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全国高等学校国語教育研究連合会 

第４８回研究大会東京大会について（最終案内） 

 第４８回東京大会を下記の開催要項により開催いたします。第１日は、都内の各公私立

高等学校を会場として、研究授業、公開授業、研究発表、ワークショップなどを行います。

また、第２日は全体会としてねじめ正一氏による記念講演や専門の研究者による講演が行

われます。 

 多数の先生方の参加をお待ちしております。 

 

大 会 主 題 

「国語教育の継承と発展 

～想い、結び、伝えることばの力を育む～」 

 

１ 主催 全国高等学校国語教育研究連合会・東京都高等学校国語教育研究会 

２ 共催 東京都教育委員会 

３ 後援 文部科学省 東京都私立中学高等学校協会 

東京都公立高等学校長協会 日本教育公務員弘済会 

４ 期日 平成２７年１１月１３日（金） １４日（土） 

５ 日程 第１日 分科会 （研究授業、研究発表等） 

     第２日 全体会 （総会、文部科学省講話、記念講演、専門研究者講演） 

６ 会場 第１日 桜修館中等教育学校、国際高等学校、西高等学校、竹早高等学校、 

本所高等学校、両国高等学校、和洋九段女子中学高等学校 

     第２日 東京工科大学 蒲田キャンパス（会場が変更になりました。） 

７ 参加費・資料代 ７０００円（参加費 ３０００円  資料代 ４０００円） 
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１１月１３日（金） 分科会（各学校での研究授業・研究発表等） 

 

○ 分科会は九分科会、下記の７つの学校に分かれます。学校により時程が多少異なります。 

○ 各分科会の会場で受付をお済ませください。 

 

●第一分科会 都立桜修館中等教育学校 

 平成１８年開校の中等教育学校。前身は旧制府立高等学校や都立大学附属高等学校。都

内公立初の中等教育学校として１０年目。真理の探究を校訓としている。 

12：30～13：10 13：15～14：05 14：15～ 14：25～15：00 15：00～15：35

受付
公開授業
　藤波　綾 会場校挨拶

研究発表１
　澤崎　玲希
　（荻窪高校）

研究発表２
　新井　通郎
　（町田高校）

研究発表　質疑応答・研究協議
指導助言

助言講師：納屋　信先生
（日本文化大学）

15：45～16：50

公開授業 2 年現代文南木佳士『ダイヤモンドダスト』より「冬への順応」 

※授業公開 中学１，２，３年の国語も参観可。学校設定科目「国語で論理を学ぶ」中学１年も参観可。 

研究発表１ 国語表現の教材について―四コマ漫画を用いた教材 

研究発表２ 川上弘美「神様」の授業実践報告 

 

●第二分科会 都立国際高等学校 第一校舎 

平成元年に東京都初の国際学科専科の高等学校として設立。ユネスコ勧告に基づいた指導

原則に立脚し、平成 28 年度から国際バカロレアのディプロマ・プログラムを開始予定。 

12：10～12：50 12：55～13：40 13：50～ 14：05～14：30 14：30～14：55

受付

公開授業１
　　秋山樹里
公開授業２
　　松家　滋
公開授業３
　　平野　舞

会場校挨拶

研究発表１
　平野　舞

　（国際高校）

研究発表２
　山際　咲清香
　（浅草高校）

15：10～16：50

研究発表　質疑応答・研究協議
指導助言

助言講師：河添房江先生
（東京学芸大学教授）

公開授業１ 2 年古典 B・古文「日記 更級日記」 

公開授業２ 2 年古典 B・漢文「史記 項羽本紀」 

公開授業３ 2 年古典 B・漢文「史記 項羽本紀」 

研究発表１ 「百人一首」 

研究発表２ 「源氏物語」 

 

●第三分科会 都立国際高等学校 第二校舎 

12：10～12：50 12：55～13：40 13：50～ 14：10～14：35

受付
12：25～12：40

ＩＢコース
概要説明

公開授業
　高松美紀

　1年IBコース

会場校挨拶

IBコースの国語教
育と本日の授業に
ついて
　高松美紀

14：35～16：00

質疑応答・研究協議
指導助言

助言講師：半田淳子先生
（国際基督教大学教養学部教授）

公開授業 1 年国語総合・「小説 山椒魚」 
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●第四分科会 都立西高等学校 
 昭和 12 年府立第十中学校として創立。昭和 25 年都立西高等学校と改称。都立の進学指

