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資料ー１

第１号議案　平成20年度事業報告並びに収支決算報告，監査報告に
関する件

平成20年度事業実施報告書
（平成20年４月１日～平成21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
・購読者を対象としたアンケート調査を実施し、一層の誌面の改善に資する。

①第827号（６月20日発行、6600部）
◎特集主題 「伝えたい！日本人としての美しい規範意識」

――学校・家庭・地域で、そして一人ひとりの心の中で――
・私の好きなことば
「本

ほん

来
らい

無
む

一
いち

物
もつ

」 茨城新聞社代表取締役社長　小田部　卓
・巻頭言
「伝えたい！日本人としての美しい規範意識」 茨城県教育会会長　小貫　紀久
・論　説
「子どもへの愛情・子ども集団への信頼」 早稲田大学教授　藤井　千春

――「子どもらしさ」への温かいまなざし――
・研究実践レポート
「目指せ『チーム六年』の絆」 ひたちなか市立東石川小学校教諭　高村　啓子

――仲間とともに歩む喜びを求めて――
「共感性を育てる道徳の時間の創造」 北茨城市立常北中学校教諭　湯原　深雪

――生徒が積極的に取り組み、充実感を味わう授業を通して――
「広げよう39の地域の輪」 坂東市立猿島中学校教諭　真中　光男

――地区生徒会による「地域に貢献し隊」の活動を通して――
・教育相談室から『子どもの声』
「自分の居場所をみつけるために」 小学校教諭
「『子育て懇談会』で不登校を乗り越えた母と子」 中学校養護教諭
「Ａ子との半年間」 中学校教諭
・ひろば
「経験させて頂いております！」 那珂市立菅谷小学校ＰＴＡ会長　古川　洋一
「地域に根ざした学校を目指して」 北茨城市立石岡小学校教頭　舟生　太一　
「今、原点にもどり子育てを考えよう」 元稲敷市ＰＴＡ連絡協議会長 山岡　孝夫
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・随　想
「子育ては地域ぐるみで」 学校法人さくら学園さくら幼稚園教頭　荒川千惠子
「地域を誇れる子どもを育てる」 常陸大宮市立大場小学校教諭　粕谷　孝明
「おはようございます」 北茨城市立精華小学校教頭　渡邊あけみ
「価値観　白と黒の間」 マイタウン２１編集室長　汀　　安衛
「三分の理では・・・」 つくばみらい市立図書館館長　菊地　邦夫
「将来に夢を持つ子を育てたい」 阿見町立本郷ふれあいセンター館長 福岡　信雄
「相互扶助精神の復活を」 古河市立駒込小学校長　諸江　修一
「春への思い」 茨城県立常北高等学校教頭　原田　令子
・後輩に託す応援歌
「校内研修のすすめ 『ワカル研修からデキル研修へ』」

水戸市・賛助会員　山野邉義文
「草花とともに育つ」 常陸太田市・賛助会員　大須賀　治
「教師としての誇りをもって」 鉾田市・賛助会員　筒井　道雄
「こころに花をさかせよう」 土浦市・賛助会員　小野　起玄
「『支えられて』・・・日々」 坂東市・賛助会員　藤木　　毅
「よく遊ばせる」 常陸太田市・賛助会員　森山　勝一
・わがＰＴＡ活動紹介
「父親の参加がＰＴＡ活動を活性化」 神栖市立明神小学校ＰＴＡ　
「地域社会に守られ、育まれるＰＴＡ活動」 牛久市立牛久小学校ＰＴＡ
・サークル紹介
「龍ケ崎市立松葉小おはなし会」 代表　高橋　明子　
――絵本や素話の世界を通して心豊かな子どもたちを育てる――

・文化施設めぐり
「宿願の建碑実現 茨城師範学校校歌碑建碑」 委員　長須　正文

水府城址：水戸市三の丸2-6-8 茨城大学教育学部附属小学校正門左側
「篆刻美術館」 茨城県古河市中央町2-4-18 電話 0280-22-5611

・俗談平語
「消費社会の中で」 特別編集委員　軍司　邦夫
・茨城県教育会だより
「平成20年度社団法人茨城県教育会の年度始定期総会」関係記事

②第828号（10月20日発行、6600部）
◎特集主題 「伝えたい！日本人としての美しい規範意識」

――学校・家庭・地域で、そして一人ひとりの心の中で――
・私の好きなことば
「よく遊び　よく学べ」 茨城県教育委員会教育長　鈴木　欣一
・巻頭言
「少子・高齢化社会における『地域の学校』づくりをめざして」

