
県大会計画作成委員会議事録 

◎第 1回 

○日 時：6/14（金）16：00～ 

○場 所：アスパル富合研修室 

○参加者：事務局長、研究部長（技）、事業部長（技・家）、総務部長（技・家）、南部ブロック長

（技・家）、北部ブロック長（技・家）、熊本市（技・家）・・・計 12名 

○内 容： 

 （１）計画作成の目的の確認 

   ・支部の会員の減少により、支部単位での公開授業や研究発表の運営が困難である。 

   ・授業力、指導力の向上に向けた活動（公開授業や研究発表会）は、これからも行う。 

（２）開催計画のローテンション（案）の検討 

  案１ これまでどおり 

案２ 県内を３ブロックに分けてローテーション 

案３ 技と家が公開授業を隔年で行い、研究発表は技と家ともに行う。 

   熊本市は２年に１回の大会 

案４ 技・家が公開授業と研究発表を隔年で行う。 

   熊本市は２年に１回の大会 

案５ 小学校家庭科部会との連携し、これまでどおりのローテーション。 

案６ 県内を３ブロックに分割。研究授業・授業研究会は異なる支部で開催可能。 

   総会は、研究授業・常行研究会と別日に設定。 

案７ 県内を３ブロックに分割。各ブロックは、３年に１回の公開授業。公開授業は技・家と 

もに毎年行うが、発表は技と家が隔年で行う。発表が行われている支部で総会を行う。 

（３） 

  ・これまでどおりでは、１０年後、支部会員のさらなる減少により、現状の支部の分け方で

は、開催が困難であることが予測されるために抜本的な改革が必要であるという理由から

案１を消去 

  ・授業力、指導力の向上に関する努力は、会員として必要であることから案３、案４の授業

の技・家の隔年開催の案は消去する。 

  ・小学校との連携により、開催における人員は増えるが、連携に伴う調整など労力の増加、

目的や目標の統一ができるかが不安要素であるため、案５を消去。 

  ・案２、案６、案７の３ブロックでローテーションする案が残った。これら３つの案に関し

て、会員から意見を募る。意見の募り方は、メールやホームページへの掲載によって行う。 

   ＊３ブロック制にした場合、支部間の連携が重要になる。 

    ①ブロック内にホスト支部をつくり、ホスト支部から連携の調整を行うという工夫。 

    ②ホスト支部と授業を行う支部、発表を行う支部など、役割の分担の工夫。 

    ③ホスト支部を３年に１回、ローテーションするなどの工夫。 

   ＊公開授業、研究発表を行う支部が離れた場合に総会をどのように行うか。 

    ①案７のように、研究発表を行っている支部へ、技または、家の会員が移動する。 

    ②長時間の移動を伴う場合は、技または、家が紙面発表のみとする。 

    ③案６のように、公開授業・研究発表と総会を別日に設定する。 

・・・参加者の激減が予想される。 



熊本県中学校教育研究会技術・家庭部会研究大会開催計画（案２）３ブロック制

ブロック 3

支部 宇城 八代 阿蘇 玉名荒尾 熊本市

天草 芦北・水俣 菊池 山鹿

人吉・球磨 上益城

H31（69回） H32（70回） H33（71回） H34（72回 H35（73回） H36（74回） H37（75回） H38（76回）

5 4 5 1（南部） 九州大会 2（北部） 3（南部） 3

熊本市 玉名荒尾 熊本市 （過去）天草 熊本市 （過去）阿蘇・ 1 熊本市

（山鹿） ＊（新）南部から 菊池・上益城 南部

＊（新）北部から

技（A） 技（A～D） 技（C） 技（B） 技（D） 技（A)

