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第１号議案 平成24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24年度事業実施報告書
（平成24年４月１日～平成25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839号（６月20日発行，6500部）
◎特集主題 「改めて『生きる力の育成』を問う」

――学校・家庭・社会の協働による人づくり――
・私の好きなことば
「神は細部に宿る」 常陽銀行頭取 寺門 一義
・巻頭言
「大震災を乗り越えて」 6茨城県教育会会長 春田 義邦
・論 説
「ふたたび『生きる力』を考える」

茨城大学教育学部学校教育教室教授 村野井 均
・研究実践レポート
「よりよい生活に向けた知識及び技術の定着を図る学習指導の工夫」

――「日常食の献立と調理」の指導を通して――
水戸市立第二中学校教諭 庄司真樹子

「児童一人一人が自分の考えを持ち，豊かに表現する算数科の授業の工夫」
鹿嶋市立豊津小学校校長 幡谷  栄

「人，もの，自然を大切にし，夢をはぐくむ金銭教育」
――考える習慣を育て，自立できる基礎を養う取り組みを通して――

古河市立諸川小学校教諭 木村 成雄
・教育談話室から『子どもの声』
「保健室を訪れた子どもたちへの支援」 中学校養護教諭
「輝く瞳に惹かれて」―Ｔ男とのかかわりを通して― 小学校教諭
「子どもたちの何げない声を 聴・い・て」 中学校養護教諭
・ひろば
「ごっこ遊びの世界」

茨城女子短期大学保育科教授 神永 直美
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「シュタイナーの教育技術」 北茨城市青少年相談員 鈴木  胖
―ちいさな小学校のちいさな入学式で思ったこと―
環境教育｢涸沼プロジェクト」 鉾田市立旭北小学校教諭 錦織 一宏
―未来をつくる北小の子―

・随 想
「子どもの未来に託すもの」 城里町立七会小学校校長 川又  暘
「華小コンサート」―がんばろう華川！あふれる自然・心豊かな町―

北茨城市立華川小学校教諭 小泉 一彦
「言葉の力を大切に」 鹿嶋市立三笠小学校教諭 高柳 和枝
「能｣との出会い かすみがうら市立上佐谷小学校校長山崎 淳一
「｢私の中の三丁目の夕日」 猿島郡境町立長田小学校校長 倉持 英夫
「歴史と伝統の重み」 茨城県立太田第一高等学校校長 内田 正人
・フレッシュ先生 ―夢を語る―
「夢を求めて」 東海村立中丸小学校教諭 秋元 良一
「精励金恪勤」 北茨城市立関本中学校教諭 柳下 卓也
「支えられて」 牛久市立下根中学校教諭 中島 香奈
「講師の誇り」 筑西市立明野中学校教諭 舘崎 智義
・後輩に託す応援歌
「子どもは善くなろうとしている」 水戸市・賛助会員 軍司 幹光
「資質能力の向上を目指して」 常陸太田市・賛助会員 片野稜威雄
「心の扉」 鉾田市・賛助会員 田口 定一
「管理者と学校に求められるもの」 土浦市・賛助会員 都賀 和男
「夢をこどもたちに」 坂東市・賛助会員 野本  猛
「｢今 思うこと」 小美玉市・賛助会員 三輪 義治
・わがＰＴＡ活動紹介
「おやじの会『子どもたちとの思い出づくり』」常陸太田市立金砂郷小学校ＰＴＡ 
「木造二階建新校舎の完成に向けて」 守谷市立守谷小学校ＰＴＡ
・サークル紹介
「自然とともに 人とともに」 北茨城野草サークル代表 滑川 敏行 
・茨城県教育会 会長退任にあたって 前会長 小貫 紀久 
会長就任にあたって 会長 春田 義邦
・平成24年度（社）茨城県教育会役員等のお知らせ
・年度始 定期総会
・教育功績者表彰
・県教育会だより
･ 俗談平語
「ことば遊び」あれこれ 特別編集委員 清水 千壽
・文化施設めぐり
「神栖市歴史民俗資料館」 茨城県神栖市大野原4-8-5 電話 0299-90-1234
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②第840号（10月20日発行，6500部）
◎特集主題 ｢改めて『生きる力の育成』を問う」

