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５/４（月）14：00～ ５/５（火）14：00～ ５/６（水）14：00～ VS オリックス

5/16（土）14：00～ 5/17（日）14：00～ VS 福岡ソフトバンク

5/23（土）14：00～ 5/24（日）14：00～ VS 東北楽天

VS 広島東洋カープ5/30（土）14：00～

５/ 9（土）14：00～ 5/10（日）14：00～ VS 埼玉西武

6/ 9（火）18：15～ 6/10（水）18：15～ VS 東京ヤクルト

6/13（土）14：00～ VS 読売ジャイアンツ

下記より 第二希望までお選びください！
前期日程

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

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。

　応募資格のある方は・・・

●応募資格：現職の千葉教弘会員に限ります（下記をご覧ください）
●応募方法：❶官製はがきに必要事項をすべて記入し郵送
　　　　　　　　　　または
　　　　　 ❷千葉教弘ホームページお問い合わせフォームから応募
　　　　　　※ホームページから応募の場合は、お問い合わせ内容欄に「ロッテ応募」と明記し
　　　　　　　　　自宅住所・観戦希望日を入力してください。

●応 募 先：〒260-0013　千葉市中央区中央4-13-10 千葉県教育会館新館7階
　　　　　　　　　　　　「千葉教弘 事業課」宛
　　　　　　ホームページURL　http://chibakyoko.jp

～必要事項～

千葉ロッテマリーンズ
主催試合ご招待
千葉ロッテマリーンズ
主催試合ご招待
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！

応募に
ついて

注意事項

前期募集締切：4月10日（金）必着

　毎回、多くのご応募をいただいております『千葉ロッテマリーンズ主催試合招待事業』の
今年度前期分の募集を開始いたします。この事業は教弘会員向けの福祉事業として千葉
教弘が行っています。ぜひこの機会に球場で迫力あるプロ野球を観戦し、思い出をつくり
ませんか？ たくさんのご応募お待ちしています！！

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 勤務先
６ 観戦希望日
　 第一希望
　 第二希望

●応募資格：現職の千葉教弘会員に限ります（下記をご覧ください）
●応募方法：❶官製はがきに必要事項をすべて記入し郵送
　　　　　　　　　　または
　　　　　 ❷千葉教弘ホームページお問い合わせフォームから応募
　　　　　　※ホームページから応募の場合は、お問い合わせ内容欄に「ロッテ応募」と明記し
　　　　　　　　　自宅住所・観戦希望日を入力してください。

●応 募 先：〒260-0013　千葉市中央区中央4-13-10 千葉県教育会館新館7階　
　　　　　　　　　　　　「千葉教弘 事業課」宛
　　　　　　ホームページURL　http://chibakyoko.jp

＊応募多数の場合は抽選となります。当選者の発表はチケットの発送をもって代えさせていただきます。
＊席の指定はできませんのでご了承ください。
＊一人につき2通までの応募とします。
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現
職
の“

千葉
教弘会員”の皆さまへ！！

学校部門

２０１９年度　教育実践研究論文　各賞決定！！

受賞者の皆様、誠におめでとうございます

　千葉教弘では、「教育実践研究論文」を募集し、教育に関する有

益な研究を実践し、教育の向上発展に寄与された教職員の皆様に

助成する事業を毎年行っています。今年度も、「学校部門」「個人・

グループ部門」　合わせて53点のご応募があり、1月２８日（火）論文

審査委員の皆様にご出席いただき、２０１９年度教育実践研究論文

審査委員会を開催いたしました。審査の結果、各賞が決定いたしま

した。なお、受賞者の皆様の一覧を裏面に記載いたしましたので、

ご覧ください。

　来年度も、より多くの皆様からの応募をお願いいたします。

　「高校生の地域参画」をテーマに、歴史への興味・関心を
喚起させ、言語活動の充実を図ることに留意した実践です。
　フィールドワークを伴ったプレゼン能力の向上を図り、これら
を生かした文化遺産啓発活動や地域行事に協力。小湊鉄道旅
マップの作成、古道への道標の作成と設置、公民館と連携した
文化財マップ作成、町内会がすすめる城跡整備の看板づくり、
地域コミュニティで生徒が郷土の文化遺産を講師として紹介
するなどの活動に取り組みました。このたびの受賞を受け、
協力いただいたすべての関係者と生徒に感謝の気持ちで
いっぱいです。ありがとうございました。

