
第７回 静岡県教育のつどい  

語り合おう！ 

今、子育て・教育に求められるもの 
  ～豊かな育ちと学びのために学校と地域にできること～    

 □□□□    主催主催主催主催    静岡県教育のつどい実行委員会静岡県教育のつどい実行委員会静岡県教育のつどい実行委員会静岡県教育のつどい実行委員会    

□□□□    後援後援後援後援    藤枝市・藤枝市教育委員会藤枝市・藤枝市教育委員会藤枝市・藤枝市教育委員会藤枝市・藤枝市教育委員会    

    

子どもたちは地域の宝、社会の希望です。ところが子育てや教育の現場では、さまざまな悩みや

問題が山積み。子どもたちの育ちはどうあるべきか、学校とは何か、ほんとの学びとはなにか、地

域や社会がどう支えるべきかがあらためて問われています。 

 学校の主人公である子ども・青年を中心にすえ、保護者・市民・教師、そして子育てと教育にか

かわる行政と諸団体のみなさんで、つどい、語り合い、共に考え合いましょう。 

  

□ 日日日日    時時時時 ２０１４年１１月２２日（土）・２３日（日）２０１４年１１月２２日（土）・２３日（日）２０１４年１１月２２日（土）・２３日（日）２０１４年１１月２２日（土）・２３日（日）    

□ 会会会会    場場場場     静岡県立藤枝北高等学校静岡県立藤枝北高等学校静岡県立藤枝北高等学校静岡県立藤枝北高等学校    

（〒426-0016 藤枝市郡９７０ ） 

 □ 参加費参加費参加費参加費  無料無料無料無料    

  （弁当代７００円、太巻き寿司、もちつきには材料代５００円がかかります。） 

    

    

１１月２２日（土）１１月２２日（土）１１月２２日（土）１１月２２日（土）    

 １１：００～１２：００ 「北高ストア」ニューツーリズム「発酵食のおもてなし」 

                見学可・要申し込み 定員あり 

 １２：００～１３：００ 昼食交流会・空耳子ども会 太巻き寿司作り      （自彊館） 

 １２：３０～      受付 

 １３：００～１３：３０ 全体会 開会あいさつ 公開講座案内         （視聴覚室） 

 １３：３０～１４：３０ 公開講座１ 「うごく・みる・かたる講座」      （各教室） 

 １４：４０～１５：４０ 公開講座２    学びと遊びの楽しさ実感しよう！！ 

 １５：４５～１６：４５ 公開講座３ 学びと遊びの楽しさをみんなで語り考えよう (各教室) 

 １６：１０～１７：３０ 文化の夕べ  蓮華寺池ものがたり他 びくの会     （視聴覚室） 

 

１１月２３日（日）１１月２３日（日）１１月２３日（日）１１月２３日（日）    

  ９：３０～       受付 

 １０：００～       開会・全体会                   （視聴覚室） 

              記念講演 富士 ゆめ・まち・ねっと 代表 渡部達也さん 

               「豊かな育ちと学びのために地域にできること」 

 １２：００～１３：３０  昼食交流会・空耳子ども会 もちつき        （自彊館） 

 １３：３０～１５：３０  テーマ別「共育」分科会              （各教室） 

 １５：４５～１６：００  まとめの会  意見・感想の交流          （視聴覚室） 

 



□ １１月２２日（土）１１月２２日（土）１１月２２日（土）１１月２２日（土）    １２：３０～１３：００ 受付 

１１：００～ 藤枝北高校「北高ストア」ニューツーリズム「発酵食のおもてなし」 

         地元の農家や商店とコラボして発酵食品の新商品を開発しました。 

試食してみてください。 （見学申し込みは 090-1864-4887 橋本まで） 

 １２：００～１３：００ 昼食交流会・空耳子ども会 いろいろな具で太巻き寿司太巻き寿司太巻き寿司太巻き寿司を作って食べましょう。 

 １３：００～１３：３０ 開会あいさつ  公開講座案内 

「うごく・みる・かたる」公開講座「うごく・みる・かたる」公開講座「うごく・みる・かたる」公開講座「うごく・みる・かたる」公開講座        「学びの楽しさ実感しよう」「学びの楽しさ実感しよう」「学びの楽しさ実感しよう」「学びの楽しさ実感しよう」    