――学校・家庭・社会の協働による人づくり――
・私の好きなことば
「感謝・ありがとう」 水戸市長 高橋  靖

・巻頭言
「生きる力」を育むための目標 本会副会長 菊池  宏
・提 言
「組織を活かし 一人一人を活かす」 本会理事 中村 和幸
「学校の果たすべき役割とは」 本会理事 小沼 光一
・研究実践レポート
「学校力を高める創意と活力に満ちた学校づくり」

――ふるさと教育を核とした「久慈っ子夢プラン」の実践――
日立市立久慈小学校校長 村上 和彦

「次世代型のスキルの育成を図る『つくばスタイル科』の実践」
つくば市立谷田部中学校教諭 向原 正博

「社会につなげる『書くこと』の指導の実践例」
――「産業社会と人間」の授業を通して――

茨城県立高萩清松高等学校教諭 鈴木 健司
・教育談話室から『子どもの声』
「特別な教育的支援を必要とする子どもたち」 中学校特別支援学級担任
「学習室を通してみた生徒への支援の在り方」

――Ｈ子への対応を通して学んだもの―― 中学校教諭
「養護教諭としてできること｣ ――Ｒ子とのかかわりから―― 中学校養護教諭
・ひろば
「20年間を振り返り今思うこと｣ 東茨城郡茨城町立明光中学校教諭 林  真敏
「知的障害者に兄弟姉妹は必要なのか」 社会福祉法人副理事長 宮本 博海
「『ＰＴＡ』活動を通して学んだこと｣

茨城県立牛久高等学校ＰＴＡ会長 石井美知夫
・随 想
「幼児教育の充実を目指して」 学校法人中山学院理事長 中山 彰眞
「『附属中学校』に勤務して」

茨城大学教育学部附属中学校主幹教諭 皆川  修
「３・11の教訓」 日立市立東小沢小学校校長 後藤 弘文
「全校ボート大会」 潮来市立出日の出中学校教頭 根本政世士
「栄養教諭７年目を迎えて思うこと」取手市立取手小学校栄養教諭 大野 恵美
「子どものやる気スイッチ｣ 八千代町立安静小学校 教諭 長瀬 祐二

――陸上競技リレーを通して――
・フレッシュ先生 ―夢を語る―
「笑顔でふれあう」 土浦市立土浦幼稚園教諭 斎藤 恵子
「保健室の先生と呼ばれて」 行方市立羽生小学校養護教諭 小坂あずみ
「子に寄り添える教師を目指して」

つくばみらい市立小絹小学校教諭 鈴木 美希
「夢に向かって」 常総市立石下中学校教諭 目崎 知菜
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・後輩に託す応援歌
「特別活動の活性化を｣

――いじめ問題をなくすために―― 水戸市・賛助会員 土門 能夫
「ふるさと教育」 日立市・賛助会員 春山 武聖
「定年退職して思うこと」 潮来市・賛助会員 武藤 康司
「出会いと言葉に励まされ」 つくば市・賛助会員 藤島 磐根
「為せば成る」 猿島郡三和町・賛助会員 今泉  優
「目指すべき資質・能力」 常陸大宮市・賛助会員 吉田 洋幸
・わがＰＴＡ活動紹介
「ＰＴＡ活動を通して感じたこと｣ 笠間市立友部中学校ＰＴＡ
「すべては子どもたちのために」 神栖市立神栖第二中学校ＰＴＡ
・サークル紹介
「音楽の息吹」
～次代を担う子どもたちに～ 神栖ウィンドアンサンブル

団長 佐々木 孝明
○【特集】第64回日本連合教育会研究大会呉大会 ＝報告＝
・テーマ「元気で明るく賢い子どもを育む地域の絆・教育力を培う」
・開会式
・大会宣言
・ 本県提案 第８分科会「地域の環境に目を向け，郷土や自然を愛し，望ましい

未来の環境を創りあげようとする生徒の育成」
～次世代環境教育のカリキュラム作成・実践を通して～
つくば市立竹園東中学校教諭 国府田 誠一 先生

・分科会協議内容 ――報 告―― 第１分科会～第８分科会
・記念講演（要旨） 演題 「この国とこの星と子どもたち」

講師 ＪＡＸＡ名誉教授 的川 泰宣 先生
・大会印象紀
・本県参加 茨城県団団長 菊池  宏 以下66名，事務局３名， 計69名
・県教育会だより 鹿行地区教育会代表者研究協議会

第五次地域教育振興委員会委員の紹介
「学校力」向上プロジェクト支援事業の申請状況報告

・みんなで教育を考える第13回「いばらき教育の日」推進大会
・声の欄
「茨城教育」第839号を読んで 日立市立大久保小学校教頭 角谷 直人
「茨城教育」第839号を読んで ――生徒に寄り添いながら――

