
 

 

 

 

小学校では 2020 年度、中学校では 2021 年度から新学習指導要領が実施されます。また、高等学校、特別支援
学校では 2022 年度から学年進行で同じく実施されます。各学校では、移行期間として既に様々な取り組みが行
われていることと思います。しかしながら、個をみきわめた授業づくりや、一人ひとりの思いを大切にする子ど
も主体の授業について、まだまだ戸惑いが見られるのが現状です。子どもの経験や思いを活かし、しっかりと子
どもたちが自分の考えをもち、それを自分の言葉で語る力を育むには、教材の開発や指導過程の工夫など様々な
課題を丁寧に議論し、オーダーメイドの授業づくりを進めていく必要があります。どのような取り組みが子ども
たちにとって真に有効な教育となるのか、今年度の大会では「授業づくり」に焦点を当て、そこから派生する「学
校づくり」に考えを広げ、理論と実践の両面から多角的に検討してまいりたいと思っています。 
 会員の皆様はもとより、この会の趣旨に御賛同くださる方々を多数お誘いの上、奮ってご参加くださいますよ
うご案内申し上げます。 
 
１．期 日 ２０１９年８月１０日(土)・１１日(日) 
２．会 場 神戸国際大学・２号館２階 
３．参加費 会 員：３,０００円(事前申込) ３,５００円(当日申込)  懇親会費：６,０００円 

非会員：４,０００円(事前申込) ４,５００円(当日申込) 
４．日 程  
【８月１０日(土)】(１日目) 
9:00～ 受 付 (2 号館 2 階) 
9:30～９:50 〇開会行事(2202)    挨拶 山本克典 (関西個性化教育学会会長) 

10:00～11:10 
  (70 分) 

■基調講演(2202) 
   「個別最適化の動向」      奈須正裕 (上智大学教授) 

11:20～12:30 
   (70 分) 

■講  演(2202) 
   「教育評価と高大接続改革」   佐藤 真 (関西学院大学教授) 

12:30～13:30 昼食・休憩 (60 分)      【全国理事会】(2204) 
13:30～16:30 
 (180 分) 

■分科会 AⅠ(2202) 

「授業づくり、単元づくり」 
コーディネーター 
橋本隆公 (大阪成蹊大学准教授) 
【実践発表】 

『総合を中心に』 
林 愛子 

(神戸市立長尾小学校教諭) 
総合３年 
「Heart in Heart 共に生きる」 

奥井誠樹 
(神戸市立東灘小学校教諭) 

総合６年「一人一人が学びを実
感する授業づくり・神戸港」 

藤本博嗣 
(神戸市立駒ヶ林中学校教諭) 

総合１~3 年「防災シミュミレーシ
ョンゲームを用いた防災学習」 

■分科会 BⅠ(2203) 

「カリキュラム・マネジメント、学
校づくり」 

コーディネーター 
藤本勇二 (武庫川女子大学准教授) 
【実践発表】 

『学級経営とカリキュラム・マネ
ジメント』 

足立浩基 
(丹波市立中央小学校教諭) 

「一人一人見取る授業振り返り」 
舘岡真一 

(上越市立妙高小学校教諭) 
「学級経営と教科等の関連」 

森 勇介 
(聖心女学院教諭) 

「学級経営と教科指導の関連性」 

■自由研究発表Ⅰ(2201) 

司会 
浅沼  茂 (立正大学教授) 
香田健治  

(関西福祉科学大学講師) 
 
※本学会所属の会員による実践

発表、研究発表です。 
 発表時間は質疑を含め 1 人 30

分を予定しています。 
プ ロ グラ ムの 詳細 につ いて
は、追って学会 HP でご案内
申し上げます。 

16:40～17:10 〇会務総会(2202)  会員のみ 
17:30～20:00 〇懇親会 (ホテルプラザ神戸)  