教室 

公開講座１ １３：３０～１４：３０  公開講座２ １４：４０～１５：４０ 

講座名・内容 授業者  講座名・内容 授業者 

31 

文学を楽しく味わう文学を楽しく味わう文学を楽しく味わう文学を楽しく味わう    

「夏の葬列」を 

言葉を大切にして読み深めよう  

本杉直代  
子どもの心にお話のタネまきを子どもの心にお話のタネまきを子どもの心にお話のタネまきを子どもの心にお話のタネまきを 

朝の読み聞かせを体験しましょう 
お話の会 

32 

よくわかる楽しい算数よくわかる楽しい算数よくわかる楽しい算数よくわかる楽しい算数 

２年生のかけ算 

 まほうのメガネと楽しい九九島 

佐津川 

久留美 
 

目に見え、体験する数学目に見え、体験する数学目に見え、体験する数学目に見え、体験する数学 

いろいろな数列の和 

（いろいろな数のたし算） 

澤田幸蔵 

33 

東海地震から命を守る東海地震から命を守る東海地震から命を守る東海地震から命を守る    

東海地震がどのように迫ってきているのか。 

 地震から命を守るために何ができるのか

いっしょに考えましょう。    

上久保 

廣信 
 

よくわかる放射線よくわかる放射線よくわかる放射線よくわかる放射線 

「静岡発！未来は私たちの手で 

福島原発の過酷事故に学ぶ」 

篠崎 勇 

34 

「道徳「道徳「道徳「道徳とはとはとはとは？？？？道徳教育とは道徳教育とは道徳教育とは道徳教育とは？？？？」」」」    

 授業実践例をもとに、多様な考え方に出会

いましょう。道徳の授業は必要？ 

浦野武治  

    「学活」「学活」「学活」「学活」    

「ライン」は便利？トラブルのもと？ 

みんなで話し合いましょう。 

古山正則 

35 
おわらい英語喫茶おわらい英語喫茶おわらい英語喫茶おわらい英語喫茶    

日常の一コマを英語にすると    
北野教子   

何のための英語教育か何のための英語教育か何のための英語教育か何のための英語教育か 

子どもたちに保障したい外国語教育を考える。 
戸田康 

選択

１ 

ピカソの魅力満喫ピカソの魅力満喫ピカソの魅力満喫ピカソの魅力満喫    

楽しい美術鑑賞 ピカソ    
鈴木克洋  

水墨画を体験しよう水墨画を体験しよう水墨画を体験しよう水墨画を体験しよう    

墨絵の世界は入り口からおもしろい。 

（画材等は用意します。要申し込み） 

柴本峰明 

図書

館 

図書館を使った授業図書館を使った授業図書館を使った授業図書館を使った授業    

自分で調べるとよくわかる 
塚本 徹  

討論で深める現代社会の授業討論で深める現代社会の授業討論で深める現代社会の授業討論で深める現代社会の授業    

「１８歳以上に選挙権を！?」 
塚本 徹 

自彊

館 

遊びは子どもの文化遊びは子どもの文化遊びは子どもの文化遊びは子どもの文化 

伝承遊びを楽しもう 

 コマ回しなど 

小林泰之  

音楽音楽音楽音楽    

歌とダンスで仲間作り 

つながり遊びつながり遊びつながり遊びつながり遊び    

    

石原芳子 

WITH YOU  

少年少女

センター 

 

公開講座３公開講座３公開講座３公開講座３    １５：４５～１６：４５１５：４５～１６：４５１５：４５～１６：４５１５：４５～１６：４５    学びと遊びの楽しさを学びと遊びの楽しさを学びと遊びの楽しさを学びと遊びの楽しさをみんなでみんなでみんなでみんなで語り考え語り考え語り考え語り考えようようようよう    

公開講座での学びと遊びについて、他の実践や感想・意見を交流しあいましょう。 

◆◆◆◆    文化の夕べ文化の夕べ文化の夕べ文化の夕べ        １６：１０～１７：３０  視聴覚室「子どもたちに語り継ぎたい藤枝の歴史」    

    朗読劇「桧峠を越えた茶娘たち」朗読劇「桧峠を越えた茶娘たち」朗読劇「桧峠を越えた茶娘たち」朗読劇「桧峠を越えた茶娘たち」                「蓮華寺池を守った人たち」「蓮華寺池を守った人たち」「蓮華寺池を守った人たち」「蓮華寺池を守った人たち」                （びくの会）（びくの会）（びくの会）（びくの会）    

