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第１号議案 平成22年度事業報告並びに収支決算報告, 監査報告に
関する件（案）

平成22年度事業実施報告書
（平成22年４月１日～平成23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833号（６月20日発行、6600部）
◎特集主題 「『学校力』を高める試みとその支援のあり方」

――家庭・地域との協働による学校づくりをどう進めるか――
・私の好きなことば
「為せば成る 為さねば成らぬ 何ごとも     日本藝術院会員

成らぬは人の 為さぬなりけり」 彫 刻 家 能島 征二
・巻頭言
「家庭・地域との協働による

学校づくりへの試み」 6茨城県教育会会長 小貫 紀久
・論 説
「『学校力』を高める試みとその支援のあり方」 茨城大学教授 木村 勝彦

――家庭・学校・地域の協働による学校づくりをどう進めるか――
・研究実践レポート
「望ましい生活習慣を基盤として、生き生きと活動できる子どもの育成」

――歯･口の健康つくりから､からだの健康つくり､こころの健康つくりへ――
筑西市立竹島小学校教諭 川松 朋子

「地域の教育資源を生かした学校づくりの推進」
――総合的な学習の時間における地域との連携を通して――

つくば市立吾妻中学校教諭 菊地 智之
「家庭や地域との結びつきを深めながら目指す活力ある学校づくり」

――家庭･地域参加型の学校づくりの取り組みを通して――
潮来市立日の出小学校教諭 諸星 通哉

・教育談話室から 〈子どもの声〉
「中三Ａ子との七ケ月―保健室登校の一事例から」 中学校養護教諭
「Ｂ子の歩みによりそって―安心して生活できる学校をめざし」 小学校教諭
「不登校の未然防止と再登校支援―特別支援教育の視点を取り入れて―」 中学校教諭
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・ひろば
「『常世の国』で今、思うこと」

行方市食生活改善推進員連絡協議会会長 真家 栄子
「学校支援活動を通しての地域力の活用」

かすみがうら市学校支援地域本部事業地域コーディネーター 桑原 博子
「私と幼稚園教育」 鹿嶋市立第五幼稚園園長 津島  隆
・随 想
「人が人を育てる『教育は人なり』」 つくば市立高崎幼稚園長 石山由美子
「教育現場とファシリテーション」 笠間市立友部小学校ＰＴＡ会長 廣水 乃生
「先輩教師からの教え」 常陸太田市立誉田小学校長 窪木 雅啓
「はじめの一歩」 潮来市立津知小学校教諭 高野 幸子
「褒めて育てる」 牛久市立ひたち野うしく小学校長 栗山 明彦
「絆」 主婦 細島田鶴子
「茨高文連に関わって」 茨城県立那珂高等学校長 平野  厚
・フレッシュ先生 ―夢を語る―
「これまでとこれからの教師としての自分」 常陸大宮市立世喜小学校教諭 田口  司
「子どもたちの未来のために」 常陸太田市立太田小学校教諭 石川 友康
「笑顔」 行方市立北浦中学校教諭 山本 雅紀
「養護教諭一年目に思うこと」 土浦市立土浦小学校養護教諭 岩瀬のり子
・後輩に託す応援歌
「愚直に一所懸命たれ」 水戸市・賛助会員 寺門 正人
「二つの原点（提言）」 日立市・賛助会員 佐藤 哲夫
「自分色を磨き高めよ」 鉾田市・賛助会員 井川  光
「思いを聴き、思いを伝える」 土浦市・賛助会員 鈴木 浩之
「こだわりと継続、そして、感謝の心を」 常総市・賛助会員 関  敏夫
「特別支援学校に思いを馳せながら―雑感」 桜川市・賛助会員 平井 一郎
・わがＰＴＡ活動紹介
「三の丸子ども祭り」 水戸市立三の丸小学校ＰＴＡ 
「ＰＴＡ活動の充実を目指して」 行方市立玉造小中学校ＰＴＡ
・サークル紹介
「常陸太田市理科サークル」 平成21年度幹事長 市毛  栄 
・文化施設めぐり
「水戸市内原郷土史義勇軍資料館」

