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全国歴史教育研究協議会 

第５３回研究大会（東京大会）のご案内 

 

 若葉の候、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「新たな歴史教育の視点を求めて －「社会科」科目間相互の関連と情報・資料の活用

を考える－」を大会テーマとして、第５３回研究大会を早稲田大学で開催することになりました。 

 明日を担う児童・生徒がより豊かな歴史的思考力を培うために、「社会科」各科目相互間の知識を関連付け、資料や情報機

器を利用した、時代に即した教育実践が求められています。本大会ではさまざまな実践報告とシンポジウムを通して、全国か

らご参加の先生方とともに、新たな歴史教育の視点を探りたいと考えています。 

 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。 

 

記 

 

１．期 日 平成２４年８月 １日（水）～８月 ３日（金）  ※３日（金）は、史跡見学です。 

２．会 場 早稲田大学国際会議場   （〒１６９－００５１  東京都新宿区西早稲田１－２０－１４） 

３．主 催  全国歴史教育研究協議会 

          東京都歴史教育研究会 

   ４．協 賛 東京都小学校社会科研究会 

              東京都中学校社会科教育研究会 

５．後 援 東京都教育委員会 

               

    

      

＜最寄駅＞ 

（国際会議場への交通です。大学 

 正門への時間ではありません。） 

 

ＪＲ山手線・西武新宿線 

 高田馬場駅 徒歩２０分 

地下鉄東京メトロ 

 東西線早稲田駅から徒歩１０分    

副都心線西早稲田駅から１７分 

学バス 

高田馬場駅－西早稲田 徒歩５分 

都電 

 荒川線早稲田駅から徒歩５分   

 



基本テ－マ  「新たな歴史教育の視点を求めて －「社会科」科目間相互の関連と情報・資料の活用を考える－」 

  

Ⅰ   大会日程・会場 

 

 ■日 程■       9:00  10:00      11:00   13:00                        17:00  17:30 

 

８月 １日（水） 
 

受付 

 

 

総会 

 

昼食 
 

分     科     会 
 

 

懇親会 

                                                    

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

８月 ２日（木） 受付 第１分科会（シンポジウム） 昼 食 記念講演 閉会 史跡見学説明 

  

                            A･C 8:30/B 9:30(予定)                           A 16:00/B 16:30/C 17:00(予定) 

８月 ３日（金） 史跡見学 

Ａコース「多摩 新選組のふるさとをたどる」 

Ｂコース「江戸・東京 震災・戦災からの復興の足跡をたずねて」 

Ｃコース「８時間世界一周」 

 

 ■会 場■ 

  早稲田大学 国際会議場 （東京都新宿区西早稲田１－２０－１４）   

            

 ■その他■   

  駐車場はございませんので、公共の交通機関等でお越しください。 

   

Ⅱ 総会 （８月 １日 １０時００分～１１時００分） 

 

Ⅲ 記念講演 （８月 ２日 １３時００分～１４時３０分） 

 「世界史教育のあり方をめぐる諸論点と今後の展望」 

 お茶の水女子大学教授  岸本 美緒 先生 

Ⅳ  分科会 

 

第１分科会 （８月 ２日 ９時３０分～１２時００分 シンポジウム） 

  

     テ－マ  小・中学校の地域学習と東京都独自の日本史科目「江戸から東京へ」との接続 

～小中高一貫の歴史学習で身に付けること～ 

      パネリスト 

   （日本史）    外山 至生    （東京都立武蔵高等学校主任教諭）  

         

（世界史）    大木 匡尚    （東京都立農業高等学校教諭）  

                 

     （中学校） 入子 彰子    （東京都文京区立音羽中学校主幹教諭） 

 

 （小学校）    木村 陽子    （東京都町田市立成瀬台小学校教諭） 

 

   コーディネーター 川瀬 徹     （東京都立武蔵高等学校副校長） 



第２分科会～第５分科会 （８月 １日 １３時００分～１７時００分） 

 

第２分科会（日本史） 「生徒が歴史的な見方・考え方を身に付けたり，主体的な学習を行ったりする主題学習の展開」 

     提案１ 古川 泰代（東京都立町田高等学校教諭） 

       「モノを通して考える朝鮮出兵」            

     

      ２ 北村 拓（東京都立戸山高等学校主任教諭） 

       「持続発展教育を視野に入れた日本史主題学習」  

 

      ３ 川添 賢一（岡山県立高梁高等学校教諭） 

      「絵図で歩く備中松山～城下町の特色を学ぶ授業実践～」  

  

第３分科会（日本史） 「世界の中の日本の視点を生かした近現代史学習の進め方」 

    提案１ 武藤 正人（東京都立小山台高等学校主任教諭） 

       「関東大震災を「世界の中の日本」の視点でとらえる学習指導」     

     

      ２ 太田尾 智之（東京都立武蔵丘高等学校教諭） 

       「戦後史をどのように教えるか～『鉄腕アトム』と『ゴジラ』の教材化～」   

 

      ３ 内木 裕  （栃木県立石橋高等学校教諭） 

      「世界とつながる近代産業～地域教材の活用、足尾・日光～」      

   

