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この夏、社会教育主事講習を修了した“ニューフェース”をご紹介します。

宇都宮大学及び国社研にて行われた講習修了者21名にご登場いただき、熱い思い等を

語っていただきます。

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

力強く推進していきたいですね。

社会教育主事講習を終えて
壬生町立南犬飼中学校

町田 直美
社会教育主事講習は、何を

しに行くのだろうと疑問を抱き
ながら参加すると、更に自分の無知さが浮
き彫りになり、講義を受けることが苦痛で
した。しかし、協議を繰り返しながら、課
題を達成していくことで、後ろ向きだった
気持ちが前向きになり、一人なら挫折して
しまうことも、同じ志をもち、協力し合う
ことで成し遂げることができました。まず
は、目の前にいる子どもたちのために何が
できるか考え、地域・保護者と協力し合っ
ていきたいと思います。

社会教育主事講習を終えて
野木町立野木小学校

牧野 堅一
学校を離れて21日間、
社会教育について学ばせ

ていただきました。社会教育や公民
館の意義について深く考えることが
できました。また、栃木県、茨城県
の多くの先生と知り合うことができ
たことも大きな宝です。
現在、多くの社会問題があります

が、学校教育でできることを考え、
地域とのつながりを大切にして実践
していきたいと思います。

社会教育主事講習を受講して
野木町立野木第二中学校

味戸 由之
受講し始めた頃は、不安

で仕方がなかったが、メン
バーに恵まれたこともあり、有意義
な21日間を過ごすことができた。
地域と連携し、社会教育や生涯教

育を充実させることで、学校教育の
向上につながるとは思いも寄らなか
った。
これからも「つながり」を大切に
し、地域の活性化に貢献できるよう、
研鑽を積み重ねていきたい。

社会教育主事講習を終えて
小山市立小山第二小学校

小堀 啓子
研修が無事終わり、心に

どこか穴が開いたように感じ
ていました。土曜日が巡ってくる度に、
先週の今頃は、閉校式だったなあ、な
ど思い返しては余韻に浸っていました。
今夏の研修は、濃密で貴重な21日間
でした。先生方の熱意あふれる講義を
聞き、出会った仲間と様々なことを語
り合い、忘れられない特別な時間とな
りました。この様な講習に参加させて
いただき感謝の気持ちでいっぱいです。
ありがとうございました。

新たな学びとすばらしい出会い
小山市立小山城南小学校

松下 真由美
人とつながりをもつこ

と、つながりの中で生まれ
る学びの深さ、つながることを努力
すること。講習を通して、人が豊か
に生きるために、人との関わりが大
切であることを深く実感しました。
新たな学びと、すばらしい講師の

先生方や仲間との出会いに感謝して
おります。この学びを、学校や家庭、
地域社会で活かせるように努めてい
きたいです。

社会教育主事講習を終えて
小山市立若木小学校

畑崎 有紀
講習で最も印象に残っ

たのは、「人とのつながり
の大切さ」でした。学校の中でも、
子ども達が友達とうまくつきあえず
トラブルになってしまうことも少な
くありません。私自身も、前向きに
積極的に人とかかわっていきたいと
改めて考えます。
講習で学んだことを活かして、自

分にできるところから行動に移して
いきたいです。

社会教育と地域連携の必要性
小山市立大谷南小学校

櫻井 智司
「よい地域の中でよい学

校がつくられる」というこ
とが強く印象に残っている。また、
これからは教師自らが地域に出て行
き、教師のもっているソーシャルキ
ャピタルを生かしていくという「教
師の社会貢献活動」も必要になって
くる。
社会教育の視点を学校教育に取り

入れていくことにより、学校教育の
新しい形を見出していきたい。

人とつながる
小山市立大谷北小学校

鈴木 衣久子
日本がかかえる様々な

問題を知りました。社会
全体をとらえ、児童が自立していく
までを考えて教育することが大切だ
と改めて感じました。児童が地域社
会に関心をもち、仲間を大切にしな
がら主体的に行動できる大人になる
ように、人とつながることの楽しさ
を感じられる活動を意図的に取り入
れていきたいと思います。

社会教育主事講習を終えて
小山市立間々田小学校

櫻井 竜彦
上野での一か月間は、

私のかけがえのない財産
となりました。一流の先生方による
講義は、機会があればもう一度受け
てみたいと思うものばかりでした
し、全国から集まった仲間と過ごし
た日々はとても刺激的でした。
このようなすばらしい機会を与え

てくださったことに感謝し、学んだ
ことを現場で活かせるよう精進して
参ります。



「つながりを大切に」
小山市立乙女小学校

佐立 裕子
「よい学校はよい地域
にしか存在しない。」と
いう言葉が強く心に残っ

ている。そして、社会教育を充実さ
せることが、よい地域づくりにつな
がるのだということを講習を通して
学んだ。
私が学んできたことを、まずは子

ども達に返したい。そして、私自身
が人と人、学校と地域とのつながり
を大切にしていきたい。

社会教育主事講習を終えて
小山市立梁小学校

平塚 徹也
たくさんの方と出会い、

社会教育について学ぶ機会
をいただいた21日間。学校・家庭
・地域が連携する重要性を感じるに
つれ、自分が住む地域、勤務校の地
域について、もっと知りたいと思う
ようになりました。地域には、経験
豊かな方がたくさんいます。自分か
ら地域に飛び込み、語り合う場をも
ちながら、人とのつながりを大切に
築いていきたいと思っています。

