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静岡教弘教育研究実践論文募集のお知らせ

静岡教弘ガイド2022

元気発信局 「磐田市立長野小学校」

「玄関で待っているネコ」　静岡県立浜松特別支援学校城北分校　鈴木響太
玄関で待つネコを版画で描きました。色を重ねて着色するところを工夫しました

—　50 号のパネルに挑戦し、初めは大きな版を作ることに苦労しているようでしたが、

着色する中で、版をはがした時に美しい色が現れると「おぉ～できた。」などと歓声をあげ、

思った通りの表現になったことに喜びを感じながら制作する姿が印象的でした。（担当教諭）—

静岡教弘だよりは、日教弘
ホームページからご覧いた
だけるようになりました



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「園・学校に元気

　を！ 子どもたちに笑顔を！ 教育関係者の皆様に安心を！」

明日を担う静岡の子どもたちのために
　　～　園・学校に「元気」「笑顔」「安心」をお届けします！　～

公益財団法人日本教育公務員弘済会静岡支部

支部長　鈴木　良明

　ご入学・ご入園おめでとうございます　
　桜満開の４月、各学校・園におかれましては、新入生そして新たな教職員を迎え、令和４年度の

新しい出発がなされましたことにお祝いを申し上げます。

　真新しいランドセルや新しい制服を身につけ、緊張気味だった子どもたちも少しずつ園・学校に

慣れ始めたころではないでしょうか。

　この２年半に及ぶコロナ禍は社会・経済に甚大な影響を及ぼし、園・学校でも様々な対策や対応

を余儀なくされてきたことと思います。

　一日も早く、運動場を笑顔で駆け巡る子どもたちの姿や音楽室から聞こえる歌声など、以前と変

わらない園・学校生活を取り戻すことを願ってやみません。また、コロナ禍は予測不可能な未来社

会の一端を社会や学校に突きつけました。コロナ禍で得た教訓を新たな（令和）時代の園・学校の

創造・構築に生かしていかなければならないと思います。

　日教弘創立70周年を迎えます
　令和４年度、本部日教弘（日本教育公務員弘済会）は創立70周年、公益財団法人への移行10周

年を迎えます。会員制度の改正やユース教弘保険の改定（料金・期間）など組織の根幹に関わる大

改革を行います。その中で、会員の福利厚生サービスの一新や大学生を対象とした新たな給付奨学

金事業の募集を開始するなど、新しい時代に対応した組織や事業展開を計画しています。

　静岡教弘は、弘済会発祥の地として令和３年度、創立70周年を迎えました。

記念事業とし、関係する皆様の御協力をいただく中で、県内全ての園・学校

へ「教育図書の贈呈」や「教弘だより70周年記念特集号の発行」など、教

弘事業への感謝の気持ちを表し、事業の一層の周知をさせていただきました。

　「元気」「笑顔」「安心」をお届けします
　令和４年度は、本部日教弘の新たな取組を推進する中で、静岡ならで

はの一歩先を見据え、明日を担う子どもたちのために

の取組を進

め、『信頼』ある団体として、教育関係者の皆様とともに事業の拡充に

引き続き努めてまいります。

　本年度も変わらぬご理解とご協力をお願い申し上げます。
日教弘創立70周年

パンフレット

新規採用教職員、新規採用 2 年目・3 年目教職員の皆さまへ

　新規採用教職員の皆さまへのお祝いとしまして「ユニクロのTシャツ」を贈呈いたします。

　共済事業(提携保険事業)提携保険会社ジブラルタ生命保険の学校担当ライフプラン･コンサルタント（LC）が

申込書をお届けします。５月末日までに、必要事項をご記入の上、専用封筒に入れてライフプラン･コンサルタン

ト（LC）にお渡しください。

　また、新規採用２年目の皆さまには「ミリケシ(消しゴム)」、新規採用３年目の皆さまには「Piri-it！（ふせん）」

を贈呈いたします。

先生方を応援‼1



「龍門館」の額

本校は、明治時代に校名を「龍門館」と称したことがあります。これは、中国の古典『後漢書』にある、

「龍門」と呼ばれる急流を登りきった鯉は龍になるという「登龍門」の故事、立身出世に由来します。

山岡鉄舟が書いた額が、開校以来 150 年の歴史を誇る証拠として玄関に掲げてあります。

　これは、令和３年度末に卒業する６年生に学校自慢アンケートに応えて
もらった際、「給食」　「元気」と答えた子の理由です。子供らしく、素直に
自分を表現することができ、学校生活をのびのびと楽しむ子が集う学校が
私たちの長野小学校です。
　学校自慢ベスト 10 の結果を下の表のようにまとめました。何を学校自
慢としているのか我々教職員一同も興味津々です。６年生、53 名が一人に
つき三つの学校自慢をあげてくれました。それでは、学校自慢ベスト 10
を紹介します。

