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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

～　「元気」「笑顔」「安心」の明るい春を！　～
「あけましておめでとうございます」

謹んで新春をお祝い申し上げます。
　
　３年に及ぶ国難ともいえるコロナ禍は、社会・経済、そして、教育の現場にも甚大な影響を
及ぼしました。
　昨夏以降は、これまでの経験や新しい発想・工夫をこらした学校行事や部活動の明るい話題
が多く聞かれるようになりました。これまで県内の教育関係者の皆様が関係機関との連携を図
り、感染症対策や学習保障、子どもたちの居場所や成長の場としての学校（園）の役割を果たし
てこられましたこと、改めて敬意を表します。

　さて、私の手元に静岡教弘の教育振興事業である「教育活動奨励賞」を受賞した学校の校長
先生からお礼の手紙が届いています。「奨励金を授与していただき、ＩＣＴ機器をより効果的に
活用するために、ホワイトボードを２台購入しました。ホワイトボードによって、子どもたち
の思考に合わせた活用ができ、学びや学び合いが深まりました。」という内容です。
　
　静岡教弘では本年度311校（園）に教育活動奨励賞奨励金・研修補助金の贈呈をしました。
また、教育研究団体や研究大会への助成金、高校生や大学生への奨学金の貸与・給付、幼稚園
こども園へのチューリップの球根贈呈などの諸事業を行いました。さらに、新規として秋口に
は、県内の国公私立特別支援学校（分校・分教室を含む）に対して一校上限20万円の教育支援
事業を行う運びとなり、12月から１月下旬までに県内43校での贈呈式を実施することとなり
ました。
　これらの事業を通して、県内の学校（園）や子どもたちに微力ながらお役に立てたことを嬉し
く思っております。

　令和５年は、世の中を重く覆う暗雲が消え去り、赤白黄色のチューリップの花が咲き誇るが
ごとく、園や学校が「元気」「笑顔」「安心」の明るい春を迎えられることを願い、新年のご挨
拶とします。