水戸市内原町1497－16 電話 029－257－5505

・俗談平語「百人一首」 特別編集委員・茨城県教育会顧問 清水 千壽
・茨城県教育会だより
「平成22年度の主事業及び開催予定」「教育功績者表彰」等関係記事

②第834号（10月20日発行、6600部）
◎特集主題 「『学校力』を高める試みとその支援のあり方」

――家庭・地域との協働による学校づくりをどう進めるか――
・私の好きなことば



－ －5

「行末
ゆくすえ

毛
も

富美奈
ふ み な

太賀幣曾
た が へ そ

蜻島
あきつしま

大和
やま と

乃
の

道
みち

存
ぞ

要
かなめ

那里家流
な り け る

」
茨城県市町村教育長協議会長 鯨岡  武

・巻頭言
「義務教育における不易・流行の再考を」 本会副会長 根本 福雄
・提 言
「学校力を高める、家庭・連携との連携の方策」 本会理事 金田美佐雄
「今こそＰＴＡ」 本会理事 堤 千賀子
・研究実践レポート
「一人一人が体力の向上を目指し､心身ともに健康でたくましく生きる生徒の育成」

――学校全体で取り組む体育的活動の実践を通して――
那珂市立第一中学校教諭 藤咲  匠

「地域の特性を生かした『いきいき萩っ子』の育成」
――総合的な学習の時間における地域と学校の連携から――

高萩市立松岡小学校教諭 渡辺 紀子
「光あふれて」 茨城県立太田第一高等学校教諭 塚田  歩
・教育談話室から 〈子どもの声〉
「みんなで守り育てる―幼児教育から学んだこと」 小学校養護教諭
「子どもから学ぶこと」 小学校教諭
「校内支援体制の活用―Ａ男との関わりを通して」 中学校教諭
・ひろば
「更生保護活動から見えること」 北地区保護司会長 斎藤 暁夫
「子どもたちを､人間大好きな人にするために」

古河市ＰＴＡ連絡協議会長 樫村 信一
「生徒の自立を応援して」 茨城県立日立北高等学校校長 柴原 宏一
・随 想
「事象の地平面」 茨城大学教育学部附属幼稚園教育振興会長 白井 充弘
「ともに育ちあうＰＴＡ活動を求めて」

茨城大学教育学部附属中学校元ＰＴＡ会長 谷川 好一
「研修に終わりなし」 高萩市立秋山中学教諭 宇佐美泰彦
「三つの宝物」 鹿嶋市立豊郷小学校長 濱村 幹雄
「還暦に想うこと―支えられて」 龍ヶ崎市立馴馬台小学校長 矢野努志雄
「教員としてのやりがい」 桜川市立岩瀬東中学校教諭 海老澤繁元
「雑感」 茨城県立明野高等学校長 原  篤範
・フレッシュ先生 ―夢を語る―
「子どもの心に寄り添える教師を目指して」 水戸市立飯富幼稚園教諭 松田 麻希
「教員生活のスタートを切って」 高萩市立高萩小学校教諭 佐藤真由美
「スタート」 鉾田市立鉾田南中学校教諭 大村 奈実
「教師としてのスタート」 境町立長田小学校教諭 秋田 宣子
・後輩に託す応援歌
「教師のよろこび」 笠間市・賛助会員 根本眞智子
「遊具の撤去に憂える」 常陸太田市・賛助会員 大内  勤
「教師も『生きる力』を」 行方市・賛助会員 平山 一巳
「生徒指導相談員としての記憶から」 土浦市・賛助会員 武井  紀
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「周りの人とのかかわり､そして自分を大切に」 筑西市・賛助会員 為我井 徹
「倫理観の育成」 八千代町・賛助会員 高橋  昇
・わがＰＴＡ活動紹介
「『けやき』に見守られて」 高萩市立高萩小学校ＰＴＡ
「『おやじや屋』奮闘記」 結城西小学校父母と先生の会
・サークル紹介
「東海村高校生会」 会長 清水 ナナ