導重点校としての進学実績のみならず「文武二道」「自主自律」を教育理念に掲げる。 

12：30～13：10 13：10～14：00 14：15～ 14：30～15：20 15：20～16：10

受付

公開授業１
　　堀米陽子
公開授業２

　　斎藤佳子
公開授業３
　　泉　雅世

会場校挨拶

研究発表１
　折居　篤
　（山梨県
韮崎高校）

*研究協議含

研究発表２
　斎藤　克也
（神奈川県

横浜栄高校）
*研究協議含

16：10～16：50

研究発表
指導助言

助言講師：山下　直先生
（文教大学准教授）

公開授業１ １年国語総合・現代文「評論」(大澤真幸「自由の優越＝困難」）（予定） 

公開授業２ 2 年古典 B・古文「源氏物語」（予定） 

公開授業３ 2 年古典 B・古文「大鏡 花山天皇の出家」（予定） 

研究発表１ 古典をよりよく読むための言語活動 －文語作文で「枕草子」を味わう－ 

研究発表２ 調査研究発表学習の九つの掟―改良版『コラムの分析』（国語総合）の実践を中心に― 

 
●第五分科会 都立竹早高等学校 
 明治 33 年府立第二高等女学校として創立した都立有数の伝統校。文教地区小石川に立

地し、現在は都から進学指導推進校の指定を受け、海外帰国生徒の受け入れもしている。 

12：30～13：10 12：50～13：35 13：50～ 14：00～14：45

受付

研究授業１
　村田　正純
研究授業２
　鈴木春風

会場校挨拶

研究発表
　　星野　良輔

　（江戸川高校）

15：00～16：50

研究授業・研究発表　質疑応答・研究協議
指導助言

助言講師：高山美佐先生
（國學院大学）

研究授業１ 1 年国語総合・古典「日記 土佐日記（門出）」 

研究授業２ 1 年国語総合・古典「漢詩（八月十五日夜、禁中独直、対月憶元九）」 

研究発表  短歌や詩をより深く味わう鑑賞態度を育成する指導の工夫－「読む」学習活動を通して－ 

 

●第六分科会 都立本所高等学校  
 昭和６年に「東京市本所区第一実業女学校」として創立以来幾度かの改称を経て現在に至る。

とうきょうスカイツリー、隅田川に隣接する東京下町を代表する校風がある。 

12：30～13：10 13：25～14：15 14：30～15：15
受付

13：05～13：15
会場校挨拶

研究授業
　　山口正澄

研究発表
　　安田　朱里
　（蒲田高校）

15：25～16：50

研究授業・研究発表　質疑応答・研究協議
指導助言

助言講師：町田　静隆先生
（教職員研修センター）

研究授業 1 年国語総合・漢文「狐借虎威」 

研究発表 生徒を「エンカレッジ」する授業の工夫―詩の授業実践と自己評価シートの試み― 

 

●第七分科会 都立本所高等学校  

12：30～13：10
受付

13：05～13：15
会場校挨拶

13：25～15：25

研究発表/ワークショップ
　山崎　茂雄

15：30～16：50

研究発表/ワークショップ　質疑応答・研究協議
指導助言

助言講師：村越　和弘先生
（教職員研修センター）

研究発表/ワークショップ  「カットイメージ読解法」入門講座～心に浮かぶイメージを活用して小説を読み解く～ 

　（稔ケ丘高校）
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●第八分科会 都立両国高等学校 

 明治３４年に東京府立第三中学校として創立された芥川龍之介の母校としても有名な伝

統校。平成 18年から併設型中高一貫校として再編され高校では２クラスを募集している。 

12：30～13：10 13：20～14：10 14：20～15：10 15：25～16：10

受付

13：05～13：15
会場校挨拶

公開授業１
　　沖　奈保子

公開授業２
　　竹内　直子

研究発表
　井口　葵

　（雪谷高校）
　大島かや子

　（両国附属中）
　石井　陽

　（八王子拓真）

研究発表　質疑応答・研究協議
指導助言

助言講師：山本　伸二先生
（日本教育大学院大学）

16：10～16：50

公開授業１ 2 年古典 B・古文「大鏡」 

公開授業２ 2 年古典 B（教材未定） 

研究発表  若手教員の協同的学び―私たちがつまずいた「こころ」と「羅生門」 

 