：
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浜松市立神久呂幼稚園

静岡市立安倍口小学校

焼津市立大井川東小学校

掛川市立桜が丘中学校

湖西市立岡崎中学校

浜松市立天竜中学校

静岡県立富士東高等学校

御殿場市立神山小学校

静岡市立番町小学校

静岡市立安東小学校

静岡市立中藁科小学校

島田市立五和小学校

牧之原市立萩間小学校

御前崎市立第一小学校

浜松市立城北小学校

浜松市立赤佐小学校

浜松市立三ヶ日東小学校

聖隷クリストファー小学校

静岡県立伊東商業高等学校

静岡県立川根高等学校

静岡県立沼津聴覚特別支援学校

静岡市立清水岡小学校

掛川市立日坂小学校

静岡県立浜名高等学校

御前崎市立白羽小学校

焼津市立大富中学校

沼津市立戸田こども園

牧之原市立勝間田小学校

食物と関わる楽しさを、食べる意欲につなげる実践

特別じゃない「みんな」のための特別支援教育

子どもの笑顔のための働き方改革

新聞を活用して令和時代に求められる資質・能力を育成する

生徒のキャリア発達を促す教育活動の展開

多様性を認め合い　志をもって　主体的に生きる生徒の育成を目指して

大学との連携・協働による特色ある探究プログラムの開発・改善・充実

自分ごととして考える、他者とよりよい生活をつくる子供の育成

探究的国語学習による自律した学習者の育成

子どもが主体的に探究する総合的な学習の時間の授業デザイン

人と心がつながる喜びが感じられる小学校外国語授業

自分の学びを創り上げ、学びを実感できる授業

豊かな体験から“学びと成長を実感できる”教育の展開

自己肯定感の高揚と自治力の醸成に向けた教育的手立てについて

自己の特性を見つめ、人と関わることを通して学ぶことができる児童の育成を目指して

発達に障害を抱える児童の困難さの軽減に向けて

すべての児童に居場所づくりを

探究的に学ぶ子どもの育成

「起業家精神育成プロジェクト」について

課題の自分事化を促し主権者に必要な資質・能力を育む教育の実現方法

絵を手掛かりにしたやり取り指導の実践研究

だれもが過ごしやすく学びやすい学校をめざして

教職員のICT活用のスキルアップで加速する業務改善

浜名高校定時制における進路指導について

「これからの社会を生きる力」を育む探究的な総合学習

“関わり合い”を通して学び成長していく生徒を育てる

「戸田ってすごい！」を実感するこども園経営

豊かなスポーツライフを支える「楽しさ」を引き出す体育科授業

深津昌子

森竹高裕

松井裕之

菅沼一浩

齊藤　勝

野秋愛美

清水俊幸

中林　咲

吉田康祐

藤田大希

岩﨑美紀枝

坂部貴之

中村陽子

矢野晴香

加茂武徳

藤田和見

田口かな子

牧澤利光

米山圭一郎

池田哲朗

杉山　実

齊藤慶子

藤原　誠

山崎仁資

山下賢吾

岡崎太亮

朝香美智代

宇田哲也

園長

校長

校長

校長

校長

校長

校長

教諭

教諭

教諭

教諭

教諭

教諭

教諭

教諭

教諭

養護教諭

教諭

教諭

教諭

教諭

校長

校長

校長

教諭

教諭

園長

教諭

学校

個人・G

学校

個人・G

学校

個人・G

　静岡教弘優良賞

　静岡教弘優秀賞　　　　　 御前崎市立白羽小学校の論文は「日教弘教育賞」へ静岡支部より推薦しました！

　静岡教弘最優秀賞 「日教弘教育賞」へ静岡支部より推薦しました！

学校・園名 研究テーマ氏名部門

上：表彰状と奨励金の贈呈 　下：会場風景

　12月9日に静岡県教育会館において、静岡県教育委員会をはじ

め関係各位のご臨席を賜り、「静岡教弘教育研究実践論文表彰式」

を開催いたしました。

　本年度は、106編の応募論文について二次にわたる審査の結果、

各賞が決定いたしました。静岡県教育委員会教育長の池上重弘様

から祝辞をいただき、静岡教弘支部長鈴木良明より受賞者一人ひ

とりに表彰状と奨励金が贈呈されました。受賞者を代表して、「静

岡教弘最優秀賞」を受賞した沼津市立戸田こども園園長の朝香美

智代様による論文発表を行いました。

　「静岡教弘最優秀賞」「静岡教弘優秀賞」「静岡教弘優良賞」の論

文28編を「令和4年度静岡教弘教育研究実践論文集第32集」と

して発行し、各園・学校には本会報とともにお送りしますのでご

覧ください。
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伊豆市立熊坂こども園

浜松市立初生幼稚園

御殿場市立玉穂小学校

静岡市立西奈小学校

静岡市立長田西小学校

島田市立五和小学校

浜松市立萩丘小学校

富士宮市立富士宮第三中学校

磐田市立豊田中学校

静岡県立浜松湖北高等学校

御前崎市立池新田幼稚園

富士宮市立大宮小学校

静岡市立清水有度第二小学校

