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平成３０年度 事業報告
月 日 場 所 名 称 内 容

月 文京区立窪町小学校 総会・講演会

平成３０年度事業計画等

講演「学習指導要領の改訂と家庭科教育」

講師 文部科学省教育課程調査官 筒井 恭子先生

木 台東区立根岸小学校 役員研修会 平成３０年度研究・研修計画 夏季研修会の担当分担

火 豊島区立高南小学校 委員・役員研修会 ＜委員研修 ＞平成２９年度研究員報告

金 台東区立根岸小学校 役員研修会 夏季研修会の準備

（月

： ～
荒川区立汐入小学校

夏季研修会①

①消費者教育研修会

東京都消費生活総合センター作成Web版読本 
「くらしとお金のひみつ」の活用 実技研修 

②講演「家庭科の指導と自立した消費者の育成」 
講師 帝京大学大学院客員教授 小関禮子先生

： ～ 委員・役員研修会
＜委員研修２＞

調理等の技術指導における言葉かけ・見本・資料提示のコツ

（火

水

足立区立梅島小学校

武蔵野市立大野田小学校
夏季研修会② ミシン実技研修会（実技研修）

木

金

東京ガス

＋
夏期研修会③ 食育セミナー研修会（講座・実技研修・教材研究）

（金 台東区立根岸小学校 役員研修会
研究紀要作成案・会報案、地区発表案内発送

全国大会発表確認

木 大田区立松仙小学校
国立教育政策研究所教育課程

実践協力研究校研究授業
調査研究（研究授業 研究協議会 参観）

月 台東区立根岸小学校 役員研修会 会報第 号発送・指導資料集案の作成

木 世田谷区立桜岡小学校
東京都教育委員会

指導教諭模範授業
研究調査（模範授業 研究協議会 参観）

水 小金井市立第三小学校 地区発表会 小金井市
○題材名 第６学年「くふうしよう おいしい食事」
授業者 小金井市立第三小学校 高田 有香 主任教諭

講 師 東京学芸大学名誉教授 大竹美登利 先生

月 豊島区立高南小学校 委員・役員研修会 ＜委員研修３＞ の授業活用例

月～ 月 各地区抽出校 都小家研研究調査 質問紙調査（児童向け・家庭科教員向け）

水 葛飾区立花の木小学校 地区発表会 葛飾区
○題材名 第６学年「まかせてね おいしい食事」
授業者 葛飾区立花の木小学校 清水 佳美 主任教諭

講 師 東京家政学院大学・和光大学 非常勤講師 海野りつ子 先生

金 岡山県
全国小学校家庭科教育研究会

全国大会 岡山大会
研究調査 今年度は東京都研究発表なし

月 豊島区立高南小学校 委員・役員研修会 ＜委員研修４＞効果的な学習シートの作り方

水 千代田区立麹町小学校 地区発表会 千代田区
○題材名 第５学年「食べて元気！ご飯とみそ汁」
授業者 千代田区立麹町小学校 住吉 香織 主幹教諭

講 師 全国小学校家庭科教育研究会 元会長 藤原 孝子 先生

月 大田区立小池小学校
国立教育政策研究所教育課程

実践協力研究校研究授業
調査研究（研究授業 研究協議会 参観）

水

： ～ 文京区立窪町小学校

冬季研修会

消費者教育研修会

講座「商品・サービスを購入する～契約の基本～」
講師 公益社団法人 日本消費生活アドバイザー・コンサルタント 

講義 「小学校でおさえたい売買契約の学習」 
講師 帝京大学教職大学院客員教授 小関禮子先生

： ～ 役員研修会 全国大会研究組織の立ち上げ

金 豊島区立高南小学校 委員・役員研修会

＜委員研修５＞児童アンケートの効果的なとり方と集計の工夫

研究発表会運営案・年度末反省用紙 役員推薦用紙配布

研究紀要の作成 入稿確認

月～ 月 都小家研指定校 全小家研研究調査 質問紙調査（児童向け・家庭科教員向け）

木 文部科学省
国立教育政策研究所教育課程

研究指定校事業研究協議会
調査研究（研究発表 研究協議会 参観）

金 台東区立根岸小学校 役員研修会 研究発表会諸準備

水

～ 火 午前
東京都美術館

東京都公立学校

美術展覧会
２ ８ 金 事前搬入、２ １２ 火 展示、２ １９ 火 午後搬出

月 文京区立窪町小学校 第６０回研究発表会

平成３０年度研究発表

○指導・講評・講演

講師 文部科学省教育課程調査官 筒井 恭子先生

金 豊島区立高南小学校 委員・役員研修会
平成３０年度の総括と次年度計画

会報 号 研究紀要来賓宛発送