古河市立三和中学校教諭 沼田 秀人 
「茨城教育」第839号を読んで ――ふたたび[生きる力」を考える――

茨城県立鉾田第一高等学校校長 川又 輝美
・俗談平語
「衰退する七五調」 特別編集委員 清水 千壽
・文化施設めぐり
「城里町立郷土資料館」 東茨城郡城里町阿波山173―2

電話 029－289－4946
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③第841号（２月20日発行，6500部）
◎特集主題「改めて『生きる力の育成』を問う」

――学校・家庭・社会の協働による人づくり――
・好きな言葉
「先憂後楽」 茨城県教育委員会教育委員長 福岡 和子

・巻頭言
「高等学校教育の質保証」 本会副会長 早川 源一
・提 言
「三者の連携を深めるために」 本会理事 錦織 常雄
「学校・家庭・地域の新しい連携を目指して」

本会理事 久松  隆
・教育座談会【県南地区】
○テーマ 「改めて『生きる力の育成』を問う」

――学校・家庭・地域の協働による人づくり――
○期 日 平成24年11月14日（水） 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

10名
・研究実践レポート
「体験活動を通して表現する力を育てるための援助の在り方」

――「人が乗れる車を作りたい」という願いを実現する過程で――
稲敷市立ゆたか幼稚園教諭 船串 久子

「学力向上のための河和田システムの構築」
――算数科における自己解決能力を高め，共に学ぶ児童の育成（一年次）――

水戸市立河和田小学校教諭 坂本  要
「集団生活を基盤とした生きる力を育むキャリア教育の実践」

神栖市立神栖第四中学校校長 新橋 茂夫
・教育談話室から『子どもの声』
「子どもの声に耳を傾ける」 ――家庭との連携を通して―― 小学校教諭
「一人一人の『生きる力』を信じて」 教育相談員
「その子の良さを大切にしたい｣ ――Ｔの成長を見守って―― 中学校教諭
・ひろば
「分教室勤務を振り返って」 東茨城郡茨城町教育委員会指導室長 廣澤  敬 
「愛校心・郷土愛と情報発信力」 常陸太田市立小里小学校校長 和田 健児
「石岡市がもっと有名になれるようみんなに喜ばれる，すてきなものを考えよう」

石岡市少年少女発明クラブ会長 磯山 邦良
・随 想
「教師に求められる資質・能力｣

ひたちなか市立勝田第一中学校校長 小森 和男
「伝統の美」 常陸太田市立幸久小学校教諭 佐藤 恵子
「邦楽に親しむ」 鉾田市立青柳小学校校長 井能 忠雄
「生徒の『成長』を信じて」 稲敷市立江戸崎中学校教諭 小松原 剛
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「心に笑顔を」 筑西市立鳥羽小学校校長 谷口みづえ
「新学習指導要領と芸術科書道」 茨城県立東海高校校長 桐原 治美
・後輩に託す応援歌
「『沖縄』との出会いから学ぶ」 全幼研・賛助会員 松丸 令子
「心に残る教師の姿」 県央・賛助会員 海老澤利光
「今，振り返って思うこと」 県北・賛助会員 村田  規
「私の歩んできた道」 鹿行・賛助会員 中根 節男
「あのころ」 県南・賛助会員 村上 朝雄
「特別活動を活性化したい」 県西・賛助会員 黒田 吉則
「社会に目を向け，総合力で」 高校 賛助会員 小室 都昭 
・フレッシュ先生 ―夢を語る―
「小さな先生たちと共に」 東茨城郡大洗町立大洗小学校教諭 出沼佳奈子
「50周年への一助に」 常陸太田市立里美中学校教諭 福有 雄太
「一人の人間として」 古河市立三和中学校教諭 木村 祐二
「教師はサポート役」 茨城県立小瀬高等学校教諭 永井 千文
・わがＰＴＡ活動紹介
「学校とＰＴＡの連携｣ 北茨城市立華川小学校ＰＴＡ
「部活動を支援するＰＴＡ活動」 結城郡八千代町立東中学校ＰＴＡ
・サークル紹介
土浦市立乙戸小学校読み語りの会
「おはなしかたつむり」 代表 今冨貴久子
・茨城県教育会だより ― 茨城教育を読んでー