連絡先：東海村青少年センター 電話 029－282－7049

○【特集】第62回日本連合教育会研究大会 愛媛大会
・テーマ「変化する社会を心豊かで健やかに生きる日本人の育成」
・記念講演 演題「日本の近代化と正岡子規」

講師 愛媛県総合科学博物館名誉館長 有馬 朗人
・本県提案 第２分科会「生徒の学習意欲を喚起し、文脈に即した漢字を確実に

身に付けさせる指導の在り方」
高萩市立君田中学校 教諭 遠藤 直美

第７分科会「一人一人の教育的ニーズに応え、『生きる力』をはぐく
む特別支援教育の推進」
――居場所があり､自分の良さを発揮できる学校づくりをめざして――

日立市立大久保小学校 教諭 鈴木 君枝
・本県参加 茨城県団団長 根本 福雄 以下73名、事務局６名、計79名
・文化施設めぐり
「小さな鳥の資料館」（守谷市本町４５３３－４） 電話 0297-48-7229

・俗談平語
「常用漢字をめぐって」 特別編集委員・茨城県教育会顧問 清水 千壽
・茨城県教育会だより

③第835号（２月20日発行、6600部）
◎特集主題「『学校力』を高める試みとその支援のあり方」

――学校・地域との協働による学校づくりをどう進めるか――
・好きな言葉
「 T e a c h e r 茨城県教育委員会委員長 大久保博之
T o be a teacher amend the past
enhance the present and touch the future」

・巻頭言
「ミドルリーダーの役割」 茨城県教育会副会長 市村  博
・提 言
「『開かれた学校図書館』づくりを」 茨城県教育会理事 和泉田 寛
「社会人基礎力を育む」 茨城県教育会理事 大月 光司
・教育座談会【水戸地区】
○テーマ 「『学校力』を高める試みとその支援のあり方」

――家庭・地域との協働による学校づくりをどう進めるか――
○期 日 平成22年11月16日（火） 午前10時から12時まで
○会 場 茨城県水戸生涯学習センター・分館
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○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 
７名

・研究実践レポート
「思いやりの心を育てるための環境構成と支援のあり方」

――身近な人たち･自然とのかかわりを通して――
土浦市立新治幼稚園 教頭 宮本みち子

「児童の言語力を高めるための指導法の研究」
――根拠のある自分の考えをもち筋道立てて表現する活動を衷心として――

稲敷市立君賀小学校 教諭 山口 和弥
「様々な活動で自己を表現し､互いを高め合うことのできる生徒の育成」

――基礎的･基本的な知識･技能を活用した言語活動の在り方――
八千代町立東中学校 教諭 高橋 一広

・教育談話室から【子どもの声】
「心の居場所を求めて――思春期を生きる子どもたちとともに」 中学校養護教諭
「子どもを養護するということ――Ｍ子との関わりのなかで」 中学校養護教諭
「Ｃ子との三百日と卒業式」 小学校校長
・ひろば
「『菊づくり学習』の支援活動について」

