
１ 

 

 

 

 

 

 

 

『           』は、富士･東部地域教育の様々な活動、情報等を掲載し、 

地域教育の「横の連携」と「縦の接続」 
を目指す富士･東部教育事務所が発行する情報紙です。１年に６回程度の発行を予定しています。 

【 カラー版は、富士･東部教育事務所のHPからご覧いただけます。 

URL：http://www.pref.yamanashi.jp/kyoiku-ft//jouhoushibackn.html   】 

 

富士・東部教育事務所 所長 杉田 眞 

 「平成のなごり雪」により，時代の節目を名残惜しそうに，いつもより長く咲き誇る桜に心惹かれな

がら新年度を迎えました。皆様方には，日頃より富士・東部教育事務所の取り組みに対し，深いご理解

とご協力，ご支援を賜っておりますことに心より感謝申し上げます。教育事務所も９名の新スタッフを

迎えて新年度のスタートを切ることができました。私たち事務所にとっても，今年は新庁舎への移転と

いう変化の年でもあります。スタッフ一同，気持ちも新たに力を尽くすべく頑張っていきます。 

一つの時代が終わり，新たな時代がスタートする今年。少子高齢化，情報（AI）化，グローバル化な

どが私たちの予想を超えて一層進展するであろう未来を考えると，この富士・東部地区においても，社

会・教育における大きな変化と転機を迎えていることに気付かされます。この４月，管内６１の小中学

校（昨年度末，上野原市立西原小学校閉校）では， ２５８３名（小学校：１２４９名，中学校：１３

３４名）の新入生を迎えることができました。明日を支えるこの子供たちに，どんな力をどの様に身に

付けさせていくのかが，私たちに問われています。「変わってはいけないもの」は，普遍的でゆるぎな

い教育理念である「子供一人一人の人格の形成」であり，「変わらなければいけないもの」は，社会の

変化を敏感に感じ取り，未来の創り手となるために必要な知識や能力を確実に身に付けさせることです。 

来年度，小学校から順次実施される新学習指導要領においても，こうした時代における教育の重要性を

改めて捉えなおし，身に付けさせたい資質・能力をバランスよく育成するために学校と社会との連携・

協働による「社会に開かれた教育課程」の実現を示しています。教育事務所としては，学校における「主

体的・対話的で深い学び」の実現に向けて組織的・計画的な授業改善及び児童生徒の学力向上に対し，

きめ細かな支援を進めていきます。 

本地区の地域教育推進連絡協議会においては、「地域の子供は地域で育てる」として，それぞれの地

域の特色を生かした取り組みを進めています。「南都留地域教育フォーラム」では保幼小中高大学と地

域の積極的な連携・交流の推進，北都留の「明日の風」では子供たちが夢や希望を持てるような体験活

動を通した地域連携を推進してきました。これらの活動は，学校・家庭・地域と関係諸団体のご理解と

ご協力をいただいているからこそ大きな成果につながっています。 

新しい時代「令和」に込められた願いは，人と人とが美しく心を寄せ合う中で新た

な文化を生み出し育て，子供たちの夢や希望を実現させる時代の創造であり，調和の

とれた明るい未来の創造のはずです。私たちの願いも「未来を拓く やまなし 人づ

くり」を基本理念とし，学校・家庭・地域の連携をさらに深め，地域の

未来を担う健全な子供たちを育成することにあります。この新時代への

願いを実現させるべく，教育事務所スタッフ一同，精一杯努力していき

ます。一層のご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 
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地域教育支援では、 

（1） 家庭、学校、地域の連携による地域ぐるみの教育活動の活性化を図る。 

（2） 地域に於ける体験活動・ボランティア活動の環境を整備し、地域教育力の活性化を図る。 

以上のことを目標に掲げ、地域の教育力を高めるためのコーディネーターとして、家庭・学校・地域社会がお互いに連携を深め、青

少年の健全育成のため活動しております。今年度は、主に次のような行事を計画しております。 

《南･北都留地域教育推進連絡協議会の主な地域教育関連事業》 

〔南都留関係〕 

◎主催事業 

   ○【地域教育推進連絡協議会理事会・総会・教育講演会】 6月１９日(水) 富士ふれあいセンター 

教育講演会 「小学校英語教育の役割」 講師 都留文科大学教授 上原 明子（かんばるあきこ） 氏 

   ○【南北都留教育相談ネットワーク会議】 ①7月３日(水)  ②12月４日(水)  ③2月５日(水) 

