎市立本郷小学校指導教諭） 

３年２組 大林 将呉（熊本大学教育学部附属小学校教諭） 中１ 浦山 千加代（熊本市立一新小学校教諭） 

３年３組 井出 幸輔（信州大学附属松本小学校教諭） 中１ 岩木 太一郎（合志市立西合志南中学校主幹教諭） 

４年１組 瀬田 浩明（熊本市立白川小学校教諭） 中１ 阿部 一貴（熊本市立託麻東小学校教諭） 

 

 

 

 

 

 



ゆうちょ銀行 

口座記号番号  ０１７８０－２－１６４２５３ 

口座名     九州中央トラベル株式会社 

日時：10月 27日（土）18：30～20：30 

会場：アークホテル熊本城前  〒860‐0846 熊本市中央区城東町 5 - 16  

会費：6,000円（会費は当日集金させていただきます。） 

12 参加費 3,000円（学生 2,000円 資料のみ 1,000円）※事前申し込みと当日申し込み 

〈事前の申し込み方法〉 

 下記の銀行口座に参加費を振り込んでください。（必ず振替用紙を使用してください。） 

 

 

 

※通信欄には、①都道府県、②ご氏名、③所属（職）、④参加区分（一般、学生、資料のみ）、⑤ご住

所、⑥ご連絡先、⑦懇親会参加希望の有無、⑧交通手段（徒歩・自転車・自家用車・バス・ＪＲ・

飛行機・送迎・その他（   ）※一番主となるものをご記入ください）、※用意している駐車場

が満車になった場合は、近隣の有料駐車場をご案内いたします。⑨宿泊ホテル名（※九州中央トラ

ベル株式会社を通してホテルを予約される方のみ記入）をご記入ください。 

※振り込み手数料はご負担願います。 

※大会当日に「振り込み領収書」をお持ちください。 

※キャンセルの場合の返金はできません。（資料は送付します。） 

※資料のみの方への発送は、大会終了後になります。 

※申し込み締め切りは、10月 12日（金）とさせていただきます。 

 この日以降の申し込みは当日受付となります。また、締め切り日 

以前でも、希望者が８００人に達した段階で締め切りとさせてい 

ただきます。その際は当日受付できませんので、ご了承ください。 

熊本大会ホームページ 

（http://www.kumamoto-kmm.ed.jp/ 

kenkyuukai/shisanken/index.html） 

でお知らせします。すでに、 

問い合わせも多く、締め切り日前に８００人に達することも予想 

されますので、ぜひとも早めの申し込みをお願いします。 

※宿泊につきまして、下記の業者がご案内いたします。ご希望は、 

大会申し込みをされる前に連絡を取られてください。 

九州中央トラベル株式会社 

TEL：096-356-3548  FAX:096-356-3568  E-mail:k.c.travel@indigo.plala.or.jp 

※弁当は当日販売です。朝、９時５０分まで会場にて整理券を販売し、昼食時に券と交換で配布しま

す。７００円程度で飲み物付きです。 

 

13 懇親会案内 

  大会終了後、懇親会を開催いたします。多数ご参加ください。参加される方は、10月 12日（金）ま

でに〈事前の申し込み方法〉にしたがって、通信欄へ「⑦懇親会参加」とご記載ください。 

 

 

 

 

〈記入例〉 

通 

 

信 

 

欄 

①熊本県 

②熊本太郎 

③熊本市立白川小学校（教諭） 

④一般 

⑤熊本市中央区新屋敷 

1－7－13 

⑥096 - 375 - 4205 

⑦懇親会参加 

⑧飛行機・バス 

⑨熊本城ホテル 

 

 



14 問い合わせ先 

  熊本大会実行委員長 宮本 博規（熊本市立白川小学校長） 

  TEL：096 - 366 - 4205 FAX ：096 - 375 – 1168 e-mail：miyamoto.hirokiC@city.kumamoto.lg.jp; 

   熊本大会事務局 林田 晋（熊本市立画図小学校教諭） 

  TEL：096– 378 – 0710  FAX：096-334-1201  e-mail：kumamoto.shisanken@gmail.com 

 

＜会場校 熊本市立白川小学校へのアクセス＞ 
〒８６２－０９７５ 熊本市中央区新屋敷１丁目７番１３号 

ＴＥＬ：０９６－３６６－４２０５   ＦＡＸ：０９６－３７５－１１６８ 

 


