令和４年６月６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
国・公・私立中等教育学校長殿
国・公・私立義務教育学校長殿
全国歴史教育研究協議会会長 南 和男
（東京都立武蔵高等学校統括校長）
第６３回研究大会実行委員長 辻 武晴
（茨城県立石岡第二高等学校長）

全国歴史教育研究協議会 第６３回研究大会（茨城大会）のご案内
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「新しい歴史教育～学びへの多様なアプローチ～」を大会テーマとして、第
６３回研究大会を開催することになりました。なお、新型コロナウイルスの感染状況を鑑み、オンラインでの開催
といたします。
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

令和４(２０２２)年 ７月２７日（水）～７月２８日（木）

２ 本 部

茗溪学園高等学校（茨城県つくば市稲荷前１−１）

３ 主 催

全国歴史教育研究協議会
茨城県高等学校教育研究会歴史部

４ 後 援

茨城県教育委員会
茨城県高等学校教育研究会
公益財団法人日本教育公務員弘済会茨城支部

５ 形 態

Zoom によるオンラインによる開催。参加方法については下記の申し込み方法をご覧ください。
大会終了後、８月１日（月）～８月１４日（日）までアーカイブにて視聴可能です。
なお、申し込みに際しましては、大会当日の接続環境（使用 PC、使用環境）から Zoom に接続できる
か事前に接続テストをお願いいたします。環境によっては接続できない場合があります。
申し込み前の接続テストをお願いいたします。
Zoom の接続テストについて https://support.zoom.us/hc/ja/articles/115002262083
Zoom テストページ http://zoom.us/test

基本テーマ 「新しい歴史教育～学びへの多様なアプローチ～」
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記念講演
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（７月２７日（水） １１時００分～１２時００分）

Ⅲ 記念講演（７月２８日（木） １３時００分～１４時００分）

「
「世界史」と「日本史」をどう総合し、どう振り分けるか」 村井 章介 東京大学名誉教授
Ⅳ 分科会
第１分科会（７月２８日（木） ９時３０分～１２時００分 講演・シンポジウム）
テーマ 「新しい歴史教育－高校生が歴史を学ぶ意義－」
講演
伊藤 純郎 筑波大学教授
パネリスト
冨所 克哉 （茨城県立石岡第一高等学校）
石川 知行 （茨城県 茗溪学園高等学校）
尾形 幸輝 （茨城県立守谷高等学校）
櫻井 幸一郎 （茨城県立土浦第二高等学校）
並木 詩織 （茨城県立三和高等学校）
第２分科会～第５分科会（７月２７日（水） １３時００分～１７時００分）
第２分科会 「歴史総合」の可能性を探る
冨所 克哉 （茨城県立石岡第一高等学校）
「満蒙開拓青少年義勇軍に関する歴史総合の授業開発
－グローバル・ヒストリーの批判的検討と歴史の中の他者－」
石本 由布子 （茨城県立並木中等教育学校）
「
『変わらなかったこと』に着目する授業 －大日本帝国憲法から日本国憲法へひきつがれたものとは－」
木村 友典 （栃木県立学悠館高等学校）
「教科横断を意識した歴史総合 －ショパンの生涯と音楽を題材にした授業から－」
第３分科会 「日本史探究」の可能性を探る
尾形 幸輝 （茨城県立守谷高等学校）
「
『問い』を設定するための歴史的な見方・考え方
－『聖徳太子虚構説』を題材に歴史の性質を考察させる授業実践－」
大野 智史 （茨城県 茗溪学園高等学校）
「
『探究』時代の教材研究法 －地域博物館と授業をつなぐ試み－」
細川 貴之 （東京都立武蔵野北高等学校）
「指導と評価の一体化を目指した探究学習への授業改善 －現状と課題解決に向けて－」

