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　千葉教弘では、日々行われている実践的な教育研究についての論文を募集し、
優秀な研究を表彰するとともに、その研究内容を広く共有することを目的として、
県内の幼・小・中・高・特別支援学校（学校部門）及び皆様個人（個人・グループ
部門）に助成する「教育実践研究論文」募集事業を行っています。
　今年度も、この論文募集の時期となりました。皆さんも応募してみませんか。
なお、論文の応募方法につきましては、裏面に記載いたしましたのでご覧ください。

学校部門 個人・グループ部門

小中一貫教育を目指す小中兼務教員（中学校教員）
による小学生への指導
～松戸市独自教科「言語活用科日本語分野」を切り口として～

考え、議論する道徳授業の在り方
～自分らしさを発揮し合う、対話・話し合い活動を通して～

松戸市立第五中学校　校長　高橋  政弘 木更津市立波岡小学校　教諭　古舘  良純

2018年度 「教育実践研究論文」募集
～ あなたも 応募してみませんか！！～

 学校部門

最近３年間の最優秀受賞者一覧

小中一貫教育の在り方について
～開校から２年半の取組を通して～

「伝える」力を育み、「伝わる」喜びを実感できる授業作り
～肢体不自由のある生徒による「自作英語昔話」の
 　　　　　　　　　　　　　　　  読み聞かせを通して～

成田市立下総みどり学園　校長　髙山　勇 千葉県立桜が丘特別支援学校　教諭 大髙  勇輝

一人一人が輝き、お互いによりよく生きようとする
児童の育成を目指して　
～道徳教育を通して～

中学校における障害理解授業の実践
～自己理解からはじまる他者理解への取組～

白子町立関小学校　校長　濱田  利子 千葉市立花見川中学校　教諭　廣森  貴恭

最優秀賞　１点　　３０万円
優 秀 賞　２点　　２０万円
優 良 賞　３点　　１０万円
奨 励 賞　１万円図書カード

個人・グループ部門
最優秀賞　１点　　 2０万円
優 秀 賞　２点　　1０万円
優 良 賞　３点　　   5万円
奨 励 賞　１万円図書カード

２０１８年１１月９日（金）当日消印有効
※各賞は 教育実践研究論文審査委員会において １月中に決定します。
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2017
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2016
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2015
年度

9/15（土）14：00～ 9/16（日）14：00～

8/31（金）18：30～ 9/1（土）17：00～ 9/2（日）17：00～

8/24（金）18：15～ 8/25（土）18：00～ 8/26（日）18：00～

7/28（土）18：00～ 7/29（日）18：00～

7/21（土）17：00～ 7/22（日）17：00～

現職の“千葉教弘会員”だけの特典！！

～はがき記入事項～

千葉ロッテマリーンズ主催試合ご招待
１試合につきペアで５組 ご招待します

下記より 第二希望までお選びください！

応募に
ついて

後期日程募集締切：７月６日（金）必着

　千葉教弘では、今年度より福祉事業の一環として『千葉ロッテマリーンズ主催試合招待
事業』を開始し、すでに前号でご紹介いたしました前期日程の試合への応募もたくさんい
ただきました。今回は、７月～９月までの後期日程の試合の募集をいたします。ぜひこの
機会に球場で野球観戦をお楽しみください！！たくさんのご応募をお待ちしています。

１ 氏名（フリガナ）
２ 職員コード
３ 郵便番号
　 自宅住所
４ 電話番号
５ 所属所
６ 観戦希望日
　 第一希望
　 第二希望

後期日程

上記に関するお問い合わせは・・・
公益財団法人 
日本教育公務員弘済会 千葉支部
TEL：0120-10-8851
事業課まで

VS オリックス

VS 埼玉西武

VS 福岡ソフトバンク

VS 埼玉西武

VS オリックス

VS 北海道日本ハム

VS 福岡ソフトバンク9/5（水）18：15～9/4（火）18：15～ 9/6（木）18：15～

9/17（月）14：00～

8/7（火）18：15～ 8/8（水）18：15～

8/22（水）18：15～ 8/23（木）18：15～

VS 福岡ソフトバンク

VS 埼玉西武

9/18（火）18：15～ 9/19（水）18：15～

9/21（金）18：15～

VS 東北楽天

●応募資格：現職の千葉教弘会員に限ります
●応募方法：官製はがきに必要事項をすべて記入し郵送してください
●注意事項：募集多数の場合は抽選となります
　　　　　  当選者はチケットの自宅への郵送をもって通知いたします
　　　　　  席の指定はできませんのでご了承ください
●応募先：〒260-0013　千葉市中央区中央4-13-10
　　　　　　　　　　　  教育会館新館7階　「千葉教弘 事業課」宛