静岡市立清水小島小学校

焼津市立大井川南小学校

磐田市立長野小学校

浜松市立城北小学校

富士市立富士中学校

焼津市立大井川中学校

御前崎市牧之原市学校組合立御前崎中学校

御前崎市立浜岡中学校

静岡県立御殿場南高等学校

静岡県立静岡城北高等学校

静岡市立高等学校

静岡県立東部特別支援学校

静岡県立静岡北特別支援学校南の丘分校

飯田澄雄

石野泰子

佐藤きよ惠

山﨑優志

片野秀樹

土屋初美

加藤志緒里

佐野和雄

伊藤一司

大澤　貢

横田留美子

塩川祐基

手塚美和

小林冬樹

鹿内沙紀

八木聖二

藤本晶子

関口拓哉

鈴木美幸

栗林　渓

益子祐人

芹澤　光

吉川契子

原田まや子

千葉裕太

鈴木雅義

園長

園長

校長

校長

校長

校長

校長

校長

校長

校長

副園長

代表教諭

教諭

教諭

代表教諭

教諭

学校栄養職員

教諭

教諭

教諭

教諭

教諭

教諭

教諭

代表教諭

教諭

浜松市立村櫛幼稚園

静岡大学教育学部附属幼稚園

沼津市立戸田小中一貫学校

静岡市立賤機北小学校

静岡市立長田北小学校

掛川市立佐束小学校

浜松市立積志小学校

焼津市立焼津中学校

浜松市立引佐南部中学校

静岡県立東部特別支援学校

浜松市立引佐幼稚園

静岡市立服織小学校

静岡市立清水飯田東小学校

焼津市立豊田小学校

御前崎市立浜岡東小学校

磐田市立竜洋西小学校

浜松市立笠井小学校

静岡市立高松中学校

島田市立金谷中学校

御前崎市牧之原市学校組合立御前崎中学校

磐田市立豊田南中学校

静岡県立清水東高等学校

静岡県立科学技術高等学校

静岡サレジオ中学校・高等学校

静岡県立東部特別支援学校

静岡県立掛川特別支援学校

藤田伸幸

柴田知江

金丸真人

木下雅人

川端紳之

永井和典

中谷好一

市川克明

佐藤安彦

長崎良夫

佐野由美

酒井信一

原英津子

深澤正充

藤原三香子

國松　保

大谷侑輝

大野哲寛

堀田貴世

岩林奏恵

林　泰弘

田中正夫

安田元気

山田邦彦

瀬戸浩祥

名倉　彩

園長

園長

校長

校長

校長

校長

校長

校長

校長

校長

教諭

教諭

講師

教諭

教諭

教諭

教諭

代表教諭

教諭

教諭

教諭

教諭

教諭

教諭

代表教諭

代表教諭

浜松市立南の星幼稚園

伊東市立池小学校

富士市立吉永第二小学校

静岡市立井川小中学校

静岡市立清水浜田小学校

湖西市立東小学校

浜松市立熊小学校

藤枝市立青島北中学校

静岡県立伊東高等学校

静岡市立小黒こども園

裾野市立東小学校

静岡市立清水船越小学校

静岡市立清水飯田東小学校

焼津市立和田小学校

磐田市立磐田中部小学校

袋井市立山名小学校

聖隷クリストファー小学校

焼津市立大富中学校

牧之原市立榛原中学校

御前崎市立浜岡中学校

静岡県立下田高等学校

静岡県立清水南高等学校

静岡県立磐田農業高等学校

常葉大学附属橘中学校・高等学校

静岡県立静岡北特別支援学校

静岡県立西部特別支援学校

佐々木浩子

髙橋真寿子

望月敏行

櫻井　守

山根法生

戸嶋秀樹

西田　亮

金原正高

後藤昇太

亀山季詩子

米山　徹

鈴木優理

杉山華奈美

福井紀子

山本哲史

青山智士

瀨戸　誠

高橋正幸

松浦泰彦

犬塚智也

吉田亮祐

深澤　茂

河村寿人

小澤祐太

深澤雄紀

青嶌雅文

園長

校長

校長

校長

校長

校長

校長

校長

校長

保育教諭

教諭

教諭

教諭

教諭

教諭

教諭

教諭

教諭

教諭

教諭

教諭

教諭

教諭

教諭

教諭

教諭

　静岡教弘奨励賞

学校・園名氏名 学校・園名氏名 学校・園名氏名

■　受賞のことば　■

静岡教弘優秀賞 学校部門　　 静岡教弘優秀賞　個人・グループ部門
静岡県立浜名高等学校　校長　山崎仁資 御前崎市立白羽小学校　山下賢吾

　このたびは静岡教弘優秀賞、誠にありがとうございました。

　定時制教職員が、人的・物的とも厳しい環境の中、生徒

の進路指導充実に向けて知恵を絞った取組を評価していた

だき嬉しく思います。

　受賞を糧に、今後も一層精進いたします。

　今回は、このような賞をいただき光栄です。

　カレー作りを頑張った子供たち、クラウドファンディングに

協力してくださった方々を始め、関わってくださった全ての

方々に感謝の気持ちでいっぱいです。

　本当にありがとうございました。

静岡教弘最優秀賞 静岡教弘優秀賞　学校部門 静岡教弘優秀賞　個人･グループ部門
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静岡県立中央特別支援学校本校・そよかぜ学級・わかくさ学級への助成金目録の贈呈

