
「第１０回 日本群読教育の会 全国研究集会 岩手大会」 を，民話の里
岩手県遠野市で開催！！

研究主題；群読の楽しさを学び合いましょう

民話の里 遠野にて，第１０回記念大会を開催いたします。是非お仲間お誘い合わせの上，ご参加ください !!

群読は，文章やことばを，声を合わせて読む楽しい文化活動です。
授業だけでなく， 学級つくり，行事や諸活動に活用できます。
本大会は，群読に関心をおもちの方はどなたでも参加できます。

初心者の方も大歓迎です。群読の楽しさを学び合いましょう。

＊「あえりあ遠野」は、宿泊も可能です。本大会団体扱いで宿泊ご希望の場合は、下記連絡先まで
お問い合わせください。

＜後援＞　岩手県教育委員会・遠野市教育委員会・岩手県教職員組合・岩手県教職員組合花巻遠野支部・岩手
民教連・高文研・ひまわり社・たんぽぽ出版・フォーラムＡ

＜お問い合わせ先＞
日本群読教育の会事務局長　重水　健介 　e-mail: rxmkh648@ybb.ne.jp   tel/fax: 095-842-3450 

岩手大会実行委員会事務局　澤野　郁文     e-mail: isawano@mac.com       tel/fax: 0191-23-4771

第１０回　日本群読教育の会 全国研究集会 岩手大会 開催要項

２０１１年　７月３１日（日）9:00～17:00

主催　日本群読教育の会 （会長　松本順子）  http://gundoku.com

日本群読教育の会　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　                       　　　　　　　　　　http://gundoku.com/

◎とき　２０１１年７月３１日（日）　９：００～１７：００
　　　　　　（オプショナルツアー　　　　　　７月３０日・土　早朝５：３０～ etc.）
　　　　　　（プレ集会「家本芳郎先生を語る夕べ」　７月３０日・土　１７：００～）
◎ところ　岩手県遠野市　あえりあ遠野　　　

〒028-0524　岩手県遠野市新町1-10

　　　　　　　　TEL:0198-60-1700　　http://www.aeria-tohno.com/

◎参加費　　・教職員　３０００円　　　・大学生及び一般　　１０００円
　　　　　　・高校生　　５００円　　　・中学生以下　　　　　　　無料
◎お申し込み方法　　別添参加申込用紙をご利用ください。
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＊　当日は，以下の通り，バラエティーにとんだ学習を企画しております !!

「学習       Ⅰ    」　基礎からの群読を体験しながら学ぶ「入門講座」，脚本作りにチャレンジする「中級講
座」，授業・行事・学級つくりに群読をどう活用したかを学ぶ「実践報告」の３分科会です。

「学習  Ⅱ･Ⅲ  」　詩・物語・古典など，様々な形態の群読を実際に体験しながら学ぶワークショップ形式の
分科会です。

＊　当日の日程は，以下の通りです !!

構成 時 分科会・講座分科会・講座

受付  9:00～

開会行事  9:30～ 9:50

学習　Ⅰ 10:00～12:00 a　入門講座　　b　中級講座　　c　実践報告a　入門講座　　b　中級講座　　c　実践報告

昼食休憩 12:00～13:00

学習　Ⅱ 13:00～14:40 a　詩の群読 d　ふたり読み

b　物語の群読 e　集会・行事の群読

c　古典の群読 Ⅰ　（日記・和歌・漢詩）c　古典の群読 Ⅰ　（日記・和歌・漢詩）

学習　Ⅲ 14:50～16:30 a　詩の群読 d　ふたり読み

b　物語の群読 e　集会・行事の群読

c　古典の群読 Ⅱ　（軍記物を中心として）c　古典の群読 Ⅱ　（軍記物を中心として）

閉会行事 16:40～17:00

＊　大会前日（７月３０日・土）に，オプショナルツアーを以下の通りご用意いたします!!

ツアー名 時 内容等

霊峰早池峰山登山 ７/３０・土 

5:30～16:00

現地スタッフが，早池峰山登山をご案内いたし
ます。会場付近よりお車にて送迎いたします。先
着５名様まで。参加費１０００円。

遠野民話の里観光ツアー  ７/３０・土 

9:30～ 15:00

現地スタッフが，遠野物語ゆかりのスポット
や，民話の里観光スポットを車にてご案内いた
します。先着１０名様まで。参加費１０００円。

渓流釣り体験ツアー  ７/３０・土 

6:00～14:00

現地スタッフが，渓流釣りポイントまで車でご
案内し，実際に渓流釣りを楽しんでいただきま
す。先着５名様まで。参加費１０００円（別途入
漁券が必要）。

＊　大会前日（７月３０日・土）に，第１０回大会を記念して，プレ集会「家本芳郎先生を語る夕べ」を開催
いたします。 参加費無料。 あえりあ遠野２階「やまぼうし」にて，開催（１７時～１８時３０分）です。
　　日本群読教育の会創始者家本先生から学んだことを，参加者で交流し合います。ぜひご参加ください。
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　中止となりました。



