第70回近畿放送教育研究大会滋賀大会
第71回近畿学校視聴覚教育研究大会滋賀大会

１０．参加方法

近畿各府県 各 市 町 村 教 育 委 員 会 教 育 長
各保育所( 園)・幼稚園・こども園長
各小学校・中学校・高等学校・特別支援学校長 殿
各所・園・学校 放送・視聴覚教育関係者
各所・園・学校
特別支援教育関係者

令和３年９月吉日

令和３年度

●参加方法① 現地研修（公開校での授業参観、実践交流会、全体会へ参加いただけます。）

第70回近畿放送教育研究大会滋賀大会

新型コロナウイルス感染防止対策として、以下の点にご理解とご協力をお願いいたします。
◆来場者数を制限するため、定員をオーバーした場合は、先着順での受付といたします。
※早めの申込みをお願いします。
参集型の研究会は中止します。

第71回近畿学校視聴覚教育研究大会滋賀大会

・現地研修への参加は滋賀県内の先生と関係者（提案者等含む）に限定します。（県外の方はオンライン研修にご参加ください。）

大会ホームページにて、指導案は公開しますので、ぜひご覧ください。

二次案内

・定員をオーバーし現地研修に参加いただけない場合は、メールにてお知らせいたします。）

近畿放送教育研究協議会
会長 十河 秀敏
近畿学校視聴覚教育連盟会長
会長 伊藤 浩史
第70回近畿放送教育研究大会
第71回近畿学校視聴覚教育研究大会滋賀大会
実行委員長 一ノ宮 賢了

◆現地参加者は、当日の検温、マスク着用、会場入場時の手指消毒へのご協力をお願いします。
その際も、下記の『参加申し込み方法』に沿って申し込みをしていただく必要があります。
◆会場内で食事ができません。昼食は、各自ご用意いただき会場外でお済ませいただくか、近隣の飲食店をご利用ください。

１１月２日（火）までに申し込みをお願いします。（参加は無料です。）
◆当日、発熱や風邪様症状のある方は参加を見合わせてください。

●参加方法② オンライン研修（実践交流会、全体会の様子を、動画にて後日研修することができます。）
大会後（約１週間後）から大会ホームページ上に実践交流会・全体会の様子を配信いたします。
◆オンライン研修の際もホームページ上からの申込みが必要となります。
◆申込み後、メールにて詳細（動画の視聴方法など）をお知らせいたします。

１１．参 加 費

無料

研究主題

※大会に関する資料は、全て参加者各自でダウンロードや印刷をお願いします。

“ＧＩＧＡスクール構想”への挑戦!!
合言葉は「まぁいっぺんやってみなはれ！」

１２．交通のご案内
●お車でお越しの方
◆オンライン申し込みをしていただくと、下記の資料をご覧いただけます。
各会場にて駐車場をご用意していただいております。役員の指示に従っ
て駐車してください。駐車場内での事故等のトラブルにつきましては責任
①公開授業の指導案
を負いかねます点、ご了承ください。
※ホームページでの掲載が１１月２５日以降になる可能性があります。
◆幼稚園部会・全体会会場： 米原市米原学びあいステーション駐車場へ

初秋の候、皆様におかれましては、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。平素より放送・メディア教育の推進につき
まして、格別のご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、パンデミックにより日常生活が大きく変化し、デジタルサービスの重要性が一気に高まった２０２０年でした。そして、本
年、教育現場においても、一人一台端末の整備が急ピッチで進められる中、第７０回近畿放送教育研究大会・第７１回近畿
学校視聴覚教育研究大会を滋賀県にて開催することとなりました。
新型コロナウイルスは未だに収束の兆しが見えない状況ですが、この難局だからこそ多くの先生方と視聴覚機器・オンライ
ンを活用した研究を進めていきたいと考え、今年度の大会では現地とオンラインの両方で参加できる“ハイブリッド型”の研
究大会を計画しました。ぜひとも多くの先生方にご参加いただき、研修を深めていただきたくご案内申し上げます。