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浜松支社

浜松第一営業所長　牛島　弓

「ラブカード」に想いを乗せて

　ある日、かかってきた携帯電話に表示された名前を見て、

ご主人様からの問い合わせを確信した私の耳に聞こえてきた

のは女性の声でした。「主人が亡くなりました」・・・あまりに

突然のことで驚いたのと、保険金額は大丈夫か？足りるのか？

と一瞬で怖くなったことを覚えています。先生はまだ働き盛

りの50代前半。中学生と小学生のお子様が2人いました。

明日は家族でお花見に行こうと約束をしていた夜の急死でし

た。

　後日、保険金請求の手続きに伺うと、そこには整理された

証券ケースを準備した奥様が待っていてくださいました。

　奥様からいろいろな話を聞き、私からは先生がどんな話を

してこの保険に加入してくださったのかをお伝えしながら、

お互いに涙の手続きでした。そのとき、奥様が証券ケースか

ら取り出したのが「ラブカード」です。

　そこには先生から奥様、子供たちに宛てた、短いメッセー

ジが書かれていました。「いつも私のことをママって呼ぶから、

たまには名前で呼んでよって言っていたのに、全然呼んでく

れなかったの。でも、このカードには私のことを名前で書い

てくれてあって本当に嬉しかった！」と泣きながら笑顔を見

せた奥様の顔が忘れられません。

　ジブラルタ生命では、保険証券を確認する際に白紙のカー

ドをお届けしています。それは生命保険に加入した「想い」

を大切な家族に伝えることのできるカードです。保険金とと

もに届けられるこの「ラブカード」が、残されたご家族にとっ

て「人生最後のラブレター」となるよう、私たちは白紙のカー

ドをお届けします。

　60歳で定年退職！これで少しは自分の時

間が持てるぞ、と意気込んでいました。年に

数回は旅行ができるかな、美術館や博物館に

も空いているときに見に行きたいなあ、山歩

きもしたいな、ゴルフもやろうかな、ルアー

フィッシングも楽しみだなあ、おいしいラン

チにも行けるかなあ、といろいろと思い描い

ていました。ところがどっこい、悠々自適に

過ごせるなんてことは全くなく、働かざるも

の食うべからず、親の介護もあって、そうは

問屋が卸しません。そんな中でも、今楽しん

でいることは、朝ドラを見られるということ

です。これまでほとんど見たことがありませ

んでしたが、「ちむどんどん」に続き、「舞い

あがれ！」も笑いながら、時に涙しながら出

勤前や畑仕事前の15分間を一人独占してい

ます。

　また、今まで手付かずで草だらけだった親

の畑を何とかしようと思い立ち、草を刈り、

誰でもできる「オクラ、ゴーヤ、こどもピー

マン、こかぶ」を植え、この夏は収穫できま

した。オクラとゴーヤは買わずに済みました。

これが、今のところ、定年退職後の小さな楽

しみですが、まだまだこれから、いろいろと

やっちゃいますよ。もちろん参事の仕事が最

優先ですが・・・。

私のささやかな楽しみ

　弘済会発祥の地である静岡県が、令和 3 年度

に創立 70 周年を迎え、今年度は本部である公益

財団法人日本教育公務員弘済会が創立 70 周年

を迎えました。この創立 70 周年にあたり、全国

の特別支援学校を対象に、幼児・児童・生徒の教

育環境の充実の支援を行うことを目的として教

育支援事業を行う運びとなりました。静岡県に

おいては、県内 43 校の特別支援学校に 1 校あ

たり上限20万円の助成をすることとなり、12月

20日に各校へ助成金の振込をいたしました。
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所属所名

所属長氏名 （自署）

3，330

2，612

空気清浄機　『Airdog X5D』
（新フラッグシップパフォーマンスモデル）を10所属所に‼
世界最強レベルの独自のテクノロジーで空気を浄化する高性能空気清浄機『Airdog(エアドッグ)』を、