 審査委員会の様子

『教育実践研究論文集』を
毎年３月末にお届けしています。

ご活用ください。

佐倉市立佐倉幼稚園

古嶋 美文　園長
❖テーマ❖

友達と協同して遊べる子をめざして
～協同的な遊びから得られる
　　　　　　　非認知能力の向上とその発展性を願って～

個人・グループ部門

千葉県立姉崎高等学校

石川 陽一　教諭
❖テーマ❖

高校生の地域参画とふるさとを愛する
心をはぐくむ実践

～フィールドワークとプレゼンテーションを生かして
　　　　　　　　　　　　　　　　地域とつながる取組～

最優秀賞

KYOKO

最優秀賞

KYOKO

　この度は、身に余る賞を賜り大変光栄に思っております。あり
がとうございました。
　子どもたちを日々見つめていく中で「保育の工夫次第で、身
に付ける能力に違いや差が出てくるのでは？」と思ったことが研
究の動機でした。本研究において①協同的な遊びに向かう中で
「人間関係能力」や「話す・聞く能力」等が身に付いていくこと、
②小学校に入学後、それらの非認知能力や認知能力が高率で
維持していること、の二点が分かりました。研究を通して幼稚園
教育の推進に新たな希望を得ることができました。
　また本研究にご協力いただいた小学校に深く感謝致します。