●応募資格：現職の千葉教弘会員に限ります
●応募方法：官製はがきに必要事項をすべて記入し郵送してください
●注意事項：募集多数の場合は抽選となります
　　　　　  当選者はチケットの自宅への郵送をもって通知いたします
　　　　　  席の指定はできませんのでご了承ください
●応募先：〒260-0013　千葉市中央区中央4-13-10
　　　　　　　　　　　  教育会館新館7階　「千葉教弘 事業課」宛

千葉教弘が発行している広報誌「きょうこう千葉」は、県内の公立小･中学校、高等学校、特別支援
学校、幼稚園･こども園に発送しています。笑
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ジブラルタ生命保険のユース教弘保険・
新教弘保険に10口以上ご加入の
現職の教職員の方のみになります。
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　応募資格のある方は・・・

後期日程

8



PresentPresent

▲ 伊藤LC、川崎校長先生、三上参事

● 募集対象
◇研究論文は、「学校部門」「個人・グループ部門」の２部門とします。
◇県内の幼稚園・小学校・中学校・高等学校ならびに特別支援学校及び教育研究機関に勤務する教職員とします。
◇他の団体等より既に助成金を受領したもの、または原稿料等の報酬を得て執筆、発表したものは除きます。
◇応募論文の版権が、当財団に帰属しても異議のないものに限ります。
◆「個人・グループ部門」を受賞された際に納税のため、代表者の個人番号（マイナンバー）を提出していただきます。
◆前年度の応募者は、部門を問わず応募できません。

● 応募方法
「応募申請書」を千葉教弘のホームページよりダウンロードのうえ論文と一緒に郵送で提出してくだ
さい。　ホームページURL　http://chibakyoko.jp

〒260-0013　千葉市中央区中央4-13-10　千葉県教育会館新館７階
公益財団法人 日本教育公務員弘済会 千葉支部　 TEL  0120-10-8851

1 研究主題
「学校の実態を踏まえ、明日の教育を考える」という立場から、具体的な研究主題を決めて論文をまとめてください。

2 用紙及び論文量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
論文の作成は原則としてワード等を使用してください。指定の原稿用紙はありませんので、以下のとおり設定の上

提出してください。（①・②ともに必須）なお、電子データ（CD－ROM等）を併せて提出願います。（①・②はそれぞれ別
のファイルで作成してください）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
※千葉教弘のホームページ（http://chibakyoko.jp）から要旨・本文の様式例をダウンロードすることができます。

① 要　旨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
様式は48字×43行×1段組×Ａ４判1ページ横書きとします。　　　　　　　　　　　　　　　　　
所属校・役職・執筆者（学校部門は校長・グループ部門は代表者）の氏名・研究主題・副題・要旨をまとめてください。
② 本　文　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
様式は24字×43行×2段組×Ａ４判4ページ横書きとします。　　　　　　　　　　　　　　　　　
本文の1ページ目には、研究主題・執筆者（学校部門は校長・グループ部門は代表者）を記載し、図表・写真等の資料
を掲載する場合は、Ａ４判1ページ程度以内の分量で４ページの中に収めてください。

3 論文の書き方　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
① 論文は横書きとします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
② 文字は常用漢字、現代かなづかいを使用してください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
③ 本文1ページ目の6行（段組み左右）を用い、以下のとおり印字してください。　　　　　　　　　　
※ 学校部門の場合は、所属校及び校長（代表者）名　　　　　　　　　　　　　　　　
※ 個人・グループ部門の場合は、所属校及び役職・氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
④ 小見出しや文章の書き出しの前は、ひとマスあけてください。　　　　　　　　　　　　　　　　　

4 図表・写真等の資料の留意事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
掲載する図表・写真等の資料は、Ａ４判1ページ程度以内の分量に収め、本文の中に貼り付けまたはデジタルカメラ等で取り