金 台東区立根岸小学校 役員会研修会 新年度総会準備等・総会案内

−２−



１．収入

予算額(円) 決算額(円） 過不足(円) 備　　考

               -000,002,1000,002,1

-                                 -                -

-                                 -                -

-                                 -                -

-                                 -                -

-                                 -                -

1,200,000 1,200,000   -               

２．支出

予算額(円) 決算額(円) 過不足(円) 備　　考

諸謝金 200,000 170,000         000,03 研究発表区市補助・講師謝礼

旅費 30,000 30,000                - 講師・来賓交通費 

借料・損料 70,000 101,000 -31,000      会場借用料等

印刷製本費 150,000 151,866         668,1- 研究紀要は研究成果の刊行の科目で支出

会議費 20,000 15,000          000,5 研修会講師打ち合わせ・研究発表区市打ち合わせ等

消耗品費 10,000 11,518         815,1- 記録用媒体等

通信運搬費 50,000 88,944 -38,944      来賓連絡通信費・研修会資料等送料

その他 50,000 2,310         096,74 研究発表会花代等

小計 580,000 570,638     9,362         

諸謝金 30,000 36,000         000,6- 全国大会補助金

旅費 80,000 97,060 -17,060      全国大会発表者交通費補助

資料費 40,000 28,735         562,11 全国大会資料　　　　　　　　　　　　　　　　　　

印刷製本費 20,000 8,580         024,11

会議費 20,000 15,000          000,5 研究委員会・研究役員会運営費、資料作成雑費

消耗品費 30,000 4,320         086,52 調査用紙・コピー代

通信運搬費 30,000 30,138           831- 送料

小計 250,000 219,833         761,03

図書購入費 50,000 2,000         000,84

小計 50,000 2,000         000,84

印刷製本費 100,000 202,032 -102,032    会報、研究紀要

通信運搬費 70,000 80,352 -10,352      会報・研究紀要送料

小計 170,000 282,384     -112,384    

150,000 125,145         558,42 全国大会地方理事派遣他

1,200,000 1,200,000   -               

３．差引残高

上記の通り報告いたします。

会長 武井　利依

会計 金子　陽子

会計監査 蓮実　和代

会計監査 新田　めぐみ

０円

次年度繰越金 ０円

平成31年3月29日

監査の結果、上記の通り相違ないことを証明いたします。

１，２００，０００円

科　　　　目

補
助
事
業
に
要
す
る
経
費

研
究
大
会
お
よ
び
研
修
会

研
究
調
査

研究用
図書購入

研究成果
の刊行

その他の事業費・事務局費

合　計

その他

合　計

寄付金

雑収入

前年度繰越金

科　　　目

会費

補助金

平成３０年度　　収支決算書

１，２００，０００円

宇都宮　晴美平成31年3月29日会計監査
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役　員 担  当 氏　　名 TEL FAX