最優秀賞

優 秀 賞

優 秀 賞

優 良 賞

優 良 賞

優 良 賞

優 良 賞

佐倉市立佐倉幼稚園

佐倉市立臼井西中学校

千葉市立高浜第一小学校

館山市立第一中学校

旭市立滝郷小学校

大網白里市立白里小学校

千葉県立浦安高等学校

千葉県立国分高等学校

千葉県立八街高等学校

千葉県立九十九里高等学校

船橋市立丸山小学校

八千代市立大和田南小学校

浦安市立見明川小学校

船橋市立法典西小学校

流山市立南流山小学校

銚子市立春日小学校

校　長　

校　長

校　長

校　長

校　長

校　長

校　長

校　長

校　長

髙野  　義幸

須郷  　秀明

唐鎌  　和恵

井川   富美子

田中  　一成

鈴木  　香織

掛村  　利弘

遠藤  　由樹

塚本  　義雄

長生村立八積小学校

富津市立大貫小学校

富津市立湊小学校

木更津市立真舟小学校

習志野市立第三中学校

香取市立佐原第五中学校

市原市小中一貫教育校  加茂学園

千葉県立東葛飾中学校・高等学校

鴨川市立江見認定こども園

校　長

校　長

校　長

校　長

校　長

校　長

校　長

校　長

園　長

宮﨑  　浩章

鹿島  　順

横田   経一郎

中澤  　泰藏

富所  　緑

伊藤  　憲

山田  　正治

平賀  　洋一

鎌田  　悦子

園　長

校　長

校　長

校　長

校　長

校　長

校　長

古嶋  　美文

加藤  　康男

川名  　正雄

鈴木  　賢一

加瀬  　政美

内山  　知良

若菜  　秀彦

友達と協同して遊べる子をめざして

他者に配慮し、思いや考えを伝え合う外国語教育

全ての子供たちの学びを保証する学校教育の在り方

「３つのあい」で「活気ある学校」を創る系統的マネジメントサイクル

進歩を感じ、やる気が高まり、使える喜びを味わえる小学校外国語教育の実践

主体的に学びに向かい、「声と汗」があふれる体育授業に取り組む児童の育成

「教わる」から「学ぶ」へ

学 校 部 門

最優秀賞

優 秀 賞

優 秀 賞

優 良 賞

優 良 賞

優 良 賞

千葉県立姉崎高等学校

千葉県立松戸南高等学校

鴨川市立天津小湊小学校

市川市立第三中学校

浦安市立富岡小学校

八千代市立睦小学校

千葉県立若松高等学校

千葉県立国府台高等学校

千葉県立船橋芝山高等学校

松戸市立松戸高等学校

千葉県立松戸特別支援学校

千葉県立槇の実特別支援学校

千葉県立市原特別支援学校

市川市立須和田の丘支援学校

千葉県立船橋夏見特別支援学校

市川市立曾谷小学校

市川市立曾谷小学校

教　諭

教　頭

教　諭

教　諭

教　諭

教　諭

教　諭

教　諭

教　諭

教　諭

教　諭

細越  　貴裕

黒川  　康宏

吉次  　修

萩原  　利幸

新田  　賢司

小澤  　典夫

田村  　信一

澁井  　彩乃

星名  　義明

栗原  　崇通

竹内  　光司

市川市立曾谷小学校

浦安市立北部小学校

松戸市立常盤平第一小学校

流山市立流山小学校

柏市立大津ケ丘第一小学校

成田市立加良部小学校

市川市立第三中学校

市川市立大洲中学校

船橋市立旭中学校

館山市立第二中学校

教　諭

校　長

教　頭

教　諭

教　諭

教　諭

教　諭

教　諭　

教　諭

養護教諭

富永  加代子

船𣘺  紀美江

中澤  　智章

安藤  　淳一

井上  　昇

小田  　幸枝

原　   奈良子

長﨑  　誠

高橋  　拓也

小瀧  　清美

教　諭

教　諭

教　諭

司書教諭

教　諭

教　諭

石川  　陽一

小川  　貴広

辰馬  　基倫

五十嵐  ふみ代

伊藤  　全仁

有福  絵里加

高校生の地域参画とふるさとを愛する心をはぐくむ実践　

英語で伝える地元のフリーペーパー作りについて　

地域と主体的に関わり、未来に向かって学び続ける児童の育成　

読書の質を上げる読書指導の在り方　

主体的・対話的で深い学びの実現を目指す国語科授業の実践　

すべての子どもが自ら考え、主体的、対話的で深い学びのある図画工作科　

個人・グループ部門

奨 励 賞

奨 励 賞

2019年度  教育実践研究論文受賞者一覧

敬称略　順不同



キッズサプライズ連携事業

　千葉教弘では、教育文化事業の一環として“キッズサプライズ”
と提携して小・中学校にユニフォーム等を贈呈する取り組みを
行っています。今年度は、市原市立市原中学校サッカー部に
ユニフォームを贈呈しました。

　昨年度、天津小と小湊小が統合し、今年度より鴨川市立天津小湊小学校が誕生しました。
今回、学校の開校を記念して公益財団法人 日本教育公務員弘済会千葉支部主催のもと
音楽コンサートが行われました。その様子をお伝えします。

市原市立市原中学校にユニフォームを贈呈

　2019年11月30日（土）に市原市立市原中学校グラウンドで行われ
た贈呈式では、千葉教弘代表・安西支部長の挨拶の後、同校サッカー
部員全員にユニフォーム一式が贈呈されました。
　プレゼンターには市立船橋高校出身でＪリーグ・ジュビロ磐田やオラ
ンダリーグでも活躍した元プロサッカー選手のカレン・ロバートさんが
登場し、部員一人ひとりと握手をしながらユニフォームを手渡しました。
　同校の福原昌章校長先生からは、贈呈へのお礼とともに、生徒数が
減少する中でも頑張っているサッカー部に熱いエールが送られました。
　贈呈式後は、さっそくユニフォームに着替えて記念撮影。真新しいユ
ニフォームに少し照れながらも、全員に笑顔が溢れていました。
　その後、カレン・ロバートさんも交えて行われたミニゲームでは、寒さ
をものともせずに走り回る溌溂とした姿が見られました！

