
2017年仮説実験授業研究会･夏の全国合宿研究会を長崎県長崎市で行います。 

 私たち仮説実験授業研究会は、1963年の仮説実験授業提唱以来、科学教育を中心に楽しい

授業の創造に努めてきました。そして今やその研究成果は自然科学にとどまらず社会の科学

や数学、その他の教科、道徳、さらには学校だけでなく社会教育・生涯学習にまで広がって

います。 

 現在ではインターネットが普及し、さまざまなコミュニケーション手段が生まれて、以前

より研究が進めやすくなりました。しかしそれでも、人と人が直接あって話し合うことの意

義はあると思います。 

 そのため、夏の全国合宿研究会に寄せられる期待も〈新しい授業書案･プランの提案や検討〉

〈新発見や授業を楽しむ子供たちの報告〉〈授業運営についての工夫〉〈教師や教育のあり方

についての議論〉〈各地の情報交換〉などさまざまな面が寄せられています。 

 全国から多くの教育関係者が一堂に集い研究討議をする場として、多くの要望に答えられ

るように準備を進めます。特に、この長崎大会では、若者や仮説初心者向けの入門講座･ビギ

ナーズ分科会を開催します。皆様の参加を心よりお待ちしております。 

 

【 仮説実験授業研究会は楽しさの宝庫！研究成果を語り合い、みんなで楽しむ合宿研究会! 】 

WEBページ https://2017kasetu.jimdo.com/  ＊Facebook ページもあります 

日 時 7 月 30 日（日）午後 1 時～8 月１日（火）午後 1 時 

場 所   

           

〒８５２－８００５ 長崎県長崎市大鳥町５２３ 

０９５－８６１－８１８１ FAX０９５－８６１－８１２３ 

Webページ http://nagasaki.ooedoonsen.jp/ 

定 員 400名 (宿泊定員 350名) 

締め切り 7月９日(日)または定員に達し次第 ※早割りは 6月 17日(土) 

     ※売り場･サマースクール･保育の申し込みは 6月 30 日(金)まで 

２０１７ 仮説実験授業 

夏の全国合宿研究会 長崎大会のご案内 

主催 仮説実験授業研究会  

後援 長崎県教育委員会 

 

 

https://2017kasetu.jimdo.com/
http://nagasaki.ooedoonsen.jp/
http://www.ooedoonsen.jp/?_ga=1.96788890.462906289.1485683133
http://nagasaki.ooedoonsen.jp/


参加費    (3日間通しの料金。1日、2日参加も同じ料金になります。) 

 会場ホテル宿泊者 外部宿泊者 

参加費 1万 2千円 1万 5千円 

新卒 3年以内・ 

講師経験 3年以内 

1万円 1万 2千円 

夏の全国大会初参加･

学生 
７千円 

※ 早割 6月 17日(土)までの申し込み 上記料金より 2000円引き 

 

宿泊費 

  2泊４食 １泊２食 前泊(１泊２食) 

大人･中学生以上 

４～６名 相部屋 

２万２千円 1万２千円 １万４千円 

大人･中学生以上 

家族部屋・グループ希望 

３～５名 

２万４千円 1万４千円 １万５千円 

大人･中学生以上 

２名  

２万９千円 １万６千円 １万６千円 

小学生 １万８千円 ９０００円 ９０００円 

３才～就学前 

(食事･寝具あり) 

１万３千円 ６５００円 ６５００円 

※ ２日目の昼食のお弁当(飲み物付き)は別途１０００円になります。宿泊しなくてもお弁

当のみの注文も受け付けます。 

※ ３才未満(食事･寝具なし)は無料。 

※ 長崎は坂の町です。会場までの道のりは急な坂になっていますので、なるべく会場のホ

テルに宿泊することをお勧めします。 

※ シングル･ツインの宿泊はお受けしていません。ただし、２人で宿泊するための部屋を 25

部屋確保する予定です。また、どうしても一人で会場ホテルでの宿泊を希望される場合

やベッドでの宿泊を希望される場合は、事前に、実行委員会へ問い合わせをお願いしま

す。                                     

問い合わせ 平野隆昭 E-mail  takoakidepirano@hotmail.com 090－7442－8765 

 

申し込み 

① E－mailでの申し込み 

  大会ホームページ（https://2017kasetu.jimdo.com/）から｢参加申込書｣をダウンロード

し、必要事項を打ち込んで送信してください。送信件名は｢仮説実験授業夏の大会申し込み｣

として、｢氏名･住所･電話番号｣を入れ、参加申込書の Excelファイルを添付してください。 

 