↑大会ホームページは
こちらから
・大会情報（随時更新）
・資料ダウンロード
（大会要項、指導案など）
・参加申し込み
・動画閲覧

１． 開 催 日

令和３年11月2５日（木）

２． 主

全国放送教育研究会連盟 日本学校視聴覚教育連盟

催

◆小学校部会・中学校部会： 米原小・中学校の間にある駐車スペースへ

②実践交流会の動画、実践報告書

近畿放送教育研究協議会 近畿学校視聴覚教育連盟

◆高等学校部会： 河瀬高等学校内の駐車場へ

滋賀県放送教育研究協議会 滋賀県小中学校教育研究会視聴覚部会

※申し込み後、動画視聴のためのパスワードをお送りします。

●公共交通機関をご利用の方
必ず１１月２日（火）までにお申し込みください。
発着時刻等の詳細はＪＲ西日本のホームページなどをご覧ください。

３． 共

催

ＮＨＫサービスセンター ＮＨＫ大津放送局

４． 後

援

内閣府 文部科学省 厚生労働省

大会ホームページの「インフォメーション」にて随時、最新情報（変更など）を公開します。
最寄りの駅は、以下の通りです。

奈良県 大阪府 京都府 兵庫県 和歌山県 滋賀県

◆幼・小・中学校部会・全体会会場： 米原駅下車徒歩５分
大会へのオンライン参加をお考えの方は、一度ご確認ください。

大阪市 堺市 京都市 神戸市 米原市

◆高等学校部会： 河瀬駅下車徒歩５分

奈良県教育委員会 大阪府教育委員会 京都府教育委員会

参加申し込み方法

兵庫県教育委員会 和歌山県教育委員会 滋賀県教育委員会

※11月2日(火)締切

大阪市教育委員会 堺市教育委員会

手順① 下記のＵＲＬ、もしくは右の２次元コードより大会ホームページにお入りください。

https://audiovisual.jp（滋賀県放送教育研究協議会ホームページ）
手順②

ホームページ上『お問い合わせ・申し込み』に必要事項を記入し送信してください。

京都市教育委員会 神戸市教育委員会 米原市教育委員会
↑大会ホームページ
の『お問い合わせ・
申し込み』より申し
込みください。

（お問い合わせにつきましては、電話もしくはホームページのお問い合わせフォームにてお願いいたします。）

●お問い合わせ先 東近江市立八日市西小学校 福田淳史（電話） 074８-２２-３３４５
※弁当は斡旋しておりません。休憩／移動時に飲食店等を利用するか、昼食をご用意ください。

５． 会

場

全体会場・幼児
小学校・特別支援
中学校
高等学校

新型コロナウイルスの感染状況を鑑み、
参集型の研究会は中止することとなりました。
各実践をオンライン配信しますので、ぜひご参加ください。

第70回近畿放送教育研究大会滋賀大会
第71回近畿学校視聴覚教育研究大会滋賀大会

第70回近畿放送教育研究大会滋賀大会
第71回近畿学校視聴覚教育研究大会滋賀大会

６．日

程 （現地研修の場合）

※午前中の日程は各部会会場で異なります。

9:00

12:30頃

受付

昼食休憩・移動

ワークショップ/授業・実践交流
各

会

14:00 14:30
講

開会行事

場

16:00
演

（４）高等学校部会《滋賀県立河瀬高等学校》

16:15

●受付(9:１５～９：３０)
●オリエンテーション(9:３0～9:５5)
授業公開は行いません。ホームページにて指導案を公開しますので、ご覧ください。
●公開授業(9:５5～10:４5)

閉会行事

（１）幼稚園部会(幼稚園・こども園・保育所/園) 《米原市米原学びあいステーション》
●受付(9:00～9:15)
会場へ集まっての講義は
行ません。

●講演(9:15～11:00) 研究実践交流部会(11:０0～12:30) ２ＡＢ室 オンライン配信します。ぜひご覧ください。
講師

主な内容

未 定

未 定

※詳細はホームページにてお知らせします。

２ 年 ３ 組 松村 智太

教科/領域

高１・高2

木曜2限

当日、受付で

全クラス

担当教員

各授業の内容配布

教科/領域

単元名・題材など

算数科

かけ算

体育科

器械運動

６ 年 ２ 組 長 尾 好 倫

未定

未定

なかよし２・５組

吉 川

茜

岩﨑 美紀

●研究実践交流部会(11:00～12:30)

