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平成３０年６月５日 

都道府県教育委員会殿 

市区町村教育委員会殿 

国・公・私立小学校長殿 

国・公・私立中学校長殿 

国・公・私立高等学校長殿 

                   全国歴史教育研究協議会会長      上野 勝敏                                                                                             

東京都立富士高等学校・附属中学校長 

 

                            全国歴史教育研究協議会第 59 回研究大会 

                               大会実行委員長  蔭木 原洋                 

                                                兵庫県立明石高等学校長 

                                

 

 

 

 

 

全国歴史教育研究協議会 

第５９回研究大会（兵庫大会）のご案内 

 

 時下、貴職におかれましてはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。日頃より当研究協議会の

ために、格別のご高配・ご支援を賜りまして厚く感謝申し上げます。 

 さて、全国歴史教育研究協議会では、「新科目歴史総合にどう向き合うか」を大会テーマとしてラッ

セホールを会場に第５９回研究大会を開催することになりました。 

 つきましては、一人でも多くの先生方のご参加をいただき充実した大会となりますよう、公務多端の

折から誠に恐縮ではございますが、貴管下関係教職員の大会参加につきまして特段のご高配を賜ります

ようお願い申し上げます。なお、本案内状を貴校の分校・定時制・通信制課程等の教職員の方々にもお

知らせいただければ幸甚に存じます。 

 

１、期 日 平成 30 年 7 月 25 日（水）～7 月 27 日（金）(7 月 27 日は史跡見学） 
２，会 場 ラッセホール（Lasse Hall）（ブランシュローズ（総会）、ローズサルーン（第一分科会、

記念講演他）） 
      神戸市中央区中山手通 4-10-8 （078-291-1117） 
３、主 催 全国歴史教育研究協議会 
      兵庫県高等学校教育研究会社会（地理歴史・公民）部会 
４、後 援 兵庫県教育委員会 

      神戸市教育委員会 
      一般財団法人兵庫県学校厚生会  
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大会日程・会場 

１、期 日 平成 30 年 7 月 25 日（水）～7 月 27 日（金） 
２，会 場 ラッセホール（Lasse Hall）（ブランシュローズ（総会）、ローズサルーン（第一分科会、

記念講演他）） 
      神戸市中央区中山手通 4-10-8 （078-291-1117） 
 
          ・神戸市営地下鉄「県庁前駅」下車         400m 
     ・JR・阪神「元町駅」下車 東改札口 北へ      700m 
     ・JR・阪急・阪神・神戸市営地下鉄「三宮駅」下車  1.1km 
     ・高速「花隈駅」下車                 1.1km 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

基本テーマ 「新科目歴史総合にどう向き合うか」 

Ⅰ 大会日程・会場 
  日 程 
 
                      9:30   10:00      11:00      13:00         17:00   17:30 

 
7月25日（水） 

 

 
受付 

 
 

 
総会 

 
 

 
昼食 

 
 

 
分科会 

 
 

連絡 

懇親会

移動 
 

 
 懇親会 
 
 

  
                   9:00    9:30          12:00    13:00      14:30  15:00  

 
7月26日（木） 

 

 
受付 

 

 
シンポジウム 

 

 
昼食 

 

 
記念講演 

 

 
閉会式 
 

 
史跡見学説明 
 

 
                     ＊史跡見学の集合時間などは未定 

 
 

7月27日（金） 

 
 

             
   Aコース（神戸地区）   神戸モスク、神戸海洋博物館、海外移住
        と文化の交流センター、酒蔵見物(昼食)、賀川豊彦記念館 
史跡見学      

Bコース（姫路地区）姫路城下町の巡検1、姫路城、県立歴史博物館、

酒蔵見学（昼食）、姫路城下町の巡検2 

           神戸地区 1日帰り 貸し切りバスを利用 
           姫路地区 1日帰り 姫路城から昼食場所へ移動にバスを利用 
 
 会 場 
  ラッセホール（Lasse Hall） 神戸市中央区中山手通 4-10-8 （078-291-1117）   
 
 その他 ラッセホールおよび近隣に有料駐車場がありますが、できる限り公共交通機関等でお越しく

ださい。 
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Ⅱ 総会  （7 月 25 日（水） 10 時 00 分～11 時 00 分） 
 
Ⅲ 記念講演（7 月 26 日（木）  13 時 00 分～14 時 30 分） 
 

      演題「兵庫の城から見た歴史」 
              

 奈良大学教授 千田 嘉博    専門 城郭考古学 

Ⅳ 分科会 

    第 1 分科会（7 月 26 日 9:30～12:00 シンポジウム 大会参加者全員参加） 
   テーマ      「新科目歴史総合にどう向き合うか」 
   パネリスト    矢景 裕子 （兵庫県立芦屋高等学校教諭） 
            奥村  暁  （神大附属中等教育学校教諭） 

            井上 昌善 （愛媛大学講師） 
            桃木 至朗 （大阪大学教授） 
  コーディネーター  梅津 正美 （鳴門教育大学教授） 
 
  第 2 分科会～第 5 分科会 7 月 25 日 13:00～17:00 
   ・第 2 分科会 「歴史総合に向けた実践」 
       提案者     安達 一紀 （兵庫県立姫路南高等学校 教諭） 
                               「ヒストリー・リテラシーを高める発問」 
            川島 啓一  （同志社中学校・高等学校 教諭） 
                                     「『歴史総合』と『深い』学び－問いではじまり、資料を読み 