⌘上記にご記入の上，この用紙をFAXかメールにて下記宛までご送信ください（〆切　７/２１）。

　　　　　　　　　申込宛先：　澤野郁文　Fax 　０１９１−２３−４７７１　　e-mail  isawano@mac.com
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お名前

ご連絡先

参加形態
（該当するものに◯）

弁当
（どちらかに◯）
弁当
（どちらかに◯）

学習 Ⅰ
参加希望講座名

（どれかに◯）

学習 Ⅱ
参加希望分科会名

（どれかに◯）

学習 Ⅲ
参加希望分科会名

（どれかに◯）

オプショナルツアー
（参加希望の方は，どれかに◯）

＊詳しい日程・内容等は，後日参加
者各々にご連絡いたします。

プレ集会
「家本先生を語る夕べ」
（どれかに◯）

懇親会
（どれかに◯）

〒（　　　ー　　　　　）
ご住所

Tel（　　　ー　　　ー　　　　　　）e-mail（　　　　　＠　      　　　　）

〒（　　　ー　　　　　）
ご住所

Tel（　　　ー　　　ー　　　　　　）e-mail（　　　　　＠　      　　　　）

教職員
大学生・一般
高校生
中学生以下

３０００円
１０００円
　５００円
　　無料

＊参加費は当日受付にてお支払いいただきます。＊参加費は当日受付にてお支払いいただきます。

Ａ（　　　）個注文する。 Ｂ　注文しない

＊お茶付きで１０００円（会場内及び会場周辺に食堂はあります）。＊お茶付きで１０００円（会場内及び会場周辺に食堂はあります）。

 a 入門講座　～群読を体験しましょう～

 b 中級講座　～脚本づくりにチャレンジ～

 c 実践報告　～群読実践を紹介します～

 a 入門講座　～群読を体験しましょう～

 b 中級講座　～脚本づくりにチャレンジ～

 c 実践報告　～群読実践を紹介します～

 ａ 詩　　　　  　「詩」の読み方をグループで工夫し合います。
 ｂ 物語　　　  　「物語」の読み方をグループで工夫し合います。
 ｃ 古典 Ⅰ　　　  　日記・和歌・漢詩等，様々な古典を読みます。
 ｄ ふたり読み　　ふたり・グループでのかけ合いを楽しみます。
 ｅ 集会・行事　　集会や行事に取り組むとよい群読を学びます。

 ａ 詩　　　　  　「詩」の読み方をグループで工夫し合います。
 ｂ 物語　　　  　「物語」の読み方をグループで工夫し合います。
 ｃ 古典 Ⅰ　　　  　日記・和歌・漢詩等，様々な古典を読みます。
 ｄ ふたり読み　　ふたり・グループでのかけ合いを楽しみます。
 ｅ 集会・行事　　集会や行事に取り組むとよい群読を学びます。

 ａ 詩　　　　    　学習 Ⅱと，同じ内容です。
 ｂ 物語　　　  　  学習 Ⅱと，同じ内容です。
 ｃ 古典 Ⅱ　　　　 軍記物を中心にした古典を読みます。
 ｄ ふたり読み　　 学習 Ⅱと，同じ内容です。
 ｅ 集会・行事　　 学習 Ⅱと，同じ内容です。

 ａ 詩　　　　    　学習 Ⅱと，同じ内容です。
 ｂ 物語　　　  　  学習 Ⅱと，同じ内容です。
 ｃ 古典 Ⅱ　　　　 軍記物を中心にした古典を読みます。
 ｄ ふたり読み　　 学習 Ⅱと，同じ内容です。
 ｅ 集会・行事　　 学習 Ⅱと，同じ内容です。

ア　霊峰早池峰山登山

イ　遠野民話の里観光ツアー

ウ　渓流釣り体験ツアー

７／３０・土　5:30～16:00
（先着５名様。参加費千円）
７／３０・土　9:30～15:00
（先着１０名様。参加費千円）
７／３０・土　6:00～14:00
（先着５名様。参加費千円）

ア　参加する。
イ　参加しない。
ウ　未定

７／３０・土　17:00～18:30
（参加無料です）

ア　参加する。
イ　参加しない。
ウ　未定

７／３１・日　大会閉会後
（会場・開始時刻・参加費は，当日
お知らせいたします）

参加申込用紙（お一人様１枚ずつで申込ください）

中止となりました。
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