込んだものにしてください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
※ 他の論文等にある図表・写真や長い文章を引用する際は、応募者が版権所有者・団体の引用許可を取得してください。

◆上記と異なる様式・不備がある状態で応募した場合、審査の対象外となることがあります。
◆なお、応募により提出いただいた論文は返却いたしませんのでご了承ください。

論 文 応 募 要 項

＊応募先及び問い合わせ先＊

教育実践研究論文募集要項

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。

　「きょうこう千葉No.227」でご紹介した参事に加えて、東上総担当の参事が代わりましたのでご紹介します。参事
は、千葉教弘の行っている事業を教職員の皆様に知っていただくため、直接学校を訪問したり、学校説明会を実施した
りしています。
　なお、本年度10名の参事が皆様の学校を訪問しますので、よろしくお願いいたします。

　千葉教弘では事業の一環として、４月から新たに校長・教頭になられた方々へ“ご栄進記念品”を、
新規に採用された教職員の方々へ“新規採用記念品”を贈呈しています。今年度も、参事や学校担当
LC（ライフプラン・コンサルタント）が多くの皆様に記念品をお届けしています。
　今回は、大網白里市立季美の森小学校での贈呈の様子を取材しましたので、ご紹介いたします。

　― 季美の森小学校は、今年度で創立20周年を迎える
学校です。4月から新任校長として川崎宏薫校長先生が、新規
採用教員として西川裕介先生が着任されました。 ―

　川崎校長先生は、地域の印
象を、地域の方々がとても教
育熱心で学校を盛り上げてく
ださり、地域と学校が一体と
なって響き合っているように
感じたそうです。
　また、校長先生になった感想として、『責任感を強く感じ、
しっかりとした教員を育てていきたい。』と力強い言葉をいた
だきました。常に笑顔の絶えない明るい川崎校長先生のモッ
トーは「日々研鑚」  川崎校長先生を筆頭に、地域と学校の
サウンド（響き）がどんどん大きくなっていきそうですね♪

　教職員の皆さんに、千葉教弘が「最終受益者は子どもたちである」ことを念頭に学校
や教職員、子どもたちの教育に役立つ教育振興事業を進めていることや、教職員の
福祉事業の充実を図っていることを、お伝えすることができるように努めていきたいと
思います。
　頑張っている皆さんが、安心して業務に取り組めるようにサポートしていきたいと
思います。どうぞ、よろしくお願い致します。

千葉教弘 新参事のご紹介

ご栄進記念品・新規採用記念品をお届けしています！！
～ 川崎校長先生・西川先生 おめでとうございます ～～ 川崎校長先生・西川先生 おめでとうございます ～～ 川崎校長先生・西川先生 おめでとうございます ～

東上総（山武・長生・夷隅）担当　三上  雄二

ご栄進記念品として「多機能ボールペン」を、
新規採用記念品として「針なしステープラー」を贈呈しました。

★★季美の森小の明るい教職員の皆様★★

NEWS!!

　４月から季美の森小学校に
新規採用教員として着任された
のが西川先生です。先生ご自身
が小学生の頃は目立ちたがりや
な子どもだったそうです。その
頃の先生の姿を見て教員になろ
うと思い、その夢を叶えられました。校長先生と同様、素敵な笑顔
で明るい西川先生。『やってやるぞ！』という決意が表れていました。

▲ 三上参事、西川先生

校長先生 → 西川先生へ
西川先生らしく。先生に

なろうと思った時の気持ちを
いつまでも忘れずに！

西川先生 → 校長先生へ
早く一人前になれるよう、
頑張りますので

ご指導よろしくお願いします。

学校と地域が響き合う 季美の森小！！

子どもたちから 慕われる教員に・・・
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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。

　「きょうこう千葉No.227」でご紹介した参事に加えて、東上総担当の参事が代わりましたのでご紹介します。参事
は、千葉教弘の行っている事業を教職員の皆様に知っていただくため、直接学校を訪問したり、学校説明会を実施した
りしています。
　なお、本年度10名の参事が皆様の学校を訪問しますので、よろしくお願いいたします。