●第九分科会 和洋九段女子中学高等学校 

 明治 33 年に和洋裁縫女学院として創立。教育理念は「和魂洋才」、校訓は「先を見て齊

（ととの）える」。近年は英語教育を重視し、国際性豊かな女子教育を推進している。 

12：30～13：10 13:25～14:１5 15:15～16：00

受付

13：05～13：15
会場校挨拶

研究授業
　　上野　政史

研究発表
　　横田恭一郎
　（和洋九段）

16：00～16:50

研究発表　研究協議
指導・助言

　助言講師：稲井　達也
　（日本女子体育大学）

研究授業　研究協議
指導・助言

　助言講師：稲井　達也
　（日本女子体育大学）

14:25～15:10

 

研究授業  古典講読「和歌の世界に〈参加〉する ―演じる・批評する古典講読授業の試み―」 

研究発表  読解中心の漢文指導実践報告 ―訓点を手掛かりとして― 

 

○ 懇親会 

 １８時より、都庁第一本庁舎３２階「西洋フード」において懇親会を行います。会費は

４５００円です。皆様のご参加をお待ちしております。 

 

１１月１４日（土） 全体会 

会場 東京工科大学 蒲田キャンパス ３号館 大ホール 他 

９時３０分から受付 

１０時 総会 

１１時 文部科学省講話 

１３時１５分 記念講演 「言葉と笑い」 ねじめ正一氏 

１５時 専門研究者による講演 

    第一分科会 「国語教員が作家になったころ」   大井田義彰氏 

    第二分科会 「女百人一首について」       神作 光一氏 

     第三分科会  「高校国語教育の今までとこれから」 田中 孝一氏 

１６時３０分 終了 

    ※出版社等による会場での展示は、１７時まで行う予定です。 
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全体会会場 東京工科大学蒲田キャンパス 

東京都大田区西蒲田５－２３－２２ 

ＪＲ京浜東北線・東急池上線・東急多摩川線蒲田駅西口下車 徒歩２分 

（京浜急行線京急蒲田駅下車 徒歩１２分） 

懇親会会場 東京都庁第一本庁舎３２階「西洋フード」 

新宿区西新宿２－８－１ 

ＪＲ山ノ手線、中央線、中央総武 

緩行線、埼京線、湘南新宿ライン、 

小田急線、京王線、東京メトロ丸の内 

線、都営地下鉄大江戸線新宿駅下車 

西口より徒歩約１０分 

都営地下鉄大江戸線新宿西口駅下車 

西武新宿線西武新宿駅下車 

徒歩約１５分 

都営地下鉄大江戸線都庁前駅下車 

すぐ 

問い合わせ先 東京大会事務局長

東京都立桜修館中等教育学校 副校長 笠原 聡

〒 １５２－００２３ 東京都目黒区八雲１－１－２

電話 ０３－３７２３－９９６６ FAX ０３－３７２４－７０４１ 
Ｅメール Akira_1_Kasahara@member.metro.tokyo.jp 
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東武トップツアーズ株式会社
東京教育旅⾏⽀店

〒102-0075
東京都千代⽥区三番町5-7

精糖会館4階
TEL.03-5212-7150
FAX.03-5212-7154
⽀店⻑ 橘 直哉
担当者 清⽔ 俊博

全国⾼等学校国語教育研究連合会
第４８回研究⼤会東京⼤会

参加申込のご案内

東武トップツアーズ株式会社は、2006年3⽉にプライバシーマークの認定を受けました。
プライバシーマーク制度とは、個⼈情報を適切に取り扱っている組織を⼀定の基準で認定する制度です。
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謹啓、皆様⽅には、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
このたび、「全国⾼等学校国語教育研究連合会第48回研究⼤会東京⼤会」が開催されますことを⼼よりお

祝い申し上げます。
さて、第44回⼤会に引き続き全国各地より⼤会を参加されます皆様⽅の便宜をお図りするため、⼤会参加

ならびに懇親会・宿泊・弁当のお世話を東武トップツアーズ株式会社東京教育旅⾏⽀店でお取扱させていただ
くことになりました。
つきましては、申込⽅法につきまして、下記の通りご案内申し上げます。皆様⽅のお越しを⼼よりお待ち申し上

げます。 謹⽩

東武トップツアーズ株式会社
東京教育旅⾏⽀店
⽀店⻑ 橘 直哉

インターネット受付システムを利⽤し、⼤会参加登録を⾏ってください。

①⼤会参加登録ホームページ
パソコンをご利⽤の⽅は、以下のURLにアクセスいただき、⼤会参加登録を⾏ってください。

https://conv.toptour.co.jp/shop/evt/kokugo/

スマートフォンをご利⽤の⽅は、以下のQRコードを読み込んでアクセスしていただき、⼤会参加登録を⾏ってくだ
さい。

ホームページ右上の「初めての申込はここをクリック」ボタンから⼊り、新規ユーザー登録画⾯で、名前・メール
アドレス・パスワード等を 登録してください。新規ユーザー登録画⾯で登録した⽅が申込代表者になります。参
加登録確認などのメールは、申込代表者のメールアドレスに送信されます。
2回⽬以降のお申込操作は新規ユーザー登録画⾯で登録したメールアドレスとパスワードを⼊⼒して「ログイ
ンする」をクリックして⼊って下さい。

