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第１号議案　

平成17年度事業報告並びに収支決算報告、監査に関する件（案）

平成17年度事業実施報告書
（平成17年４月１日～平成18年３月31日）

Ⅰ 事業の概要
１　教育に関する機関誌等の発行　　　　　　　　　　　　 （執筆者等　敬称略）
（1）「茨城教育」の発行
・編集の基本方針

公平・公正さを堅持しつつ、広く県民の教育世論を掲載し、現下の教育の改善充
実に資する。

・編集委員会
執筆者の推薦、編集内容についての審議

・発行回数　年度内３回

①第818号（６月20日発行，6600部）
◎特集主題 「今、問われている心の教育」

──家庭・地域とともにすすめる心の教育──
・私の好きなことば
「自ら信じ自ら重んず所のもの　なかるべからず」

茨城県教育委員会委員長　和田　芳武
・巻頭言
「心に培うのは　心」 茨城県教育会会長　清水　千壽
・論　説
「今、問われている心の教育──家庭・地域とともにすすめる心の教育」

昭和女子大学教授　押谷　由夫
・研究実践レポート
「感じ合う『心の教育』」 行方郡麻生町立麻生幼稚園 教諭　永峰美津枝
「豊かな心をもち、よりよく生きようとする子どもを育てる指導の在り方」
──ふれあい活動を生かした、総合単元的な道徳学習を通して──

土浦市立右籾小学校 教諭　小祝　良信
「学び会い、高めあうこころを求めて」
──人とかかわりあう活動を通して──

鹿嶋市立高松中学校 教諭　谷田川千年
・教育談話室から　〈子どもの声〉
「言葉にならない声を聞く」 小学校教諭
「子どもの心に寄り添って」 心の教室相談員
「生徒から学んだこと──スクール・カウンセラーの代わりに」 中学校校長
・ひろば
「ＮちゃんとＹちゃんから教えられたこと」 水戸市立杉山保育所長　清水　秀子
「日本人としての自信を取り戻そう」 茨城県モラロジー協議会会長　越川　文子
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「自分が敵」──　　　　アテネオリンピック日本代表（20㎞競歩） 川崎真裕美
「闇の中で出会ったこと」 影絵の会　かげぼうし代表　種村　厚子
「文化財と自然保護」 常北町立石塚小学校 教諭　安島　光弘
「学級通信」 北茨城市立関本中学校 教諭　秦野　範子
「きっかけは、普通の生活のひとこまに」

北浦町教育相談室チャットルーム専門相談員　小沼　芳明
「心つながる時間」 水戸市立三の丸小学校図書館ボランティア　小林ゆかり
「子どもたちの笑顔が見たい」

茨城県立さしま少年自然の家社会教育主事　小林　　清
・後輩に託す応援歌
「教育にあたって、大切にしてきたこと」 笠間市・賛助会員　稲田　　實
「己自身を磨く気概を持つ」 日立市・賛助会員　鈴木　　盈
「教育実習から学んだもの」 鹿嶋市・賛助会員　大川　　卓
「心に残った先輩のことば」 かすみがうら市・賛助会員　林　　久義
「使命感をもって全うしよう」 結城市・賛助会員　田村　　進
「学校行事に思う」 取手市・賛助会員　高野大二郎
・わがＰＴＡ活動紹介
「地域と共に行うＰＴＡ活動」 波崎町立太田小学校ＰＴＡ
「共に支え合うＰＴＡ活動」 水戸市立内原中学校ＰＴＡ
・サークル紹介
「日立社会科同好会」 同会代表　中村　雅利
──社会科の活性化をめざして──

・文化施設めぐり
「宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）筑波宇宙センター」

つくば市千現２－１－１　電話029－868－5000
・俗談平語
「もったい（勿体）ない」 特別編集委員 軍司　邦夫
・茨城県教育会だより

②第819号（10月20日発行、6600部）
◎特集主題 「今、問われている心の教育」

──家庭・地域とともにすすめる奉仕等体験活動を生かした心の教育──
・私の好きな言葉
「地域のコアたれ」 茨城新聞社代表取締役社長　友末　忠徳
・巻頭言
「教師の『密かな楽しみ』」 本会副会長　谷島　英一
・提　言
「地域の人や自然とかかわる体験活動を生かした心の教育」

本会理事　串田　榮一
「家庭・地域とともにすすめる奉仕等体験活動を生かした心の教育」

本会理事　中根　節男
・研究実践レポート
「豊かな心を育む学習指導の工夫」
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──地域の教育力を生かした体験活動の充実を通して──
北茨城市立大津小学校代表　久保田将彦