本会副会長　　堀　正伸
・提　言
「日本人としての美しい心の育成」 本会理事　田口　定一
「規範意識をはぐくむ第一歩は『あいさつ』」 本会理事　冨永　正壽
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・研究実践レポート
「主体的に集団や社会のきまりを守ろうとする児童の育成」

――小学校四学年　内容項目４－（１）の指導を通して――
行方市立現原小学校　教諭　上林　京子

「学校教育目標の具現化を図る教育活動のあり方」
つくば市立吾妻中学校　教諭　綿引　良文

「波崎高等学校における生徒指導のあり方」
――地域に信頼される学校づくりを目指して――

茨城県立波崎高等学校　教諭　高橋　秀樹
・教育談話室から　〈子どもの声〉
「Ａ児のかかわりを通して」 幼稚園教諭
「ネガティブな感情を保健室で表現するＡ子へのチーム援助」 小学校養護教諭
「生徒の成長を信じて～話し合いの中で成長した生徒たち～」 中学校養護教諭
・ひろば
「『内原なかよし園』の思い」 水戸市立内原保育所所長・内原幼稚園園長 森下　紀子
「私の感覚　運動会から思ったこと」 潮来市立延方小学校ＰＴＡ会長 飯嶋　雄一
「生徒を育てる農と食－農業高校の課題と挑戦－」

茨城県立水戸農業高等学校　教諭　小室　明久
・随　想
「今、思うこと」 元・鹿嶋市立はまなす幼稚園　園長　床枝　和子
「出会いは人を変える」 水戸市立山根小学校　教諭　井坂　功一　
「身につけたい　江戸しぐさ」 日立市立櫛形小学校　教諭　田　　嘉子
「多くの出会いによって」 行方市立麻生中学校　教諭　青野　正之
「オリンピックと教え子の姿に感じたもの」

土浦市立土浦小学校　教諭　吉原　憲夫
「親は『生涯現役』」 常総市立水海道西中学校　教頭　落合千鶴子
「文化と伝統の継承」 茨城県立佐和高等学校　教頭　高瀬　宏樹
・後輩に託す応援歌
「聞き（聴き）方上手になることも・・・」 水戸市・賛助会員　吉村　　尚
「恩師の楽しいお話」 常陸太田市・賛助会員　萩庭　三郎
「先人・先輩に学ぶ」 行方市・賛助会員　山口　不岐
「授業のプロを目ざせ」 稲敷市・賛助会員　根本　　攻
「一人一人の子どもたちの可能性を信じて」 坂東市・賛助会員　倉持　正弘
「力を合わせて人づくりを」 水戸市・賛助会員　柴田　　猛
・わがＰＴＡ活動紹介
「全員参画のサポーター制導入と親父パワーによるＰＴＡ活動の活性化」

日立市立大久保中学校ＰＴＡ
「地域とともに育まれるＰＴＡ」 結城郡八千代町立東中学校ＰＴＡ
・サークル紹介
～元気に楽しく､仲間たちといろいろな職業を探検しています～「日立市職業探検少年団」

日立市教育委員会生涯学習課　鎌田　裕一郎
○【特集】創立60年記念第60回日本連合教育会研究大会東京大会
・テーマ「これからの時代を心豊かでたくましく生き抜く日本人の育成」
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――社会の信頼と期待によりよく応える教育の創造――
・記念講演　演題 「公教育の基本的方向」

講師　ＬＣＡ大学院大学教授・中央教育審議会長　山崎　正和　先生
・本県提案　第７分科会「体験活動を通して豊かな感受性を培う環境教育」

坂東市立七郷小学校　教諭　青木　　昇　先生
・本県参加　茨城県団団長　　堀　正伸　以下72名、事務局５名、計77名
・文化施設めぐり
「小川芋銭研究センター」（牛久市城中町2770） 電話 029-828-7985

・俗談平語
「『活字』と共に」 特別編集委員　軍司　邦夫
・茨城県教育会だより

③第829号（２月20日発行、6600部）
◎特集主題「伝えたい！日本人としての美しい規範意識」

――学校・家庭・地域で、そして一人ひとりの心の中で――
・好きな言葉
「私は音を使って作曲をするのではない。 茨城県近代美術館長　市川　政憲
私は音と協同で（コラボレート）するのだ。」
――武満　徹（『私たちの耳は聞こえているか』より）――