②「代表者登録」より代表者の⼤会参加内容を選択して、登録してください。

③代表者登録が完了しますと、「マイページ」に戻りますので、申込状況を確認してください。

④⼀緒に⼤会参加費等をお⽀払になる同⾏者がいらっしゃる場合は、｢マイページ」左上のメニューより「参加者
（同⾏者）登録」にて同⾏者の⼤会参加内容を登録してください。

申込⽅法について
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⑤すべての⽅の⼤会参加内容が登録できましたら、研究授業・研究発表・研究協議、専⾨研究者等による講
演の予約を「マイページ」左上のメニューより「研究授業・研究発表・研究協議予約」・「専⾨研究者等による講
演予約」を⾏ってください。

⑥懇親会・昼⾷弁当・宿泊・⼤会集録の⼿配の必要な⽅は、「マイページ」左上のメニューより「懇親会予約」・
「昼⾷弁当予約」・「宿泊予約」・「⼤会集録予約」を⾏ってください。

⑦すべての予約が完了されましたら、「マイページ」左上のメニューより「⽀払」を選択し、⽀払い⽅法の選択を
⾏ってください。

以上で⼤会参加登録は終了です。

⼤会参加登録締切 平成２７年１０⽉１６⽇（⾦） １７：００

⼤会参加費等のお⽀払⽅法は、以下の２通りご⽤意しております。

①銀⾏振込
⼤会参加登録ホームページ内、「⽀払」より銀⾏振込を選択してください。その時に発⾏される振込受付番号

を振込名義⼈名の前に記載お願いします。（請求書の郵送はありません）

振込先⼝座 三菱東京UFJ銀⾏ 千代⽥⽀店 普通 ６１８２２０７
東武トップツアーズ株式会社 東京教育旅⾏⽀店

また、振込⼿数料はご負担くださいますよう、お願いいたします。

②クレジットカード決済
⼤会参加登録ホームページ内、「⽀払」よりクレジットカードにてオンライン決済がご利⽤いただけます。

⼿数料はかかりませんので、私費でお⽀払の昼⾷弁当代のお⽀払などにご利⽤ください。

⼤会参加費等⽀払締切 平成２７年１０⽉３０⽇（⾦）

お⽀払の完了された⽅には11⽉４⽇以降、お申込みいただいた⼤会参加券・懇親会参加券・宿泊利⽤券・
昼⾷弁当引換券等を郵送いたします。⼤会当⽇は忘れずにご持参ください。

⼤会参加費の領収証は、⼤会当⽇にお配りする資料に含めてお渡しいたします。
懇親会参加費の領収証は、懇親会受付で懇親会参加券と引き換えにお渡しいたします。
昼⾷弁当代の領収証は、昼⾷弁当引換所にて昼⾷弁当引換券と引き換えにお渡しいたします。
宿泊料の領収証は、東武トップツアーズにて発⾏いたします。⼤会参加券等に含めて郵送する中に領収証発

⾏依頼書を含めてお送りしますので、そちらにてご依頼ください。全体会(11⽉14⽇)に東京⼯科⼤学1階エント
ランスに設置の東武トップツアーズ受付にご⽤意させていただきます。

お支払い方法について

領収証の発行について
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参加費・資料代 ７，０００円 （参加費３，０００円＋資料代４，０００円）
※申込み締切後の取消や当⽇⽋席の場合、参加費の返⾦は⾏いません。

11⽉13⽇(⾦)に⾏われます、研究授業・研究協議・研究発表につきまして、会場準備の都合、事前に参加
希望の会場をご予約ください。（第３希望の分科会までうかがいますが、ご希望にそえない場合もございます。）

11⽉14⽇（⼟）に⾏われます、専⾨研究者等による講演につきましては、会場準備の都合、事前に希望の
講演をご予約ください。（第２希望の講演までうかがいますが、ご希望にそえない場合もございます。）

全体会は⼟曜⽇に当たり、周辺飲⾷店も休業のところが多くなっております。昼⾷休憩時間が短くなっておりま
すので、是⾮昼⾷弁当をお申込みください。（休憩時間には、出版社等の展⽰もご覧になれます。）

