平成 23 年 6 月 10 日

学校長殿
学級担任殿
音楽主任殿

教育研究グループ「音楽グルメの会」
代表 久保 修三
2011 年夏期「音楽教育講座」のご案内

梅雨の候 先生方におかれましては益々ご健勝にてご活躍のことと拝察申し上げます。平素は教育研究
グループ「音楽グルメの会」の活動にご理解ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、今年は小学校において新学習指導要領のもと新しい学習取組が展開されております。その中にお
いて特に大切な事として子どもたちの確かな学力が求められています。そこで今年度の講座では「学習評
「学習評
価の改善と指導の充実」をテーマに音楽科の各領域にわたる講座を其々の領域で著名な先生方をお招きし
て開講いたします。１日目は子どもの心情を大切にした合唱曲を多数作曲されておられる山崎朋子先生を
お招きし、その作品に込められた思いをお聴きし、合唱体験を通し指導法をお教えいただきます。２日目
は「音楽づくり」を石上則子先生、「日本音楽」を山内雅子先生、「鑑賞教育」を江田 司先生にご指導い
ただきます。恒例になりました「初任の先生方の講座」は藤原一秀先生にご指導いただきます。また今年
は、もう少し楽器の指導、歌唱指導の基礎・基本をお知りになりたい学級担任の先生のための講座を新た
に開講いたします。年々何かとご多忙な日々を過ごされておられることと存じますが、この機会に是非ご
参加いただきますよう、ご案内申し上げます。
記
１． 日 時 2011 年 8 月 16 日（火） 10:00～16:30
1
8 月 17 日（水） 10:00～16:30
２．会 場 大阪国際交流センター「大ホール」他
住所 大阪市天王寺区上本町８丁目２番６号 TEL 06-6772-5931
(近鉄「上本町」駅徒歩 5 分、または地下鉄「谷町九丁目」駅徒歩 10 分)
３． 日程・内容
【8 月 16 日】
時間
内容
講師
会場
9:30～
10:00～
12:30～
14:00～
16:20～

受付
研修①「子どもの心をとらえる歌の紹介とその指導法」
山崎朋子先生作曲合唱曲の紹介と合唱指導法 「大切なもの」他
昼食休憩
研修① 午前の続き
閉会行事

【8 月 17 日】
時間

山崎 朋子先生 大ホール

内容

9:30～ 受付
研修②-Ａ 「創造的な音楽学習の内容と指導法」
表現 音楽づくりの考え方とその指導法
研修②-Ｂ ｢日本音楽の授業をつくる｣
日本音楽の授業の考え方とその指導法
研修②-Ｃ
｢鑑賞教育の考え方とその指導法｣
10:00～ 鑑賞の能力を育てるには…
研修②-Ｄ ｢初任の先生方のための楽しい音楽指導法｣
学級経営や音楽科の役割、音楽の具体的な楽しい指導法
研修②-Ｅ 「子どもが伸びるピアニカ・リコーダー指導のポイント」
学級担任の先生方のための音楽教育講座（午前の部）
12:30～ 昼食休憩
研修②-Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ 午前の続き
14:00～ 研修②-Ｅ 「子どもが伸びる歌唱指導のポイント」
学級担任の先生方のための音楽教育講座（午後の部）
16:20～ 閉会行事