鹿嶋市立大同西小学校校長 明石 延之
河内町立生板小学校教諭 大谷 次男
下妻市立豊加美小学校教頭 小森 孝夫

・俗談平語 特別編集委員 清水 千壽
・編集後記・表紙絵メモ 北茨城市立常北中学校２年 宮坂 優介
・文化施設めぐり
「筑西市立明野図書館」 茨城県筑西市海老ヶ島2120－7

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13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24年11月１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
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【推進協議会構成37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

・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  37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1,300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
○大会宣言採択 推進大会宣言
○表 彰  優秀標語，善行表彰，優秀教員の表彰，標語受賞者の

表彰
○実践発表 ・青少年からの提言―青少年に写る大人の姿―

・企業人からの提言―望まれる社会人像
・緊急アピール

○記念講演 演 題 「未来を担う子どもたちのために」
～今こそ，家庭・学校・地域の力を合わせる時～

講 師 浜尾 朱美先生（キャスター・エッセイスト）
○ 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【県南地区】

○開催期日 平成24年11月14日（水） 茨城県県南生涯学習センター
○テ ー マ 「改めて『生きる力の育成』を問う」

――学校・家庭・社会の協働による人づくり――
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○出 席 者
（敬称略）

【オブザーバー】 土浦市学校長会副会長細谷直弘先生（土浦小学校長）
【事 務 局】 会長春田義 ，事務局長  堀正伸，担当米山一・辻本 賢
事後措置……機関誌「茨城教育」第841号に座談会での発言要旨を掲載

（2）第64回日本連合教育会研究大会の開催【呉大会】（広島県呉市）
※詳しくは６ページに掲載。

（3）郡市教育会代表者研究協議会の開催
①地区別協議会（鹿行地区）
・期  日  平成24年８月９日（木） 午前10時～12時まで
・会  場  茨城県女性プラザ
・協議内容  郡市教育会と茨城県教育会の連携強化を目指して

②全体協議会
・期  日  平成24年10月30日（火） 午後２時～４時まで
・会  場  水戸生涯学習センター 大会議室
・協議内容  平成24年度6茨城県教育会実施事業の進捗状況について

（1）公益法人制度改革に伴う申請事務の進捗状況について
（2）教育論文募集について
（3）機関誌「茨城教育」の編集・発行について
（4）日本連合教育会呉大会の報告と次年度長野大会について
（5）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

（6）教育功績者表彰の候補者の推薦について
（7）第５次地域教育振興委員会について
（8）平成24年度の組織と会員数の実態について

・講  話  講師 茨城県教育庁義務教育課 指導担当課長補佐
須田 匡信 先生

演題 ｢本県教育の現状と課題｣

No.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

出席者名 
伊 藤こずえ
渡 邊 敬 子
酒 井 政 彦
磯 前 利 行
坂 本 勝 巳
小 倉  聡
鈴 木 豊 明
建 石 智 久
須 永 和 義
池 田  昇

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

所   属
取手市立藤代幼稚園
牛久市立牛久第二幼稚園
つくば市立栄小学校
石岡市立府中小学校
稲敷市立江戸崎中学校
龍ヶ崎市立中根台中学校
土浦市立都和中学校

備 考



（4）「『学校力』向上プロジェクト支援事業」について
ア事業の概要
① 事業名 第３次地域教育振興集会支援事業の推進

『学校力』向上プロジェクト支援事業
（平成21年度から25年度までの５年間の時限事業）

② 各園・学校・ＰＴＡ・ＮＰＯ・ボランテイア団体等が，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。

③活用の手続き（ＦＡＸでの申請可）
○様式１ 「学校力向上事業補助申請書」の提出（Ａ４版１枚の概略のみ）
○様式２ 「研修報告書」の提出

④助成金額
年間に１回  5,000円
使途については，申請団体長に一任
助成数 年度間 120団体  合計 60万円

イ平成21年度から24年度までの各年度活用総数

（5）第５次地域教育振興委員会について
ア事業の概要
① 事業の根拠として，定款の第３条に「この法人は，健全な教育世論の高揚に
つとめ，県民の教育活動の活性化を図り，もって茨城県における教育の刷新
と充実に寄与することを目的とする。また，定款第４条の（2）に，事業の趣旨
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を実施する。

② 事業の経緯として，平成元年から地域教育振興事業を立ち上げ，その結果を
研究報告シリーズとして発刊し県内の幼・小・中・高と特別支援学校等に提
供してきた。今回は，第5次の研究・検討に当たる。