設定⽇ １１⽉１４⽇（⼟）
料 ⾦ １⾷850円 （お茶付・税込）
※発表会場の東京⼯科⼤学3号館12階学⽣ラウンジでのご⽤意となります。
※申込み後の取消や当⽇不参加の場合、昼⾷弁当代の返⾦は⾏いません。
※予約なしの当⽇販売は⾏いませんのでご了承ください。

⽂部科学省の講話や専⾨研究者の講演の内容等を記録した⼤会集録を発⾏いたします。平成２８年３⽉
までに、お⼿元にお送りいたします。ご希望の⽅は、お申込みください。
料⾦ １冊1000円（送料・税込）
※申込み後の取消や返⾦は⾏いません。また、追加発⾏は⾏いませんのでご注意ください。

１３⽇（⾦）の分科会終了後、18時00分より東京都庁32階⻄洋フードにて懇親会を企画しております。
参加者の皆様と発表者・講演者などが気軽に懇談できる場としたいと考えております。是⾮とも積極的にご参会
くださいますようお願い申し上げます。
参加費 4,500円（飲み放題・税込）
会 場 東京都庁第⼀庁舎32階南側「⻄洋フード」

（都営地下鉄⼤江⼾線都庁前駅直結、各線新宿駅⻄⼝徒歩10分）
※10⽉30⽇以降の取消や当⽇不参加の場合、参加費の返⾦は⾏いません。

⼤会参加のご案内

研究協議・研究発表のご案内

懇親会のご案内 懇親会は旅⾏契約には該当しません。

昼⾷弁当のご案内 昼⾷弁当は旅⾏契約には該当しません。

専⾨研究者等による講演のご案内

⼤会集録のご案内
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11⽉13⽇（⾦）：当泊につきまして、以下のホテルをご⽤意させていただいております。都内ホテルは訪⽇
旅⾏者などで⼤変混雑しております。先着順での受付となりますので、ご宿泊をご希望の⽅はお早めにお申込
みください。

部屋タイプはシングルのみにてご⽤意しております。先着順にて、喫煙・禁煙を指定してご予約いただけます。満
室の場合ご希望に添えない場合もございますので、予めご了承ください。

最少催⾏⼈員：1名
添乗員は同⾏いたしませんので、諸⼿続きはお客様ご⾃⾝にてお願いします。

※宿泊の取り消しの場合は、以下の取消料を申し受けます。

変更・取消は⼤会登録サイト内、「マイページ」左上の「取消」より操作してください。トラブルを避けるため、電
話での変更・取消はお受けできませんのでご了承ください。

《旅⾏企画・実施／お問い合わせ》
東武トップツアーズ株式会社 東京教育旅⾏⽀店

担当：清⽔ 俊博
観光庁⻑官登録旅⾏業第38号 ＪＡＴＡ正会員 ボンド保証会員
〒102-0075 東京都千代⽥区三番町5-7 精糖会館4階

TEL:03-5212-7150 FAX:03-5212-7154
メール：toshihiro_shimizu@tobutoptours.co.jp

営業時間：⽉曜⽇〜⾦曜⽇ 09：00〜18：00 （⼟・⽇・祝祭⽇休業）
総合旅⾏業務取扱管理者：橘 直哉 承認番号：客国15-263

旅⾏契約の解除期⽇ 取消料

宿泊開始⽇の前⽇から起算してさかのぼって
4⽇⽬にあたる⽇まで 無料
3⽇⽬にあたる⽇から
前⽇にあたる⽇まで 宿泊代⾦の20%

宿泊開始当⽇16時まで 宿泊代⾦の50%
宿泊開始当⽇16時以降または無連絡不参加の場合 宿泊代⾦の100%

地区 ホテル名 料⾦
(1泊朝⾷付 諸税込み) アクセス

新宿 京王プレッソイン新宿 10,500円 ＪＲ新宿駅南⼝徒歩９分
都営地下鉄⼤江⼾線都庁前駅徒歩8分

蒲⽥ ⻄鉄イン蒲⽥ 8,500円 ＪＲ京浜東北線蒲⽥駅⻄⼝徒歩2分

蒲⽥ グランパークホテル
パネックス東京 9,000円 ＪＲ京浜東北線蒲⽥駅東⼝徒歩1分

宿泊のご案内 宿泊は東武トップツアーズ株式会社東京教育旅⾏⽀店が企画・実施する募集型企画旅⾏です。
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