感染症対策として所属所内での会議等でご活用ください。所属所単位で所属長がご応募ください。

切り取って、LCにお渡しいただくか、郵送にてご応募ください。

応募方法　　解答用紙にご記入の上、下記の宛先までお送りください。正解の10所属所に空気清浄機　『Airdog X5D』（新フラッグシップパフォーマン

スモデル）を差し上げます。なお、正解多数の場合は抽選とし、2月上旬にお届けします。当選結果は、「静岡教弘だより№150春号」に掲載いたします。

　　　　　　　　　　　〒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

Q1　静岡教弘の三つの教育振興

事業は何でしょうか？

Q2　34歳以下の教職員の方だ

けが加入できる教弘保険の名

称は何でしょうか？

Q3　35歳からの教職員の方だ

けが加入できる新教弘保険に

は、何歳まで加入できるで

しょうか？

土屋　美華（南伊豆東小）

岡田　里菜（浜崎小）

加藤　　葵（裾野西小）

原山　隆章（吉原小）

坂本　亮太（伝法小）

早川　裕佳（稲子小）

成田　弘子（白糸小）

小長谷茂樹（北山小）

渥美　鑑司（久能小）

山崎　鷹也（横内小）

朝比奈由佳（黒石小）

曾根ふたみ（大井川東小）

小澤小百合（六合東小）

宮島　空見（川根本町中央小）

神田　　力（相良小）

杉田　凌雅（御前崎小）

増田　有正（小笠南小）

田原　園実（桜木小）

河合　幸代（大渕小）

杉浦　英樹（竜洋北小）

平岡ひとみ（袋井南小）

豊田　明彦（鷲津小）

丸山　里香（水窪小）

山本加代子（葵西小）

井島　郁子（舞阪小）

吉田衣都葵（光明小）

鈴木しげ子（花川小）

中道　佑華（笠井小）

杉本　眞弓（犬居小）

鈴木　徳也（佐鳴台小）

中村　友香（追分小）

伊熊　繭子（県居小）

福島　康良（三ヶ日西小）

縣　瑛里香（浜松東小）

大村　高弘（静大附属浜松小）

森野　彩帆（修善寺中）

甲賀　康正（富岡中）

望月　康広（吉原第二中）

小野　瑞歩（吉原第三中）

清　　　愛（富士中）

梶山　高秀（井川小中）

杉本さとみ（瀬戸谷中）

遠藤　秀紀（西益津中）

石橋　直明（広幡中）

小嶋　久典（磐田南部中）

長谷川浩子（豊田南中）

中村　倫崇（浅羽中）

鈴木智香子（新居中）

諸井　達哉（浜松南部中）

氏原　健太（曳馬中）

迫　奈生子（江西中）

塩谷　敦史（入野中）

中川　　拡（開成中）

飯田　宣子（中郡中）

三田　貴一（富塚中）

内山　昌俊（浜名中）

星野　　恵（浜北北部中）

夏目　香織（静大附属島田中）

植松　聖陽（沼津工業高）

品川　郁美（藤枝北高）

鴨藤　忠博（島田高）

三浦　　海（袋井商業高）

戸塚　雄介（磐田南高）

石原　康弘（浜松東高）

松野寿滿子（浜松大平台高）

袴田　美里（浜松江之島高）

森下　真帆（浜松市立高）

仲山　剛義（沼津視覚特支）

仁科　仁美（中央特支）

堀井　　諭（藤枝特支）

前田　雅人（掛川特支）

飯田知奈美（浜名特支）

笹瀬　由樹（浜松特支城北分校）

村田　典加（浜松みをつくし特支）

水野　時雄（キラリ高）

髙山　純一（藤枝明誠中・高）

青山　滋之 （聖隷クリストファー高）

島　英津子（あたみこども園）

木内　節子（長泉東幼）

坂倉由貴子（共和幼）

藤池　晴子（松崎幼）

糠谷　敦子（清水こども園）

丹羽　順子（上土こども園）