「豊かな人間性を育む教育の推進」──生徒会活動の活性化を通して──
筑西市立下館中学校 教頭　佐藤　和男

「『日本版ヂュアルシステム』の実施と専門高校のあり方」
茨城県立日立工業高等学校 教諭　大越　幹男

・教育談話室から〈子どもの声〉
「Ｓ君の引きこもりからの脱却─無駄でなかった不登校５年間の葛藤」

幼稚園言葉の教室相談員
「保健室でのかかわり」 小学校養護教諭
「心の居場所、信頼、安心を育む適応指導教室」 Ｕ市適応指導教室相談員
・ひろば
「〈思うがままに〉自分の将来に自信をもとう」

茨城県中央地区ＰＴＡ連絡協議会2003年度会長　滑川　善也
「フィリピンの子どもたち」 北茨城市立精華小学校ＰＴＡ会長　荒川　　透
「青少年との関わりを通して思うこと」 古瀬の会　小管　新一
「思春期の自立と親離れ」 茨城県立水戸第一高等学校養護 教諭　海老澤恭子
・随想
「『出会い』に想う」 水戸市立稲荷第一幼稚園 園長　平山　洋美
「教師こそ感性をみがく体験を」 大子町立上小川小学校 校長　白井　嘉彦
「ひととき」 北茨城市立関本中学校 教頭　鈴木きく江
「『心のつながり』を求めて」 鉾田町立徳宿小学校 教諭　橋本　光一
「地域の子供たちは地域で育てる」守谷市立守谷中学校ＰＴＡ会長　中島　伸一
「なかよしカタツムリ」 筑西市立河間小学校 生徒指導員　中村　直子
「身近な国際交流で学んだこと」 茨城県立緑岡高等学校 教諭　小松崎道子
・後輩に託す応援歌
「目の前の子どもに真の学びを」 水戸市・賛助会員　井戸　紀子
「集団の中で豊かな感情体験を」 日立市・賛助会員　安島　述之
「今、教師に求められるもの」 行方市・賛助会員　下河　哲雄
「今こそ『立腰教育』を」 稲敷市・賛助会員　菊池　元男
「英語サロンと名付けて」 水海道市・賛助会員　入江昭三郎
「生徒指導のあり方を考える」 稲敷市・賛助会員　清水　　昂
・わがＰＴＡ活動紹介
「学校を全面的に支えるＰＴＡ活動」 高萩市立君田小学校ＰＴＡ
「学校・家庭・地域で育てる太子堂の子どもたち」

利根町立太子堂小学校ＰＴＡ
・サークル紹介
「玉造町郷土文化研究会」 同会会長　海老澤幸雄
──研究会の活動状況と課題──

○【特集】第57回日本連合教育会研究大会長崎大会
・テーマ 「自立と共生の心と実践力を持つ日本人の育成」

──「地域ぐるみの教育」の進め方を考える──　
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・記念講演　演題「確かな学力と発展的な学習」
講師　兵庫教育大学学長　梶田　叡一　先生

・本県提案
「シンポジウムに参加して」 大洗町立南中学校 教諭　平野紀英子
・文化施設めぐり
「くれふしの里古墳公園」（水戸市牛伏町203－２）※旧内原町 電話 029－259－4044

・俗談平語
「ボランティア活動で」 特別編集委員　軍司　邦夫
・茨城県教育会だより

③第820号（２月20日発行、6600部）
◎特集主題 「今、問われている心の教育」

──家庭・地域とともに進める読書活動を通しての心の教育──
・好きな言葉
「日々新たなり」 キリンビール㈱代表取締役社長　荒蒔康一郎
・巻頭言
「分かる授業を進める情熱と確かな実践」 本会副会長　小祝　正興
・提　言
「心の教育と読書活動」 本会理事　柴田　　彪
──家庭・地域とどう連携し、育成するか──

「いつも楽しく自分を高める」 本会理事　中嶋　靖司
・教育座談会【県央地区】 11月29日（火）、ホテルレイクビュー水戸
〇テーマ
「今、問われている心の教育」
──家庭・地域とともにすすめる読書活動を通しての心の教育──