　このベスト 10 から子供たちの次のような育ちが伺えます。
 ・ 「やさしい」「元気」「いじめがない」の様に情緒面が育っていることから、
　子供たちが学校での生活を楽しんでおり、自己肯定感が育まれていること
 ・ 本校の伝統「龍門館教育」に向け、「龍門四つの教え（切磋琢磨・礼儀・美化・
　読書）」を身に付け、この長野小で学んだことを誇りとしていること　
　上記のような子供の育成を通し、やりがいを持ち指導する職員　
一同、そしてそれを支える保護者、地域の方たち皆で
創り上げる学校が、この長野小学校です。

〒438-0056

磐田市小島736

0538-32-5437

長野小の給食はおいしすぎる。毎日、土・日以外食べられ

るのがほんとうに最高。学校の楽しみの一つが給食だから。

お昼休みになると、「遊びに行ってきます」という声が聞こ

えて、ほとんどの人が外で元気に遊んでいるから。

学校自慢ベスト10

他の学校の子と比べると、長野小のみんなは明るくてやさしいとよ

く感じるから。先生もいい先生しかいないから。

山岡鉄舟が書いた額が玄関に飾っ

てあり、龍門館教育を進め、龍門

館と長野小という二つの名前があ

る学校は他に無いから。

みんなビブリオバトルを楽しんで

いる。校長先生が紹介した本をみ

んな借りに行っている。みんな本

を読むのが楽しそうだから。

所在地・TEL

給食

元気
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青少年の健全な育成に資するための
奨学・教育研究助成・教育文化事業を行います