〇明治から盛んになった藤枝の茶産業。昭和の初期、高洲村から桧峠、伊久美、大井川方面に、 

お茶摘みに行く娘たちの集団。２週間ほどの期間の悲喜こもごもの物語。 

〇１４０年前、藤枝市民の憩いの名勝「蓮華寺池」はなくなっていたかも。 

市部村の市川忠五郎他３人が直訴し、蓮華寺池をつぶす計画を阻止した実話。 

 

◆ 宿宿宿宿    泊泊泊泊    富岡屋 ７５００円（夕食・朝食付き）夕食のみの参加も可( ２５００ 円) 

１６：１０１６：１０１６：１０１６：１０ 
～１６：４０～１６：４０～１６：４０～１６：４０ 

１６：５０１６：５０１６：５０１６：５０ 
～１７：３０～１７：３０～１７：３０～１７：３０     



□ １１月２３日（日）１１月２３日（日）１１月２３日（日）１１月２３日（日）  ９：３０～１０：００ 受付 

記念講演記念講演記念講演記念講演    渡部達也さん渡部達也さん渡部達也さん渡部達也さん    （（（（NPONPONPONPO 法人法人法人法人    ゆめ・まち・ゆめ・まち・ゆめ・まち・ゆめ・まち・ねっとねっとねっとねっと    代表代表代表代表））））        

「「「「豊豊豊豊かなかなかなかな育育育育ちとちとちとちと学学学学びのためにびのためにびのためにびのために地域地域地域地域にできることにできることにできることにできること」」」」        

      ≪渡部達也さんのプロフィール≫ 

  大学卒業後、静岡県庁入庁。児童相談所ケースワーカーや富士山こどもの

国の設立・運営などに携わる。まちづくりという夢を追い求め、16年余務め

た静岡県庁を 2004 年夏に中途退職し、ＮＰＯ法人ゆめ・まち・ねっとを設

立。 

「たっちゃん」、「みっきー」の愛称で親しまれ、夫婦で子どもたちの居場所づくりに取り組む。平日は

商店街の空き店舗を活用した「子どものたまり場大人のだべり場おもしろ荘」で放課後の子どもたちに居

場所を提供するほか、大人を対象にした「子育て勉強会ワンコインゼミ」なども実施。週末は公園と川で

「冒険遊び場たごっこパーク」を開催。活動を通じ出会う生きづらさを抱えた子ども若者と向き合うこと

も多く、自宅で寝食を共にすることも。 

日本テレビ「ミヤネ屋」、ＮＨＫ「おはよう日本」等で特集が放映され、静岡県内のメディアでもたびた

び取り上げられる。静岡新聞、日本教育新聞、読売新聞でコラムを連載。20111 年「あしたのまち・くら

しづくり活動賞」にて、『総務大臣賞』受賞。今夏、朝日新聞で 10年の歩みが12回の連載で紹介され、大

きな反響を呼ぶ。 

子どもが地域で自由に豊かに遊ぶことが当たり前の社会になり、そして、どんな仕事よりも子育てが最

も尊い仕事なんだという認識が社会に広まり、ゆめ・まち・ねっとのような活動が必要なくなる社会を築

きたいと夢見る日々。 

 

１２：００～１３：３０１２：００～１３：３０１２：００～１３：３０１２：００～１３：３０    昼食交流会昼食交流会昼食交流会昼食交流会    もちつきもちつきもちつきもちつき（つきたてをいろいろな味で楽しみましょう。）    

弁当も販売します。弁当も販売します。弁当も販売します。弁当も販売します。    

        ◆◆◆◆    テーマ別「共育」分科会テーマ別「共育」分科会テーマ別「共育」分科会テーマ別「共育」分科会    １３：３０～１５：３０１３：３０～１５：３０１３：３０～１５：３０１３：３０～１５：３０    