第４分科会 「世界史探究」の可能性を探る
石川 知行 （茨城県 茗溪学園高等学校）
「自律的学習者の育成を目指す世界史探究の一試論 －教科書を批判的に読み解く活動を通じて－」
門井 寿通 （茨城県立石岡第二高等学校）
「ジェンダー視点から探究する歴史 －よりよい社会の創造につなげるために－」
舩津 陽子 （群馬県立前橋高等学校）
「世界史で理解する現代社会 －選挙からみるアメリカの歴史－」
第５分科会 学びへの多様なアプローチ
櫻井 幸一郎 （茨城県立土浦第二高等学校）
「知識の概念化と歴史学習 －コンテンツ・ベースとコンピテンシー・ベースのはざまで－」
草間 桜子 （茨城県立竹園高等学校）
「歴史総合における単元を貫く資質・能力の育成
－世界史Ａ「戦争と平和」における単元を通して資質・能力を育てる
学習指導の在り方に関する実践を踏まえて－」
岡野 英輝 （茨城県かすみがうら市立下稲吉中学校）
「歴史認識の段階的深化をめざした歴史学習の在り方
－時代内・時代間の関連付けを意識した江戸時代の授業実践を通して－」
Ⅴ 懇親会および史跡見学
オンライン開催のため、今大会では実施いたしません。
Ⅵ 大会参加申し込み要領
１ 大会費用

一般 ３,０００円（内訳 参加費１,０００円・資料代２,０００円）
学生 ２,０００円

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、及び第６３回茨城大会の SNS 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（株）日本旅行水戸支店が窓口（担当 川井）となります。
・大会参加の申し込みは、すべて下記のサイトよりアクセスし、必要な手続きを行ってください。
・大会広報用 Web サイト https://www.facebook.com/zenrekiken2022ibaraki/

・大会申し込み用 Web サイト https://va.apollon.nta.co.jp/zenreki63/
・申し込みに際し、メールアドレスの登録が必要となります。
・参加登録の際にご記入いただいた個人情報は大会の諸連絡、
『全歴研研究紀要第５９集』の送付にのみ
使用いたします。
・申し込み後、ご登録いただいたメールアドレスに Zoom 接続 URL や資料保存先の URL を送付いたします。
大会申し込み用 Web サイト QR コード

（２）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、予めご了解ください。
（３）電話でのお申し込みには応じかねますので、ご遠慮ください。
（４）準備の都合上、参加申し込みの締め切りは７月２２日（金）とさせていただきます。
締め切り以降の申し込みにつきましては、下記４の茨城大会事務局までご相談ください。
（５）大会に参加できない方は、年会費（２,０００円）の納入にご協力ください。年会費を納入された方には
『全歴研研究紀要第５９集』を送付いたします。下記４の全歴研事務局までご連絡の上、下記の口座へ納入
ください。
三菱 UFJ 銀行 浜田山出張所 ００１２５７０
全国歴史教育研究協議会 一般会計 鈴木 高志
３ 事務局
全歴研第６３回研究大会（茨城大会）事務局長
〒３００-１２０１ 茨城県牛久市東猯穴町８７６
茨城県立牛久栄進高等学校 教諭 近藤 高広
kondou.takahiro@post.ibk.ed.jp
全歴研第６３回研究大会（茨城大会）事務局次長
〒３１０-００６２ 茨城県水戸市大町２丁目２−１４
茨城県立水戸第二高等学校 教諭 綿引 博
watahiki.hirosi@post.ibk.ed.jp
４ 問い合わせ先
【Zoom やオンライン接続に関すること】
茨城県立牛久高等学校 教諭 栗原 伸慈
メール kurihara.shinji@yellow.ibk.ed.jp
【申込・その他茨城大会全般に関すること】
茨城県立下館第二高等学校 教諭 菱沼 智之
メール hisinuma.tomoyuki@mail.ibk.ed.jp
【全歴研事務局】
〒１３５－００１５ 東京都江東区千石３－２－１１
東京都立大江戸高等学校 主任教諭 豊田 基裕
TEL ０３－５６０６－９５００
FAX ０３－５６０６－９５１８
メール zenrekikentoyotama@yahoo.co.jp