　千葉教弘では事業の一環として、４月から新たに校長・教頭になられた方々へ“ご栄進記念品”を、
新規に採用された教職員の方々へ“新規採用記念品”を贈呈しています。今年度も、参事や学校担当
LC（ライフプラン・コンサルタント）が多くの皆様に記念品をお届けしています。
　今回は、大網白里市立季美の森小学校での贈呈の様子を取材しましたので、ご紹介いたします。

　― 季美の森小学校は、今年度で創立20周年を迎える
学校です。4月から新任校長として川崎宏薫校長先生が、新規
採用教員として西川裕介先生が着任されました。 ―

　川崎校長先生は、地域の印
象を、地域の方々がとても教
育熱心で学校を盛り上げてく
ださり、地域と学校が一体と
なって響き合っているように
感じたそうです。
　また、校長先生になった感想として、『責任感を強く感じ、
しっかりとした教員を育てていきたい。』と力強い言葉をいた
だきました。常に笑顔の絶えない明るい川崎校長先生のモッ
トーは「日々研鑚」  川崎校長先生を筆頭に、地域と学校の
サウンド（響き）がどんどん大きくなっていきそうですね♪

　教職員の皆さんに、千葉教弘が「最終受益者は子どもたちである」ことを念頭に学校
や教職員、子どもたちの教育に役立つ教育振興事業を進めていることや、教職員の
福祉事業の充実を図っていることを、お伝えすることができるように努めていきたいと
思います。
　頑張っている皆さんが、安心して業務に取り組めるようにサポートしていきたいと
思います。どうぞ、よろしくお願い致します。

千葉教弘 新参事のご紹介

ご栄進記念品・新規採用記念品をお届けしています！！
～ 川崎校長先生・西川先生 おめでとうございます ～～ 川崎校長先生・西川先生 おめでとうございます ～～ 川崎校長先生・西川先生 おめでとうございます ～

東上総（山武・長生・夷隅）担当　三上  雄二

ご栄進記念品として「多機能ボールペン」を、
新規採用記念品として「針なしステープラー」を贈呈しました。

★★季美の森小の明るい教職員の皆様★★

NEWS!!

　４月から季美の森小学校に
新規採用教員として着任された
のが西川先生です。先生ご自身
が小学生の頃は目立ちたがりや
な子どもだったそうです。その
頃の先生の姿を見て教員になろ
うと思い、その夢を叶えられました。校長先生と同様、素敵な笑顔
で明るい西川先生。『やってやるぞ！』という決意が表れていました。

▲ 三上参事、西川先生

校長先生 → 西川先生へ
西川先生らしく。先生に

なろうと思った時の気持ちを
いつまでも忘れずに！

西川先生 → 校長先生へ
早く一人前になれるよう、
頑張りますので

ご指導よろしくお願いします。

学校と地域が響き合う 季美の森小！！

子どもたちから 慕われる教員に・・・
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　千葉教弘では、日々行われている実践的な教育研究についての論文を募集し、
優秀な研究を表彰するとともに、その研究内容を広く共有することを目的として、
県内の幼・小・中・高・特別支援学校（学校部門）及び皆様個人（個人・グループ
部門）に助成する「教育実践研究論文」募集事業を行っています。
　今年度も、この論文募集の時期となりました。皆さんも応募してみませんか。
なお、論文の応募方法につきましては、裏面に記載いたしましたのでご覧ください。