三浦　君江（安倍口中央こども園）

佐野　礼子（静浜幼）

松井　清華（池新田幼）

長嶋あゆ美（御前崎さくらこども園）

落合　美紀（小笠北幼）

南　奈帆子（向笠幼）

関坂　香織（豊田南こども園）

牧原　恵美（岡崎幼）

藤原百合子（犬居幼）

内山　幾菜（笠井幼）

林　　里依（豊西幼）

沖村　清美（中川幼）

岡井　洋央（芳川幼）

鈴木みどり（焼津青少年の家）

三津間洋子（浜松市教育会館）

大橋　康作（浜松市学生協）

曽布川和子（友の会会員）

石田由未加（富戸小）

千葉　裕花（泉小）

藤本　里緒（大平小）

内田　尚子（伝法小）

牧野　憲嗣（西豊田小）

鈴木　　泉（大井川西小）

山本　蒼乃（相良小）

松島　恵留（磐田南小）

大渡恵美子（萩丘小）

小杉　里栄（笠井小）

宮本　律子（花川小）

森本　智子（佐鳴台小）

中山　真紀（西都台小）

刑部　有香（舞阪小）

小田　育枝（雄踏小）

川村　陽子（光明小）

渡井　哲広（下田中）

中山みどり（吉原第三中）

中橋　麻純（鷹岡中）

横田　真樹（高松中）

杉山　篤史（葉梨中）

清水　志保（御前崎中）

竹内　翔馬（磐田第一中）

鈴木　涼子（新津中）

小島　英子（中郡中）

河藤　千晶（浜名中）

定保　　良（浜北北部中）

青島　征男（静岡東高）

新美ひかる（藤枝西高）

三浦　重彦（掛川工業高）

前田　直美（小笠高）

松本　浩司（袋井商業高）

伊藤　真弓（浜松江之島高）

南　　直美（富士市立高）

山本　健児（伊豆の国特支伊豆下田分校）

城下　貴代（中央特支）

西田麻優香（藤枝特支焼津分校）

川前　修一（掛川特支）

金田　晃徳（浜名特支）

佐野　　巌（藤枝順心高）

傍島　佐和（浜松学院高）

児玉美奈子（浜松聖星高）

大森　小鈴（下田認定こども園）

溝口　寿子（岩松幼）

岡野　晃代（高部こども園）

袴田佐知子（高台幼）

江間美帆子（宮口幼）

佐藤友紀子（犬居幼）

山内　美咲（鷲津幼）

鳥居　篤史（浜松市教委）

所属所対象
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大学院・大学・短期大学・高等専門学校及び専修学校の専門課程に入学または

在学中の学生に対し、選考により無利息で最高100万円の奨学金を貸与します。

学校教育法に準拠する国公私立の大学院・大学・短期大学・高等専門学校

（第4学年以上）・専修学校の専門課程に在学しているか、入学前であった

としてもその学校への手続きを完了し、学資金の支払いが困難と認められる者

とします。

貸与金の返還の始期は、卒業した年の12月とし、以降毎年12月をもって

返還期とします。

100万円の借用者は、卒業見込みの年から原則として10年以内に年賦償還

とし、毎回の返還は口座振替とします。

（ただし、100万円の借用以外は8年以内とします。）

　今年度末及び来年度末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「静岡教弘リタイアメントライフプラ

ンセミナー」を右記日程で開催いたします。

　お問い合わせは、ジブラルタ生命保険株式

会社静岡支社 054-205-3911(９：00 ～

17：30 土・日・祝休 ) までご連絡下さい。
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