 

mailto:takoakidepirano@hotmail.com


② 郵便･FAXでの申し込み 

｢参加申込書｣を大会ホームページからダウンロードするか、日本旅行に請求してください。

必要事項を記入して下記に送ってください。(郵送の場合は必ずコピーをお送りください。電

話で申し込みはできません。) 

ご家族、グループ希望がある場合は｢同一用紙｣でお願いします。 

〈株〉日本旅行 ２０１７ 仮説実験授業 夏の全国合宿研究会 長崎大会 

(担当 木津 和男) 〒850-0036 長崎市五島町５番４８号  

TEL095-824-5416 FAX095-825-8552 E-mail kazuo_kizu@nta.co.jp 

営業時間 10:00～18:00 休業日 土･日･祝日 

 

入金方法 (申込後に日本旅行から連絡があります) 

 

日 程   (大会前日 7月 29日(土)、全国委員会を開きます。) 

9時 10  11 12  １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 

７月３０日(日)  受付 全体会① 分 科 会 ① 夕 食 ナイター 

７月３１日(月)  

８月１日(火)  

分科会② 昼食 全体会② 分 科 会 ③ 夕 食 ナイター 

分科会④ 全体会③  

全体会① 二階堂泰全さんの講演 分科会設定 

全体会② 犬塚清和さんの講演 総会(会員以外の方も参加できます) 

全体会③ 中一夫さんの講演 分科会報告など 

※全体会の内容については変更がある場合があります。また、若者や仮説初心者向けの入門

講座・ビギナーズ分科会を設定します。 

 

資料について 

※ 分科会設定をスムーズにするために、事前受付にご協力お願いします。大会 web ページ

（https://2017kasetu.jimdo.com/）から資料受付ができます。ネットからの受付ができ

ない場合は大会当日に｢資料受付用紙｣に必要事項を記入して提出してください。 

担当代表 伊藤信寿 E-mail  2017kasetu.siryou@gmail.com 

※夏の大会では分科会発表が中心となります。分科会により人数の差が出ますが、例年

50～100部の用意をお願いしています。また、大会当日、資料 5部を本部に提出してくだ

さい。資料は分科会設定後、各自で各分科会会場まで持参してください。 

 

荷物の送付 

 7 月 29日(土)の期日指定で｢ホテル清風・仮説実験授業夏の大会｣でお送りください。箱の

側面には都道府県･氏名を書いておくことをお勧めします。 

 

 

 

mailto:kazuo_kizu@nta.co.jp
mailto:2017kasetu.siryou@gmail.com


売り場出店の申し込み 

｢①店名 ②責任者名 ③郵便番号 ④ 住所 ⑤ 連絡先電話 ⑥ メールアドレス  

⑦必要な長机の数 ⑧主な売り物｣を明記の上、6 月 30 日(金)までに下記の担当山口まで、

ハガキまたは E-mailで申し込みください。 

担当代表 山口真澄 〒859-1303 長崎県雲仙市国見町神代丙 162 

E-mail 2017kasetu.uriba@gmail.com 

サマースクール 

対象 小学生 

内容 仮説実験授業･観光 

料金 1万円(3日間 保険料・入場料・材料費等) 

申し込み 6 月 30 日(金)までに下記の織田まで、ハガキ又は E-mail で申し込みください。

入金 大会参加費入金と同時にお願いします。 

問い合わせ 担当代表 織田多恵 〒 859-1415 長崎県島原市有明町大三東戊 2416-2 

E-mail oritatae@yahoo.co.jp 

保 育 

対象 ３才～就学前 

料金 １万円 

申し込み 6 月 30 日(金)までに下記の小田まで、ハガキ又は E-mail で申し込みください。

入金 大会参加費入金と同時にお願いします。 

問い合わせ 担当代表 小田尚子 〒854-0077  長崎県諫早市白岩町１３−２ 

E-mail candy.naoko@gmail.com 

大会についての問い合わせ 

長崎大会実行委員会代表 小川直恵 090-8228-9706 

〒850-0963 長崎県長崎市ダイヤランド 3－7－20  E-mail heh000383523@gem.bbiq.jp 

 

会場のアクセス 

長崎県長崎市「ホテル清風」です。 

 長崎駅からは、送迎バスで 10分、タクシーで 8分 

  長崎空港からは、リムジンバスで長崎駅まで約 45分 

  リムジンバス詳細 https://www.keneibus.jp/limousine/?rt=nagasaki 

長崎空港からは、車で約 60 分 

車でお越しの方は、大村 ICから長崎自動車道で長

崎 IC その後長崎出島道路から国道 202 号に出て

15 分 

詳しいアクセス情報は会場となる長崎ホテル清風

の Webページで御覧になることをお勧めします。 

http://nagasaki.ooedoonsen.jp/ 
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