イ事業のねらい
ニートの数が日本全体で60万人を数える現在，若者の就職は決して良い方向に

はいっていない。その原因や背景には，社会全体を通じた構造的な問題に起因し
ていると思われる。そこで，本委員会では，「働くことに夢をもち，自己理解を
深めながら自己の実現をめざす子どもの育成」をテーマに，県内の優秀な教員９
名を中心に，その研究を深めていくことにした。

ウ委員会の構成
小学校教員６名，中学校教員３名，保護者代表３名を委員として構成する。

エ委員会の開催（２年間で研究をまとめ，検討報告書として発刊の予定）
第１回 平成24年６月６日（水） 14持～
第２回 平成24年８月１日（水） 14時～
第３回 平成24年10月２日（火） 14時～ 
第４回 平成24年11月29日（木） 14時～
第５回 平成25年２月５日（火） 13時30分～

－ －11

年度

件数

平成21年度

77

平成22年度

83

平成23年度

120

平成24年度

120
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４ 表 彰（表彰規程により，下記該当者を表彰）（敬称略）
・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 大嶺 和彦氏 外14名

・教育功績者表彰規程による功績者としての表彰者
個人・「小学校４年生への米作りの指導」 菊田 信夫 （古 河 市）
個人・「子どもたちの健全育成と保護者支援」 川口 弘美 （筑 西 市）
団体・「とばのえっ子くらぶ｣ 代表 粟野  久 （下 妻 市）
団体・「石下天神囃子子供保存会｣ 代表 飯田 光明 （常 総 市）
団体・「ぶんぶんくらぶ」 代表 熊田 佳子 （坂 東 市）
団体・「川西地区教育振興会」 代表 関口 英夫 （八千代町）
個人・「オオムラサキの飼育」 石山 征夫 （境  町）

５ 各種会議の開催
（1）賛助会員地区代表者会      

○ 期 日 平成24年10月10日（水） 午後２時から
○会 場 茨城県水戸生学習センター 分館
○出席者 【水戸】中井川正次 鈴木 一司 【県北】柴田  彪 白石 克彦
（敬称略）【鹿行】筒井 道雄 平山 一巳 【県南】岡  賢市 橋本 重信

【県西】田村  進 吉岡  耿 【高校】五味田 優
【顧問】内山  源  大野 文雄  清水 千壽  小貫 紀久

○内 容 ○ 報告 ・平成24年度の事業計画概要及び年間行事計画について
・組織の現状と課題について
・一般社団法人の認可取得について
・平成24年度各事業の進捗状況について
ア 機関紙「茨城教育」の発行
イ 第64回日本連合教育会研究大会呉大会
ウ 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

エ 教育論文募集
オ 第５次地域教育振興委員会

○協議 ・茨城県教育会の組織と現状・課題について
・賛助会員の加入状況及び加入促進について
・機関誌「茨城教育」執筆者及び教育功績者推薦について
・茨城県教育会及び茨城県教育会出版の事業・運営に関する
要望・提言について

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郡市地区教育会代表者研究協議会，同地区別研究協議会（鹿行地区），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教育会代表校長校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
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④県ＰＴＡ連絡協議会との連携強化の促進

（2）文部科学省要望書提出
○第１回要望書提出
・期 日 平成24年12月５日（水） 午前11時から
・場 所 文部科学省８階大臣官房審議官室
・対応者 文部科学省 大臣官房審議官 高橋 道和 氏
・同行者 会 長 亀井 浩明（東京都教育会）

副会長 春田 義 （茨城県教育会）
同  後藤 正幸（信濃教育会）
同  新沼 隆三（栃木連合教育会）
同  本間 孝明（桐生市教育会）
幹 事 塚越紀久男・駒井  眞・大渕 嘉彦（東京都教育会）

（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57回茨城県教育研究連盟研究集会
［日 時］ 平成24年（2012年）10月13日（土）
［会 場］ 茨城大学水戸キャンパス
［日 程］ ９：00～９：30 受付

９：30～10：30 開会・全体会・講話
演題「言葉という不思議」

茨城大学教育学部教授 川嶋 秀之
10：40～12：10 分科会
12：10～13：00 昼食・休憩
13：00～16：00 分科会
16：30 閉会（分科会毎）

［分科会の構成］ 22分科会

（4）委託業務の執行
・｢2014年度版茨城県学事関係職員録｣ の編集・販売
・｢諸表簿・用紙等」の編集・販売
・｢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
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