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この夏、宇都宮大学及び国社研にて社会教育主事講習を修了した“ニューフェース”の

みなさんを御紹介いたします。今年度、修了された方は18名です。

“新たな仲間”とともに、下都賀地区の生涯学習を振興し、ふれあい学習をより一層、

推進していけますようこれからも御支援のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

視野が広がった社教主事講習
野木町立南赤塚小学校

牛久 昌晃
「人は独りでは生きられ

ない。その未熟さを克服す
るための装置が社会。それを幸せ装
置といいます。」この言葉で、私の
熱い夏が始まりました。ＫＪ法を体
験し、学校支援ボランティアの活躍
に驚き、那須の演習、事業計画で仲
間と語り合い、毎日が発見の連続で
した。
学んだことを生かして、学校・家

庭・地域のつながりを築いていきた
いです。

社教主事講習を終えて
壬生町立壬生中学校

青木 圭
今回の講習を通して得
た大きな財産は、新しい

仲間との出会いと社会教育という視
点です。学校教育はとても大切です
が、同様に地域や家庭にも子どもを
育てるためにそれぞれ異なった役割
があり、それらをつなげていくこと
がこれからの教育には欠かせないと
いうことも学びました。この講習で
手にした財産を今後に生かしていき
たいです。貴重な経験をさせていた
だき、ありがとうございました。

「つながり」は財産になる
小山市立小山第一小学校

木野内 公美子
人とのつながりの大切さ

を学んだ 21 日間でした。
小・中・高の教員、行政それぞれの
立場では、ちがった視点で物事を考
えていることがわかり、自分の視野
が広がりました。
人とつながることで、多くのこと

を学ぶことができたので、地域や家
庭との連携を充実させ、子どもたち
のよりよい学びに生かしていきたい
と思います。

幸せをつくる社会教育
小山市立小山城南小学校

伊東 宏隆
今回の講習をとおして、

これからの時代において、
社会教育がとても大切であるという
ことがよくわかりました。また、学
校においては、地域との連携を図り
地域をよりよくしていくことが、学
校をよくしていくことにつながって
いくということも知りました。
学んだことを活かし、人との繋が

りを大切にしていきたいと思いま
す。

社会教育先進県の一員として
小山市立間々田東小学校

熊倉 孝郎
講習では，多くの先輩方

の努力により、栃木県では、
社会教育で先進的な取組がなされて
いることを学びました。また、受講
生同士で話し合う中で、自分の視野
も広がったと感じました。
今後は、地域連携教員として、学

んだことを生かし、社会教育の大切
さを広め、地域の方が進んで参画で
きる学校になるよう、学校長の方針
のもと尽力していきたいです。

つながりを大切に
小山市立豊田南小学校

神山 陽子
子供会や育成会のお陰で

楽しい幼少期を過ごせてい
たにもかかわらず、自分は社会教育
とは全く無縁であると思い込んでい
た私。この講習を通して自分も地域
に生かされている一人であることを
痛感しました。
今後は常に全体を俯瞰する目と相

手の気持ちにより添った傾聴の姿勢
を忘れずに、少しでも恩返しができ
るように努力していきたいです。

充実した講習の日々
小山市立羽川西小学校

長野 岳水
日頃の職務から少し離れ

別の角度から学校のこと、
地域のことを考えた講習の日々は、
大変充実していました。講義や演習
を通して、学校･家庭･地域の連携の
重要性や、その中で築かれる様々な
「つながり」が生み出す可能性の大
きさについて学ぶことができまし
た。
社会教育の視点を今後の教育活動

に生かしていきたいと思います。

共助
小山市立小山中学校

山本 英之
学校をさらに良くするた

めには、地域住民の方々の
協力が必要であることを改めて学び
ました。
学校、家庭、地域の豊かなつなが

りを強め、自発的に共助し合いなが
ら、参画できる環境づくり、さらに
自分の地域を愛し、幸せに一生涯暮
らしていける地域づくりの種を、日
々の学校教育活動から生徒に育んで
いきたい。

社会教育主事講習を終えて
小山市立小山第三中学校

飯村 節男
上野にある国立教育政策

研究所社会教育実践研究セ
ンターにて、36日間の社会教育主
事講習を受講してきました。著名な
先生方からの講義や演習等によっ
て、社会教育について幅広い内容を
学ぶことができました。また、全国
各地からの受講生とのネットワーク
もできました。今回の研修で学んだ
ことを学校教育にも生かしていきた
いと思います。