・巻頭言
「規範意識の教育について」 茨城県教育会副会長　五味田　優
・提 言
「美しいものを美しいと素直に感じとれる子どもの育成を」

茨城県教育会理事　松　　茂樹
「規範意識を育てるにあたり思うこと」
――中学生の規範意識を考える―― 茨城県教育会理事　藤後　茂男

・教育座談会【鹿行地区】
○テーマ 「伝えたい！日本人としての美しい規範意識」

――学校・家庭・地域で、そして一人ひとりの心の中で――
○期　日　平成20年11月14日（金） 午前10時から12時
○会　場　茨城県県南生涯学習センター
○出席者　幼稚園・小学校・中学校教職員及びＰＴＡ関係者・地域教育活動家　

11名
・研究実践レポート
「豊かな心をはぐくむための幼児期の生活体験と学びについて」

常陸太田市立のぞみ幼稚園　教頭　堀江みな子
「児童一人一人が楽しく学ぶことのできる柔道の授業づくり」

――小学校における柔道導入の方法を中心として――
常総市立岡田小学校　教諭　飯塚恵美子

「美野里中学校における生徒指導の取り組み」
――問題行動等への毅然とした指導を目指して――

小美玉市立美野里中学校　教諭　稲垣　重男
・教育談話室から【子どもの声】
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「Ａ男の成長を通して感じたこと」 適応教室相談員
「受信したＳＯＳ――教育相談室にて」 教育相談員
「不登校生徒への養護教諭の支援の在り方について――Ａ子の事例を通して」

中学校養護教諭
・ひろば
「特別支援教育について」 元・日本原子力研究所ＷＡＳＴＥＦ室長　前田　　頌
「ＰＴＡ活動をふりかえって」

守谷市ＰＴＡ連絡協議会会長・同市立郷州小学校ＰＴＡ会長　水沼　義陽
「絵本との時間」 非常勤講師　五木田佳子
・随 想
「人とのかかわりから思うこと」 水戸市立国田幼稚園　園長　米山　照子
「『サムライ』の嵐」 常陸大宮市立八里小学校　校長　加倉井　正
「朝霧は美しい」 常陸太田市立金砂郷小学校ＰＴＡ　会長　梶間　郷士
「これは、私たちの」 潮来市立津知小学校ＰＴＡ　会長　兼平　芳男
「“教師”」 土浦市立土浦第二中学校　校長　海野　　孝
「夢と感動を求めて」 八千代町立八千代第一中学校　教頭　赤松　　治　
「心の整理術」 茨城県立勝田高等学校　教諭　常井　安文　
・後輩に託す応援歌
「苦労の先にあるものは・・・」 水戸市・賛助会員　木村　正徳
「ひとりごと」 常陸太田市・賛助会員　豊田　　一
「教育の本質を見据えて頑張ろう」 鉾田市・賛助会員　鬼澤　　明
「出会いを大切に」 河内町・賛助会員　青野　　將
「チャレンジ精神を持ち続けて・・・」 筑西市・賛助会員　早瀬　長利
「骨太教員が創る『21世紀教育』」 笠間市・賛助会員　鶴田　信晃
・わがＰＴＡ活動紹介
「ＰＴＡの活動を通して､子どもたちに何を伝えるか､何が伝えられるか」

東海村立東海南中学校ＰＴＡ
「子どもたちに笑顔を・・・・」 石岡市立恋瀬小学校ＰＴＡ
・サークル紹介
「『もったいない』から、みんなで知恵をしぼり、リサイクルしよう」

玉造生活大学運営委員長　桜井　和子
・文化施設めぐり
「茨城県きのこ博士館」（茨城県那珂市戸4603-2）
・声の欄　――茨城教育を読んで――
「美しい規範意識」 常陸太田市立里美中学校　教頭　西連寺　有
「私が考えること」 潮来市立延方小学校　教諭　大内　靖彦
「「『茨城教育』828号を読んで」 桜川市立大和中学校　教諭　福田　幸一
・俗談平語
「和顔愛語で・・・」 特別編集委員　軍司　邦夫
・教育会だより　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 茨城県教育会事務局
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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）教育に関する資料の収集・保管

①市町村教育委員会作成の指導資料等の収集･整理
②郡市教育会等による｢教育史等」の収集

（2）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。

【第９回みんなで教育を考える「いばらき教育の日」推進大会】

・期　日　　平成20年11月６日（木）10：00～15：00
・会　場　　茨城県県民文化センター大ホール
・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