〇出席者　米山　　一（水戸市立石川小学校長）
岡部　千草（大洗町立南中学校長）
植田　満子（水戸市立国田幼稚園長）
大越　敦子（ひたちなか市立那珂湊第一幼稚園教諭）
清水洋太郎（久慈郡大子町立大子西中学校教諭）
清水　美奈（ひたちなか市立枝川小学校教諭）
加倉井洋子（東茨城郡城里町立石塚小学校・ＰＴＡ母親文庫委員）
柳田　順子（笠間市立笠間中学校・ＰＴＡ会長）
平島　則子（常陸大宮市立図書情報館「おはなし会はみんぐばあど」代表）
道口　典子（読み聞かせ「たんぽぽの会」代表）

・研究実践レポート
「豊かな心を育む読書活動の工夫」 水戸市立大場小学校 教諭　米川　博美
──読書好きな児童を育てるための支援のあり方──

「子どもの意欲を高める読書指導の推進」
鉾田市立大竹小学校 教諭　沼田　友江

「生徒の自己理解力・他者理解力を育む教育の実践」
阿見町立阿見中学校 教諭　中村　順紀

共に認め合い、支え合う集団づくりを通して
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・教育談話室から【子どもの声】
「『保健室の役割』を考える」 小学校養護教諭
「ひとりひとりを生かした支援について」 中学校教諭
「子どもの力を信じ　見守りながら」 Ｋ市教育相談員
・ひろば
「音のない時間をつくろう」 学校評議員　向後儀一郎
「絵本と子どもと地域のお友達と」

未来ネットワークボランティアサークル代表　栗原ひろ子
・随 想
「『綿』に魅せられて」 那珂市立瓜連小学校 教頭　佐藤加代子
「感動のつまった宝箱」 岩間町立岩間中学校 教諭　磯前　弘明
「想い」 高萩市立松岡中学校 心の教育相談員　中井ふみ子
「生徒作品から思うこと」 行方市立麻生中学校 教諭　川尻　政利
「謙虚さと前向きな気持ち」 つくば市立大曾根小学校ＰＴＡ会長　小野　泰宏
「『ぶらんこ』背中を押し続ける 地域の親の想い」

下妻市豊加美おはなしサークルぶらんこ代表　伊東真理子
「読書へのいざない」 茨城県立岩瀬高等学校 教諭　稲見　和子　
・後輩に託す応援歌
「変化への対応と授業の充実を」 水戸市・賛助会員　外山　　彬
「学び合う喜び」 日立市・賛助会員　國府田ヒロ子
「問われている心の教育に思う」 鹿嶋市・賛助会員　石津　博康
「教師とは 若き教師の実践に、岩陰の滴りになることを希って」

伊奈町・賛助会員　間宮　久子
「教師理解と生徒理解」 筑西市・賛助会員　中澤　功一
「あたりまえのこと」 北茨城市・賛助会員　小室　　洋
・サークル紹介
「茨城ストレスマネジメント教育研究会」 会長　成田　詔明
──研究会の活動状況と課題──

・文化施設めぐり
「行方市文化会館」
・わがＰＴＡ活動紹介
「地域と連携して子どもを育て守るＰＴＡ活動」 鉾田市立新宮小学校ＰＴＡ
「学校と積極的に連携し、建設的な教育活動を推進するＰＴＡ活動」

筑西市立下館小学校ＰＴＡ
・俗談平語
「『読書』随想」 特別編集委員　軍司　邦夫
・教育会だより　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事　務　局

２　教育の振興並びに郷土文化の継承・発展に資するための各種研究調査
（1）第３次地域教育振興委員会（読書活動の振興）事業（16・17年度継続）

・事業名 「子ども達の豊かな読書生活を実現するための具体的な支援の在り方」
・推進計画　16年度　・振興委員会の設置

・委員会による調査研究・情報収集・検討協議
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第１部会　地域社会のおける読書推進（啓発）活動
第２部会　学校及び学校・家庭・地域が連携した読書　

推進（啓発）活動
第３部会　家庭における読書生活－本のあるくらし－

の発掘と広報
17年度　・検討内容の取りまとめ及び検討報告書の刊行

「本に親しむ子を育てる」
──多彩な支援の創出をめざして──

平成18年２月20日・1300部発行、配付
・報告書概要　・全110ページ

・「刊行に寄せて」
・子どもたちを取りまく読書環境の現状について
・子ども時代における読書の意義について
・支援活動の実際として12実践例を掲載
・投稿原稿「わが家の読書生活　本のあるくらしを楽しむ」
・委員座談会「これからの支援の方向について」
・その他