解く歴史教育－」 

            水嶋 正稔 （兵庫県立出石高等学校 教頭） 
                                     「「歴史総合」の研究実践の成果と課題」 
    コメンテーター 松田 吉郎 （前兵庫教育大学教授） 
 
   ・第 3 分科会（日本史） 「日本史探究に向けた実践」 
    提案者     金谷 蕗  （兵庫県立御影高等学校 教諭） 
                                     「歴史を学び、歴史から学ぶ探究型授業の実践 ～「諸資料 

を活用」し、「変化・転換・画期」をとらえる学びに向け 
て～」 

            齋藤 尚文 （兵庫県立芦屋高等学校 教諭） 
                                    「「鈴木商店」で学ぶ大戦景気－世界と日本をつなぐ地域教

材活用の試み－」 
            藤井 伸泰 （埼玉県立熊谷西高等学校 教諭） 
                                    「時代の切れ目を考える学習－院政期－」 
    コメンテーター 河島 真  （神戸大学 准教授）  
 
   ・第 4分科会（世界史） 「世界史探究に向けた実践」 
    提案者     岸永 亮輔  （白陵高等学校 教諭） 
                                    「「世界史学習の内容と結果をどのように結びつけるか」 
                                      ～大学入試論述問題を利用したグループワーク実践報 
                   告～」 
            土井 裕之  （灘高等学校 教諭） 
                                    「「暗記科目」から「思考力を育む科目」へ～「欧米におけ

る近代国民国家の発展」を教材として～」 
            矢部 正明    （関西大学中等部・高等部 教諭） 
                                    「｢問い｣で組み立てる｢世界史探究｣授業試案～「世界史用語

精選案」を踏まえて「明清および同時代の東・東南アジ
ア史」を例に～」 

        コメンテーター 藤原 健剛  （甲南大学 特任教授） 
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      ・第 5分科会 （博学連携の実践） 
    提案者     植山 正彦  （県立加古川北高等学校 教諭） 
                                     「「考古学者のように考える」高校日本史授業実践 

～県立考古博物館とのコラボ授業～」 
            宮﨑 亮太  （関西大学中等部・高等部 教諭） 
                                     「「ミュージアム資料を活用した学びによる学習者の変 
                   容」－歴史系新科目を見据えて日本史Ｂの実践から考 
                   える－」 
            立野 亮     （神戸市立上野中学校 教諭） 
                                     「学校と博物館の連携について～連携授業を中心に～」 
            三原 慎吾  （元兵庫県立高等学校 教諭） 
                                     「文化財の新しい捉え方と学校」          
 
    コメンテーター 山中 馨  （神戸市立博物館 学芸課 指導主事） 

Ⅴ、 大会参加申し込み要領 

 

１ 大会費用   ５，０００円（内訳  参加費３，０００円・資料代２，０００円） 

  懇親会費     ５，０００円（希望者のみ）  

  史跡見学費  ８，０００円  詳細は別紙参照（希望者のみ）     

２ 申し込み方法  

   (1) 大会申込 

     全国歴史教育研究協議会のホームページ、及び東京都歴教育研究会のホームページから以下のサ    

     イトにアクセスしてください。担当旅行社の近畿日本ツーリスト関西神戸支店が窓口になります。  

     近畿日本ツーリスト関西神戸支店 担当 本条真弓 

  ・大会参加、史跡見学、宿泊の申込みは、すべて下記のサイトよりアクセスし、必要な手続き行っ 

   てください。 

  ・大会申込サイト  http://www.knt-ks.co.jp/ec/2018/zenrekiken/ 

  ・申込先着順に受付をさせていただきます。宿泊は部屋数が限られます。ご注意下さい。 

  (2)史跡見学 

    担当旅行社の近畿日本ツーリスト関西神戸支店が窓口になります。 

  ・上記（１）の大会申込サイトにて、受け付けております。 

  ・Ａは定員 40 名、Ｂコースは定員 35 名までとなります。それぞれ先着順となります。 

  (3)大会費用の領収書は、大会当日にお渡しいたします。 

  (4)払い込まれた大会費用は、不参加の場合でも原則としてお返しいたしませんので、予めご了解 

   下さい。 

  (5)電話でのお申し込みには応じかねますので、ご遠慮下さい。 

  (6)準備の都合上、参加申し込みの締め切りは 【 ７月１７日  】とさせていただきます。 

  (7)大会に参加できない方は、年会費（２０００円）の納入にご協力下さい。年会費納入の方には、   

   『全歴研研究紀要』を送付いたします。年会費の納入には、全歴研事務局にご連絡ください。 

３ 事務局 

       全歴研第５９回研究大会（兵庫大会）事務局 兵庫県立明石高等学校 

 ４ 問い合わせ先 

 【全歴研事務局】 

〒158-0097 東京都世田谷区用賀２－４－１   

    東京都立桜町高等学校  主任教諭   三 好 喜 輝 

TEL  03-3700-4330 FAX  03-3700-9141 

 【第59回大会（兵庫大会事務局）】  

        〒651-1122  神戸市東灘区御影石町４―１―１   

       兵庫県立御影高等学校  教諭   上田 義人 

TEL  078-841-1501 FAX  078-841-1503 

http://www.knt-ks.co.jp/ec/2018/zenrekiken/

