
４ 研究物の配布及び展示物等について
大会当日に研究物・資料・学校新聞の配布及び展示物等の設置を希望したい方は、

７月２０（水）迄に予め事務局（武藤 fareast0124@yahoo.co.jp）（流mc.bb600112@gmail.com）へ

役職 勤務校 氏名・連絡先
◆大会 実行委員長
(千葉県新聞教育研究会

会長)

千葉県市川市立新浜小学校
〒272-0133
千葉県市川市行徳駅前 4-5-1

小嶋 享治
TEL 047-395-5331
FAX 047-395-5332

◆大会 事務局
(千葉県新聞教育研究会

事務局長)

千葉県市川市立妙典中学校
〒272-0111
千葉県市川市妙典 5-22-1

武藤 和彦
TEL 047-395-5811
FAX 047-395-5812

◆大会 事務局
(千葉県新聞教育研究会

事務局次長)

千葉県浦安市立美浜北小学校
〒279-0011
千葉県浦安市美浜 5-12-1

流 雄希
TEL 047-351-6444
FAX 047-380-4315

◆全新研 会長
（全国新聞教育研究協議会）

東京都世田谷区立船橋希望中学校
〒156-0055
東京都世田谷区船橋 4-20-1

校長 菅野 茂男
TEL 03-3484-3743
FAX 03-3484-3745

■大会参加費（資料代）
①大会参加費 ￥３，０００円 ②全国交流会費 ￥６，０００（必ず１名ずつ申し込み）
②大会参加費 ＋ 全国交流会費（懇親会） ￥９，０００円

■今大会では宿泊施設等の斡旋は行っておりません。各自で予約等をお願いします。
■昼食は会場付近（本八幡駅・京成八幡駅界隈）でとっていただくか、予めご用意ください。

尚、受付時に配布する資料と共に市川市観光＆グルメマップが同封されていますので、お土産や食事にご活用下さ

い。

■参加申し込み締切
７月２５日（月）までに郵便振替で手続きを完了させてください。
（懇親会に参加される方は参加費の納入も併せてお願いします。）

■申し込み方法
郵便局に設置してある払込取扱票（青字様式）でご送金ください。

振込先 事前申込
（大会・懇親会参加費）
ゆうちょ 銀行
記号１０５３０
番号８９７７８８３１

他の金融機関からは、
【店名】０５８（ゼロゴハチ）
【店番】０５８
【預金種別】普通預金

【口座番号】８９７７８８３

【振込先】小嶋享治（コジマ キョウジ）

通信欄
※参加者名
※学校名・住所
※連絡先（電話番号）
※振込合計金額

２０２２年（令和４年）６月２１日

各都道府県教育委員会教育長 様

各区市町村教育委員会教育長 様

各教育事務所長 様 全国新聞教育研究協議会会長

各学校長 様 東京都世田谷区立船橋希望中学校校長 菅野 茂男

各学校新聞部顧問・担当者 様

各学校 NIE 担当者 様 第６３回全国新聞教育研究大会・千葉県大会実行委員長

各学校情報教育担当者 様 千葉県市川市立新浜小学校 小嶋 享治

ご挨拶
第６３回全国新聞教育研究大会を、ここ千葉県市川市で開催します。わたし達が積み上げてきた教育実践を全国に発信す

るとともに、全国の仲間と新聞教育の確かな足跡を確認し合いたいと思います。市川市は、江戸川をはさんで東京都の隣、

都心から２０ｋｍ圏内に位置し、首都圏のベッドタウンとして発展してきました。特に『市川のなし（梨）』は、有名であり、美味

しいと評判です。この市川の地で言語能力を高め、つなげる力や生きる力を育てるわたしたちの夢を大いに熱く語り合おう

ではありませんか。

それでは、８月に千葉県市川市でお会いしましょう。

◆期日 ２０２２年（令和 4 年） ８月２日（火）

８月３日（水）

◆会場 全日警ホール（市川市八幡市民会館）

〒２７２－００２１

千葉県市川市八幡４－２－１

電話：０４７－３３５―１５４２

〈アクセス〉〇京成本線京成八幡駅 徒歩５分

〇総武線本八幡駅 徒歩７分

◆主催 全国新聞教育研究協議会（略称：全新研）

千葉県新聞教育研究会 （略称：千新研）

◆後援予定 文部科学省・全国都道府県教育委員会連合会・千葉県教育委員会・市川市教育委員会

全国連合小学校長会・全日本中学校長会・千葉県小・中学校長会

日本 PTA 全国協議会・市川市 PTA 連絡協議会・日本新聞協会・毎日新聞社・毎日小学生新聞

千葉日報社・千葉県 NIE 推進協議会・公益財団法人理想教育財団・新友会パピルス

◆協力 理想科学工業（株）

＊全新研 ホームページ（ＨＰ） 全新研｜全国新聞教育研究協議会 (https://www.zenshinken.com)

全国新聞教育研究大会
～全国学校新聞教育指導者講習会～

２０２０＋プラス２ 千葉県大会 2022 のご案内

第 ６ ３ 回

明日へ向かって生きる力を育む新聞教育
～社会と自分を見つめる学びの追求～

＊通信欄に「大会参加」・

「交流会参加」と明記をし

て、金額欄に合計額をご記

入ください。

※尚、お手数ですが、振込

手数料は送付者負担です。

10530

89778831

参加費

10530

参加費内訳・校名・住所・参加者名・携

帯☎

小嶋享治

数字は右詰

10530

通信欄①大会参加費￥3,000②全国交流会（懇親会費￥6,000）③学校名・住所・参加

者氏名を明記④携帯電話の番号

/C:/Users/和彦/Downloads/千新研/全新研｜全国新聞教育研究協議会%20(https:/www.zenshinken.com)