申し込み受付　2023 年 2 月 1 日（水）からの予定

①　高等学校等給付奨学生　　305 人　1,715 万円

②　大学給付奨学生（予約型）　6 人　月額 3 万円を 4 年間

④　静岡教弘教育研究団体助成金　　１団体 100 万円限度

⑤　静岡教弘全国レベルの研究大会等助成金　１団体 10 万円以内

①　静岡教弘教育活動奨励賞奨励金　１件 10 万円　208 件

②　静岡教弘研修補助金　　１件 10 万円 103 件

③　静岡教弘教育研究実践論文奨励金

ⅰ　奨学事業

●　奨学金の貸与

●　奨学金の給付

ⅱ　教育研究助成事業

●　研究助成金の

　　贈呈
　

ⅲ　教育文化事業

●　地域教育振興事業への助成

●　へき地学校教育支援事業（単年度）

●　ＰＴＡの活動・講演会への助成

●　静岡県教育事業団体連絡会への助成

●　祝金・記念品等の
　　贈呈

●　宿泊補助

●　教弘友の会
　　（退職会員対象）

●　損害保険

①　結婚祝金　１万円

②　誕生祝金　１万円

③　30 歳・40 歳・50 歳・60 歳誕生日記念品　5 千円の図書カード

④　健康増進補助　59 歳　健康増進に役立てる　フットピロー

①　友の会だよりの発行

②　人間ドック受診補助金　61 歳から 67 歳　1 万円

③　余暇活動補助　61 歳　3 千円の図書カード

④　損害保険「教弘フルガード」の案内

「教職員収入ロングウェイサポート（団体総合生活保険）」の案内

●　生命保険 日教弘会員の教職員のための共済制度としてジブラルタ生命保険株式

会社と提携し、集団契約を付加した割安な保険料で大きな保障が得ら

れる「教弘保険」の普及・拡大

静岡教弘会員の福祉の充実に努めます

教職員のための生命保険を幅広くサポートします

静岡教弘最優秀賞

静岡教弘優秀賞

静岡教弘優良賞

静岡教弘奨励賞

学校部門

60 万円

30 万円

10 万円

　3 万円

30 万円

10 万円

　5 万円

　1万円

個人・
グループ部門

2 編（各1編）

5 編

20 編程度

上記以外の入選論文全て

奨励編数

補助金額

限度数

日教弘指定宿泊施設

東京都内 その他

4,000 円 3,000 円

年間合計３泊

静岡教弘提携ホテルグループ
伊東園ホテルグループ・ホテル鞠水亭・
ホテルウェルシーズン浜名湖・
KAReN HaMaNaKoかんざんじ荘

4,000 円

年間合計４泊
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新しいニュースをお見逃しなく！

「ユース教弘保険」が新しくなり、より加入しや
すくなりました！注目！

● 保険金額1,000万円あたりの月払保険料（災害割増特約300万円を含む）は、1,513円に

なります。

● 既にご加入になられている方も、2022年４月からユース教弘保険の保険料が引き下げられます。

● ユース教弘保険の保険料引き下げ対象は、39歳（保険年齢）以下満了契約となります。

ユース教弘保険の保険料を引き下げました！

大学生対象の給付奨学金事業（予約型）が始まり
ます！注目！
　修学意欲がありながら学資金の支払いが困難と認められる４年生大学生に対し、奨

学金月額３万円を４年間給付する事業を2023年度から開始します。高等学校、特別

支援学校高等部最終学年在籍者を対象に６人募集します。

日教弘本部は2022年創立70周年を迎えました！注目！
　日教弘では、教職員の皆さまに創立70周年を迎えられたことの感謝と御礼として、

「花の種」と「日教弘事業のご案内（70周年特別版）」のパンフレットと「日

教弘新規加入キャンペーン」のリーフレットをセットにして、ジブラルタ

生命の学校担当ライフプラン･コンサルタント（LC）がお届けします。

教育研究
助成事業

日教弘教育賞奨励賞を受賞！
　静岡支部より公益財団法人日本教育公務員弘済会制定の「日教弘教育賞」へ推薦し

た教育研究実践論文は、いずれも「日教弘教育賞奨励賞」を受賞しました。

　● 学校部門（応募総数58編）

　　・牧之原市菊川市学校組合立牧之原小学校　校長　小柳津敏法

　　・静岡県立掛川特別支援学校　校長　日野朋成

　● 個人・グループ部門（応募総数47編）

　　・下田市立浜崎小学校　教諭　稲葉愛

★令和４年度静岡教弘教育研究実践論文募集のお知らせは、P7をご覧ください。

● 保障期間が39歳（保険年齢、以下同じ）満了まで延長・統一されます。

● 既にご加入になられている方で、満了時年齢が38歳以下の方も保障期間が延長されます。

ユース教弘保険の保障期間を一律39歳まで延長しました！
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教職員は公的保障があるから大丈夫！と思っていませんか？