◎武井　利依 足立区 中島根小 03－3850－4071 03－3850－4072

研究部長 ◎飯島　典子 大田区 都南小 03―3744―2960 03―3744―2961

研究副部長 ◎松橋　尚子 大田区 小池小 03―3729―5101 03―3729―5102

研究副部長 ◎吉藤　博和 大田区 馬込小 03―3773―3965 03―3773―3964

研究副部長 ◎蓮実　和代 北区 滝野川第二小 03－3916－3278 03－5567－4521

広報部長 ◎高木　庸子 豊島区 高南小 03－3987－6266 03－5950－4677

広報副部長 ◎酒井　由江 豊島区 富士見台小 03－3953－6472 03－5982－0852

研修部長 ◎鰺坂　映子 町田市 南成瀬小 042－726－1080 042－721－4239

調査研究部長 ◎清水　　仁 新宿区 西新宿小 03－3373－6031 03－3299－7780

書記長 ◎出井　玲子 荒川区 第五峡田小 03－3892－9515 03－3819－6808

会計部長 ◎金子　陽子 荒川区 第六瑞光小 03－3981－5239 03－3801－9810

会計監査 ◎宇都宮　晴美 足立区 北鹿浜小 03－3853－3151 03－3853－3152

委員長 研究部 ★山田　敦子 荒川区 汐入小 03－3802－0089 03－3801－9809

研究部 ☆齋藤　麻由子 杉並区 桃井第四小 03－3390－3185 03－3390－4917

研修部 ☆菅　慶子 板橋区 成増小 03－3930－0172 03－5998－4908

調査研究部 ★牧野　和子 武蔵野市 大野田小 0422－51－0511 0422－53－8634

〇臼井　美佳 東村山市 秋津小 042－391－8114 042－397－5403

☆出口　芳子 大田区 松仙小 03―3753―9141 03―3753―9142

　吉岡　芽久美 目黒区 中目黒小 03―3711―7628 03―3711―7626

　佐藤　恵美子 足立区 東渕江小 03－3605－2013 03－3605－7559

　椎橋　あゆみ 江戸川区 一之江第二小 03－3654－9831 03－5662－2943

☆今川　文子 中野区 桃花小 03－3381－7251 03－3381－7252

☆青木　恵子 台東区 根岸小 03－3876－2411 03－3871－9505

★亀山　里美 東村山市 回田小 042－391－8112 042－397－5401

☆佐々木　裕子 大田区 馬込小 03―3773―3965 03―3773―3964

☆竹田　　茜 武蔵野市 第四小 0422－22－1423 0422－22－7022

　前田　充栄 豊島区 南池袋小 03―3987―6278 03―5950―4675

　山本　友紀恵 世田谷区 京西小 03－3700－1128 03－3700－1399

★住吉　香織 千代田区 麹町小 03－3263－7337 03－3288－3417

☆清水　佳美 葛飾区 花の木小 03－3609－3333 03－5699－1372

　浅川　大毅 大田区 道塚小 03－3732－9615 03－3732－9616

　木村　英里 大田区 東調布第一小 03－3750－2258 03－3750－2259

　木元　千春 江東区 浅間竪川小 03－3684－4311 03－3682－0171

☆生沼　早紀 三鷹市 にしみたか学園井口小 0422－31－5521 0422－32－5802

　富岡　奈津美 豊島区 南池袋小 03―3987―6278 03―5950―4675

☆木津　　紫 文京区 窪町小 03－3946－8261 03－3946－9480

☆松田　久美子 港区 港南小 03－3474－1501 03－3474－1500

　白川　つぼみ 江東区 第七砂町小 03－3644－0543 03－5690－4024

副委員
長

令和元年度東京都公立小学校家庭科研究会役員名簿(案)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎校長　〇副校長　★主幹教諭　☆主任教諭