 テーマと語り合いたい内容 

Ａ 

子どもたちにほんものの「学力」を子どもたちにほんものの「学力」を子どもたちにほんものの「学力」を子どもたちにほんものの「学力」を    

子どもたちに身につけてもらいたいのはどんな「力」なのでしょう。「学力テスト」ではかれるので

しょうか。点数の競争に駆り立てられて息苦しさを感じていないでしょうか。いまこそ、学校、地域

の「共育」力が試されるとき。教師、父母、行政が知恵を寄せ合いましょう。 

Ｂ 

子どもたちにゆたかな「遊び」を子どもたちにゆたかな「遊び」を子どもたちにゆたかな「遊び」を子どもたちにゆたかな「遊び」を    

ちゃんと遊ばないと、しっかり学べないのかもしれません。地域で活動する子ども会、放課後学童

クラブ、プレーパークを始めた藤枝市の実践をもとに、遊ぶことの意義とその大切さを考えましょう。 

Ｃ 

たいへんだけど、楽しい子育てたいへんだけど、楽しい子育てたいへんだけど、楽しい子育てたいへんだけど、楽しい子育て    

子どもの成長は喜びであると同時に迷いと悩みの連続。「子ども・子育て支援新制度」のめざす方向

も学びながら、悩みや願いを共有し、地域のみんなで楽しく子育てする、子育て支援のありかたを考

えましょう。 

Ｄ 

「違い」を認め合う地域・学校に「違い」を認め合う地域・学校に「違い」を認め合う地域・学校に「違い」を認め合う地域・学校に    

「できる・できない」「わかる・わからない」という見かたをこえて、「つまずき」や「障がい」、そ

の他の特別な支援を必要とする子の「育ち」と「学び」と「共生」のあり方を考えましょう。 

Ｅ 

地域に学ぶ子どもたち・若者たち地域に学ぶ子どもたち・若者たち地域に学ぶ子どもたち・若者たち地域に学ぶ子どもたち・若者たち    

「必要とされ」「活動しながら学ぶ」子どもたちや中学生、高校生。地域と結びついた活動の報告か

ら、地域と学校との関係をとらえなおしましょう。 

☆いずれの分科会も、それぞれに関係する藤枝市の行政の方のご出席をお願いしています。 

関係する施策についてのお話をお伺いしたいと考えています。 

 



【会場へのアクセス】【会場へのアクセス】【会場へのアクセス】【会場へのアクセス】        藤枝北高校 

☆ＪＲ東海 東海道本線藤枝駅から  

ＪＲ藤枝駅北口、しずてつジャストラインバスで  

中部国道線「藤枝大手、岡部経由静岡駅、新静岡

バスターミナル」または「岡部営業所南、岡部支

所」行乗車１５分程度 「成田山前」バス停下車徒

歩３分。  

 

 

 

 

 

【申し込み・問い合わせ先】【申し込み・問い合わせ先】【申し込み・問い合わせ先】【申し込み・問い合わせ先】    

■ 第７回静岡県教育のつどい実行委員会事務局 

   〠431－3126 浜松市東区有玉台２－３５－２ 須部友康 

     Tel&Fax 053-433-9851  メール MLD33569@nifty.com 

  全教静岡  054-253-3331  FAX 054-270-7802 zenkyoshizuoka@dream.ocn.ne.jp 

■ 第７回静岡県教育のつどい開催地実行委員会 藤枝事務局 

   〠426-0084 藤枝市寺島９０６－１１    橋本 純 

       Tel&Fax 054－644－8611 携帯 090-1864-4887  hashijun@xf7.so-net.ne.jp 

静岡高教組 054-254-6900  FAX 054-254-0814  info@s-koukyouso.jp 

■教職員の参加申し込みは，FAXまたはメールにてお願いします。締め切り１１月１４日（金）。 

■一般参加の方も、公開講座の教材や昼食交流会の食材準備、弁当注文のために、 

事前に申し込みしていただけると幸いです。 

 

参加申込書（教職員・一般）どちらかに○を 
所属       ご氏名               連絡方法 

          参加希望・宿泊希望に○をお願いします。わかれば希望する分科会名もお書きください。 

  参加希望 参加希望講座・分科会 

１１月２２日（土）１２：００～昼食交流会（太巻き寿司）   

         １３：３０～公開講座１   （            ） 

         １５：４０～公開講座２    （            ） 

         １５：４５～公開講座３  （            ） 

         １６：１０～文化の夕べ     

１９：００～夕食・交流会   

         宿泊希望（富岡屋 ７５００円 夕・朝食付き     

１１月２３日（日）１０：００～記念講演    

         １２：００～昼食交流会（もちつき）   

               弁当・茶付き ７００円   

         １３：３０～「共育」分科会      （            ） 



 