「教弘セカンドライフプラン説明相談会」開催のお知らせ

「教職員収入ロングウェイサポート（団体総合生活保険）」募集のお知らせ

30 歳・60 歳の教弘会員の皆さまに誕生日記念品を贈呈！

59 歳の教弘会員の皆さまに健康増進補助を贈呈！

　今年度をもってご退職されます会員の

皆さまをはじめ、現在「教弘保険」への加

入・未加入に関わらず、この機会に将来の

生活設計についてご関心のある皆さまを

対象に「教弘セカンドライフプラン説明

相談会」を開催いたします。

　今年度の定年退職予定の会員の皆さま

には、説明相談会の案内を発送いたしま

すので、ぜひご参加ください。

　昨年度まで実施していました 40 歳・50 歳誕生日記念品に加え、新たに、

30 歳・60 歳誕生日記念品の贈呈が始まりました。今年度、該当年齢を迎え

る教弘会員の皆さまへ誕生日記念品として「5,000 円の図書カード」を当支

部の参事がお届けします。

〈認知症・メンタル疾患補償特約〉全件付帯

　　認知症・メンタル疾患への補償も充実！

　 ●精神疾患に加え「アルツハイマー病等の認知症」により

　 　働けなくなった場合に収入を最大５年間補償

〈介護と仕事の両立支援特約〉オプション

　　働きながらの介護を支援！
　 ●介護休業や短時間勤務中の収入を

　　最大１年間補償

「病気・ケガで働けなくなっ
たら…」そんな時の収入の

減少を長期にカバー

募集期間 2022 年 6 月1日～ 2023 年 6 月20日

★お申込時期によって、補償開始期間が異なります。

≪教職員収入ロングウェイサポート保険のチラシ・パンフレットをご希望の方は静岡教弘までご連絡ください。≫

代理店　株式会社静岡教弘　TEL  054-205-5536　　　引受保険会社　東京海上日動火災保険株式会社

　今年度 59 歳を迎えられる教弘会員の皆さまの健康増進に役立

てるための、「フットピロー（足枕）」を贈呈します。リニューアル

した健康増進補助で、59 歳の教弘会員の皆さまにホッとできるひ

とときを共済事業（提携保険事業）提携保険会社ジブラルタ生命

の学校担当ライフプラン・コンサルタント（LC）がお届けします。

　昨年度は新型コロナウイルス感染症の感染状況を考慮し、秋の開催は中止とし、1月から2

月にかけて、ジブラルタ生命との共催での「リタイアメントライフプランセミナー」（下記写真）

を実施しました。今年度は「教弘セカンドライフプラン説明相談会」として開催する予定です。

詳細は次号の「静岡教弘だより№147 夏号」をご覧ください。
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　　　石川正巳
中部地区
担当