ひたちなか市菊づくり愛好会連合会 名古屋住夫
「子どもを囲むまなざし」 神栖市立太田小学校 校長 西村  力
「『小さな鳥の資料館』を活用した環境教育」

守谷市 ｢小さな鳥の資料館｣ 館長 池田  昇
・随 想
「自然に学ぶ」 常陸太田市立久米幼稚園 園長 金澤 真理
「触れ合いの中で育つ思いやり」 城里町立七会中学校 教頭 磯  博美
「私の宝物」 北茨城市立中郷第一小学校 校長 沼田 昇平
「私の朝と家庭菜園」 鉾田市立旭東小学校 校長 遠峰  功
「感動、そして、成長」 美浦村立大谷小学校 教諭 檜山喜美江
「心に残る出会いと感動」 常総市立岡田小学校 校長 筧  伸之
「期待感」 茨城県立高萩高等学校 教諭 秋山 久行 
・フレッシュ先生 ―夢を語る―
「全力投球」 東海村立東海中学校 教諭 瀧本 穰治
「念願叶った今、改めて思うこと」 石岡市立石岡中学校 教諭 桶舎 孝弘
「教員二年目に思うこと」 古河市立古河第一小学校 教諭 大部香菜子
「教員一年目を振り返って」 茨城県立高萩高等学校 教諭 佐藤 千穂
・後輩に託す応援歌
「指導の根底には」 水戸市・賛助会員 鈴木 芳夫
「迷いながら」 常陸太田市・賛助会員 青木 義夫
「授業を参観して」 神栖市・賛助会員 土岐 利勝
「人を動かす（心に火を点ける）」 石岡市・賛助会員 小松崎 忠
「悔い無き日々を」 常総市・賛助会員 霜田 定二
「応援団を増やす」 水戸市（高校）・賛助会員 五味田 優
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・わがＰＴＡ活動紹介
「ＰＴＡ二十年の歩み」 水戸市立千波中学校ＰＴＡ
「あじさいと五十周年」 龍ヶ崎市立愛宕中学校ＰＴＡ
・サークル紹介
「よみがれ鉾田川 子どもたちと楽しく取り組む環境学習から」

〒311-1521 鉾田市飯名474－22 「西台虹の友」 代表 市村はつえ
・文化施設めぐり
「北茨城市歴史民俗資料館・野口雨情記念館」

〒319-1558 北茨城市中郷町石岡823

・声の欄  茨城教育を読んで
「第834号を読んで」 小美玉市立羽鳥小学校 教頭 磯野 宏人
「 同 」 北茨城市華川中学校 教諭 熊田  豊
「 同 」 五霞町立五霞西小学校 校長 野村  剛
・俗談平語
「木鶏」 特別編集委員・茨城県教育会顧問 清水 千壽
・教育会だより 茨城県教育会事務局

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）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11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22年11月１日（月）10：00～14：50
・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 ＮＰＯ法人ひと・まちねっとわーく
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・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65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

○大会宣言採択
○私の提言
○記念講演 演 題 「魂を揺さぶる生涯忘れられない90分」

講 師 木下 晴弘先生 ㈱アビリティトレーニング
○閉会行事

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【水戸地区】

○開催期日 平成22年11月16日（火） 茨城県水戸生涯学習センター 分館
○テ ー マ 「『学校力』を高める試みとその支援のあり方」

――家庭・地域との協働による学校づくりをどう進めるか――
○出 席 者
（敬称略）

○事後措置 機関誌「茨城教育」第835号（平成23年２月20日発行）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実行委員会
①目  的 平成23年度に水戸市を会場に開催する標記研究大会の具体的な内容

について大会準備委員会（平成20年度）、企画委員会（平成21年度）の
各委員会の検討結果を受けて、大会開催を見通し主に運営面に関わる
具体的な計画の立案・検討を行うと共に本大会開催の趣旨及び内容等
についての広報を通して、各構成教育会並びに団体への理解の浸透を
図ることを主たる目的として本委員会を設置する。

②検討内容 本委員会における主たる検討内容については、下記の通りとする。
・大会までのスケジュール作成について

No.
1

2

3

4

5

6

7

8

出席者名 
木 村 ひとみ
渡 部 仁 美
内 田  裕
鈴 木 和 正
鹿 島  優
仲 田 要 一
田 村 浩 寿
関 根 正 治

職 名
教 諭
ＰＴＡ会長
校 長
ＰＴＡ会長
教 頭
ＰＴＡ会長
地域活動家
地域活動家

所   属
ひたちなか市立東石川幼稚園
ひたちなか市立佐野幼稚園
小美玉市立野田小学校
水戸市立浜田小学校
常陸大宮市立大宮中学校
笠間市立東中学校
水戸市立浜田小学校
大洗町立南中学校

備 考

欠 席

浜田小学校学校運営委員会
南中学校運営協議会会長■

【オブザーバー出席】茨城県教育会理事 根本福雄（水戸市立浜田小学校長）
事務局 会長 小貫紀久､事務局長春田義邦、担当 米山 一・辻本 賢
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・全体会の企画運営について
・研究推進と分科会の企画運営について 
・大会要項及び大会集録の編集・発行に係る企画運営について
・大会広報と参加者募集のあり方について
・その他