講師
石上
山内
江田
藤原
山田

則子先生
雅子先生
司先生
一秀先生
洋一先生

午前と同じ
大西 裕子先生

会場
さくら西
さくら東
小ホール
3F 会議室
会議室Ａ
午前と同じ
午前と同じ

４．講師紹介
山崎 朋子 東京都調布市立第七中学校教諭
生徒の心情を大切にした合唱曲を数多く発表。その作品は全国の多くの小中学校で
愛唱されている。主な作品「手のひらをかざして」「大切なもの」他多数。
石上 則子 東京都板橋区立徳丸小学校教諭 東京都小学校音楽教育研究会副会長
「創造的な音楽学習の内容と指導法」を研究課題に、先進的な音楽教育を実践。
『教育音楽』（音楽之友社）等への寄稿多数。
山内 雅子 東京都渋谷区立本町東小学校教諭
日本音楽の指導について、歌唱、器楽、鑑賞の活動を通して幅広く研究・実践。
『日本音楽の授業』『楽しい箏楽譜集』（音楽之友社）他著書、論文多数。
江田 司 和歌山大学教育学部附属小学校教諭 和歌山県音楽教育連盟理事 数多くの実践発表
を通して音楽科教育の在り方を提起するとともに、各地で指導講師として活躍中。『教
育音楽』（音楽之友社）・『教育技術』（小学館）での連載をはじめ、論文・著書多数。
藤原 一秀 大阪府池田市立児童館館長 プール学院大学子ども教育学科声楽非常勤講師
音楽科教育実践者として活躍の後、元大阪府小学校音楽教育研究会会長として音楽科
教育の発展に努める。大阪合唱教育研究会会長として各地で指導にあたっている。
山田 洋一 武蔵野音楽大学卒 音楽教育推進協議会理事
サキソフォン、リコーダー奏者 音楽推進協議会講師としてリコーダー、鍵盤ハーモ
ニカの指導者として各地で活躍中。
大西 裕子 兵庫県宝塚市立美座小学校教諭
すみれガ丘小学校合唱部にてＮＨＫ全国学校音楽コンクール全国大会５回出場。
平成 13 年度金賞を得る。現在合唱指導者として各地で指導にあたっている。
５．主 催 教育研究グループ「音楽グルメの会」
６．協 力 全日本学校音楽研究会
７．後 援 大阪府教育委員会 京都府教育委員会 兵庫県教育委員会（各申請中）
ヤマハ株式会社 株式会社音楽之友社 株式会社教育芸術社
８．会 費 5,000 円(含、資料代)
含、資料代)
９．持参物 筆記用具
ソプラノリコーダー・鍵盤ハーモニカ（研修②-Ａ・Ｄ・Ｅ）

参加申し込み先

教育研究グループ「音楽グルメの会」事務局

FAX.０６
FAX.０６－
６９４７－６４３２
０６－６９４７－

別紙申し込み用紙にご記入の上、FAX にてお申し込み下さい。
お問い合わせ TEL06-6947-6432(FAX 兼用)
※ホームページからのお申し込み
ホームページからのお申し込みはこちらへどうぞ
のお申し込みはこちらへどうぞ ⇨ http://musichttp://music-gourmet.com

申し込み締切日

平成 23 年 8 月 10 日（定員になり次第、締め切
（定員になり次第、締め切らせて
締め切らせていただ
らせていただきます）
いただきます）

※ 当日会場にて楽譜、書籍、ＣＤ
当日会場にて楽譜、書籍、ＣＤなど多数取り
ＣＤなど多数取りそろ
など多数取りそろえて展示
そろえて展示販売
えて展示販売をいたします。
販売をいたします。

FAX

※ 必要事項をご記入のうえ
にてお申し込みください。
※ □の中にチェックを入れてください。
※ 定員を超えた場合、連絡させていただきますので連絡先は必ずご記入ください。

FAX ０６－６９４７－６４３２
2011 年夏期「音楽教育講座」参加申込書
ふりがな
お名前

学校名

市町村立

住 所

◆ご自宅

連絡先

□ご自宅

電話番号

（

小学校

□その他（
）―（

）

）―（

）

8 月 16 日（火）

□参

加

□不参加

8 月 17 日（水）

□参

加

□不参加

※ ご参加の講座を下記より一つ、お選び下さい
（会場定員・資料準備の関係上、必ずご記入下さい）

□研修②-Ａ（石上先生講座）
□研修②-Ｂ（山内先生講座）
□研修②-Ｃ（江田先生講座）
□研修②-Ｄ（藤原先生講座）※経験５年程度までの先生方が対象です。
□研修②-Ｅ（山田先生・大西先生講座）
※ 個人情報保護法に基づき、ご記入いただいた内容は当研究会の出欠照会や案内状の送付など、本研究会に
関する目的以外には使用いたしません。

本票を
本票を当日ご
当日ご持参ください
持参ください。
ください。

（当日の受付票となります。ご持参なき場合は、会場にて再度ご記入いただいております。
悪しからずご了承ください。）
PC