・委員会構成
（敬称略）

【委員長】岡部　千草　【副委員長】中嶋　央子　小沼由紀子
【事務局】小貫　紀久　小網　昇　春田義邦

・委員会開催　第５回　平成17年６月９日（木） 水戸生涯学習センター分館
第６回　平成17年８月２日（火） 水戸生涯学習センター分館
第７回　平成17年10月５日（水） 水戸生涯学習センター分館
第８回　平成18年２月10日（金） 水戸生涯学習センター分館

（2）教育に関する資料の調査・収集
①市町村教育委員会作成の指導資料等の収集・整理

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

委員名　
平島　則子
横田さおり
江幡　和代
中嶋　央子
小沼由紀子
岡部　千草
武井　隆志
野内　優子
村山　憲司
谷口　佳之
鬼澤　俊喜
助川　浩美
塚本　桂子
横堀　冴子
谷口みづえ

職　種
地域活動家
地域活動家
地域活動家
学　校　長
学　校　長
学　校　長
教　　　頭
教　　　頭
教　　　頭
教　　　諭
教　　　諭
教　　　諭
司 書 教 諭
司 書 教 諭
指 導 主 事

所　　　属
常陸大宮市・おはなし会はみんぐばあど
竹園東小学校図書館補助員
常陸太田市・きいろいばけつおはなし会
桜川市立雨引小学校
潮来市立津知小学校
大洗町立南中学校
下妻市立上妻小学校
日立市立中里小学校
鉾田市立旭中学校
土浦市立第一中学校
鉾田市立上島東小学校
常陸太田市立郡戸小学校
牛久市立向台小学校
水戸市立石川小学校
茨城県県西教育事務所

備　考
第１部会
第２部会
第３部会
第１部会
第２部会
第３部会
第１部会
第２部会
第３部会
第１部会
第２部会
第３部会
第１部会
第２部会
第３部会
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②郡市教育会等による「教育史等」の収集

（3）みんなで教育を考える「いばらき教育の日」推進協議会事業への積極的な参画
○発起人団体として、推進協議会主催「みんなで教育を考える『いばらき教育の日』
推進大会」の企画・運営にあたり、下記により開催された。
・期　日　平成17年11月１日（火）
・会　場　水戸市民会館　大ホール
・主　催　みんなで教育を考える「いばらき教育の日」推進協議会
・参加者　推進36団体及び協賛団体並びに県・県教委及び一般約1,200名余
・内　容　・全体会

・記念講演　演　題　「ヤンキー新たなる挑戦!」
講　師　横浜市教育委員会委員　義家　弘介　先生

（元北海道余市町北星学園余市高等学校教諭）
・実践発表　「マナーアップ推進事業」 鉾田町立鉾田小学校

茨城県立石岡第二高等学校
「ご近所の底力再生事業」 水戸市常磐学区子ども会育成会
「読書推進ボランティア活動」 おはなし会はみんぐばあど

・大会宣言採択

３　講演会・研究協議会・研修会・懇談会の開催、各種事業への助成
（1）郡市教育会代表者研究協議会
①全体協議会
・期　　日　平成17年10月28日（金）
・会　　場　水戸生涯学習センター分館　大会議室
・協議内容　平成17年度茨城県教育会実施事業の進捗状況報告

※地域教育振興集会支援事業実施教育会からの報告
（稲敷市教育会、常陸大宮市教育研究会）

茨城県教育会への意見・要望・提言
茨城県教育会の組織の現況と今後の課題

・講　　話　講師　茨城県教育庁義務教育課副参事　横瀬　晴夫　先生
演題 「本県教育の現状と課題」

②地区別協議会（県北地区）
・期　　日　平成17年８月11日（木）
・会　　場　日立市・ホテル天地閣
・参 加 者　各市教育会会長・副会長及び本会理事・賛助会員代表者
・協議内容　茨城県教育会の事業について（報告）

茨城県教育会の組織の現状と課題について
茨城県教育会への要望・提言
郡市教育会の特色ある活動と運営について

③地域教育振興集会支援事業
・平成17年度は、次の２地域を補助対象地域とし、本会との共催により地域教育
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振興集会が開催された。
【稲敷市教育会】『教育講演会』