③委員会の構成の考え方
○委員会の構成
・ 大会準備委員会（平成20年度）、企画委員会委員（平成21年度）は、原
則として実行委員会委員に移行する。
・ 構成教育会及び団体の代表を選出する。
○委員の任期

本実行委員会委員の任期は大会終了までとする。
○委員の委嘱

本委員会委員は茨城県教育会が構成教育会及び団体に推薦を依頼し、
6茨城県教育会が委嘱するものとする。

④実行委員会名簿

⑤委員会の開催
・平成22年６月11日（金） 午後２時～４時
・平成22年７月６日（火） 午後２時～４時
・平成22年８月４日（水） 午後２時～４時
・平成22年10月28日（木） 午後１時～３時
・平成22年11月25日（木） 午後１時30分～３時
・平成22年12月16日（木） 午後１時30分～３時
・平成23年１月18日（火） 午後１時30分～３時
・平成23年２月９日（水） 午前10時～12時

教育会事務局 春田義邦、勝村操、■堀正伸、米山一、辻本賢、茅根満智子

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

清水 千壽
中井川正次
佐藤 和夫
都筑  積
本田 和夫
鯉渕  茂
長澤  勤
砂川 洋一
大嶺 和彦
高岡 秀夫
根本 福雄
秋山 清秀
生天目 茂
阿久津敏樹
寺門 秀雄
後藤 辰夫
古平  均
岡野美智子
本田 敏尋

所属教育会等
準備委員会
同
同
同
同

企画委員
同

県学校長会
教育会
国公立幼稚園長会
水戸市
ひたちなか市
常陸大宮市
那珂市
東茨城郡
日立市
常陸太田市
北茨城市
鹿嶋市

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3

井川巳智男
滝 恵美子
簗  幸子
櫻井 二郎
大藤 克義
根本 光子
江田 昭彦
舘野 仁一
小倉 秀俊
中島 正
渡邊  浩
飯村久美子
寺門  南
今泉  寛
和田  幸
額賀 元康
八木原茂雄
小網  昇

所属教育会等
鉾田市
行方市
土浦市
石岡市
取手市
つくば市
稲敷市
古河市
下妻市
常総市
筑西市
茨城大学教育学部附属学校
全国幼稚教育研究会
指導主事会
茨城県教育会賛助会

同
同
同

小沼 英博

西野 則史
岩間 幸一
細谷  茂

黒須  満

飯島 英一
生天目公司

飯島 賢一
坂本 勝巳

佐野 功一
秋葉 道夫

氏   名 氏   名



※上記８回を原則とするが、実行委員会４部会（総務・全体会運
営・研究推進・編集）の進捗状況により開催は柔軟に対応する。

⑥ 検討の結果    茨城大会の具体像の概要
○大 会 名 第63回日本連合教育会研究大会茨城大会
○大会主題 国際社会に生きる心豊かで創造的な日本人の育成

――学ぶ意欲に富み、思考力・判断力・表現力を備えた子どもの育成――
○主  催 日本連合教育会・社団法人茨城県教育会
○後  援 文部科学省・茨城県・茨城県教育委員会・水戸市・つくば市・水戸市

教育委員会・つくば市教育委員会・茨城県市町村教育委員会連合会・
茨城県市町村教育長協議会・茨城県教育研究連盟・茨城県学校長会・
茨城県高等学校長協会・茨城県教育研究会・茨城県高等学校教育研究
会・茨城県国公立幼稚園長会・茨城県国公立幼稚園研究会・茨城県幼
稚園連合会・社団法人全国幼児教育研究会茨城支部・茨城県ＰＴＡ連
絡協議会・茨城県高等学校ＰＴＡ連合会・茨城県公立幼稚園ＰＴＡ連
絡協議会・茨城県退職校長会・茨城県退職高等学校長会・みんな
で教育を考える「いばらき教育の日」推進協議会・水戸コンベンショ
ンビューロー・6つくば観光コンベンションビューロー