これから実践したいこと
小山市立桑中学校

日下田 聡
社会教育主事講習に参加

させて頂き、大変感謝して
おります。仲間と過ごした貴重な時
間は、一生の宝であり、講習会で学
んだことは、これからの教員人生の
財産となりました。現場に戻った今、
とても新鮮な気持ちです。実践した
いことは、『傾聴』と『つながり』
を大切にし、たくさんの方々と関わ
り、現場で貢献できるよう、努力し
ていくことです。

社会教育主事講習を終えて
栃木市立都賀中学校

渡部 智裕
社会教育主事講習を通し

て一番印象に残っているこ
とは、「学校の問題は、学校で解決
しようとしてはならない。地域に返
すべきだ。」という話でした。様々
な生徒、保護者がいるなかで学校だ
けでなく、家庭・地域とともに手を
携えて解決していくべきだというこ
とです。そういう体制が整えていけ
るようにできることからやっていき
たいと思います。

社会教育主事講習を終えて
栃木市立岩舟中学校

椎名 裕美
7月16日から8月9日ま
での21日間社会教育主事

講習を受講させていただきました。
盛りだくさんの講習内容に頭がパン
クしそうになりましたが、社会教育
が担っている重要な役割を知り、自
分が学校でできることは何かを考え
る貴重な時間となりました。
今後、学んだことを活かせるよう

努力していきたいと思います。

社会教育主事講習を終えて
栃木市立栃木南中学校

出井 宏和
今回の講習では、これ

まで理解していた社会教
育主事の役割がほんの一部でしかな
いことを知るところから始まり、地
域、ボランティア、つながり、生涯
学習、公民館など様々なキーワード
がこの三週間で結びついていきまし
た。
まずは、学ぶことができた社会教
育の考え方や、ワークショップの手
法・スキルなどを現場で活かしてい
きたいと思います。

「つながり」の大切さ
下野市立国分寺中学校

黒﨑 智照
学校・地域・家庭が連

携し子どもを育成してい
くことはそう簡単なことではない。
教育で大切なのは人である。講習で
は、社会教育主事の最も重要な役割
は人と人との「つながり」を創り出
し、継続させ、拡げていくことであ
るということを学んだ。教員という
立場で、今回学んだことを学校教育
の現場や地域で活かしていきたい。

仕掛けづくりが必要な社会
県立学悠館高等学校

松井 博司
地域の教育力に漠然とし

た興味があり、今回の資格
取得を目指した。改めて学ぶ事の大
変さを実感し、また校務を離れての
受講に感謝をしている。かつては自
然に行われていた社会教育が、社会
の変化、人の関わりの希薄さによっ
て、何らかの機関が意図的に仕掛け
を作らなければならなくなっている
現状に対して、今後その仕掛けを作
る役割を教員の立場として少しでも
担って行きたいと強く感じている。

社会教育主事講習を終えて
下野市立緑小学校

大田和 博幸
｢社会教育っていった

い何のことだろう。｣と
いうのが、講習を受ける前の私でし
た。今でも、正直よく分からない部
分が多いです。しかし、社会教育や
生涯教育などについて学び、確実に
視野は広がったと感じています。
学校と地域をつなぐために、自分

にできることは何か。まずは小さな
ことからこつこつと取り組んでいき
たいと思います。

「上野で得たもの」
野木町教育委員会事務局
生涯学習課 永山 司
社研の講習で教職員や

遠方の自治体職員など、
普段ではなかなかお話しできない方
々と知り合うことができ、さらに社
会教育について集中的に学べたこと
は一生の宝物になりました。毎日６
時間に及ぶ講義とレポートの嵐は楽
ではありませんでしたが、熱の引か
ぬ昼夜に仲間達と社会教育について
語り合った経験を生かして、今後の
仕事に生かしていきたいです。

人との出会い、つながりを大切に
下野市教育委員会事務局
生涯学習課 塩濱 弘子
この講習では、講義や演

習をとおして多くのことを
学びました。講習を終えた今、一番
心に残っているのは、「人とのつな
がりは積極的に努力しなければ、持
つことも保つことも難しい。」とい
う言葉です。
21日間の熱い夏を共に過ごした

素敵な仲間とのつながりを、これか
らも大切にしていきたいと思いま
す。

「講習を終えて」
県立栃木翔南高等学校

手塚 博子
21日間を研修に専念

できたのは、職場の先生
方のおかげであり、改めて感謝した
い。研修は小・中学校の先生方が多
く、圧倒されることもあったが、情
報交換をして視野を広げたり、高校
について改めて考えたりする良い機
会となった。そして何よりも講習を
通して、人との出会いによって広が
った学びが、私の財産となった。


