
平成 29年 6月 

各 小学校長 様 

各 中学校長 様 

各 高等学校長 様 

各 特別支援学校長 様 

中国地方放送教育研究大会岡山大会実行委員会 

実行委員長  梶 元 達 也 

 

第５２回中国地方放送教育研究大会岡山大会 
(最終案内) 

主 催 中国地方放送教育研究協議会／岡山県放送教育研究協議会 

ＮＨＫ岡山放送局／全国放送教育研究会連盟 

共 催 一般財団法人ＮＨＫサービスセンター 

岡山県小学校教育研究会情報教育部会／岡山県中学校教育研究会情報教育部会 

岡山県高等学校教育研究会学校視聴覚部会／岡山県特別支援学校教育研究会視聴覚・情報教育部会 

後 援 文部科学省／厚生労働省／内閣府     ＜申請中＞ 

広島県教育委員会／山口県教育委員会／島根県教育委員会／鳥取県教育委員会 

岡山県教育委員会／岡山市教育委員会   ＜申請中＞ 

岡山県小学校長会／岡山県中学校長会／岡山県高等学校長協会／岡山県特別支援学校長会 

 
向暑のみぎり，皆様におかれましては，ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 

さて，この度「第５２回中国地方放送教育研究大会岡山大会」を岡山市において次のように開催するこ

ととなりました。 

公務ご多忙のこととは存じますが，放送教育の充実発展のため，多数の皆様にご参加いただきますよう

ご案内申し上げます。 

大 会 主 題 
 

教育メディアを活用した「確かな学力」の育成 

■日 程 平成２９年１０月２４日（火） 

【小学校・中学校】 

 小 9:25 9:45    10:30   12:20  13:50   15:20 15:30 

受
付 

公開授業 移
動 

研究協議 
昼食 

移動 

全体会 

講演会 
閉会 

 中 9:35 9:55    10:45  12:15  13:50   15:20 15:30 

【高等学校・特別支援学校】 

   高 10:00  10:30    12:50 13:50   15:20 15:30 

受付 
分科会（実践発表） 

(岡山県・鳥取県) 
昼食 

全体会 

講演会 
閉会 

 受付 
分科会（実践発表） 

（岡山県） 

    特 10:30 11:00   12:50 13:50   15:20 15:30 

 

 

 