　2020年1月28日（火）に
ハッチポッチクインテットによ
る“音楽コンサート”が開催され
ました。当日は小学生だけでな
く、併設している天津小湊幼
稚園の皆さんも一緒に参加し、
とても賑やかな雰囲気でコンサートが行われました。
　コンサートが始まると綺麗なマリンバの音にあっという間にみ
んな釘付け！近い距離で聴く生の音楽に会場全体がすっかり聴き
入っていました。
　マリンバだけではなく様々な楽器の紹介や、一つの楽器だけを
使った曲など、色々な楽器について知ることができ、目でも耳でも
楽しむことができました。

　学校からのリクエスト曲
『しろくまのジェンカ』では、
子どもたちもかわいいダンス
をしながら参加していました。
また、『マンボのビート』では、
手や足、おなかなどを使った

ボディーパーカッションを会場
全体で行い、子どもたちの元気
いっぱいな姿に演奏者も私た
ちも元気をもらいました。
　最後の曲『パプリカ』でも、子
どもたちや先生方、みんなで
歌って踊って会場に一体感が生まれ、音楽のチカラを感じました。
　そして、会場からは「アンコール！」の大合唱。アンコールに応え
『道化師のギャロップ』が演奏され、大盛況のままコンサートは
終了しました。
　開校1年目をみんなで楽しく賑やかにお祝いすることができま
した！これから先、天津小湊小学校が何十年、何百年と続いて
地域に根ざした学校になってくれればと思います。

▶直接ユニフォームを
　受け取りました！

市原中学校サッカー部の皆さん！！厳しい練習に耐え、大会で活躍されることを期待しています！

TEL0120-10-8851

皆さんの学校でも楽しい
コンサートはいかがですか？
ご希望があれば千葉教弘まで

ご連絡ください！

千葉きょうこう音楽コンサート in 鴨川市立天津小湊小学校

▲ギロのみを使った曲『人生ギロギロ』

▲みんなでせーの！「マンボ！」

▲ハッチポッチクインテットの皆さん
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５/４（月）14：00～ ５/５（火）14：00～ ５/６（水）14：00～ VS オリックス

5/16（土）14：00～ 5/17（日）14：00～ VS 福岡ソフトバンク

5/23（土）14：00～ 5/24（日）14：00～ VS 東北楽天

VS 広島東洋カープ5/30（土）14：00～

５/ 9（土）14：00～ 5/10（日）14：00～ VS 埼玉西武

6/ 9（火）18：15～ 6/10（水）18：15～ VS 東京ヤクルト

6/13（土）14：00～ VS 読売ジャイアンツ

下記より 第二希望までお選びください！
前期日程

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
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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。

　応募資格のある方は・・・

●応募資格：現職の千葉教弘会員に限ります（下記をご覧ください）
●応募方法：❶官製はがきに必要事項をすべて記入し郵送
　　　　　　　　　　または
　　　　　 ❷千葉教弘ホームページお問い合わせフォームから応募
　　　　　　※ホームページから応募の場合は、お問い合わせ内容欄に「ロッテ応募」と明記し
　　　　　　　　　自宅住所・観戦希望日を入力してください。

●応 募 先：〒260-0013　千葉市中央区中央4-13-10 千葉県教育会館新館7階
　　　　　　　　　　　　「千葉教弘 事業課」宛
　　　　　　ホームページURL　http://chibakyoko.jp

～必要事項～

千葉ロッテマリーンズ
主催試合ご招待
千葉ロッテマリーンズ
主催試合ご招待
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！

応募に
ついて

注意事項

前期募集締切：4月10日（金）必着

　毎回、多くのご応募をいただいております『千葉ロッテマリーンズ主催試合招待事業』の
今年度前期分の募集を開始いたします。この事業は教弘会員向けの福祉事業として千葉
教弘が行っています。ぜひこの機会に球場で迫力あるプロ野球を観戦し、思い出をつくり
ませんか？ たくさんのご応募お待ちしています！！