勤　務　校

会長

副会長

研究

広報
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東京都公立小学校家庭科研究会 顧問

上野 光子 市来 康代 並木 利 本間 歌子 森 静雄

野口 茂 広畑 美恵 小林 英子 常泉 ふみ子 水元 歌子

林谷 秀子 飯島 さき女 守田 瑠璃子 高木 健三郎 飯島 悠藏

中島 恵美子 藤井 一郎 安部 正 上原 和子 花房 宏子

我謝 みどり 宮崎 和敏 小阪 弘子 鈴木 洋子 荒野 範子

川西 公子 町谷 幸子 関 祐二 鈴井 孝彰 金丸 美代子

栞山 元子 本間 久子 林 瑠美子 池田 久美子 大内 克子

小関 禮子 坪井 ヤエ子 大串 すみゑ 秋山 明美 白鳥 みのる

大矢 るり子 藤原 孝子 鈴木 恵理子 貝ノ瀨 ひろ子 大野 君予

秋葉 友江 中村 雅子 亀谷 まり子 渡邉 和子 中里 宣子

堀江 昌代 伊東 弘志 古澤 厚人 三上 はるひ 篠原 敦子

今村 理恵 鮫島 千恵子 辻 きよみ

○福田　真由美 足立区 東綾瀬小 03－3620－7141 03－3620－7142

☆佐藤　通子 港区 芝浦小 03―3451―4992 03―3451―4949

　白石　　梢 足立区 綾瀬小 03－3605－7328 03－3605－7329

　神前　珠美 大田区 都南小 03―3744―2960 03―3744―2961

☆小貫　理恵子 足立区 亀田小 03－3889－2621 03－3889－2622

　黒木　理子 江東区 第四砂町小 03－3644－0348 03－5690－4021

　橋本　英明 足立区 伊興小 03－3899－1134 03－3899－1135

　門田　理美 江東区 数矢小 03－3642－0476 03－3642－5789

　福岡　聡子　 調布市 上ノ原小 042－485－1271 042－499－4178

○村上　律子 文京区 大塚小 03－3946－3421 03－3946－9028

☆安藤　留美 中央区 月島第三小 03－3531－7225 03－3531－2253

☆小作　綾子 稲城市 稲城第一小 042－377－1661 042－379－3651

☆冨野　彩 足立区 東加平小 03－3606－1511 03－3606－1512

☆松冨　裕子 足立区 梅島小 03－3889－9501 03－3889－9502

　今込　佳奈 大田区 雪谷小 03―3729―5121 03―3729―5123

　榎田　安生美 足立区 中島根小 03－3850－4071 03－3850－4072

○森口　美佳 板橋区 緑小 03－3937－4581 03－3934－2005

☆小林　香織 世田谷区 桜丘小 03－3429－1375 03－3429－1339
会計監査

研修

調査研究

書記

会計
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令和元年度 事業計画 地区委員・役員研修会等日程 案
〇日時・場所ともに変更の可能性があります。全国大会の実行委員会も随時開催されます。

〇研究授業等による研修を行う場合は、別途ご案内します。

〇地区委員研修会は、委員の方以外でもご参加いただけます。なお、都小家研研修に関する出張依頼文は、

足立区立中島根小学校の に掲載しています。

月 日 場 所 名 称 内 容

月 女子栄養大学講堂 総会・講演会 元年度事業計画等・講演会

木 台東区立根岸小学校 役員研修会
元年度研究・研修計画

夏季研修会の担当分担

木

： ～
豊島区立高南小学校

地区委員研修会

役員研修会

＜地区委員研修 ＞家庭科学習におけるプログラミング

的思考の育成に向けた取り組み事例の紹介

木 大田区立都南小学校 研究授業 国立教育政策研究所教育課程実践協力研究校研究授業

火 台東区立根岸小学校 役員研修会 夏季研修会について

月

： ～
大田区立小池小学校

夏季研修会①
タブレット端末を用いた授業の紹介（予定）

家庭科教育に関する講演（内容未定）

： ～
地区委員研修会

役員研修会

＜地区委員研修２＞主体的・対話的で深い学びの実現

に向けた授業改善（役員による模擬授業の実施）

火

水

東京ガス

＋
夏季研修会② 食育セミナー研修会

木

金

足立区立梅島小学校

武蔵野市立大野田小学校
夏期研修会③ ミシン実技研修会

金 台東区立根岸小学校 役員研修会
研究紀要作成案・会報案、地区発表案内発送

全国大会発表確認

火 台東区立根岸小学校 役員研修会 第１号会報発送・資料集案の作成

金 大田区立馬込小学校 研究授業 国立教育政策研究所教育課程実践協力研究校研究授業

木

： ～
豊島区立高南小学校

地区委員研修会

役員研修会

＜地区委員研修３＞新学習指導要領と新観点別評価

の留意事項

金 熊本県 全国大会 熊本 研究調査 東京都研究発表なし

金

： ～
豊島区立高南小学校

地区委員研修会

役員研修会

＜地区委員研修４＞内容未定

研究発表会準備

水 大田区立都南小学校 研究授業・発表 研究発表会 兼 全国大会プレ発表会

木 大田区立小池小学校 研究授業 国立教育政策研究所教育課程実践協力研究校研究授業

木 台東区立根岸小学校 役員研修会 今年度の研究のまとめ・年度末反省

火

： ～
豊島区立高南小学校

地区委員研修会

役員研修会

＜地区委員研修５＞内容未定

年度末反省用紙・役員推薦用紙配布

木 台東区立根岸小学校 役員研修会 全国大会諸準備

木

～ 水

午前

東京都美術館
東京都公立学校

美術展覧会

２ １０ 月 事前搬入

２ １２ 水 午前 会場設営 午後 展示作業

２ １９ 火 午後 撤去・搬出

木

： ～
豊島区立高南小学校

地区委員研修会

役員研修会

元年度の総括と次年度計画

第２号会報発送

金 台東区立根岸小学校 役員研修会 新年度総会準備等・総会案内
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円

予算額（円）

1,120,000
0
0
0
0
0

1,120,000

予算額（円）

諸謝金 120,000            研究発表区市補助・講師謝礼
旅費 30,000             講師・来賓交通費
借料・損料 50,000             会場借用料等
資料費 50,000             研修資料
印刷製本費 130,000            研究紀要は研究成果の刊行の科目で支出

会議費 20,000             研修会講師打ち合わせ・研究発表区市打ち合わせ等

消耗品費 10,000             記録用媒体等
通信運搬費 50,000             来賓連絡通信費・研修会資料等送料
その他 30,000             研究発表会花代等
小計 490,000            

