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草木が見渡す限り緑色に染まる頃となりました。校長先生方には平素より家庭科教育に御理解と
御指導を賜り，感謝申し上げます。
さて，令和４年度第66回全国高等学校家庭科実践研究会を「よりよい社会の構築を目指す家庭
科教育～持続可能で豊かなくらしを創る～」をテーマに広島県で開催することとなりました。
今年度から，新しい学習指導要領が実施されました。教科家庭の目標には「よりよい社会の構築」
を目指すことが明記されています。そのためには，「家庭や地域及び社会における生活の中から問
題を見いだし，課題を設定して解決策を構想させたり，様々な人々と協働して，地域社会に参画しよ
うとするとともに，自分や家庭，地域の生活を主体的に創造しようとする実践的な態度を養う」ため
の指導方法が必要となってきます。本研究会がその指導方法確立の一助になることを願っておりま
す。
広島県は，世界に誇る２つの世界遺産「厳島神社」と「原爆ドーム」があるだけでなく，古くから瀬
戸内海の交通を通じて，多くの人や豊かな自然がもたらす物資（塩，かき，柑橘類等）が行きかう中
で，中国地方の中心的な役割を果たしてきました。世界初の原子爆弾投下という試練を乗り越え，
自然や文化とともに最先端の技術産業等を次世代につなぐ広島県の魅力をアラカルト研修ではお
伝えしたいと思っております。
つきしましては，貴校家庭科教員の参加について，特段の御配慮をお願いし，ここに御案内申し上
げます。

令和4年度

～御案内～

各 学 校 長 様

全国高等学校長協会家庭部会

理事長 木次 慎一

第6６回全国高等学校家庭科実践研究会

大会会長 中原 朝男
（広島県立海田高等学校長）
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～持続可能で豊かなくらしを創る～

■主 催 全国高等学校長協会家庭部会 公益財団法人全国高等学校家庭科教育振興会
広島県高等学校長協会家庭部会 広島県高等学校教育研究会家庭科部会

■後 援 文部科学省（申請中） 広島県教育委員会 広島市教育委員会
広島県高等学校長協会 広島県産業教育振興会

１.実施期日 令和４年８月２日（火）・３日（水）

４.申込期間

２.会 場

全国高等学校・特別支援学校家庭科教員等

５.日程及び内容

時間 内容 講師

10:00～10:30 開講式 開式あいさつ 等

10:40～12:00 基調講演
徳島文理大学 人間生活学部 人間生活学科 准教授
前徳島県立小松島西高等学校 校長

寺奥 敦子 氏

13:10～14:４０ 講演

「広島アンデルセンと
アンデルセングループの取組 ～食卓に幸せを運ぶ～」
アンデルセングループ パン・生活文化研究所

執行役員 広島アンデルセン店長 藤井 秀明 氏
（アンデルセングループの紹介は下記のとおり）

14:５0～15:30 実践報告①
「自らの生き方を見つめて自立を目指す生徒の育成
―ホームプロジェクトを取り入れた年間指導計画の工夫―」

広島県立教育センター 指導主事 中村誉子 氏

15:４0～16:00 実践報告②
「高齢者の尊厳と介護に関する指導内容の充実
－外部専門機関との連携－」

広島県立海田高等学校 久保紗和子 教諭

16:00～16:20 事務連絡

～アンデルセングループ～（持ち株会社 株式会社アンデルセン・パン生活文化研究会
主要ブランド：アンデルセン，リトルマーメイド，タカキベーカリーなど

1948年，広島でたった４人で創業した「タカキのパン」は，“食卓に幸せを運ぶ”という思いの実現のため，
数々の挑戦を続けてきました。一つの思いのもと，お客様にお届けする商品，サービスのスタイルは広がり，タ
カキベーカリーから，広島アンデルセンを旛艦店とする直営店「アンデルセン」，FC展開の「リトルマーメイド」，
海外はデンマークや中国への出店など，国内外でベーカリー事業をトータルに展開しています。