○期  日 平成23年８月18日（木） 理事会・青年教師の集い・レセプション等
８月19日（金） 全体会・記念講演・分科会 等

○会  場 ・つくば国際会議場（エポカルつくば）
第１日 理事会・レセプション・青年教師の会
第２日 開会行事・記念講演・10分科会

○大会内容 ・全 体 会 日本連合教育会会務報告、主題設定の理由・大会宣言採択
・記念講演 演 題 「日本の宇宙開発」

講 師 ＪＡＸＡ筑波宇宙センター所長 川田 恭裕氏
・設定分科会

分科会名

①教育課程

②学習指導

③道徳教育

④生徒指導

⑤キャリア教育

⑥環境教育

⑦人権教育

⑧幼児教育

⑨特別支援教育

⑩ 域

本県提案者

瀬戸井 充
古河市立古河第二中学校教諭

小島恵美子
つくば市立吾妻小学校教諭

川野邊 和
日立市立諏訪小学校教諭

岩間 英人
高萩市立高萩中学校教諭

関根 康裕
鉾田市立舟木小学校教頭

川中 俊治
土浦市立新治中学校教諭

石川 英樹
行方市立麻生小学校教諭

小室 基行
水戸市立内原中学校教諭

荘司 光枝
水戸市立稲荷第一幼稚園教頭

金子 知之
古河市立諸川小学校教諭

糸川 義明

助言者

田邉 一男
義務教育課指導担当課長補佐

藤井 千春
早稲田大学教育学部教授

石川  潤
茨城キリスト教大学准教授

住谷 正己
水戸市立飯富小学校校長

園山 和彦
県教育研修センター指導主事

毛利  靖
つくば市教育委員会指導主事

生越  達
茨城大学教育学部教授

山路 純子
前常磐短期大学幼児教育保育学科

新井 英靖
茨城大学教育学部准教授

大木

運営責任者

永盛 清二
古河市立上辺見小学校校長

飯島 賢一
つくば市立島名小学校校長

後藤 辰夫
日立市立大みか小学校校長

岡野美智子
北茨城市立大津小学校校長

岩田 幸夫
土浦市立乙戸小学校校長

滝 惠美子
行方市立大和第一小学校校長

高丸 知道
水戸市立千羽中学校校長

寺門  南
茨城大学教育学部附属幼稚園副園長

佐野 功一
下妻市立大宝小学校校長

黒須
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○参加予定人数（県外）

○参加予定人数（県内）

（2）郡市地区教育会代表者研究協議会の開催

①地区別協議会（県北地区教育会）
・期  日  平成22年８月11日（水） 午前10時～12時まで
・会  場  ＮＰＯ法人 インパクト 茨城県県北生涯学習センター
・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21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

②全体協議会
・期  日  平成22年10月28日（木） 午後10時～12時
・会  場  水戸生涯学習センター分館 大会議室
・協議内容  平成21年度6茨城県教育会実施事業の進捗状況報告

