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  第５２回  近畿小学校家庭科教育研究会 京都大会 

     令和４年度 京都府小学校教育研究会 家庭科教育研究大会 
   

 酷暑の候 皆様におかれましては、ますますご健勝このこととお喜び申しあげます。 

さて、第 59 回全国小学校家庭科教育研究会 全国大会 京都大会、及び第 52 回近畿小

学校家庭科教育研究会 京都大会を下記要領にて開催いたします。 

 つきましては公務ご多用な折とは存じますが、全国各地から多くの皆様にご参観いただ

き、ご指導・ご助言を賜りたくご案内申しあげます。 

１ 期 日  令和４年１１月１１日（金） 

２ 会 場  第一会場 福知山市立惇明小学校  

       第二会場 福知山市立昭和小学校  

       全体会場 福知山市厚生会館 
    ※全国理事会・情報交換会(11/10)会場 ホテルロイヤルヒル福知山 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

３ 主催 全国小学校家庭科教育研究会   近畿小学校家庭科教育研究会 

       京都府小学校教育研究会家庭科教育研究部 福知山市小学校教育研究会家庭科研究部 

４ 後援 文部科学省   京都府教育委員会   福知山市教育委員会 

      全国連合小学校長会  京都府小学校長会    福知山市立学校校長会 

       京都府 PTA 協議会   福知山市 PTA 連絡協議会  

第 59 回 

全国小学校家庭科教育研究会 

全国大会 京都大会 

大江山から見た雲海 写真提供：福知山市役所秘書広報課 



≪全国大会主題≫ 

豊かな心と実践力を育み、未来を拓く家庭科教育 

 

≪研究主題（京都大会）≫ 

よりよい生活を創り 未来をともに生き抜く 子供の育成 

 
≪目指す子供像≫ 
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５ 全国大会主題・京都大会研究主題 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

６ 大会日程 

(1) 大会前日 11 月 10 日(木)  午後 全国常任理事会 情報交換会 

〈ホテルロイヤルヒル福知山〉 

受付 常任理事会 アトラクション 情報交換会 

 

(2) 大会当日 11 月 11 日(金)   午前 公開授業及び、会場校全体会 

〈惇明小学校〉 

 

受付 会場校全体会①  公開授業  会場校全体会② 移動 

 

指導講評  京都府教育庁指導部高校教育課 指導主事  小笹  郁 様 

 

学年・組 題  材  名 授 業 者 場  所 

5 年１組 ご飯とみそしるを作ろう             10／10 中島 綾子 体育館 

5 年３組 我が家☆ＨＡＰＰＹ☆プロジェクト       ２／４ 寺西 仁美 大会議室 

6 年１組 1 年生とピカピカ大作戦             ３／４ 荻野さおり 講堂 

6 年３組 学校生活に役立つふくろを作ろう         ２ ／ ５ 真下 匠 家庭科室 

日常生活に活用できる

知識及び技能を身に付

けている子供 

 

問題を見いだして課題を

設定し、解決方法を考え、

考えたことを表現できる

子供 

家庭や地域に関わりな

がら、生活をよりよく

しようと実践していく

子供 
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 8:30     9:00               9:45 9:55                                             
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12:30    13:00      13:20                                
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〈昭和小学校〉 

 

受付 公開授業  会場校全体会 移動 

 

学年・組 題  材  名 授 業 者 場  所 

5 年２組 ご飯とみそしるをおいしく作ろう          ７／１０ 中川 奈保 家庭科室 

5 年３組 ご飯とみそしるをおいしく作ろう          ２／１０ 足立 俊亮 図工室 

6 年１組 家族を元気にする食事をプロデュースしよう２／１１ 大柿 洋美 大会議室 

6 年２組 家族を元気にする食事をプロデュースしよう６／１１ 兼元 真義 体育館 

指導講評  京都教育大学 名誉教授          榊原 典子 様 

 

