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2009 年 4 月吉日 
各位

第４回全国模擬授業大会の御案内

主催：開倫塾 塾長 林 明夫

共催：青木フォーラム代表 青木 清

月刊私塾界 代表 山田 雄司

謹啓 時下益々御清栄の事とお慶び申し上げます。日頃は開倫塾の付属機関である開倫研究所の主催す

る教育経営品質研究所に御理解・御協力・御参加を賜り、有難く感謝申し上げます。

教育経営品質研究会は、日本経営品質賞の基本理念である①「顧客本位」②「独自能力」③「社員重

視」④「社会との調和」を通じた「教育機関の経営品質の向上」、「卓越した業績（Performance Excellence）

の実現」を目指し、2002年日本経営品質賞の地方版である栃木県経営品質賞に開倫塾が知事賞を受賞し

たことをきっかけに発足したもので、毎年9月より翌年６月まで、ほぼ月１回実施しているものです。

その一環として、教育を担う教師の力量向上のために「全国模擬授業大会」を、日本最古の学校「足

利学校」のある栃木県足利市で開催、本年第４回を迎えることになりました。

2009年度の「第４回全国模擬授業大会」は、「チョーク１本の教育改革」が基本テーマであります。

100 年に一度と言われる大不況の元で、教育の原点に帰り、学校や学習塾、予備校をはじめとする公

教育、民間教育の担い手である教師（先生）の「力量向上」とりわけ「授業力向上」、「教え方日本一」

を全ての参加者が目指すことにより、自己責任、自助努力、自らの手で教育改革を大幅に推進していき

たく考えます。

足利学校は中世の日本の学問的中心であり、全国各地から多い時には3000名もの学僧が集まり、その

多くは儒学や易学を学んだ後、各地の寺院で近くの子どもを集め、読み書きを教え、それが寺子屋の発

祥にもつながったとことが伝えられております。日本における教師教育の原点ともいえる日本最古の学

校・足利学校のある街、足利市でこのような「教師の力量」向上のための全国模擬授業大会が開催され

ますことは、極めて意味深いことと存じます。

この第４回全国模擬授業大会は、栃木県民の日の企業協賛行事の一つとして、地域の教育力向上のた

めに行われます。

学年始めで御多忙中とは存じますが、是非御参加の栄を賜りたく御案内申し上げます。

＊尚、大会前日の６月６日（土）には、「校長（教室長）は教育を変える」と題して、「校長（教室長）

の条件を考える ― 校長（教室長）の教育（研修・研修）プログラム事例発表会 ―」を、教育経営

品質研究会６月例会として栃木県足利市で開催致します。御参加はどなたでも御自由ですので、「第

４回全国模擬授業大会」と併せて御参加賜りたく、併せて御案内申し上げます。

KAIRIN INSTITUTE 開倫研究所
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大 会 要 項

日 程 ２００９年６月６日(土)～７日(日)