※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」について

市町村
要請数
市町村
要請数
市町村
要請数
市町村
要請数
市町村
要請数
市町村
要請数

水戸
８０
東海
１１
鉾田
１５
牛久
９
利根
２
桜川
１２

笠間
２７
大子
１５
神栖
２６
つくば
３２
古河
１６
八千代
４

ひたちなか
４０
日立
２３
行方
２２
守谷
７
結城
６
猿島郡
５

常陸大宮
２８
常陸太田
１５
土浦
１６
稲敷
２５
下妻
１１

那珂
２４
高萩
６
石岡
１４
かすみがうら
９
常総
１６

小美玉
２１
北茨城
１２
龍ヶ崎
１０
つくばみらい
８
筑西
１９

東茨城
４１
鹿嶋
１１
取手
１４
稲敷郡
１２
坂東
１２
合 計
６７５

教育会名
予定人数
教育会名
予定人数
教育会名
予定人数

東京
２１
堺
２０
埼玉
１２

信濃
８０
桐生
１０

栃木
５０
呉
１０

富山
２４
長崎
３０

滋賀
未定
香川
２０

山口
２０
愛媛
４０

徳島
３０
春日井
６

⑧幼児教育

⑨特別支援教育

⑩家庭･地域･
学校の連携
（パネルディス
カッション）

荘司 光枝
水戸市立稲荷第一幼稚園教頭

金子 知之
古河市立諸川小学校教諭

糸川 義明
鹿嶋市立鉢形小学校教諭
矢口みどり

茨城県PTA連絡協議会副会長
鷲田 美加
ＮＰＯ活動法人ままｰん代表

山路 純子
前常磐短期大学幼児教育保育学科

新井 英靖
茨城大学教育学部准教授

大木 勝司
前水戸市立浜田小学校校長

寺門  南
茨城大学教育学部附属幼稚園副園長

佐野 功一
下妻市立大宝小学校校長

糟谷 正也
鹿嶋市立中野東小学校校長
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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 小林  仁 先生
演題 ｢本県教育の現状と課題｣                                 

（3）第３次地域教育振興集会支援事業の推進
第２次地域教育振興集会支援事業は、平成16年度から20年度の５年を期限とし、

日立市・水戸市・常陸大宮市・稲敷市・鹿島地区・筑西市・古河市・常陸太田
市・行方地区・ひたちなか市の10市地区教育会と共催による教育講演会等を実施
し所期の成果を上げることができた。平成21年度から後継事業として下記の事業
をスタートさせ、22年度はその第２年次である。
〇 「『学校力』向上プロジェクト支援事業」（第２年次）
○事業の趣旨

本事業は、各園・学校・ＰＴＡ・ＮＰＯ・ボランテイア団体等が、学校支援
に係る当面する課題の解決に資する研修等を企画する際に、講師招聘費等その
経費の一部を補助し、研修活動の活性化に寄与することを目的とする。

○事業の概要
・事業予算 総事業費を５年間で3,000,000円とし、単年度600,000円とする。
・事業対象 国公私立幼稚園・小学校・中学校・高等学校、同ＰＴＡ，園・学

校の教育活動を支援する教育関係機関・団体（ボランティア・
ＮＰＯなど）等が主催する研修事業とし、単年度120件を対象と
する。但し、１団体・年間１回を補助対象とする。

・事業内容 主として研修会に招聘する講師謝金として、１団体5,000円を上
限として補助する。

・そ の 他 依頼する研修講師については、被補助金交付機関・団体等が依頼
することとし、その場合には、次の２つのケースになる。
※１ 補助金交付を希望する機関・団体が、当該課題の解決に
適合する講師を依頼する。
※２ 茨城県教育会「賛助会員人材バンク」に登録されている
先輩を依頼する。

○平成22年度事業実績（平成23年３月31日現在）
・補助金交付総数 83機関・団体
・補助金交付内訳

・補助金交付申請事業内容（一部抜粋）
〔三世代交流事業  〕〔画家樫村白圭を語る 〕〔笠間市音楽の集い〕
〔道徳教育研修会  〕〔生小家族ふれあいデー〕〔天体観測研修会 〕
〔音楽技術教室   〕〔メディア教育講座  〕〔性教育講演会  〕
〔ＰＴＡ教育講演会 〕〔薬物乱用防止講習会 〕〔サッカー教室  ］
〔心と心をつなぐ修会〕〔子育て家庭教育講演会〕〔学力向上研修会 〕
〔歌唱指導実技研修会〕〔伝承遊びに親しもう 〕〔食育講演会   〕

交付先

件 数

幼稚園

２

小学校

６３

中学校

９

ＰＴＡ

８

その他

１



－ －14

〔伝統文化を学ぶ会 〕〔読み聞かせ研修会  〕〔夏の星座観察会 〕
〔着衣水泳講習会  〕〔保護者との信頼関係づくり講習会〕〔その他     〕

○平成22年度の反省と次年度の課題
・ 初年度の実績をもとに、事業の趣旨及び内容等の啓発について、本会Ｈ
Ｐ・機関誌「茨城教育」等を活用し積極的なＰＲ活動をし、関係機関・団
体の理解を深めることに努力した。しかし、現時点において所期の目的を
達成したとは評価できない。
・ 本会「賛助会員人材バンク」の積極的活用への啓発活動に努める。
・ 申請１件当たり5,000円の補助金額の妥当性については、関係者の意見を
聴取するなどの方策で増額の検討をする必要がある。