【推進協議会構成35団体】
大好きいばらき県民会議　茨城県ＰＴＡ連絡協議会　茨城県退職校長
会　6茨城県教育会　6青少年育成茨城県民会議　日本ボーイスカウト
茨城県連盟　茨城県退職高等学校長会　6茨城県経営者協会　茨城県高
等学校ＰＴＡ連合会　茨城県学校長会・茨城県教育研究会　茨城県高等
学校長協会　茨城県子ども会育成連合会　茨城県私学協会　茨城県国公
立幼稚園ＰＴＡ連絡協議会　茨城県交通安全母の会連合会　茨城県商工
会連合会　茨城県地域女性団体連絡会　7茨城県青少年協会　6ガール
スカウト日本連盟茨城県支部　茨城県青少年赤十字指導者協議会　茨城
県幼稚園連合会　7げんでんふれあい茨城財団　7茨城県交通安全協会
茨城県高等学校文化連盟　茨城県高等学校教育研究会　茨城県吹奏楽連
盟　茨城県高等学校体育連盟　茨城県高等学校野球連盟　茨城県中学校
体育連盟　茨城県女性リーダー研修生連絡会（緑会） 茨城県教育友の会
6茨城県私立幼稚園連合会・同ＰＴＡ連合会　茨城県退職公務員連盟
茨城県モラロジー協議会　6茨城県専修学校各種学校連絡会

・後　援　　茨城県　茨城県議会　茨城県教育委員会　茨城県警察本部　茨城県市
長会　茨城県町村会　茨城県市町村教育長協議会　㈱茨城放送　ＮＨＫ
水戸放送局　朝日新聞水戸総局　読売新聞水戸支局　毎日新聞水戸支局
㈱茨城新聞社　㈱常陽新聞新社

・参加者　　35団体及び協賛団体並びに県・県教委・市町村教委及び一般　約1500名余
※茨城県教育会より、正会員・賛助会員・事務局等66名が参加

・内　容　　・開会行事
・表　彰　　善行表彰、優秀標語の表彰、あいさつ・声かけ運動標語の表彰

優秀教員表彰
・記念講演　演　題 「わが子が幸せになるための助言」－まず家庭から－

講　師　ピーター・フランクル先生（数学者・大道芸人）
・実践発表　・株式会社「カスミ」
・神栖市立明神幼稚園
・優秀教員受賞者代表
・大会宣言採択 推進大会宣言
・閉会行事



－ －9

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）教育座談会の開催【鹿行地区】

○開催期日　平成20年11月14日（金） 茨城県鹿行生涯学習センター
○テ ー マ 「伝えたい！日本人としての美しい規範意識」

学校・家庭・地域で、そして一人ひとりの心の中で
○出 席 者
（敬称略）

【オブザーバー出席】神栖市教育部会長 齊藤和男先生（波崎第三中学校長）
鹿嶋市教育部会長 山本保比古先生（大野中学校長）

事務局 会長小貫紀久､事務局長春田義邦、担当小網　昇・勝村　操

○事後措置　機関誌「茨城教育」第829号に座談会の全容を掲載

（2）第63回日本連合教育会研究大会茨城大会準備委員会
①目　　的　大会運営について多角的な視点から検討し、基本的な構想を構築する。
②検討内容　・開催期日及び会場の選定について　

・大会主題及び主題設定の理由について
・分科会・シンポジウム等の設定について
・記念講演の講師選定について
・その他

③委員会の構成

④委員会の開催
・平成20年７月２日（水） 午前10時～12時
・平成20年11月25日（火） 午前10時～12時
・平成21年３月12日（木） 午前10時～12時

1

2

3

4

5

6

7

委員名　
佐藤　和夫
都筑　　積
堀　正伸

本田　和夫
中井川正次
清水　千壽
小貫　紀久

所　　　属
茨城県学校長会

同
郡市地区教育会
茨城県教育研究会
茨城県教育会賛助会員
茨城県教育会顧問
茨城県教育会

備　考
水戸市立第二中学校長
水戸市立三の丸小学校長
水戸市立常磐小学校長
水戸市立第一中学校長

No.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

出席者名　
小室　富保
高橋　　淳
吉川　　緑
西谷　光江
本郷　　学
長峰　正道
堀米　智美
飯嶋　雄一
藤岡　茂雄
吉田亜里子
黒沢　一男

職　名
校　長
校　長
園　長
教　諭
教　諭
教　諭
ＰＴＡ会長
ＰＴＡ会長
ＰＴＡ会長
地域教育実践活動家
地域教育実践活動家

所　　　属
神栖市立深芝小学校
鉾田市立旭中学校
鹿嶋市立第三幼稚園
行方市立玉造幼稚園
鹿嶋市立大同東小学校
神栖市立神栖第一中学校
鉾田市立鉾田幼稚園
潮来市立延方小学校
鹿嶋市立平井中学校