学校部門 個人・グループ部門

小中一貫教育を目指す小中兼務教員（中学校教員）
による小学生への指導
～松戸市独自教科「言語活用科日本語分野」を切り口として～

考え、議論する道徳授業の在り方
～自分らしさを発揮し合う、対話・話し合い活動を通して～

松戸市立第五中学校　校長　高橋  政弘 木更津市立波岡小学校　教諭　古舘  良純

2018年度 「教育実践研究論文」募集
～ あなたも 応募してみませんか！！～

 学校部門

最近３年間の最優秀受賞者一覧

小中一貫教育の在り方について
～開校から２年半の取組を通して～

「伝える」力を育み、「伝わる」喜びを実感できる授業作り
～肢体不自由のある生徒による「自作英語昔話」の
 　　　　　　　　　　　　　　　  読み聞かせを通して～

成田市立下総みどり学園　校長　髙山　勇 千葉県立桜が丘特別支援学校　教諭 大髙  勇輝

一人一人が輝き、お互いによりよく生きようとする
児童の育成を目指して　
～道徳教育を通して～

中学校における障害理解授業の実践
～自己理解からはじまる他者理解への取組～

白子町立関小学校　校長　濱田  利子 千葉市立花見川中学校　教諭　廣森  貴恭

最優秀賞　１点　　３０万円
優 秀 賞　２点　　２０万円
優 良 賞　３点　　１０万円
奨 励 賞　１万円図書カード

個人・グループ部門
最優秀賞　１点　　 2０万円
優 秀 賞　２点　　1０万円
優 良 賞　３点　　   5万円
奨 励 賞　１万円図書カード

２０１８年１１月９日（金）当日消印有効
※各賞は 教育実践研究論文審査委員会において １月中に決定します。

締  切

2017
年度

2016
年度

2015
年度

9/15（土）14：00～ 9/16（日）14：00～

8/31（金）18：30～ 9/1（土）17：00～ 9/2（日）17：00～

8/24（金）18：15～ 8/25（土）18：00～ 8/26（日）18：00～

7/28（土）18：00～ 7/29（日）18：00～

7/21（土）17：00～ 7/22（日）17：00～

現職の“千葉教弘会員”だけの特典！！

～はがき記入事項～

千葉ロッテマリーンズ主催試合ご招待
１試合につきペアで５組 ご招待します

下記より 第二希望までお選びください！

応募に
ついて

後期日程募集締切：７月６日（金）必着

　千葉教弘では、今年度より福祉事業の一環として『千葉ロッテマリーンズ主催試合招待
事業』を開始し、すでに前号でご紹介いたしました前期日程の試合への応募もたくさんい
ただきました。今回は、７月～９月までの後期日程の試合の募集をいたします。ぜひこの
機会に球場で野球観戦をお楽しみください！！たくさんのご応募をお待ちしています。

１ 氏名（フリガナ）
２ 職員コード
３ 郵便番号
　 自宅住所
４ 電話番号
５ 所属所
６ 観戦希望日
　 第一希望
　 第二希望

後期日程

上記に関するお問い合わせは・・・
公益財団法人 
日本教育公務員弘済会 千葉支部
TEL：0120-10-8851
事業課まで

VS オリックス

VS 埼玉西武

VS 福岡ソフトバンク

VS 埼玉西武

VS オリックス

VS 北海道日本ハム

VS 福岡ソフトバンク9/5（水）18：15～9/4（火）18：15～ 9/6（木）18：15～

9/17（月）14：00～

8/7（火）18：15～ 8/8（水）18：15～

8/22（水）18：15～ 8/23（木）18：15～

VS 福岡ソフトバンク

VS 埼玉西武

9/18（火）18：15～ 9/19（水）18：15～

9/21（金）18：15～

VS 東北楽天

●応募資格：現職の千葉教弘会員に限ります
●応募方法：官製はがきに必要事項をすべて記入し郵送してください
●注意事項：募集多数の場合は抽選となります
　　　　　  当選者はチケットの自宅への郵送をもって通知いたします
　　　　　  席の指定はできませんのでご了承ください
●応募先：〒260-0013　千葉市中央区中央4-13-10
　　　　　　　　　　　  教育会館新館7階　「千葉教弘 事業課」宛

●応募資格：現職の千葉教弘会員に限ります
●応募方法：官製はがきに必要事項をすべて記入し郵送してください
●注意事項：募集多数の場合は抽選となります
　　　　　  当選者はチケットの自宅への郵送をもって通知いたします
　　　　　  席の指定はできませんのでご了承ください
●応募先：〒260-0013　千葉市中央区中央4-13-10
　　　　　　　　　　　  教育会館新館7階　「千葉教弘 事業課」宛

千葉教弘が発行している広報誌「きょうこう千葉」は、県内の公立小･中学校、高等学校、特別支援
学校、幼稚園･こども園に発送しています。笑

顔
のあいみィ

が
ん

ばる
みんなの応援

団

ジブラルタ生命保険のユース教弘保険・
新教弘保険に10口以上ご加入の
現職の教職員の方のみになります。

12

　応募資格のある方は・・・

後期日程

8