期　日　平成17年８月10日（水）
会　場　稲敷市あずま生涯学習センター
内　容　講　演 「他人の心が分かる脳の不思議」

講　師　茂木　健一郎　先生（脳科学者）
参加者　市内教職員及びＰＴＡ、教育行政関係者約350名

【常陸大宮市教育研究会】『教育講演会』
期　日　平成17年８月21日（日）
会　場　常陸大宮市文化センター「ロゼホール」
内　容　講　演 「夢への挑戦」

講　師　堀井　学　先生（元スピードスケート選手）
参加者　市内教職員・ＰＴＡ及び教育行政関係者　約800名

・平成18年度事業推進スケジュールは次の通りである。
◎事業概要説明　　　平成17年度年度始総会時　　　　　 平成17年５月26日
◎事業内容説明及び　郡市地区教育会代表者研究協議会時 平成17年10月28日
補助申請書配布

◎補助申請書受理　　平成17年度　年度末総会時　　　　 平成18年３月３日
◎補助対象の決定　　平成18年度　第１回理事会時　　　 平成18年５月17日
◎補助経費の交付　　平成18年度　年度始総会時　　　　 平成18年５月26日

④各種事業への後援・助成
・水戸市教育会、鹿島地区教育会等への補助

⑤サークル紹介（「茨城教育」による） ・日立社会科同好会　　（818号）
・玉造町郷土文化研究会（819号）

４　表 彰（表彰規程により、下記該当者を表彰）
・郡市地区教育会長として功績を残して退職された者
◎水戸市教育会長　春田　義邦　氏　外13名

・教育功績者表彰規程による功績者としての表彰者
◎鹿嶋市読書団体連合会　代表　高安　広子　氏
◎青少年の健全育成に尽力（神栖市） 熱田　強一　氏
◎スポーツ少年団指導を通した青少年健全育成に尽力（行方市） 鬼澤　榮　氏

５　各種会議
（1）賛助会員地区代表者会

・期　日　平成17年10月14日（金）
・会　場　茨城県水戸生涯学習センター　分館
・出席者 【水戸】和田　　幸　　小室　　昭
（敬称略）【県北】柳橋　弘明　　日座　久隆

【鹿行】下河　哲雄
【県南】大久保邦夫　　服部　和房



－ －11

【県西】滝澤　良明
【顧問】内山　　源　　冨永　　直　　鯨岡　　健

・内　容　・報告　平成17年度の事業概要及び運営について
組織の現状と課題について

・協議　今後の茨城県教育会の事業及び運営等への要望・意見
組織の拡充・充実のための諸対策
その他

（2）新旧役員協議会
・期　日　平成17年６月29日（水）
・会　場　ホテルレイクビュー水戸
・出席者　平成16・17年度役員（理事・監事・顧問） 16名
・内　容　・協議　①茨城県教育会の歴史について

②茨城県教育会の組織の現状と基盤の充実について
③茨城県教育会の今後の方向性について

６　その他目的達成のための事業
（1）組織の基盤強化のための活動
①郡市教育会地区別代表者研究協議会（県北地区）、同全体研究協議会、賛助会員
代表者会等における事業概要と会員加入状況の説明及び加入促進依頼

②市町村教育委員会及び郡市学校長会長訪問による加入促進依頼
③「茨城教育」による購読者と加入者の増加対策
④茨城県立高等学校教頭会への協力依頼

（2）日本連合教育会関係
①日本連合教育会の企画・運営への参画（副会長兼常任理事=清水会長)
②研究大会長崎大会への参加
・期　　日　平成17年８月25日（木）～26日（金）
・会　　場　長崎市公会堂、その他
・大会主題 「自立と共生の心と実践力を持つ日本人の育成」

──「地域ぐるみの教育」の進め方を考える──
・日　　程　・理事会（24日）

・分科会（25日・午後）
教科・領域等の11分科会（特別部会を含む）で研究協議

・本県提案
◎文書提案 「着実な教育改革の推進を」

社団法人茨城県教育会副会長　小祝　正興先生
◎シンポジウム（全体会）
○テーマ「自己修練に励む子どもをいかにして育てるか」
○シンポジスト　　 大洗町立南中学校教諭　平野紀英子先生

・記念講演　「確かな学力と発展的な学習」
講師　兵庫教育大学学長　梶田　叡一先生

・本県参加　73名（事務局３名を含む）
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③文部科学省要望書提出（政策関係）
・平成17年11月28日（月）
・会長・副会長が樋口修資大臣官房審議官（初等中等教育担当）に提出
・義務教育費国庫負担制度の堅持等９項目

（3）茨城県教育研究連盟関係
・評議員会・幹事会に出席、企画・運営に参画
・第50回研究集会の運営に参画

（4）委託事務の執行
・「茨城県学事関係職員録」の編集
・諸表簿・用紙等の編集
・「ひらがなれんしゅうちょう」の編集