スケジュール ６月６日(１日目) 研修担当者のための研修会

－ 校長(教室長)の教育(研修・研修)プログラム事例発表会 －

受付開始······································· 12：30～

開会··········································· 13：00～

「校長（教室長）は教育を変える － 校長(教室長)の

教育(研修担当者・研修)プログラム事例発表会 － 」 ·· 13：10～17：00

教育経営研究会（希望者）······················· 18：00～

＊会場：足利市内（参加者に後日お知らせ致します。）

６月7日(２日目) 第４回全国模擬授業大会

受付開始······································· 10：00～

開会··········································· 11：00～

模擬授業大会（予選）··························· 11：30～14：00

（本選）··························· 14：30～16：00

表彰式・閉会··································· 16：00～16：30

エクスカーション（希望者）·····················終了次第

鷗会場：白 大学足利高等学校 富田キャンパス

（〒329-4214 栃木県足利市多田木町1067 TEL.0284-91-2633 ）

会 費 ６月６日 ① 研修担当者のための研修会 5,000円／１名

② 教育経営研究会（希望者） 5,000円程度／１名

６月7日 ③ 模擬授業大会 2,000円／１名

④ エクスカーション（希望者） 3,000円程度／１名

※④は会場にて実費となります。

※宿泊につきましては各自でご予約をお願い致します。（1泊 15,000 円程度／１名）

申込締切 ５月２０日(水)必着（模擬授業大会出場者は５月７日(木)必着）

※締切日後の申込希望につきましては、事務局（高尾）までお問い合わせ下さい。

申 込 先 開倫研究所「第４回全国模擬授業大会事務局」

〒326-8505 栃木県足利市堀込町145（高尾宛）

（TEL）0284-72-5945 （FAX）0284-73-1520

（e-mail）jukuchoshitsu@kairin.co.jp

お 願 い 社員ＩＤをお持ちの方はご持参下さい（※お持ちでない場合は名刺をご持参下さい。

受付にてネームプレートをお渡し致します）。
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２００９年６月６日（土）

研修リーダーのための研修会

会場

１日目

日程

受付開始 ························ 12：30～

開会 ···························· 13：00～

｢校長(教室長)は教育を変える ····· 13：10～17：00

－ 校長(教室長)の教育(研修担当者・研修)プログラム事例発表会 －」

教育経営研究会（希望者） ········ 18：00～

未定

１．研 修 目 的

各塾の独自性を生かした研修のあり方や内容について、様々なご意見を出し合い、研

修担当者としてどのような研修を行い、資質の向上に努めるのかを探ります。

２．研修会内容

新任研修やマネージャー研修について、また、「教えること」についての研修をどの

ように実施しているのか、参加した塾の先生方とその方法を話し合います。

３．会 場

足利市内（お申し込みいただいた方に追ってご連絡致します）

13：00～ 開会のご挨拶

今回初めての試みとなりますが、幹部の研修の有り方や実践例を具体的に発表し会い、

研修担当者としての有り方やミーティングの方法を学び合い、よりスキルアップを図る

ことを目的とします。

18：00～ 教育経営研究会（食事付）

当日は、「教育経営研究会」がありますので、是非御参加下さい。詳細につきまして

は別途ご案内申し上げます。
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２００９年６月７日（日）

第４回全国模擬授業大会

会場

２日目

日程

受付開始 ······················· 10：00～

開会 ··························· 11：00～

模擬授業大会（予選） ··········· 11：30～14：00

（本選） ··········· 14：30～16：00

表彰式・閉会 ··················· 16：00～16：30

エクスカーション（希望者） ····· 終了次第

白鷗大学足利高等学校

富田キャンパス

１．大 会 目 的

「理解・定着・応用」という学習方法を実践の場で取り入れ、如何にして誰にでも分

かりやすく、簡単に教えていくのかを追求していくために、この模擬授業を活用して下

さい。そして、授業終了後はエクスカーション等で、参加者の皆様がコミュニケーショ

ンを深め、励まし合う仲間作りをして頂ければ幸いです。

２．大 会 内 容

普段の授業で児童・生徒に各科目の新しい項目を分かりやすく教え、「うん、なるほど」

「腑に落ちた」「よく分かった」と「理解」を促進させるためにはどうしたらよいかを考

え、模擬授業を展開して下さい。

３．大 会 要 項

(1)持ち時間 一人の先生につき１５分（授業の導入のみ）５分質疑応答

(2)授業内容 英語・数学(算数)・理科・社会・国語の中からいずれかの教科を選択し、小学生・

中学生・高校生の中から学年を特定した上で、自分の希望する単元の授業を行って

下さい。

(3)厳守事項 ①マイクなし

②予選・・・黒板使用（ホワイトボードは応相談）、チョーク（白・赤・黄の３色

のみ）

本選・・・ホワイトボード（２枚）使用、マーカー（黒・赤・青の３色のみ）

③レジュメと使用テキスト（コピー）のみで授業を行います。

(4)評価・表彰 科目ごとに予選を実施し１名を選出。選抜者による本選を行い、優秀者を決定しま

す。

＊予選･･･科目ごとに教室を分けて行います。（英語／数学（算数）／理科／社会

／国語）

＊本選･･･ホールにて選抜者合同で行います。
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＊最優秀賞 １名 （表彰状・記念品）