■会場及び内容 

校種等 
内  容 会  場 

発表者，「利用番組」 

小学校 

公開授業・研究協議 
岡山市立岡山中央小学校 
〒700-0817 岡山県岡山市北区弓之町 9-27 

TEL086-234-7750 

公開授業者：福島裕之（岡山市立岡山中央小学校） 

単元名：『地層』（６年理科） 「ふしぎがいっぱい６年生」等 

公開授業者：相澤景子（岡山市立岡山中央小学校） 

単元名：『かたちづくり』（１年算数） 「さんすう犬ワン」 

中学校 

公開授業・研究協議 
岡山市立石井中学校 
〒700-0051 岡山県岡山市北区下伊福上町 10-9 

TEL086-252-1165 

公開授業者：柳楽伸介（岡山市立石井中学校） 

単元名：『運動とエネルギー 作用・反作用の法則』（３年理科） 「大科学実験」「10min.ボックス」等 

高等学校 

実 践 発 表 
岡山市民会館 204会議室 
〒700-0823 岡山県岡山市北区丸の内 2-1-1 

TEL086-223-2165 

実践発表者：岡崎則武（岡山県立玉野光南高等学校） 

『ＩＣＴ活用による授業の活性化 ～アクティブ・ラーナーを育てる～』 

     「ヨーコさんの言葉」「人生デザイン U-29」「ロンリの力」等 

実践発表者：坪倉潤也（鳥取県立鳥取西高等学校） 

『高校生がつくるプレゼンテーション ～ＳＧＨにおける探究学習「思索と表現」より～』 

     「クローズアップ現代」「スーパープレゼンテーション」（ＮＨＫティーチャーズライブラリーより） 

特別支援学校 

実 践 発 表 
岡山市民会館 305会議室 
〒700-0823 岡山県岡山市北区丸の内 2-1-1 

TEL086-223-2165 

実践発表者：宮長明日香（岡山県健康の森学園支援学校 小学部） 

『放送番組を活用した小学部の教育実践』 

     「子ども安全リアルストーリー」「で～きた」 

実践発表者：川西辰昌（岡山県立倉敷琴浦高等支援学校） 

『災害(地震)について学ぶ～NHK webコンテンツを活用した実践～』 

     「学ぼう BOSAI」「NHKアーカイブス(東日本大震災)」等 

全体会 

記念講演 

岡山市民会館 大ホール 
〒700-0823 岡山県岡山市北区丸の内 2-1-1 

TEL086-223-2165 

放送大学 教授 中 川 一 史  先生 

演題：「主体的・対話的で深い学びの視点からの教育メディアの活用」 

■会場周辺地図 

 
※すべての会場に駐車場はありません。 

 

石井中 

岡山中央小 

岡山市民会館 



■会場までのアクセス 
【岡山市民会館】 

※岡山駅から岡山市民会館までは路面電車東山線（岡山駅前～城下\100）があります。 

※市民会館周辺の有料駐車場のご案内＜下記以外にも多数あります＞ 

 市営城下地下駐車場（最初の 1時間￥300 以降 30分毎￥150） 174台 

 市営天神町駐車場（最初の 1時間￥300 以降 30分毎￥150）  175台 

【岡山市立岡山中央小学校】 

①公共交通機関を利用し，小学校と市民会館の間は徒歩で移動する。（約 1km 12分程） 

②自家用車を市民会館周辺の有料駐車場に止め，徒歩で移動する。（約 1km 12分程） 

【岡山市立石井中学校】＜学校及び学校周辺に駐車場がありません＞ 

「午前中のみ参加」の場合も，無料シャトルバスをご利用ください。 

①公共交通機関を利用し，直接中学校へ行き，中学校と市民会館の間は無料シャ

トルバスで移動する。 

②自家用車を市民会館周辺の有料駐車場に止め，無料シャトルバスで移動する。 

※無料シャトルバスをご利用の方は参加申込時に必ずチェックを入れてください。 

（往路：9:00バス乗車場所<美術館前バス停>集合→9:30中学校着） 

（復路：12:25中学校校門付近集合→12:55市民会館着） 

■参加申し込み 
○原則，次のWebページを利用して，平成２９年９月２２日（金）までにお申し込みください。 

役員・発表者の方も必ずお申し込みください。 

☆大会参加申し込みへのリンクページ http://www17.plala.or.jp/okym-kenhoukyou/ 

＜岡山県放送教育研究協議会の Web ページよりお入りください＞ 

ファクシミリによる申し込みも受け付けますが，事務省力化のためにご協力ください。 
 

○参加料 無料 
   

○昼 食 会場及び周辺には各種多数の飲食店がありますが混雑が予想されます。 

  会場にて弁当の斡旋もあります。１個 ７００円（お茶付） 

  （概数を知るために，参加申込時にご記入をお願いします。） 
 

○宿 泊 市民会館周辺および岡山駅周辺には 

  多くの宿泊施設があります。 

  各自で予約ください。 
 

○レセプション（希望者による交流・親睦会） 

  １０月２３日(月) １９：００～ ALOALO（ホテルエクセル岡山１階） 

  参加費： ５，０００円（会場で集金します） 

■問合せ・申込先 
中国地方放送教育研究大会岡山大会実行委員会 事務局 

〒702-8054 岡山市南区築港ひかり町 10-35 

TEL086-264-5490 FAX086-264-5924 

岡山市立福南中学校  藤原昭雄 

 

第５２回中国地方放送教育研究大会 岡山大会 申込書 
 

勤務校名 所在地 〒 

TEL             FAX 
 

氏名 分科会 
午前または 

午後のみ参加 

シャトルバス 

市民会館→中学校     中学校→市民会館 
レセプション 弁当 ★分科会はそれぞれご希望の校種

をご記入ください。 

★大会前日(２３日 19：00～)，

ALOALO にてレセプションを

開催します。参加不参加を○×

でご記入ください。会費は会場

で集金します。 

(例) 岡 山 太 郎 中学校 午前のみ × ○ ○ × 

       

 