NHK for school利用（理科）

高１・高2
全クラス

オンライン配信します。ぜひご覧ください。

教科の学習で情報活用能力を育成する

豊島 克充

大阪市立友渕小学校分校

PowerPointを活用した教材研究

岸本 翼

滋賀県彦根市立佐和山小学校

小学校②

一人の百歩より、みんなの一歩を

西本 修明

奈良県桜井市立城島小学校

教室

生活・総合

児童用タブレットを活用した授業づくり

岡嶋 大輔

滋賀県野洲市立北野小学校

２年３組

小学校③

１人1台タブレット端末で「教える場」から「学ぶ場」へ

小林 真子

兵庫県丹波市立東小学校

Chromebookを利用した授業の工夫

岩岡 伸和

滋賀県守山市立守山小学校

子どもたちのスタートラインをそろえる道徳科の授業づくりをめざして

小川 辰巳

京都市立御所南小学校

道徳教育の実践 ～iPadを活用して～

五十嵐 脩人

滋賀県大津市立藤尾小学校

基本的人権の尊重 ～これからの人権を考える～

古市 典子

大阪市立昭和中学校

４年２組

授業内容の変更などは、ホームページにて

所 属 校

大津市立幼稚園視聴覚保育部会

小学校①
教科

メディア

単元）が変更になる可能性があります。

提 案 者

大津市立幼稚園視聴覚保育部会

利用番組・メディアなど

感染状況により、公開する授業内容（教科・

研究主題／利用番組・メディア
幼児の生活体験を広げ、遊び（学び）を深める放送・情報教育のあり方を考える

６年２組
なかよし

小学校④
道徳
中学校

２・５組

～ＧＩＧＡスクールを学校に定着させるために～

自ら課題を発見し、「主体的に学習に向かう態度」の育成を目指して 澤頭 崇

滋賀県米原市立米原中学校

ニュース放送を授業に取り入れる試み 〜現代社会・公共～

久下 哲也

大阪府立池田高等学校

Google Classroom及びBYODによる対話的で主体的な学びの実践

濵川 綾

滋賀県立米原高等学校

特別支援

アイツだけ、ずるい！ ～公平ってなんだろう～

森本 亜輝子

和歌山市立宮前小学校

学校・学級

PowerPointを活用した学習発表会

角田 敦

滋賀県長浜市立長浜北小学校

高等学校

■米原学びあいステーション、米原小・中学校周辺地図■

オンライン配信します。ぜひご覧ください。

教室

和歌山市立宮前幼稚園

未定

未定

利用番組・メディアなど

小出 紗有里

随時更新します。
特 別 支 援

題材など

ぶんちゃん大好き！ ～生き物を通して学ぶ子どもたち～

幼稚園

※学習の進捗状況や新型コロナウイルスの

４ 年 ２ 組 宮村 保幸

●研究実践交流部会(1１:００～12:３０)

部 会

●受付(9:00～９：１０)
授業公開は行いません。
●オリエンテーション(9:1０～9:２５)
ホームページにて指導案を公開しますので、ご覧ください。
●公開授業(9:２５～10:１０) ※個人情報保護の観点から、授業中や教室移動の際に、児童が写る恐れがある写真や動画の撮影はお控えください。
指導者

指導者

７．校園種別研究実践交流部会

テーマ

（２）小学校部会・特別支援部会 《米原市立米原小学校》

学年／組

学年

米原市米原学びあいステーション

《至 国道８号線》

《至 長浜》

《至 湖岸道路》

（３）中学校部会《米原市立米原中学校》

米原学びあい
ステーション

米原小学校

滋賀県立文化

●受付(9:１５～９：３０)

産業交流会館

授業公開は行いません。

●オリエンテーション(9:30～9:５0)
ホームページにて指導案を公開しますので、ご覧ください。

米原中学校

８．講 演
《至 彦根》

●公開授業(9:50～10:40)
学年／組

指導者

教科/領域

黄色部分・・・駐車場

単元名・題材など

番利用組・メディアなど

学級活動

NHK for School 「いじめをノックアウト」

２年Ａ組

タブレット

３年Ｂ組

２年Ａ組 中村 俊仁 特別活動
３年Ｂ組 金谷 裕子

《至 河瀬駅》

国語科

●研究実践交流部会(11:00～12:30)

古典

教室

「NHK for School の活用について 」
ＮＨＫ制作局 NHK for School編集部 編集長

大本 秀一 氏

オンライン配信します。ぜひご覧ください。

第70回近畿放送教育研究大会滋賀大会
第71回近畿学校視聴覚教育研究大会滋賀大会

