
県大会計画作成委員会議事録 

◎第２回 

○日 時：７/２９（月）10：00～ 

○場 所：熊本市立北部中学校 視聴覚室 

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

ック長（家）、熊本市（技・家）・・・計 8名 

○内 容： 

 （１）目標：会員の意見を基に開催計画の方向性を決定する。 

   ・基本となる開催計画の決定。 

   ・基本となる開催計画（案）を作成し、論点を明確にして会員から意見を募る。 

（２）第 1回大会計画作成委員会後に提案した案２、案６、案７ついて、会員からの意見を基に 

どの案、または折衷案、もしくは新たな案で作成を進めるかを検討 

  ・会員からの賛同がもっとも多かったのが、案７ 

  ・次に案６であった。 

（３）検討内容 

  ・案２は、技術と家庭科の授業研究会場、研究発表会場が離れた場合、総会の実施が困難で

ある。 

  ・案６は、授業研究会、研究発表会と別に総会を実施した場合は、総会参加者が激減する。 

  ・案２と案７をミックスし、熊本市が２年に１回の県大会にできないだとうか。 

→熊本市は、市独自の研究発表会があり、毎年、研究発表している状況にある。そのため、

これまでの２年に１回の発表では、研究を深めることができなかった。 

  ・県大会の発表を中心となって行う支部が固定化するのでは、ないか。 

   →今回、大会計画作成の提案と同時に、ブロック内で公開授業を担当する支部の基本的な

ローテーション（案）も提案してほしい。 

  ・授業をしたブロックが、２年後に研究発表ができるように研究発表のローテーションを考

えてはどうか。 

  ・７案では、技術と家庭科が隔年で、研究発表となっているが、紙面発表も入れると、毎年、

技・家ともに研究発表ができる。 

  ・各ブロックが広範囲となるので、連携が難しいのではないか。 

   →ICT機器を活用し、互いの距離を縮めてくとりくみを進めていきましょう。メール、LINE、

フェイスタイム、テレビ会議等の活用 

  ・第７案において、技術と家庭科の授業会場が離れた場合、授業を終え、遠く離れた総会会

場まで移動し、また、遠く離れた自分の学校に戻るという事態が発生してしまうのでは、

ないか。 

  ・テレビ会議を利用して、総会を行ってはどうか。そうすることで、研究授業や授業研究会

を柔軟に開催することができるのではないか。 

（４）決定事項 

  ・７案を基本として、総会を技・家が同一会場で行う場合と技・家が別会場でテレビ会議等

を利用して総会を行う場合について、会員から意見を募り、第３回県大会計画作成委員会

で検討する。 

 



熊本県中学校教育研究会技術・家庭部会員の皆様 

 

                                    県技・家研究大会開催計画委員会 

 

県大会計画（案７～９）についてご意見をお願いします。（依頼） 

 

 会員の皆様からの意見の収集では、熊本県を３ブロック（北部、南部、熊本市）に分け、

公開授業を毎年実施し、技術と家庭科が隔年で、研究発表を行う７案が最も多く支持され

ました。そこで、案７を基本として、大会計画づくりを進めていくことにしました。 

 案７の課題を解消するために新たに案８、案９を作成しましたので、各案のポイントを

参考にご意見をお聞かせください。 

 

 

 

○案７・・・技術と家庭科の公開授業の会場に関する課題 

  ＊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。 

 ＊公開授業後、総会会場に移動し、さらに公開授業会場に戻るという移動が生じる可 

能性がある。 

 

○案８・・・テレビ会議（ＩＣＴ機器）を導入した計画。 

◎メリット 

・公開授業の会場、研究発表の会場、移動距離に縛られることなく準備が可能 

・研究発表が技・家ともに毎年、実施可能 

  △デメリット 

   ・技術と家庭科の教諭が顔を合わせての総会ができない。 

   ・総会でのあいさつ者や表彰者が別会場の参加者の顔を見ることができない。 

 

 〇案９・・・案７に紙上発表を入れる。 

  ◎メリット 

   ・毎年、研究発表を行うことができる。 

 

 

 

 

 

各案のポイント 

問い合わせ 

熊本市立西原中学校  城下 宗一朗 

TEL：096-383-6124  FAX：096-383-6125 

E-Mail：shiroshita.soichiroB@kumamoto-kmm.ed.jp 

mailto:shiroshita.soichiroB@kumamoto-kmm.ed.jp
mailto:shiroshita.soichiroB@kumamoto-kmm.ed.jp


７案　ポイント　○研究発表を行う支部で総会を行う。

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

＊H34～A，B，C，Dは新学習指導要領による表示
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メリット：

　　○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。

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。



８案　ポイント　○テレビ会議で総会を行う。

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
その他

技
術

家
庭

＊H34～A，B，C，Dは新学習指導要領による表示
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九州大会

九州大会発表支部

発表領域

メリット：

　　○７案と異なり、公開授業、研究発表会が開催できる。
　　○公開授業、研究発表会の会場が離れていても、移動が発生しない。
　　○公開授業、研究発表会、総会が同一日に実施できる。

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。

　○技術と家庭科の教諭が顔を合わせての総会ができない。
　○総会でのあいさつ者や表彰者が別会場の参加者の顔を見ることができない。



９案　ポイント　○究発表を行う支部で総会を行う。同時に、紙上発表を追加する。

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 南部

芦北・水俣 菊池 （紙面発表）

（人吉・球磨） 上益城

（B） （B） （A） （D）

2 5 4 （過去）芦北水俣 3 3 2

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 （紙面発表） （紙面発表）

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

＊H34～A，B，C，Dは新学習指導要領による表示
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メリット：

　　○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。

　○毎年、技術と家庭科、両方の研究発表ができる。
　　○公開授業、研究発表会、総会が同一日に実施できる。

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。