＊優秀賞 １～２名（表彰状・記念品）

＊奨励賞 ２～３名（表彰状・記念品）

＊私塾界特別賞 １名 （表彰状・記念品・副賞(2泊 3日沖縄研修旅行)）

(5)参加資格 学習指導に意欲のある方どなたでも参加可

４．当日のレジュメ 【締切：５月１６日(土) 事務局宛に郵送またはメールにて送付】

(1)お申し込み頂いた方に、レジュメ書式をメール（または郵送）にてお送り致します。

①書式・・・レッスンプラン（Ａ４・各自１枚）および板書案（Ａ４・各自１枚）

②使用教材のコピーも一緒にお送り下さい。

＊１回あたりの授業の流れと、板書事項についてお書き下さい。

（大会での授業は導入の１５分のみとなります）

＊当日は①②のみ使用します。その他オリジナルプリント等は使用できません。
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会場のご案内

●研修者のための研修会場
＊参加者には、後日ご案内をお送り致します。

●模擬授業大会会場

鷗白 大学足利高等学校／富田キャンパス・６号館 （JR 富田駅より徒歩３分） 
〒329-4214 栃木県足利市多田木町 1067 TEL.0284-91-2633 

＊８０台程度駐車可能です。参加者には、後日駐車場のご案内をお送り致します。

●エクスカーション ６月７日(日) 会場：ココ・ファーム・ワイナリー

※都合により、会場が変更となる場合がございますのでご了承下さい。

こころみ学園では、就労や生活習慣の訓練を通して知的成人障害

者である園生の自立を支援するため、1958 年からブドウ栽培の取り

組みを始めました。1980 年には、ワインの製造・販売のために、園

生の保護者たちが出資して有限会社ココ・ファーム・ワイナリーが

設立されました。

ブドウ作りにおける全ての作業が、自然のなかでの労働を通して、

自らの力を引き出し、さらにその力が自然の恵みを引き出していく

ことにもつながっています。

ココ・ファームの作り出すワインの、その味わいと品質の確かさ、作り手たちの高いこころざしは世界的

にも高い評価を得ており、2000 年の沖縄サミットでは公式晩餐会用のシャンパンとして、また洞爺湖サミッ

トの総理夫人主催夕食会でも採用されています。

急勾配のブドウ畑
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宿泊先のご案内

※ご予約は各自にてお願い致します。

足利市月谷町 8-1 
厳華園

TEL：0284-41-2338 

渡辺華山や檀一雄の常宿である庄屋跡を

活用した、精進料理専門の美しい日本旅館

です。

足利市南町 4254-1 
ニューミヤコホテル

TEL：0284-71-3333 

足利市駅に立地し、緑と花に包まれた渡良

瀬の清流に望むホテルです。

足利市堀込町 2460  
ルートイン足利

TEL：0284-70-8400 

国道 50 号沿いに立地し、足利市駅より車

で 5 分のアクセスのよいホテルです。

佐野市大蔵町 2969 
シティーホテルオークラ

TEL：0283-24-1234 

JR、東武佐野線南口より徒歩 8 分。東北

自動車道・佐野藤岡 I.C より車で 15 分の

アクセスのよいホテルです。

佐野市越名町 2038‐1CANDEO HOTELS 
（カンデオホテルズ）佐野 TEL 0283-20-1560 

佐野藤岡 IC より車で 2 分。佐野プレミア

ムアウトレット近くのアクセスのよいホ

テルです。

佐野市高萩町 379-1  
ルートイン佐野藤岡インター

TEL：0283-27-0065   

東北自動車道・佐野藤岡 IC より車で 3 分

のアクセスのよいホテルです。