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 勤務先
６ 観戦希望日
　 第一希望
　 第二希望

●応募資格：現職の千葉教弘会員に限ります（下記をご覧ください）
●応募方法：❶官製はがきに必要事項をすべて記入し郵送
　　　　　　　　　　または
　　　　　 ❷千葉教弘ホームページお問い合わせフォームから応募
　　　　　　※ホームページから応募の場合は、お問い合わせ内容欄に「ロッテ応募」と明記し
　　　　　　　　　自宅住所・観戦希望日を入力してください。

●応 募 先：〒260-0013　千葉市中央区中央4-13-10 千葉県教育会館新館7階　
　　　　　　　　　　　　「千葉教弘 事業課」宛
　　　　　　ホームページURL　http://chibakyoko.jp

＊応募多数の場合は抽選となります。当選者の発表はチケットの発送をもって代えさせていただきます。
＊席の指定はできませんのでご了承ください。
＊一人につき2通までの応募とします。
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現
職
の“

千葉
教弘会員”の皆さまへ！！

学校部門

２０１９年度　教育実践研究論文　各賞決定！！

受賞者の皆様、誠におめでとうございます

　千葉教弘では、「教育実践研究論文」を募集し、教育に関する有

益な研究を実践し、教育の向上発展に寄与された教職員の皆様に

助成する事業を毎年行っています。今年度も、「学校部門」「個人・

グループ部門」　合わせて53点のご応募があり、1月２８日（火）論文

審査委員の皆様にご出席いただき、２０１９年度教育実践研究論文

審査委員会を開催いたしました。審査の結果、各賞が決定いたしま

した。なお、受賞者の皆様の一覧を裏面に記載いたしましたので、

ご覧ください。

　来年度も、より多くの皆様からの応募をお願いいたします。

　「高校生の地域参画」をテーマに、歴史への興味・関心を
喚起させ、言語活動の充実を図ることに留意した実践です。
　フィールドワークを伴ったプレゼン能力の向上を図り、これら
を生かした文化遺産啓発活動や地域行事に協力。小湊鉄道旅
マップの作成、古道への道標の作成と設置、公民館と連携した
文化財マップ作成、町内会がすすめる城跡整備の看板づくり、
地域コミュニティで生徒が郷土の文化遺産を講師として紹介
するなどの活動に取り組みました。このたびの受賞を受け、
協力いただいたすべての関係者と生徒に感謝の気持ちで
いっぱいです。ありがとうございました。

 審査委員会の様子

『教育実践研究論文集』を
毎年３月末にお届けしています。

ご活用ください。

佐倉市立佐倉幼稚園

古嶋 美文　園長
❖テーマ❖

友達と協同して遊べる子をめざして
～協同的な遊びから得られる
　　　　　　　非認知能力の向上とその発展性を願って～

個人・グループ部門

千葉県立姉崎高等学校

石川 陽一　教諭
❖テーマ❖

高校生の地域参画とふるさとを愛する
心をはぐくむ実践

～フィールドワークとプレゼンテーションを生かして
　　　　　　　　　　　　　　　　地域とつながる取組～

最優秀賞

KYOKO

最優秀賞

KYOKO

　この度は、身に余る賞を賜り大変光栄に思っております。あり
がとうございました。
　子どもたちを日々見つめていく中で「保育の工夫次第で、身
に付ける能力に違いや差が出てくるのでは？」と思ったことが研
究の動機でした。本研究において①協同的な遊びに向かう中で
「人間関係能力」や「話す・聞く能力」等が身に付いていくこと、
②小学校に入学後、それらの非認知能力や認知能力が高率で
維持していること、の二点が分かりました。研究を通して幼稚園
教育の推進に新たな希望を得ることができました。
　また本研究にご協力いただいた小学校に深く感謝致します。