準備の都合上、事前申し込みをお願いいたします。 

日本個性化教育学会  第 12 回全国大会〔神戸大会〕 

テーマ『個をみきわめたオーダーメイドの授業づくり ～新学習指導要領全面実施に向けて～』 

 

主催 日本個性化教育学会    関西個性化教育学会 

後援  兵庫県教育委員会(申請中)  神戸市教育委員会(申請中) 



 
【８月１1 日(日)】(2 日目) 
9:00～ 受 付 (2 号館 2 階) 
9:30～12:30 
(180 分) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■分科会 AⅡ(2202) 
「授業づくり、単元づくり」 
コーディネーター 
橋本隆公 (大阪成蹊大学准教授) 
【実践発表】 

『教科を中心に』 
新木 涼（調整中） 

(大阪市立古市小学校教諭) 
「個々のつまずきに応える自己

評価シートを用いた算数科問
題解決学習」 

稲井雅大 
(大阪市立大江小学校教諭) 

 「オーストラリアにおける幼小
接続期 STEM 教育を踏まえた
モデル単元の開発」 

四辻伸吾 
(大阪教育大学附属平野小学校副校長) 
 「未来そうぞう科」 

■分科会 BⅡ(2203) 
「カリキュラム・マネジメント、学

校づくり」 
コーディネーター 
藤本勇二 (武庫川女子大学准教授) 
【実践発表】 
 『授業でつくるカリキュラム・マ

ネジメント』 
藤池陽太郎 

(加古川市立川西小学校教諭) 
 「5 年生総合」 
箱根正斉 

(西宮市立北六甲台小学校教諭) 
「３年間の総合を中心としたカ

リキュラム・マネジメント」 
堀本三和子 

(前・奈良女子大学附属小学校副校長) 
 「奈良の学習法」 

■自由研究発表Ⅱ(2201) 
司会 
浅沼  茂 (立正大学教授) 
香田健治  

(関西福祉科学大学講師) 
 
※本学会所属の会員による実践

発表、研究発表です。 
 発表時間は質疑を含め 1 人 30

分を予定しています。 
プ ロ グラ ムの 詳細 につ いて
は、追って学会 HP でご案内
申し上げます。 

12:30～13:30 昼食・休憩  (60 分) 
13:30～16:30 

(180 分) 
 

■シンポジウム(2202) 
「個をみきわめたオーダーメイドの授業づくり」 
 司 会      奈須正裕(上智大学教授) 
 シンポジスト 佐野亮子(東京学芸大学講師)    澤田 稔(上智大学教授) 
        橋本隆公(大阪成蹊大学准教授)   藤本勇二(武庫川女子大学准教授) 
 指定討論者  加藤幸次(日本個性化教育学会会長) 成田幸夫(岐阜聖徳学園大学教授) 
 

16:40～17:00 〇閉会行事(2202) 挨拶 加藤幸次 (日本個性化教育学会会長) 
 
５．大会への参加について 
〇会場準備の都合上、７月２６日(金)までにお申し込みください。右の QR コ

ードにアクセスするか、学会 HP にアクセスして、参加フォームに記入して
お申し込みください。 

学会 HP http://koseika.com/ 
 
〇お問い合わせは、以下のアドレスにてメールにてお願いいたします。 

E-mail  k2@kobe-kiu.ac.jp    神戸国際大学 山本克典 宛 
 
〇昼食については、各自でご持参ください。学内の食堂・売店は休業中です。 
 
〇神戸までの交通機関や宿泊は、夏休み期間の為、大変混雑が予想されます。 

早めにご予約ください。 
 
〇交通アクセス 

(1) 鉄 道 JR 神戸線「住吉駅」または阪神本線「魚崎駅」で六甲ライナーに乗り換え、 
「マリンパーク駅」下車、南へ徒歩５分   ※ 詳しくは神戸国際大学の HP をご覧ください。 

(2) 自動車 大学構内に駐車場があります。一回３００円で利用可能です。 