■大会テーマ よりよい社会の構築を目指す家庭科教育

もみおん
第40回全国高等学校総合文化祭

2016ひろしま総文マスコットャラクター

令和４年６月２日（木）～令和４年６月24日（金）

【１日目】 全体会 織田幹雄スクエア ホール
〒736-0066 （広島県安芸郡海田町中店8－24）

【２日目】 アラカルト研修 県内各会場

３.参加者



【2日目】 ８月３日（水） アラカルト研修先の御紹介

令和4年度 第６６回 全国高等学校家庭科実践研究会《広島大会》

酒蔵通り・蔵見学

賀茂泉・藍泉館/藍染体験

水軍の郷

空き家再生プロジェクト

千光寺

貝原歴史資料館

御舟宿いろは

鞆の浦鯛匠の郷

㈱オフィスフローレ講演

お好み焼き体験

カキいかだ船

松濤園

藻塩つくり体験

漁師料理かつら

大和ミュージアム・鉄のくじら館

西条駅の東側に多くの酒造施設が密集し，
レトロな洋館社屋を前に構え，赤い煉瓦煙
突を看板代わりにした西条独特の酒造会社
スタイルの醸造元や，白い漆喰と黒い海鼠
壁とのコントラストが美しい土蔵造りの酒蔵
群，千本格子の町家造り等，バラエティに
富んだ町並みを散策できます。

旧広島県西条清酒醸造支場の建物を利
用した「藍泉館」は，県内でも珍しい本格
的な藍染瓶を備えています。天然灰汁発
酵建てによる日本古来
の藍染体験が出来ます。

古民家を改装した趣ある空間で，和食海鮮
料理をお楽しみいただけます。

境内中央に巨岩「玉の岩」があり，昔，この
岩の頂に如意宝珠があり，夜毎に海上を照
らしていたことから，この地を「玉の浦」，寺
を大宝山千光寺
と呼ぶとされてい
ます。

明治の創業から今日に至るまでのカイハラ
の歴史や，一時代を築いた備後絣や広幅
絣の製造技術の変遷が，分かりやすく展示
されています。

築220年，旧魚屋萬蔵宅。幕末に活躍した
坂本龍馬ゆかりの町家です。宮崎駿監督
のデザインにより現代へと甦った姿を御覧

いただけます。

練り製品・珍味を製造販売している阿藻珍
味本社では，工場の一部を一般開放すると
ともに，実際に珍味づくりが体験できるコー
ナーを設けています。
体験できるのは，手に
ぎり鯛ちくわ，手焼き
せんべ，ふりかけ調合
体験の3種類。

2018年の西日本豪雨災害をきっかけに，
子ども食堂＆寺子屋を立ち上げた
「大江かおり」様の講演会です。

広島名物お好み焼を御自分で調理し，お
召し上がり
ください。

出航して約１０分ほどで，漁場に到着します。
普段見ることができない，カキいかだでの水
揚げの様子を間近で御覧ください！水面か
ら現れるカキが
びっちり付いた
垂下連は迫力が
あります！

三之瀬瀬戸の急潮を借景に，松を主樹とし
たみどり豊かな落ち着きと潤いのある庭園
です。中には，「朝鮮通信使資料館 御馳走
一番館」「陶磁器館」「あかりの館」「（復
元）蒲刈島御番所」
の４つの展示館があ
り，昔の日本建築の
技術が凝縮された
建物です。

蒲刈町県民の浜で，海水に浸した海藻（ホ
ンダワラ）と土器を使って海水を濃縮する
古代の製塩法を体験出来ます。手間ひまか
けてつくる感動と，天然の味，そして古代の
ロマンをぜひ肌で
感じてみてください。

漁師料理の食事が堪能できるお店です。
呉港から鮮度が良い魚を仕入れ，その美
味しさを味わっていただけます。

日本一の海軍工廠の街として栄え，戦艦
「大和」を建造した軍港，呉の歴史や造船・
製鋼を始めとした科学技術を紹介する博
物館。 館内には，戦艦「大和」を10分の1
スケールで再現した
巨大模型が展示され
ており，間近で見学す
ることができます。
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６.参加申し込みについて