第４分科会（世界史） 「社会科科目間相互の関連を生かした世界史学習の進め方」 

    提案１ 真柴 晶彦 （東京都立小山台高等学校主幹教諭）          

       「鯨をめぐるアメリカの歴史と文化～社会科教育の視点から～」 

     

      ２ 松本 直樹 （東京都立翔陽高等学校主任教諭） 

       「現代社会における国際連合学習と世界史学習の連携について」 

 

      ３ 太田 竜一 （茨城県立土浦第一高等学校教諭） 

       「論述力を高める世界史の指導」    

  

第５分科会（世界史） 「情報・資料を活用した授業展開の工夫」 

    提案１ 鈴木 高志 （東京都立小平高等学校教諭） 

       「ＩＣＴ機器を活用した世界史の授業実践」         

     

      ２ 山川 志保 （東京学芸大学附属高等学校教諭）         

       「風刺画（カリカチュア）から覗いた世界～19世紀を中心に～」 

 

      ３ 多々良 穣 （宮城県 東北学院榴ケ岡高等学校教諭） 

       「ユネスコ世界遺産と古代マヤ文明～生徒の興味をひきだすアプローチ～」         

 

Ⅴ 懇親会    

   ８月１日（水） １７時３０分～１９時３０分（予定） 大隈ガーデンハウス（早稲田大学生協会館）  

 

Ⅵ 史跡見学（８月３日）   （１日、日帰りコ－ス、貸切りバス使用 各コース共８，０００円） 

Ａコ－ス 「多摩 新選組のふるさとをたどる」 

Ｂコ－ス 「江戸・東京 震災・戦災からの復興の足跡をたずねて」 

Ｃコース 「８時間世界一周」 

          (詳細については別紙「史跡見学のご案内」をご覧下さい) 



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） 

      ※学生は１，０００円（内訳  資料代１，０００円） 

学生で研究紀要をご希望の方は大会当日に申し込みください。（別途１，０００円を申し受けます） 

２．懇親会費用      ４,０００円（希望者のみ） 

 

３．史跡見学費用   ８，０００円  詳細は別紙参照（希望者のみ）  

                                        

４．宿   舎   手配をご希望の方には（株）東武トラベル株式会社東京教育旅行支店 が斡旋いたします 

 

５．申し込み方法 

（１）「研究大会（東京大会）および懇親会」の参加申し込みは、全歴研第５３回研究大会（東京大会）事務局が受け付け

ます。「史跡見学および宿泊」の申し込みは、（株）東武トラベル株式会社東京教育旅行支店が受け付けます。申し込

みは、いずれも全国歴史教育研究協議会ホームページ上から行います。 

お申し込み手順 

①全国歴史教育研究協議会ホームページへアクセスして下さい。↓ 【全歴研ＵＲＬ】http://www.zenrekiken.jp/ 

②「全歴研第５３回研究大会（東京大会）のお知らせ および 参加申し込みについて」をお読みください。↓ 

③研究大会、および懇親会（希望者のみ）の申し込みを行ってください。 

ア．まず、必要経費を払い込んだ上で↓ 【ゆうちょ銀行】００１７０-８-７６２９８５（全国歴史教育研究協議会） 

イ．ホームページ上の申込用紙をダウンロードして必要事項を入力（記載）し、↓ 

ウ．メールの添付ファイルとして事務局へ送信  【大会申込専用メールアドレス】53thtokyo@zenrekiken.jp 

                 （尚、お問い合わせは、後述のアドレスにお願い致します。） 

または 

ファックス送信で事務局へ申し込み↓【ファックス番号】０３－３３９８－３７４６（東京都立豊多摩高等学校） 

                                             小粥（おがい）宛 

④史跡見学、および宿泊の申し込みを希望する方は、さらに申し込みを続けてください。↓ 

ア．申し込み用紙をダウンロードして、東武トラベルへファックスで申し込み、   ↓ 

【ファックス番号】０３－３９８６－２９２２（（株）東武トラベル株式会社東京教育旅行支店） 

イ．のちほど東武トラベルから予約確認書と代金の案内が届いたら、東武トラベル指定口座に振り込んでください。 

 
（２）大会費用の領収書は大会当日にお渡しいたします。 

（大会参加費と親睦会費は、別々の領収書をお渡しいたします。） 

（３）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、予めご了承下さい。 

（４）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。 

（５）準備の都合上、参加申し込みの締め切りは ７月２０日（金）とさせていただきます。 

（６）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、上記に記載された大会参加費振込先と同じ振替口座をご利用下さい。 

 

６．事務局 

       全歴研第５３回研究大会（東京大会）事務局 【問い合わせメールアドレス】 zenrekikentoyotama@yahoo.co.jp 

                     （大会申し込み用と問い合わせ用のアドレスは異なります。ご注意ください。）    

 

７．問い合わせ先 

        〒１８３－００５１  東京都府中市栄町 ３－３－１   

       東京都立府中高等学校  主幹教諭   中 根 利 和 

ＴＥＬ  ０４２－３６４－８４１１  ＦＡＸ  ０４２－３６０－００６４ 

 

〒１６６－００１６  東京都杉並区成田西 ２－６－１８ 

        東京都立豊多摩高等学校 主任教諭   小粥（おがい） 久美子 

    ＴＥＬ  ０３－３３９３－１３３１  ＦＡＸ  ０３－３３９８－３７４６ 

 