（4）各種事業への助成
・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）
・「常陸太田市理科グループ」 （833号）
・「東海村高校生会」 （834号）
・「西台虹の友」 （835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
◎那珂市教育会長 鈴木 重光氏 外19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・「西台虹の友」 代表 市村はつえ （鉾田市）
◎団体・「ささら舞保存会」 代表 宮本 一男 （神栖市）
◎団体・「牛堀親爺の会」 代表 山本 喜吉 （潮来市）
◎団体・「いたこおはなしの会」 代表 風間奈保美 （潮来市）
◎個人・「環境教育の推進」 額賀 義三 （鉾田市）
◎個人・「青少年の健全育成」 箕輪 礼子 （鹿嶋市）
◎個人・「羽生囃子の指導」 山中日出夫 （行方市）

５ 各種会議の開催

（1）賛助会員地区代表者会
○期 日 平成22年10月８日（金） 午前10時から12時まで
○会 場 茨城県水戸生涯学習センター 分館
○出席者 【水戸】中井川正次      【県北】柴田  彪 白石 克彦
（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】 田村  進【高校】
【顧問】 内山 源  鯨岡 健  清水 千壽  大野 文雄

○内 容 ○ 報告 ･ 平成22年度の事業概要及び進捗状況について
･ 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似ついて
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･ 機関誌「茨城教育」執筆者及び教育功績者推薦について
･「『学校力』向上プロジェクト支援事業」について
･ 第63回日本連合教育会研究大会茨城大会について
･ 公益社団法人の認可取得について
･ その他

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郡市地区教育会代表者研究協議会、同地区別研究協議会（県北地区）、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県ＰＴＡ連絡協議会との連携強化の促進

（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（副会長兼常務理事＝会長）
②第62回日本連合教育会研究大会愛媛大会への参加
○期 日 平成22年８月18日（水）・19日（木）・20日（金）
○会 場 松山全日空ホテル・ひめぎんホール・その他
○大会主題 ｢変化する社会を心豊かで健やかに生きる日本人の育成」
○日程
・19日 理事会、青年教師の会、レセプション、懇親会
・20日 開会式、全体会、シンポジウム、分科会
・20日 記念講演、閉会式
・教科・領域等の10分科会で研究協議
【本県提案】
第２分科会「習得・活用・探求を柱とする確かな学力の定着を図る学習指

導の改善」
高萩市立君田中学校 教諭 遠藤 直美

第７分科会「一人一人のニーズに応え、『生きる力』をはぐくむ特別支援教
育の推進」

日立市立大久保小学校 教諭 鈴木 君枝
・記念講演 演題 「日本の近代化と正岡子規」

講師 愛媛県総合科学博物館 名誉館長 有馬 朗人 先生
・本県参加 79名（事務局６名を含む）

③文部科学省要望書提出（政策関係）
・期 日 平成22年11月11日（木） 午後１時から１時15分まで
・場 所 衆議院 院内15控室
・対応者 衆議院文教副委員長 川越 孝洋 議員              
・同行者 会長 亀井 浩明 副会長 小貫 紀久 副会長 豊田 敏盟 

幹事 塚越紀久男 幹事 大渕 嘉彦
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(3) 茨城県教育研究連盟関係
・本会会長は、本連盟の副会長に就任
・評議員会・幹事会に出席、企画・運営に参画
・第55回茨城県教育研究連盟研究集会
［日 時］ 平成22年（2010年）10月10日（日）
［会 場］ 茨城大学水戸キャンパス
［日 程］ ９：00～９：30 受付

９：30～10：00 開会・全体会
10：10～12：10 分科会
12：10～13：00 昼食・休憩
13：00～16：00 分科会
16：30 閉会

［分科会の構成］ 23分科会
［提案レポート数］ 270

(4) 委託業務の執行
・｢2010年度版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」「ＡＢＣ英語練習帳」の編集・販売斡旋