諸謝金 30,000             全国大会補助金
旅費 80,000             全国大会発表者交通費補助

借料・損料 50,000             
資料費 40,000             全国大会資料　　　　　　　　　　　　　　　　　　
印刷製本費 10,000             
会議費 20,000             研究委員会・研究役員会の会場機器等使用、資料作成雑費

消耗品費 30,000             調査用紙・コピー代
通信運搬費 30,000             送料
小計 290,000            
図書購入費 30,000             
小計 30,000             

印刷製本費 140,000            会報、研究紀要
通信運搬費 70,000             会報・研究紀要送料
その他 -                    
小計 210,000            

100,000            
1,120,000         

会費
補助金

令和元年度 収支予算書（案）

１．収入

科　　　　目 積 算 内 容

1,120,000

前年度繰越金
その他

寄付金
雑収入

合　計

２．支出 円1,120,000

科          目 備　　　考

補
助
事
業
に
要
す
る
経
費

研
究
大
会
及
び
研
修
会

その他の事業費・事務局費
合計

研究用
図書購入

研究成果
の刊行

研
究
調
査

−７−



−８−- 4 - 
 

令和元年度 研究について 
 

 
                    

 

 

１ 研究主題設定の理由 
  学習指導要領が公示され、全面実施となる令和２年度、全国小学校家庭科教育研究会 

全国大会 東京大会が大田区で開催される。昨年度から移行措置を実施し、新しい視点に

そった研究を進めているところであり、今年度も研究の視点に沿った、質の高い研究を継

続していくことが重要である。 
 今後の社会を担う子供たちには、家族・家庭生活や消費生活の変化に加えて、グローバ

ル化や少子高齢化の進展、持続可能な社会の構築等、社会の急激な変化に対応できる力が

求められている。一人一人が自立し、家族や地域の人々とともに支え合い、よりよい生活

を創造することが必要である。生涯にわたって健康で豊かな生活を送るための自立の基礎

に必要な力として、小学校家庭科では、生活をよりよくしようと工夫する資質・能力の育

成を目指している。生活事象に係る問題を解決するために、知識・技能を身に付け、それ

らを活用する学習過程において、家庭科ならではの「見方・考え方」を働かせて、思考・

判断・表現することが求められている。家庭科教育の果たす役割の重要性を自覚し、家庭

科における「主体的・対話的で深い学び」を実現させ、家庭科教育をさらに充実・発展さ

せていく必要性を感じている。そこで研究主題を「よりよい生活を自ら創り出す子供の育

成」とし、研究を進めていくこととした。 
各題材において児童に習得させたい概念を明確化し、他教科との関連を図ったカリキュ

ラムマネジメントにより、学びの系統性を工夫した指導計画を立てるなど、主体的・対話

的で深い学びの実現に向けた学習指導の工夫を研究していく。また、学習過程を工夫し、

問題解決的な学習の在り方や、ICT を活用した効果的な学習を実現していく。これまでも

家庭との連携を図り、家庭での実践力を高める工夫をしてきたが、さらに継続して実践す

るための工夫についても研究を深め、地域の人材活用や地域教材の開発など、地域との連

携をなお一層、研究を深めていく。さらに、児童が成長を実感し、次につなげる評価の工

夫について研究を継続していく。 
全国小学校家庭科教育研究会 全国大会 東京大会まで、あと１年となった今年度は、

これまでの研究を踏まえ、各区市における実践の成果や課題を本研究会で共有し、全国に

東京から発信できるよう準備を進めていきたい。 

 

【全国小学校家庭科教育研究会 研究主題】 

豊かな心と実践力を育み、未来を拓く家庭科教育 

 
【東京都公立小学校家庭科研究会 研究主題】

よりよい生活を自ら創り出す子供の育成
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２ 研究のねらい 

自分の生活をよりよくするために、既習の知識及び技能を基に問題を見

いだし、課題を設定し、解決する力を養い、主体的に実践する子供を育成す

るための指導のあり方を研究する。 

 

３ 目指す児童像 

○日常生活に必要な基礎的な知識及び技能を身に付けている子 

○日常生活の中から問題を見いだして課題を設定し解決する子 

○家族の一員として、生活をよりよくしようと実践する子 

 

 

 

４ 研究の視点 
 家庭科の日々の授業改善を目指し、授業研究・実技研修を中心に研究を進める。 

 
＜視点１＞ 児童の系統的な学びを支える指導計画（カリキュラムマネジメント） 

〇各題材における児童に習得させたい概念の明確化 

○各題材における基礎的・基本的な知識及び技能の明確化と題材は配列の工夫 

○他教科等との関連を図った指導計画 

○小中５学年間を見通した指導計画 

 