大会参加申し込み（アラカルト研修申し込みを含む。）及び宿泊，弁当の申し込みに関わる事務手
続きは，㈱日本旅行広島教育旅行支店が受託しています。６月２４日（金）までに㈱日本旅行広島
教育旅行支店『第６６回 全国高等学校家庭科実践研究会』 専用ホームページからお申込みく
ださい。右記QRコード又はURLからお申込みください。
https://va.apollon.nta.co.jp/kateika/

７.大会申込金，アラカルト研修の実習費等について

大会申込金4,000円（参加費3,500円，資料代500円）およびアラカルト研修受講講座の決定
とその費用の請求書は専用HPで印刷可能です。（７月15日までにお振込みをお願いします。）
大会参加を取り消された場合，大会参加費・資料代は原則として返金いたしません。大会資料等
の送付をもって大会参加に代えさせていただきますので御了承ください。２日間のうち１日のみの
参加の場合も同様です。

８.宿泊及び弁当，アラカルト研修送迎バスの御案内について

（1）宿泊は 「9.宿泊について」を御確認のうえ，上記専用ホームページにてお申込みください。
（2）１日目全体会の昼食は，1,000円にて御予約を賜ります。上記専用ホームページにてお申込み
ください。衛生上の規定により，指定時間以外の弁当保管等には応じかねます。また，指定時間
内にお召し上がりいただきますようお願いいたします。

（3）アラカルト研修各コースは，昼食がセットとなっております。
（4）アラカルト研修Ａ～Eは広島駅（新幹線口２階ペデストリアン
デッキ）に集合後，各会場まで貸切バスでの移動となります。

※上記ペデストリアンデッキの写真になります。

お弁当に関する取消日 お弁当に関する取消料

１）利用日の２日前まで 無料

２）利用日の前日・当日 100%

※取消の場合，取消日（旅行契約の解除期日）により下表のとおり取消料がかかりますので御注意願いま
す。取消日とは，お客様が当社の営業日・営業時間内に，弊社へ御連絡頂いた日とします。

NPO法人「尾道空き家再生プロジェクト」の
空き家再生活動を通した，景観の保全や定

住支援の取組を紹介します。

レスポワールデュカフェ
レンガの外観の洒落たフレンチレストラン
で尾道の季節の地魚を召し上がっていた
だきます。

９.宿泊について

●宿泊設定期間 令和４年８月１日（月）２日（火）２泊分の御案内となります。
●宿泊代金は「１泊１名様」の御宿泊代金で朝食付，税金・サービス料込みとなります。
※専用HPにて朝食付き以外の御選択もできるようになっておりますが，朝食付きを御選択ください。
※施設毎に客室数に限りがございますので満室になり次第，受付締め切りとさせていただきます。
※(株)日本旅行広島教育旅行支店の受注型企画旅行です。（添乗員は同行致しません。）
※チェックイン後，宿泊サービスを受ける為の手続きはお客様御自身で行っていただきます。

●御宿泊のホテルの客室確保には限りがありますので，原則申し込み順に配宿をさせていただきます。
●御希望のホテルが満室になった場合，他のホテルへ振替をさせていただきますので，御了承ください。
●駐車代金は別途支払いになります。駐車場予約や利用時間確認等は直接ホテルに御連絡ください。
またホテル敷地内の駐車場が満車の場合は表記と異なりますので御了承ください。
※取消の場合，取消日（旅行契約の解除期日）により次ページの表のとおり取消料がかかりますの
で御注意願います。