　　　石川敏之
東部地区
担当

　　　綾部信明
東部地区
高校担当

　　　福井達哉
特別支援
担当

　　　竹原一人参事指導

　　　間宮年弘
西部地区
担当

　　　犬塚昭治参事指導

New

　　　伊藤直光
中部地区
担当

　　　山田　勲
東部地区
担当

　　　松下比呂志
西部地区
担当

　　　三科真弓
西部地区
高校担当

　　　白井淑子参事指導

　　　永野利晴
中部地区
担当

　　　藤田誠治参事指導

New

New

New

　　　天野昭博
中部地区
担当

　　　青木伸也
中部地区
高校担当

　　　古木庄吉
特別支援
担当

　　　櫻井宗久参事指導

　　　上野明彦
西部地区
担当

　　　小泉一治参事指導

　　　山本要司
東部地区
担当

New

New

New

New

こちらこそ、ありがとう

　昨年度、静岡教弘は創立70周年を迎え、記念事業と

して、県内1,232園・校に教育図書を贈呈しました。

贈呈にあたり、代表校として何校かで贈呈式をさせてい

ただきましたが、ある学校では子供に直接手渡すこと

ができました。先生方のご配慮で、素晴らしい会場もご

準備いただきました。校長先生から、「実は、贈呈式の

前に、一冊行方不明になって焦ったんですよ。もうある

先生が授業で使っていたんです。」と、嬉しいハプニン

グもお聞きしました。

　贈呈式は会場の雰囲気からか、厳かに始まりました。

生徒たちも緊張の面持ちです。和らげようと冗談を言っ

てもうけません。後期、新しいメンバーが初めて集まっ

た専門委員会だったそうです。専門委員長から立派な感

謝の言葉をいただいて、「直接渡せてよかったな」と思

いながら、会場を後にしました。

　校長室で少し雑談をし、部屋を出ると、廊下で「本、

ありがとうございました」と一人の生徒が笑顔で声を掛

けてくれました。教弘が大切にしている「最終受益者は

子どもたち」という言葉が、改めて身に沁みました。

外貨建てという選択肢

共済事業（提携保険事業）提携保険会社

ジブラルタ生命保険株式会社静岡支社　静岡第一営業所長 岡田伴行

　長らく続く日本の低金利時代。銀行預金に預け入れても

お金はほとんど増えない一方で、物価の上昇は進んでいま

す。相対的に下がるお金の価値。それは買える物やサービ

スがどんどん少なくなっていくということを意味します。

　そんな中、日本円より金利の高い外貨建ての金融商品に

注目が集まっており、特に多くの支持を得ている通貨が「米

国ドル」です。人気の理由は、まず流通量の圧倒的な高シェ

アです。世界中の人・企業・国が保有しており、それだけ

多くの安心と価値の保全が見込めます。次に発行国である

米国の安定性です。様々な国が力をつけてきていますが、

政治的安定性・経済規模・財政や人口構成の健全性等から

国としての強固さは完全に頭抜けています。加えてほぼ全

ての為替取引に米ドルが関わっている現実です。貿易等で

は最も信用ある米ドルが決済通貨として利用されることが

ほとんどです。そんな米ドルが価値を大幅に減らしたり、

他通貨にとって代わられたりということを世界は想定して

いません。あくまで私見ですが、以上のように米ドルには

優れた点が多いと感じています。

　低金利時代を乗り越えていくための理想は、円建てと米

ドル建てのバランスの良い保有です。万一に備えての保障

としては教職員様向けの内容的に大変優れている円建ての

教弘保険を活用し、貯蓄等長期の備えでは米ドル建て保険

を活用するというのが好事例です。日本円のみの保有自体

がリスクとなる時代、外貨建てという選択肢も将来設計の

一助になるのではないでしょうか。

　令和４年３月をもちまして、参事の下橋一徳と参事指導の杉山雅也

が退任しました。

　４月から白井淑子、竹原一人、櫻井宗久、藤田誠治、犬塚昭治、小

泉一治は参事指導となり、新たに参事として、東部地区担当に山本要

司、中部地区担当に石川正巳、天野昭博、永野利晴、西部地区担当に

上野明彦、松下比呂志、三科真弓、特支担当に古木庄吉が加わりました。

　静岡県の教育振興と教職員の福祉向上のため、学校・園を訪問させ

ていただきます。
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公益財団法人日本教育公務員弘済会（略称 日教弘）の教育振興事業（奨学事業・教育研究助成事業・教育文化事業）及び福祉事業は、教弘保険

の契約者配当金により運営されており、日本の教育界に貢献しています。
静岡教弘だよりは、全文敬称を略させていただいております。

教弘会員の方には福祉事業として宿泊補助を行っております。 ホテルへの予約後、 宿泊日の一週間前までにご連絡ください !!

静岡教弘クイズ

未発表でオリジナルな内容の教育研究実践論文を募集し、優れた論文を表彰します。
その研究成果を広く県下の学校等に紹介し、静岡県教育の発展、向上に寄与します。

対象 学校部門　県内の国・公・私立の幼稚園・こども園・小学校・中学校・高等学校・特別支援学校の各
　　　　　学校（園）

個人・グループ部門 上記の学校（園）や、県内の教育機関等に所属する教育関係者個人及びそれら
の人々で組織する教育研究グループ

応募 

審査

表彰

5/13（金）締切

切り取って静岡

教弘へFAXまた

は郵送でご応募

ください。

勤務先 氏名

答
①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

令和4年度静岡教弘教育研究実践論文募集のお知らせ

5,000円の 図書カード を５０人に‼

応募方法

　左記用紙に答、勤務先、氏名をご記入の上、下記の宛先までお送

りください。正解者50人の方に、5,000円の図書カードをさしあげ

ます。なお、正解者多数の場合は抽選とし、「静岡教弘だより№147

夏号」にて当選者の発表をいたします。

〒420-0856   静岡市葵区駿府町1-12　静岡県教育会館4F

　　　　　　　　公益財団法人日本教育公務員弘済会静岡支部

　　　　　　　「静岡教弘クイズ」係　  FAX 054-205-5131

今年度（令和 4 年度）の「論文の書き方」「応募申請書・確認事項」「推薦書（個人・グループのみ）」
を当支部事務局または参事、共済事業（提携保険事業）提携保険会社ジブラルタ生命の学校担当ライ
フプラン・コンサルタント（LC）へご請求いただくか、下記 URL（日教弘 HP）よりダウンロードし
てお使いください。https://www.nikkyoko.or.jp/company/shizuoka/dl.html

静岡教弘教育研究実践論文審査会（第 1 次審査）で審査し、教育振興事業選考委員会（第 2 次審査）
で選考後、幹事会の議を経て、支部長が受賞者を決定します。

12 月中旬（予定）に表彰式を行い、下表の奨励金を贈呈し、賞状を授与します。

静岡教弘クイズ 次の正式名称をお答えください。

① 切手を切り取るギザギザ部分は？

② のど自慢で使われる鐘は？

③ 「々」の呼び方は？

④ ドラえもんの手は？

⑤ ファスナーのギザギザは？

⑥ ナポレオンがまたがっている馬の名前は？

⑦ 視力検査の「C」は？

⑧ 車椅子マーク・障がい者マークは？

⑨ 線路の下の砂利は？

⑩ 刺身の下に敷かれているシートは？

35 歳教弘会員の皆さまへ新しい「ステップアップ補助」！

　35 歳を迎えられた教職員の皆さまには、昨年度までの図書カード（3,000 円）に替えて、「モバイルバッテリー」

を贈呈します。ぜひ、仕事やプライベートでのステップアップにお役立てください。

　共済事業（提携保険事業）提携保険会社ジブラルタ生命の学校担当ライフプラン・コンサルタント（LC）がお

届けします。
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