＜視点２＞ 主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善 

○学習過程を工夫した問題解決的な学習指導の充実 

○ICT を活用した授業の工夫 

○実践的・体験的な活動の充実 

○個に応じた指導の充実 

 

＜視点３＞ 学びの成果を次の学習へとつなげる評価 

○資質・能力に沿った評価計画の作成 

○成長を実感できる評価の実施 

○児童の思考の過程を把握し、評価する方法の開発 

 

＜視点４＞ 家庭や地域との連携・協働 

○家庭･地域との関りを深めるための学習活動の充実 
〇家族の一員として継続して実践する児童を育てる家庭連携の工夫 
○地域の人材や地域教材の開発 

見付け、身に付け、未来につなごう 



令和元年度 研究構想図

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○日常生活に必要な基礎的な知識及び技能を身に付けている子

○日常生活の中から問題を見いだして課題を設定し、工夫し解決する子

○家族の一員として、生活をよりよくしようと実践する子

児童の系統的な学びを支える指導計画
（カリキュラム・マネジメント）

〇各題材における児童に習得させたい  

概念の明確化  

○各題材における基礎的・基本的な  

知識及び技能の明確化と題材配列の工夫  

○他教科等との関連を図った指導計画  

○小中５学年間を見通した指導計画  

主体的・対話的で深い学びの
実現に向けた授業改善

○学習過程を重視した  

問題解決的な学習活動の充実  

〇 ICT を活用した授業の工夫  

○実践的・体験的な活動の充実  

○個に応じた指導の充実  

学びの成果を次の学習へと

つなげる評価
○資質・能力に沿った評価計画の作成  

○成長を実感できる評価の実施  

○児童の思考の過程を把握し、  

評価する方法の開発  

視点４

視点１ 視点２

視点３

家庭や地域との連携・協働

○家庭･地域との関わりを深めるための  

学習活動の充実  

○家族の一員として継続して実践する  

児童を育てる家庭連携の工夫  

○地域の人材や教材の開発  

研究の視点

 

目指す児童像

自分の生活をよりよくするために、既習の知識及び技能を基に問題を見

いだし、課題を設定し、解決する力を養い、主体的に実践する子供を育

成するための指導の在り方を研究する。 

【全国小学校家庭科教育研究会 研究主題】

豊かな心と実践力を育み、未来を拓く家庭科教育 

【東京都公立小学校家庭科研究会 研究主題】

よりよい生活を自ら創り出す子供の育成 

研究のねらい

研究主題

見付け、身に付け、未来につなごう
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地区研究発表区市について

本研究会は、家庭科研究の充実と発展を図るために、各区市研究会と相互の連携のもと研究

活動を行う。

＊  現在の発表区市は、平成９年１１月の委員会で承認され、平成１０年度の総会で改定し、

平成１２年度より以下のことを配慮して運営されている。  

１ 研究会の時間を確保し、内容の充実を図るために、発表区市を地域からＡ・Ｂ・Ｃの

３つのブロックに分ける。

２ 研究発表区市が偏らないよう、毎年３つのブロックからそれぞれひとつの区市が発表

する。

３ 研究発表区市が中心となり、他区市と共同研究を行った場合は、研究に参加した全区

市がその年度に発表したこととする。

４ 発表する順番は、それまでの経過を尊重しながら、当該区市［学区］と都小家研で相

談して決める。

５ 発表区市は、授業公開を行う。また、年度末の研究発表会で、研究の成果を発表する。

６ 全国大会の東京代表は、前年度の研究発表地区や東京都家庭科研究員研究発表の中か

ら都小家研が決定する。  

 
【参考】全国小学校家庭科教育研究会全国大会―東京代表の発表内容分担

＊  平成２１年度に、全国小学校家庭科教育研究会より平成２３年度からの研究発表内容につ

いての指定があった。全国の発表内容が偏ることなく４つの内容項目となるよう分担され

ている。東京代表についての指定は下記のとおり、昨年度と今年度の２年間は全国大会の

準備期間として、代表発表は予定されていない。令和３年度以降は、内容及び発表形式に

ついて未定である。  

 
内容 ：家庭生活と家族 ：日常の食事と調理の基礎 快適な衣服と住まい ：身近な消費生活と環境

全国大会発表年度 全国大会開催都道府県 東京代表発表（内容：担当）

平成２８年度  山梨県  内容 A：大田区  

平成２９年度  石川県  内容 B：文京区  

平成３０年度  岡山県  全国大会東京大会準備  

令和元年度  熊本県  全国大会東京大会準備  

令和２年度  全国大会東京大会  
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第５７回 全国小学校家庭科教育研究会