家（B） 家（A～D） 家（D） 家（A） 家（B） 家（C）

2 5 3 （過去）阿蘇 3 2 1

八代 熊本市 阿蘇 ＊（新）北部から 熊本市 北部 南部

芦北・水俣 菊池

（人吉・球磨） 上益城

（B） （B） （A） （D）

2 5 4 （過去）芦北水俣 3 2 1

阿蘇 熊本市 玉名荒尾 人吉・球磨 熊本市 北部 南部

菊池 山鹿 （新）北部から

上益城

A B B D A

宮崎（63回） 大分（64回） 長崎（65回） 福岡（66回） 熊本（67回） 沖縄（68回） 鹿児島（69回） 佐賀（70回）

Ｐ① Ｐ② Ｐ① Ｐ② Ｐ① Ｐ② Ｐ① Ｐ②

（全国大会）

熊本 熊本 阿蘇 各担当 熊本 熊本 北部

菊池 （紙面） （紙面）

上益城

技術③ 家庭② 技術 技・家 家庭⑥ 技術⑤ 家庭④

（Ｄ） （Ｃ） （AorＣ） （AorD) C （BorC）

第２６回 第２６回

ロボコン 木工チャレンジ

九州大会 九州大会

1　県内を３ブロックに分割し、３年に1回授業と発表を行う。

デメリット：

メリット：

　　○ブロックで集まる場合に移動距離が増加する。
　　○公開授業、研究発表会の会場が異なった場合、移動距離が増加する。

全
郡
市

九州大会

九州大会発表支部

発表領域

その他

技
術

家
庭

　　○大会の運営に関わる支部の人数が増える。
　　○技術と家庭科の公開授業、研究発表会が、異なる支部で開催できるため、１つの支部の負担が減少する。

1（南部） ２（北部）

＊H34～A，B，C，Dは新学習指導要領による表示

ブロック

年度

公開授業

会場

発
表



熊本県中学校教育研究会技術・家庭部会研究大会開催計画（案６）３ブロック制

ブロック 3

支部 宇城 八代 阿蘇 玉名荒尾 熊本市

天草 芦北・水俣 菊池 山鹿

人吉・球磨 上益城

H31（69回） H32（70回） H33（71回） H34（72回 H35（73回） H36（74回） H37（75回） H38（76回）

5 4 5 1（南部） 九州大会 2（北部） 3（南部） 3

熊本市 玉名荒尾 熊本市 （過去）天草 熊本市 （過去）阿蘇・ 1 熊本市

（山鹿） ＊（新）南部から 菊池・上益城 南部

＊（新）北部から

技（A） 技（A～D） 技（C） 技（B） 技（D） 技（A)

家（B） 家（A～D） 家（D） 家（A） 家（B） 家（C）

2 5 3 （過去）阿蘇 3 2 1

八代 熊本市 阿蘇 ＊（新）北部から 熊本市 北部 南部

芦北・水俣 菊池

（人吉・球磨） 上益城

（B） （B） （A） （D）

2 5 4 （過去）芦北水俣 3 2 1

阿蘇 熊本市 玉名荒尾 人吉・球磨 熊本市 北部 南部

菊池 山鹿 （新）北部から

上益城

A B B D A

宮崎（63回） 大分（64回） 長崎（65回） 福岡（66回） 熊本（67回） 沖縄（68回） 鹿児島（69回） 佐賀（70回）

Ｐ① Ｐ② Ｐ① Ｐ② Ｐ① Ｐ② Ｐ① Ｐ②

（全国大会）

熊本 熊本 阿蘇 各担当 熊本 熊本 北部

菊池 （紙面） （紙面）

上益城

技術③ 家庭② 技術 技・家 家庭⑥ 技術⑤ 家庭④

（Ｄ） （Ｃ） （AorＣ） （AorD) C （BorC）

第２６回 第２６回

ロボコン 木工チャレンジ

九州大会 九州大会

２　技術と家庭科の研究授業・授業研究会は、異なる支部で開催できる。

３　総会は、研究授業・授業研究会と別日の土・日に懇親会を含めて行う。

＊各支部からは、3名の義務出席、会場は熊本市、場合によっては、委任状をとる。

1（南部） ２（北部）

＊H34～A，B，C，Dは新学習指導要領による表示

ブロック

年度

公開授業

会場

発
表

1　県内を３ブロックに分割し、３年に1回授業と発表を行う。

　　○大会の運営に関わる支部の人数が増える。
　　○技術と家庭科の公開授業、研究発表会が異なる支部で開催できるため、１つの支部の負担が減少する。
　　○総会を別日に行うため、技術と家庭科の会場を悩まず、公開授業と研究発表会が実施できる。