◇社会教育主事講習の様子◇【社会教育演習B～下都賀地区PTA指導者研修Ⅰにおける運営等～】

【全体会の様子】 【分散会の様子】 【準備の様子】

社会教育主事講習を終えて
下野市立古山小学校

澤田 貴典
今年度、社会教育主事講

習を受講する機会をいただ
き、視野が大きく広がったように思
います。社会教育や生涯学習、学校
と地域との連携など、これまでも重
要だと思いつつ、なかなか深く知る
機会がありませんでした。今回の講
習においては、KJ法などの手法も
含め、学ぶきっかけをいただくこと
ができました。
今後もさらに社会教育について学

び、実践していきたいと思います。

社教主事講習を受講して
小山市教育委員会生涯学習課

櫻木 万弓
「グループ活動が中心な

ので仲良く・・・」と要項
にあるように、誰とでもコミュニケ
ーションを図る事を求められ、イン
パクトのあるすばらしい先生方から
は社会教育主事のあるべき姿を考え
させられ、期待されているのを感じ
た。
時間も空間も人も工夫次第で価値

あるものになる。幸せプランナーと
して学んだことを活かしていきた
い。

社会教育主事講習を終えて
栃木市教育委員会生涯学習課

永田 陽一
社会教育主事講習では、

講師の先生や一緒に受講し
た仲間との多くの素敵な出会いがあ
りました。
講義はもちろん、こうした出会い

からも多くのことを学ぶことがで
き、非常に有意義な時間となりまし
た。ここで学んだことを生かし、栃
木市の教育の目標である「ふるさと
の風土で育む人づくり・まちづく
り」の推進に努めていきたいと思い
ます。

「つながり」を大切に
下野市立祇園小学校

熊倉 悠気
「今年は、社教主事講習
の夏でした。」と言えるく

らい、忘れられない21日間となり
ました。学校と地域が連携すること
の重要性を感じ、何よりも今までと
ても狭い視野で物事を見ていたこと
に気付かされました。
社教主事有資格者として、この講

習で培ったさまざまなつながりを意
識し、これからの実践につなげてい
きたいと思います。

社会教育主事講習を終えて
栃木市立大平中学校

岩本 裕美
素晴らしい仲間と出会

い、新しい学びの日々は、
つながることの大切さを学び続けた
有意義な21日間でした。学校・地
域・家庭がつながることで子ども達
の生きる力が育まれ、社会全体も幸
せで豊かになっていくことを知り、
視点を変えて連携をしていく重要性
を強く感じました。
学んだことを実践していきたいと

思います。

社会教育主事講習を終えて
栃木市立東陽中学校

山口 健一
講習中、初めて地元の夏
祭りの手伝いに行きまし

た。そこで中心となって活動してい
る人達が「人とのつながり」を大切
にして、長年に渡って活躍されてい
ることを知り、とても感動しました。
私もそのような人との出会いを大

切にし、地元の方々と一緒に活動し、
よりよい地域づくりに少しでも貢献
できる教員を目指したいと思いまし
た。

講習を振り返って
栃木市立寺尾小学校

野中 洋史
社会教育主事講習に参加

し、多くのことを学ばせて
いただきました。21日間の講習を
通して、学校の中にいると見えない
視点から、さまざまな教育の在り方
を勉強することができました。
この講習を受講するにあたり、支

えてくださった多くの方々に感謝す
るとともに、『つながり』を大切に
しながら、今後の職務に生かしてい
きたいと思います。

社会教育主事講習を終えて
小山市立豊田中学校

松本 宙尋
今回、このような機会を

与えていただきありがとう
ございました。
この講習を通して、社会教育の魅

力を実感することができました。ま
た、地域と学校の連携のあり方を考
えるきっかけにもなりました。
今後は学んだことを生かして教育

活動を進めていくとともに、地域と
学校をつなぐ架け橋のような存在に
なれたらと思います。

社会教育主事講習を終えて
小山市立小山城南中学校

北島 秀敏
貴重な講話を聞き、グル

ープワークを数多く経験さ
せていただきました。特に『学校・
地域・家庭のつながりが大切であ
る』という内容について、深く考え
る機会となりました。教員としての
視点だけでなく、様々な立場で物事
を見ていく重要性を感じました。周
囲の先生方の支えに感謝し、この講
習で得たものを活かしていきたいと
思います。

編 集 後 記
今夏の社会教育主事講習期間中は連日の猛暑の中で行われました。一方、社会教育主事講習に参加さ

れる方は、各地区を代表した素晴らしい仲間ばかりですので、毎日の研修は大変刺激的なものだったの
ではないでしょうか。毎日が、外側からも内側からもとっても“あつい”研修であったと確信していま
す。今回、下都賀地区生涯学習研究会ではこのような“あつい”そして、素晴らしい仲間をお迎えする
ことができました。ぜひ、新たなネットワークをもとに素晴らしい実践を目指していきましょう。