(3) 大会当日 11 月 11 日(金)  午後 全体会 〈福知山市厚生会館〉 

 
地区発表 

全体指導 文部科学省初等中等教育局教育課程課 教科調査官 

     国立教育政策研究所教育課程研究センター 教育課程調査官 

                          熊谷 有紀子 様 

アトラクション 開会行事 地区発表 研究協議 全体指導 閉会行事 

発 表 地 区 研  究  主  題 発  表  者 

東京 「よりよい生活を自ら創り出す子供の育成」 

町田市立鶴川第四小学校  

東 真佐子 主任教諭 

町田市立鶴川第一小学校 

  田辺 紀子 教諭 

北海道・東北 

（秋田県） 

「つなげよう 学びの輪 はぐくもう  

家族の和」 

横手市立朝倉小学校 

  佐藤 啓子 教諭 

横手市立十文字小学校 

  一関 有子 教諭 

 

関東・甲信越 

（埼玉県） 

「学びをつなぎ、家庭生活をよりよくしようと

工夫し実践する児童の育成」 

新座市立陣屋小学校 

  吉田 みゆき 教諭 

新座市立新堀小学校 

  小島 桂子 教諭 

新座市立野寺小学校 

  古澤 優美 教諭 

   東海・北陸 

（愛知県） 

「分かる！できる！喜ばれる！学びを生かし、

進んで実践し続ける子供の育成」～豊かな体験

と問題解決的な学習過程を重視した生きる力を

育む授業づくり～ 

日進市立赤池小学校 

  林 礼子 教諭 

日進市立香久山小学校 

  橋川 ゆかり 教諭 

中国・四国 

（香川県） 

「主体的に課題に関わり よりよい生活を創り

出す子を育てる家庭科教育」 

香川大学教育学部附属坂出小学校  

田中 明日香 主幹教諭 

高松市立浅野小学校 

  福家 可那子 教諭 

九州 

（佐賀県） 

「くらしを見つめ、豊かに創造する児童の育成」 

～「主体的・対話的で深い学び」を実現する学

習過程を通して～ 

鳥栖市立鳥栖小学校 

  中村 晏菜 教諭 



７ 大会開催にあたって 
(1) 大会参加形態を会場参加(先着順 450 名)・資料参加のいずれかとします。 

(2) 本府の研究及び公開授業(一部)、午後の全体会は後日、オンデマンド配信もします。 

(3) 緊急事態宣言等、感染拡大が懸念される場合は、都道府県をまたぐ移動はお控えいた

だき、資料またはオンデマンドでの参加にご協力くださいますようお願いいたします。 

(4) 全国の皆様からの本大会及び研究に関するご意見・ご感想は、後日、メール等でお寄

せいただき、ご指導・ご助言を賜りますようお願いいたします。 

(5) 本大会は、京都府小学校教育研究会の新型コロナウイルス感染防止対策ガイドライン

に則り行います。 

８ 参加申し込み 
(1) 全国家庭科教育研究会のホームページから、パソコンまたはスマートフ

ォンで Web サイトにアクセスして申し込みください。（右の QR コード） 

（8 月 22 日ごろ申込開始予定） 

(2) 大会参加費 3,500円(会場参加・資料参加 共通 いずれもオンデマンド視聴可 送料込)  

(3) 問い合わせ （株）東武トップツアーズ 福知山支店 （担当：平下・上中） 

         TEL：0773-22-0109 FAX：0773-22-0246 

         E-mail kateika_kyoto@tobutoptours.co.jp 

(4) 申込締切  ９月３０日（金） 

   ※新型コロナウイルス感染の状況によって、変更する場合もございますので、予めご了承ください。  

９ 交通アクセス 
(1) 全国常任理事会・情報交換会（大会前日）11 月 10 日（木）  

       会場：ホテルロイヤルヒル福知山  （ＪＲ福知山駅より車で 10 分） 

(2) 公開授業 第一会場 福知山市立惇明小学校  （ＪＲ福知山駅より徒歩 10 分） 

        第二会場 福知山市立昭和小学校  （ＪＲ福知山駅より徒歩 12 分） 

(3)  全体会場 福知山市厚生会館         （ＪＲ福知山駅より徒歩 10 分） 

〈お問い合わせ先〉 

京都府福知山市立成仁小学校 校長  山田 珠美 

〒620-0817  京都府福知山市中坂町 10 番地 

電話：0773-27-4944  Fax：0773-27-8593 

E-mail：seijin-es@kyoto-be.ne.jp 


