基調講演

工藤 亘

（玉川大学 TAP センター長）

パネルディスカッション
パネリスト：

モデレーター：

川本

和孝（玉川大学 TAP センター）

2021年

12 11
月

日 土 13：00開場〜16：30閉会

申し込み・受付等の詳細は玉川大学 TAP センター HP においてその都度掲載します。

●会場のスペースを考慮して対面での参加人数を限らせていただきます。

●対面形式での開催を計画していますが、安全・安心を第一に、開催時期の社会状況によっては、
オンラインでの実施も考えます。

‑
‑

﹄

会 場 玉川大学 大学教育棟 2014 521 教室
対 象 教育関係者、教員、学生、興味のある方
募 集 ハイブリッド型シンポジウムで実施（参加費無料・事前申込制）
①会場参加（対面方式・先着100名） ②オンライン参加（Zoom配信）
申 込 11月1日（月）〜12月6日（月）
主 催 玉川大学ＴＡＰセンター

20

周年記念シンポジウム

由紀（日本体育大学 児童スポーツ教育学部教授）
‑
芳浩（玉川大学大学院 教育学研究科長） ‑
一仁（玉川大学教育学部長）
亘 （玉川大学 TAP センター長）

TAPの歩みと未来に向けて

橋谷
若月
小原
工藤

ＴＡＰ設立

「学校教育の未来とTAPの可能性」

小原國芳教育学術奨励基金

小原 芳明（玉川大学学長）

﹃全人教育 とアドベンチャープログラム

開会挨拶

Schedule
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13：20
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13：45

基調講演

14：30

ビデオメッセージ

小原 芳明（玉川大学学長）

「全人教育とアドベンチャープログラム
-TAPの歩みと未来に向けて-」
工藤 亘（玉川大学TAPセンター長）
ディック・プラウティ
（PA, Inc.元代表）

14：35

休

14：45

憩

パネルディスカッション

「学校教育の未来とTAPの可能性」

橋谷 由紀（日本体育大学児童スポーツ教育学部）

パネリスト

若月 芳浩（玉川大学大学院教育学研究科長）
小原 一仁（玉川大学教育学部長）

工藤 亘 （玉川大学TAPセンター長）
モデレーター

16：15

質疑応答

16：30

閉

Profile

会

橋谷 由紀 HASHITANI Yuki
日本体育大学児童スポーツ教育学部教授。川崎市教育委員
会指導主事、学校教育部担当課長、総務部担当課長、川崎市
立上作延小学校校長、教育委員会総務部担当部長を経て、
平成30年から現職。平成27年、中央教育審議会専門委員教
育課程部会特別活動ワーキンググループ、平成28年、学習指
導要領等の改善に係る検討に必要な専門的作業等協力者。
専門は、学級経営、特別活動、道徳教育、キャリア教育、
人権教育。
著書に「みんなの『学級経営』」
（東洋館出版社）
「小学校
担任がしなければならない保護者対応の仕事 12か月」
（明治図書）
「小学校新学習指導要領ポイント総整理」
（東
洋館出版社）
「みんなで、よりよい学級・学校生活をつくる
特別活動」
（文溪堂）
など

工藤

川本 和孝（玉川大学TAPセンター）

亘

玉川大学教育学部教授。玉川大学TAPセンター長。
教育実践学会常任理事、国立青少年教育振興機構平成
30年度「教科等に関連付けた体験活動プログラム推進
委員会」
外部委員。
日本キャンプ協会公認キャンプディレクター1級。
専門は、
アドベンチャー教育、
コミュニケーション学、生徒
指導。
著 書に「アドベンチャーと教 育」
（ 玉 川大学出 版 部）、
「生徒・進 路 指 導 の 理 論と方法」
（ 玉 川大学出 版 部）、
「全人教育の歴史と展望」
（ 玉川大学出版部）、
「 特別活

新型コロナウイルス感染予防対策について

小原 一仁 OBARA Kazuhito

玉川大学大学院教育学研究科長。教育学部教授。

玉川大学教育学部長。玉川大学教育学部教授。公益財団
法人大学基準協会「高等教育のあり方研究会国際的質
保証に関する調査研究部会」
「高等教育におけるアーティ
キュレーションに関する調査研究部会」調査研究員、日本
私立大学協会・私立大学基本問題研究委員会「学校法人
の在り方研究ワーキンググループ」
研究委員。
専門は、
高等教育、
全人教育、
ウェルラウンデッド教育。
著書に「全人 教育の歴史と展望」
（ 玉 川大学出版部）、
The Global Phenomenon of Family-Owned or Managed
Universities（Altbach et al., ed. 2019, Brill）における第11章
やWest Meets East: A Well-Rounded Education versus an
Angular Education in Japan（ 2019, Espacio, Tiempo y
Educación)など。

学校法人育愛学園理事長、四季の森幼稚園園長。
日本保育学会関東地区評議員、日本自閉症スペクトラム
学会会員、日本乳幼児教育学会会員、子どもと保育総合
研究所所員。
専門は、教育学(幼児教育)、障害児保育（インクルーシブ
教育・保育）
。
著書に「採用と育成の好循環を生み出す園長の仕事術」
（中央法規出版）
「 保育の変革期を乗り切る園長の仕事
術」
（中央法規出版）、保育内容の指導法「環境」
「人間関
係」
（玉川大学出版部）など。

川本 和孝 KAWAMOTO Kazutaka

KUDO Wataru

動」
（学文社）、
「教育実践学」
（大学教育出版）など。

若月 芳浩 WAKATSUKI Yoshihiro

玉川大学TAPセンター准教授。
日本特別活動学会常任理事、教
育実践学会理事、横浜市学校保健審議会学校安全部会委員
等。平成25年学習指導要領実施状況調査
（特別活動）
結果分析
委員、平成29年小学校特別活動資料作成委員、令和3年度「実
社会との接点を重視した課題解決型学習プログラムに関わる実
践研究」専門委員（文部科学省）等を歴任。また、TAPを通じて、
小学生・中学生・高校生の授業や、教員研修、地域・企業の研修、
プロスポーツチーム等のチームビルディングも行っている。
専門は、学級経営、特別活動、組織開発。
著 書に「学 級の 社 会 学」
（ ナカニシヤ出版）
「 アドベン
チャーと教育」
（玉川大学出版部）
「みんなで、よりよい学
級・学校生活をつくる特別活動」
（文溪堂）など

Entry

申し込み・受付等の詳細につきましては
玉川大学TAPセンターホームページにおいて
その都度掲載します

※お申込前に、ホームページ掲載の「新型コロナウイルス感染予防対策」を必ずご確認ください。