備　考

教育会事務局 春田　義邦 、小網　昇
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（2）郡市地区教育会代表者研究協議会の開催

①全体協議会
・期　　日　　平成20年10月30日（木）
・会　　場　　水戸生涯学習センター分館 大会議室
・協議内容　　平成20年度6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
（行方地区教育会）

6茨城県教育会の事業並びに運営についての意見・要望・提言
6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　宮本　義巳 先生
演題 ｢本県教育の現状と課題｣                                 

② 地区別協議会（水戸地区教育会）
・期　　日　　平成20年８月11日（月） 午前10時～12時
・会　　場　　ホテルレイクビュー水戸
・参 加 者　　各郡市教育会会長・副会長及び本会理事・賛助会員代表者
・協議内容　　平成20年度6茨城県教育会の事業計画及び進捗状況について（報告）

6茨城県教育会の組織の現状と課題について
6茨城県教育会への意見・要望・提言
郡市教育会の特色ある活動と運営について

（3）第２次地域教育振興集会支援事業の推進
・平成20年度は、下記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
振興集会が開催された。

【行方地区教育会】『行方地区教育振興集会』
期　日　平成20年７月23日（水）
会　場　行方市文化会館
内　容　講　演 「子どもの危機 教育の未来」～学校・家庭・地域社会

の在るべき役割～
講　師　尾 木　直 樹（教育評論家・法政大学教授）

参加者　市内教職員及びＰＴＡ､教育行政関係者　約500名

【ひたちなか市教育会】「ひたちなか市教育振興大会」
期　日　平成21年２月20日（金）
会　場　ひたちなか市文化会館　　　　　　　　　　　
内　容　講　演 「夢の探し方」

講　師　江 川　紹 子（評論家）
参加者　市内教職員・ＰＴＡ会員・市民　　　　約1500名
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（4）各種事業への後援・助成
・水戸市教育会等への補助

（5）サークル紹介（｢茨城教育｣による）
・青少年のための能・狂言普及研究会～狂言を学び成長を願う　　 （826号）
・龍ヶ崎市立松葉小おはなし会～絵本や素話の世界を通して心豊かな子どもたちを育てる～（827号）
・日立市職業探検少年団～元気に楽しく､仲間たちと色々な職業を探検しています～（828号）
・玉造生活大学～｢もったいない｣から､みんなで､知恵を絞り､リサイクルしよう｡ （829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
◎ひたちなか市教育会長　樫村　利秋氏　外18名

・教育功績者表彰規程による功績者としての表彰者
◎団体・「よみきかせボランティアＧＯＯ」 代表　小櫃純子氏 （水戸市）
◎団体・おはなし会「はみんぐばあど」 代表　小池牧子氏 （常陸太田市）
◎団体・瓜連おはなしの会「ルピナス」 代表　外山ヒサ氏 （那珂市）
◎個人・柳生　修氏「ひたちなか市少年少女発明クラブ」 （ひたちなか市）
◎個人・宮本忠雄氏「三世代交流を通しての地域青少年の健全育成」（東海村）

５　各種会議の開催

（1）賛助会員地区代表者会
・期　日　平成20年10月10日（金）
・会　場　茨城県水戸生涯学習センター　分館
・出席者 【水戸】寺門　征也　中井川正次【県北】西野　孝一
（敬称略）【鹿行】下河邊康志　下河　哲雄【県南】岡　　賢市　大鳥居良行　　

【県西】木村　　裕　　　　　　【高校】池田都實康
【顧問】内山　源　　冨永　直　　鯨岡　健　　清水　千壽

・内　容　・報告　平成20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・提言
組織の拡充・充実のための諸対策
機関誌「茨城教育」執筆者及び教育功績者推薦依頼
「学校力」向上プロジェクト支援事業について
その他

※本第２次地域教育振興集会支援事業は５年の事業期間を終了しました。
平成２１年度より、後継事業として第３次地域教育振興集会支援事業をス
タートさせることになりました。事業名は下記の通りです。

第３次地域教育振興集会支援事業 －『学校力』向上プロジェクト支援事業－

なお、事業の詳細については、第３次地域教育振興集会支援事業設置要
項をご覧いただきます。