全国大会 東京大会のご案内
 

令和２年度に標記の大会を下記のとおり開催いたします。本研究会では、次期学習
指導要領の全面実施に向け，研究を進めております。多くの皆様に東京にご参集いた
だき、家庭科教育の一層の充実発展のため、全国の皆様からご指導を賜りたくご案内
申し上げます。また、東京オリンピック開催の年でもあります。活気あふれる東京に
ぜひお越しください。 
 
１ 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」 

 
２ 研究主題 「よりよい生活を自ら創り出す子供の育成」 
 
３ 主 催 全国小学校家庭科教育研究会 東京都公立小学校家庭科研究会 
 
４ 後 援 文部科学省 東京都教育委員会 東京都区市教育委員会  

（申請中） 大田区教育委員会 全国連合小学校長会 東京都公立小学校長会 
東京都小学校ＰＴＡ連絡協議会 大田区小学校ＰＴＡ連絡協議会 

 
５ 期 日 令和２年１１月２７日（金） 

 
６ 会 場 第一会場 大田区立都南小学校（公開授業） 

第二会場 大田区立小池小学校（公開授業） 
第三会場 大田区立馬込小学校（公開授業） 
全体会場 大田区民ホールアプリコ 

東京都大田区蒲田五丁目３７番３号 
 

７ 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 

丸 山 早 苗氏 
 
 
 
 
 
 
 
〈問い合わせ先〉 

大田区立都南小学校校長 飯島 典子 
〒１４４－００４４ 
東京都大田区本羽田三丁目１５番２号 
ＴＥＬ ０３－３７４４－２９６０ ＦＡＸ ０３－３７４４－２９６１ 
Ｅメールアドレス tonan-es1@ota-school.ed.jp 

○Ｃ大田区 

 大田区公式ＰＲキャラクター 

−12−
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第５７回 全国小学校家庭科教育研究会 全国大会 東京大会 会場校

第一会場 大田区立都南小学校  
会場校研究テーマ「他教科等との関連を図った家庭科の授業づくり」 
〒 東京都大田区本羽田三丁目１５番２号

アクセス 最寄り駅： 京浜急行空港線 大鳥居駅下車 徒歩 分

バスでの案内： ＪＲ蒲田駅東口下車 京急バス③乗り場 萩中経由 
  萩中公園下車 徒歩 5分 

第二会場 大田区立小池小学校  
会場校研究テーマ「環境との関連を図った家庭科の授業づくり」

〒 東京都大田区上池台二丁目２２番７号

アクセス 最寄り駅： 東急池上線洗足池駅下車後右折、商店街を通り徒歩５分

第三会場 大田区立馬込小学校  
         会場校研究テーマ「家庭と地域との連携を図った家庭科の授業づくり」

 〒 東京都大田区南馬込一丁目３４番１号

アクセス 最寄り駅： 都営地下鉄浅草線馬込駅、西馬込駅下車徒歩 分

バスでの案内： 東急バス長遠寺前下車徒歩 分 
 

第６１回 東京都公立小学校家庭科研究会 研究発表会

兼 令和２年度 全国小学校家庭科教育研究会 全国大会 東京大会プレ研究発表会

今年度は、例年２月に実施している研究発表会を令和２年度全国大会のプレ発表会として開催いた

します。詳細につきましては、随時ご連絡いたします。

皆様のご理解とご協力を賜りたく存じます。

１ 期 日 令和元年 １２月 ４日（水）

※ 例年２月に実施している研究発表会をプレ発表会とする

２ 会 場 大田区立都南小学校

３ 内 容 令和元年度研究発表会 公開授業 研究協議会

４ 講 演 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

丸 山 早 苗 氏
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東京都公立小学校家庭科研究会規約
昭和２５年７月６日 制 定  
昭和４６年５月１８日一部改訂 平成４年５月１２日一部改訂 
昭和４７年５月１８日一部改訂 平成５年５月２５日一部改訂 
昭和４８年５月１８日一部改訂 平成１５年５月１３日一部改訂 
昭和５１年５月２４日一部改訂 平成２２年５月１０日一部改訂 
昭和６３年６月１０日一部改訂 平成２９年 5月１５日一部改訂 