【公開授業（VTR 視聴）・協議会】

８月２日（火）１０：００～12：00 ＊事前打ち合わせ（授業者・助言者・司会・記録・運営参加）９：１５第２会議室

部門・会場 授 業 者・教 科 授業助言者 □進行 ◇記録 〇運営委員

小学校

新聞づくり

第３会議室①

新聞づくり 竹内 光司(総合的な学習)

（千葉県市川市立鶴指小学校6 年）

市川市教育委員会指導課

課 長

富永 香羊子

□北海道十勝新聞研究会

◇山田慎一（東京町田市真光寺中）

〇倉本有巳子（千葉市川市立市川小）

中学校

新聞活用

第３会議室②

新聞活用 門間 翼（社会科：公民）

（千葉県市川市立塩浜学園中学３年）

日本新聞協会

NIE コーディネーター

関口 修司

□香取麻衣子（東京足立古千谷小）

◇松井初美（千葉県・香取市新島中）

〇志村陽子（千葉・市川市立鶴指小）

【研究分科会 実践発表・協議会】

８月３日（水）9：30～～11：４５ ＊事前打ち合わせ（授業者・助言者・司会・記録・運営参加）９：１０第２会議室

部門・会場 授業発表者・教 科 授業助言者 □進行 ◇記録 〇運営委員

小学校

新聞づくり

第３会議室①

新聞づくり 山田 暁文 (国語)

（栃木市立大平中央小学校5 年）

元 東京都

国分寺市立第五小学校

校 長

竹泉 稔

□茨城県新聞教育研究会

◇高田一輝（東京荒川区赤土小）

〇吉田美紗希（千葉市川市鬼高小）

新聞づくり 河野 太郎 (算数)

（千葉県船橋市立習志野台第二小学校６年）

小学校

新聞活用

NIE

高等学校

新聞活用

第３会議室②

新聞活用 内田 瑞恵 (国語)

（千葉県船橋市立丸山小学校３年）

大阪府

私立中央学園

高等専修学校

副校長井口 信茂

□西中善彦（大阪市立築港中校長）

◇磯貝真規子（千葉敬愛高校）

〇堀澤清（千葉・市川市立大柏小）
新聞活用 瀬和 真一郎 (保体)

（千葉県松戸市立松戸高等学校１年）

１ 全国理事会

日時 ８月２日（火） １２：１５～１２：４５ ２階 第２会議室

２ 全国交流会（懇親会）

日時 ８月２日（火） １８：００～２１：００

場所 ニッケコルトンプラザ AGIO

会費 ６，０００円

３ １００号・２００号表彰 中止について

例年、全国新聞教育研究大会では、学校新聞、PTA 広報（会報）の１００号・２００号に達し、一定の条件

を満たしている団体に表彰をしていました。しかし、今年度は新型コロナ感染症拡大を懸念し中止させ

ていただきます。ご了承ください。

◇授業者・指導助言者等打合せ

８月２日（火） 第２会議室

９：１５～

◇実践発表者・指導助言者等打合せ

８月３日（水） 第２会議室

９：１０～

◇全国理事会
８月２日（火）12：1５～12：4５
２階 第２会議室

Kイ

◇全国交流会（懇親会）
コルトンプラザ（AGIO）

（JR 総武線本八幡駅徒歩１２分）

１８：００～

会費 ６，０００円

８月２日（火）午前 全日警ホール

〇 9：３0～ 受付Ⅰ（１階）

〇 １０：０0～1２：００ 公開授業・協議会

第 3会議室（VTR 視聴）

小学校 公開授業（VTR 視聴～協議会）

1 市川市立鶴指小学校（総合的な学習の時間）

６学年新聞づくり 竹内光司

2 市川市立塩浜学園（社会科・公民）

９学年（中三） 門間 翼

◯昼食・休憩１２：００～１３：１５（グルメマップ参照）

※１２:１５～12:4５全国理事会会場（第２会議室）

〇13：30～14：00 受付Ⅱ（１階）

〇14：00～14：４５（開会式） 大ホール

（開会式）

〇 開会の辞

基調提案

主催者挨拶

文部科学大臣挨拶

来賓祝辞

来賓紹介

全新研活動報告

斉藤義一賞表彰

功労者賞 表彰

閉会の辞

〇15：00～16：30 記念講演 大ホール

元 J リーグ審判 岡田 正義氏

演題：「サッカー W 杯への道」

～夢と目標に向かって走り続けた半生から～

〇16：30～ 諸連絡

第１日目終了

＊交流会会場へ 一斉移動１７：００～

〇18：00～２１：００ 全国交流会（懇親会）

会場 AGIO

(JR 総武線本八幡駅徒歩１２分)

８月３日（水） 午前 全日警ホール

〇 9：００～ ９：１５ 受付Ⅲ（１階）

〇 9：30～11：４５ 実践発表

研究分科会

小学校新聞づくり

1 栃木市立大平中央小 （国語） 山田 暁文

②船橋市立習志野台二小（算数） 河野 太郎

●小・中/高等学校新聞活用

①船橋市立丸山小（国語） 内田 瑞恵

②松戸市立松戸高校（保健体育） 瀬和真一郎

〇1２：００～ 閉会式

主催者挨拶

〇全日程終了