メリット：

デメリット：

　　○ブロックで集まる場合に移動距離が増加する。
　　○総会を公開授業と授業研究会とは、別日に設定するため、総会参加者の減少が考えられる。

全
郡
市

九州大会

九州大会発表支部

発表領域

その他

技
術

家
庭



熊本県中学校教育研究会技術・家庭部会研究大会開催計画（案7）３ブロック制

1 〇県内を３ブロックに分割し、各ブロックは、３年に1回授業を行う。

○公開授業は毎年行うが、発表は、技術と家庭科が隔年行う。

○研究発表を行う支部で総会を行う。

ブロック 3

支部 宇城 八代 阿蘇 玉名荒尾 熊本市

天草 芦北・水俣 菊池 山鹿

人吉・球磨 上益城

H31（69回） H32（70回） H33（71回） H34（72回 H35（73回） H36（74回） H37（75回） H38（76回）

5 4 5 1（南部） 九州大会 2（北部） 3（南部） 3

熊本市 玉名荒尾 熊本市 （過去）天草 熊本市 （過去）阿蘇・ 1 熊本市

（山鹿） ＊（新）南部から 菊池・上益城 南部

＊（新）北部から

技（A） 技（A～D） 技（C） 技（B） 技（D） 技（A)

家（B） 家（A～D） 家（D） 家（A） 家（B） 家（C）

2 5 3 （過去）阿蘇 3 2

八代 熊本市 阿蘇 ＊（新）北部から 熊本市 北部

芦北・水俣 菊池

（人吉・球磨） 上益城

（B） （B） （A） （D）

2 5 4 （過去）芦北水俣 3

阿蘇 熊本市 玉名荒尾 人吉・球磨 熊本市

菊池 山鹿 （新）北部から

上益城

A B B D A

宮崎（63回） 大分（64回） 長崎（65回） 福岡（66回） 熊本（67回） 沖縄（68回） 鹿児島（69回） 佐賀（70回）

Ｐ① Ｐ② Ｐ① Ｐ② Ｐ① Ｐ② Ｐ① Ｐ②

（全国大会）

熊本 熊本 阿蘇 各担当 熊本 熊本 北部

菊池 （紙面） （紙面）

上益城

技術③ 家庭② 技術 技・家 家庭⑥ 技術⑤ 家庭④

（Ｄ） （Ｃ） （AorＣ） （AorD) C （BorC）

第２６回 第２６回

ロボコン 木工チャレンジ

九州大会 九州大会

九州大会

九州大会発表支部

発表領域

その他

技
術

家
庭

　　○大会の運営に関わる支部の人数が増える。
　　○技術と家庭科の公開授業、研究発表会が異なる支部で開催できるため、１つの支部の負担が減少する。
　　○研究発表会が技術科、家庭科が隔年になるため、これまでよりも時間をかけて研究ができる。
　　○公開授業、研究発表会、総会が同一日に実施できる。

メリット：

デメリット：

　　○ブロックで集まる場合に移動距離が増加する。
　　○公開授業、研究発表会の会場が異なった場合、移動距離が増加する。
　　○総会の会場を選定するために会員の移動距離を考慮する必要がある。
　　○総会の会場が公開授業と授業研究会の会場と離れた場合は、総会参加者の減少が考えられる。

ブロック

年度

公開授業

会場

発
表

1（南部） ２（北部）

＊H34～A，B，C，Dは新学習指導要領による表示

全
郡
市