第 １ 条 本会は東京都公立小学校家庭科研究会という。 
事務局は会長校に置く。 

第 ２ 条 本会は東京都公立小学校家庭科研究会会員をもって組織する。 
第 ３ 条 本会は東京都公立小学校家庭科研究の充実と発展を図り、小学校教育の目的達成の為に研

究を深め、各区市研究会相互の連携を円滑にすることを目的とする。

第 ４ 条 前項の目的を達成するために各区市公立小学校家庭科研究会を基盤として部長並びに委員

会をもち、緊密の相談連携しつつ、次の事業を行う。

(1) 家庭科教育に関する研究をする。 
(2) 会員の教養を高め資質の向上を図る。 
(3) 会員相互の連絡と親睦を図る。 

第 ５ 条 本会に次の役員・会計監査・常任委員を置く。但し、再任用も含むものとする。 
会 長 １名 会 計 ２名 
副会長 若干名（うち１名は委員長を兼ねる。）  会計監査 ２名 
副委員長 若干名 研 究 若干名 

            書 記 若干名 常任委員 若干名

第 ６ 条 この会に顧問を置くことができる。

第 ７ 条(1) 会長をはじめ役員・会計監査は部長並びに委員会で推薦し総会の承認を得て決定する。 
(2) 委員は各区市から１名選出する。
(3) 常任委員は各学区１名とし、当該学区委員の中から互選する。
(4) 顧問は会長が推薦し、総会の承認を得る。 

第 ８ 条 役員及び委員の任期は１ケ年とする。ただし、留任を妨げない。 
第 ９ 条(1) 会長はこの会を代表し、会務を総括する。 

(2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職を代理する。 
(3) 委員長は委員会の運営を図る。 
(4) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故ある時はその職を代理する。 
(5) 会計は本会の会計事務をつかさどる。 
(6) 書記は文書の発行、会の記録をとる。 
(7) 常任委員は本会の業務の執行に当たる。
(8) 委員は、本会業務の推進を図り、各担当地区の連絡に当たる。 
(9) 顧問は会長の諮問に応じて意見を述べることができる。 
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第 10 条 本会は次の会をもつ。 
(1) 定期総会は年１回年度初めに行う。但し、必要に応じて臨時総会を開くことができる。 
(2) 役員会は原則として月１回行う。但し、必要に応じて臨時役員会を開くことができる。 
(3) 部長会は原則として学期１回行う。
部長会は各区郡市の家庭科研究部長をもって構成する。

(4) 常任委員会は、原則として月１回行う。
(5) 委員会は原則として月１回行う。 
（研究会は必要に応じて開く。） 

第 11 条 会員の議決は出席会員の過半数をもってする。可否同数の時は議長が決定する。 
第 12 条 定期総会は次の事項を行う。 

事業報告・決算承認・役員承認・事業計画・予算審議・規約の審議決定・その他重要事項 
第 13 条 役員及び常任委員会は次の事項を行う。 

(1) 総会決議事項の執行 
(2) 各種事業の企画、原案の作成及び運営 
(3) 緊急事項の処理 

第 14 条 委員会は本会の事業の企画運営にあたる。 
第 15 条 部長会は本会の企画について承認し、運営が円滑に行われるようにする。 
第 16 条 本会の会費は年会費（公費）とする。 
第 17 条 会員は経理に関し、いつでも書類を閲覧することができる。 
第 18 条 会計年度は４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 
（付記）(1) 顧問は会長・副会長の経験者とする。 

(2) 副委員長のうち１名は多摩地区より選出する。 
(3) 役員の推薦人は各区市の部長・各区市の委員・現会員とする。

※推薦依頼書は副委員長、推薦とりまとめと推薦者一覧表の作成は会計監査、推薦され

た方への交渉は現会長・副会長が行うものとする。 
(4) 各郡区市研究会の学区は次の通りとする。 

学 区 区 市 名 

１ 千代田区 港区 品川区 大田区 
２ 新宿区 目黒区 世田谷区 渋谷区 
３ 中野区 杉並区 練馬区 
４ 文京区 豊島区 北区 板橋区 
５ 中央区 台東区 荒川区 足立区 
６ 墨田区 江東区 葛飾区 江戸川区 
７ 調布市 狛江市 武蔵野市 三鷹市 府中市 
８ 東久留米市 小平市 東村山市 西東京市 清瀬市 
９ 国立市 立川市 昭島市 国分寺市 小金井市 東大和市 武蔵村山市 
１０ 八王子市 青梅市 町田市 日野市 西多摩市 多摩市 稲城市 
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