●お申し込みは大会専用ホームページからのお申込みとなります。

ホテル名 客室タイプ 宿泊代金 アクセス 駐車代金

ホテルセンチュリー21広島 シングル 12,000円 広島駅より徒歩3分 近隣駐車場1,300円～

広島インテリジェントホテルスタジアム前 シングル 9,350円 広島駅より徒歩7分 50台まで1,100円～

広島ガーデンパレス シングル 10,450円 広島駅より徒歩5分 500円

広島グランドインテリジェントホテル シングル 12,000円 広島駅より徒歩3分 近隣駐車場1,050円～

https://va.apollon.nta.co.jp/kateika/


※取消料を引いて返金をさせていただきますので御了承願います。

10.個人情報の取り扱い

●本大会参加お申込みの際に御入力いただきましたお客様の個人情報（氏名，住所，電話番号，メールアドレス
等）はお客様との連携，今大会における宿泊機関等の提供するサービス手配や手続きに必要な範囲内におい
て，大会事務局と当社が共同して利用させていただきます。

１1.お振込先

●請求書を専用ＨＰで確認し，お振込み下さい。請求書は６月30日以降にご確認いただけます。領収書は専用
HPから御自身で発行ください。※振り込み手数料はお客様の御負担となります。

１3.お申込みに関するお問い合わせ先 旅行企画・実施

１4.アラカルト研修コース（コース内容はアラカルト研修先の紹介を御覧ください）
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バスの降車場所が複数あるコースの降車場所の指定は大会初日の受付にてお伺いいたします。

コース「Ａコース：広島東地区コース」
テーマ 食の歴史と未来に触れる
集合場所 広島駅（8:50）
解散場所 広島駅（15:30）
費用 3,300円（ハンカチ藍染め体験＋昼食）

コース「Ｂコース：尾三地区コース」
テーマ レトロな街「尾道」と歴史
集合場所 広島駅（8:20）
解散場所 福山駅（15:20）又は 広島空港（16:20）
費用 3,200円（空き家再生プロジェクト＋昼食）

コース「Ｃコース：福山地区コース」
テーマ 備後デニムと鞆の浦を知る
集合場所 広島駅（8:20）
解散場所 福山駅（15:20）
費用 2,900円（ちくわ作り体験＋昼食）

コース「Ｄコース：広島西地区コース」
テーマ 持続可能な食生活の為に～心のこもった味を作り出す環境作り
集合場所 広島駅（8:50）
解散場所 広島駅（15:30）
費用 3,900円（カキいかだ体験＋昼食）

コース「Ｅコース：呉地区コース」
テーマ 瀬戸内の文化と海軍の街「呉」を知る
集合場所 広島駅（7:50）
解散場所 広島駅（16:00）
費用 4,000円（松濤園・藻塩作り体験・大和ミュージアム＋昼食）

●取消料（大会参加費は除く）

12.そ の 他

（1）各アラカルト研修の詳細については，大会参加券送付時にお知らせします。
（2）感染症対策のため，発熱等の症状のある方の御来場をお断りさせていただきます。その場合，大
会資料の送付をもって大会参加に代えさせていただきますので御了承ください。

（3）新型コロナウィルス感染症の状況，並びに警戒警報等の発令や台風その他，災害などの緊急時
の場合は，大会中止となることがあります。 その際，資料の送付をもって大会開催に代えさせて
いただきます。原則として大会参加費，資料代は返金いたしません。

（４）諸般の事情により，アラカルト研修のコース内容，コース数を急遽変更する場合があります。
※ 変更内容につきましては当日受付にて御案内いたします。

〒736-0066 広島県安芸郡海田町中店８−２４
会場名：織田幹雄スクエアホール
【TEL： Tel：082-822-7373】
＜電車＞
JR「海田市」駅より徒歩７分
＜タクシー＞
「広島」駅よりタクシーで約20分

※織田幹雄スクエアには，大会参加者用の駐車
スペースはありません。

【大会会場周辺図】

織田幹雄スクエア

取消日 取消料（お一人様）

20日目以降にあたる日以降の解除 旅行代金の 20％

7日目以降にあたる日以降の解除 旅行代金の 30％

旅行開始日の前日の解除 旅行代金の 40％

御旅行開始日当日の解除 旅行代金の 50％

無連絡不参加・旅行開始後の解除 旅行代金の 100％