   ○【第２２回南都留地域教育フォーラム】  

11月１日(金)  下吉田中学校（主会場） 

アトラクションおよび全体会の後、分科会に分かれて現在子どもたちが抱えている様々な 

課題にスポットを当て、地域連携の中での解決の方向を探っていきます。  

   ○【都留地区生徒の健全育成を目指す中・高連携連絡会議】 

 ①５月２９日（水）②１１～12月中予定 

 

◎共催事業 

○【富士吉田地区小中高連携連絡会議】 ①４月２３日(火)  ②２月３日(月) 

○【富士吉田地区小中高連携連絡養護教員部会】 ①6月４日(火)  ②3月1６日(月)  

   ○【親子カルチャー教室】  7月2０日(土) 富士北稜高等学校 

   ○【親子ものづくり教室】  ８月１０日(土) 都留興譲館高等学校 

○【南都留特別支援教育研究会】 ①5月1４日(火) ②7月２日(火) ③8月２７日(火) 

④２月１８日(火) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔北都留関係〕 

◎主催事業 

   ○【一人一花運動】 花の種（ひまわり・百日草・マリーゴールド等）の配付 ： 4月中旬 

フォトライブラリー展 ： 11月７日(木)～12月1３日(金) 北都留教育会館 

   ○【地域教育推進連絡協議会定期総会・教育講演会】 7月５日(金) 上野原市文化ホール 

       人権教育講演会 講師 つる法律事務所 中野宏典 氏 

アトラクション（上野原高校書道部）を予定 

   ○【アスリート実技講習会】 

①5月１８日(土)  ②6月３０日(日)  ③10月５日(土)  ④10月１２日(土) 

⑤1１月３０日(土)  ⑥2月2２日(土) ⑦3月７日(土) 

○【小林雅英野球教室】 12月７日(土)（予定）上野原桂川球場 

 

親子カルチャー教室 南都留地域教育フォーラム 
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◎共催事業 

○【伊藤知治教士八段剣道教室】 １０月２７日(日)（予定） 大月短期大学 体育館 

○【帝京科学の夏まつり】 7月2１日(日)（予定） 帝京科学大学 

○【チャレンジ！上高アニマシオン】８月２日（金）（ゲーム形式の読書会）上野原高校 

 

◎協力事業 

○【シオジ 森の学校】 ①オープンキャンパス：4月1４日(日)  ②講座１：5月１１日(土) 

  ③講座２：６月１日（土）  ④講座３：６月２９日(土)     ⑤講座４：７月１３日（土） 

⑥講座５：７月２７日(土)   ⑦講座６：８月１０日（土）    ⑧講座７：８月１７日（土）   

⑨講座８：10月２６日（土） ⑩講座９：１１月１６日（土）・１７日（日） 

 

《社会教育関連事業》 

◎【南都留地区社会教育担当者会】（年間６回） 

南都留地区の社会教育（生涯学習）担当者の情報交換・意思  

疎通および研修を実施します。 

◎【南都留地区ジュニアリーダー合同キャンプ】 

 8月６日(火)・７日(水) 国立中央青少年交流の家 

◎【南都留地区社教委連・公連合同研修会及び講演会】 

5月２１日(火) 富士吉田市 市民会館 

講師：富士山世界遺産センター  

    堀内 眞  氏  

演題：「世界文化遺産登録と信仰の山・富士山」 

◎【北都留地区社会教育業務説明会議】 

   市町村社会教育担当者と、教育事務所との連携を図ります。 

 ① 4月１７日(水)  ②1１月１９日（火） 

◎【放課後子どもプラン推進事業「放課後子ども教室」】 

 〇南都留地区：富士吉田市・都留市・忍野村・山中湖村 

  〇北都留地区：大月市・上野原市・小菅村 

○【山梨ことぶき勧学院】 新１年生（３３期生） 南都留教室 １３名  北都留教室 １５名 

             新２年生（３２期生） 南都留教室  ９名  北都留教室  ７名  

○【フロンティア・アドベンチャー「やまなし少年海洋道中」】 

     ８月1日(木)～８月９日(金) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ジュニアリーダー合同キャンプ 

【 カラー版は、富士･東部教育事務所のHPからご覧いただけます。 

URL：http://www.pref.yamanashi.jp/kyoiku-ft/jouhoushibackn.html  】 

地域の皆様のご支援ご協力を得ながら、実りある実践となるよう努めて参ります。各事業についてご意見ご要望がありましたら、

地域教育支援スタッフまでご連絡ください。 

※連絡先  富士・東部教育事務所 地域教育支援スタッフ  0554-45-7841 

小林雅英野球教室 上高アニマシオン

ン 

２０１９年８月 

南都留合同庁舎が移転します。 

新住所 

都留市田原二丁目１３番４３号 
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《シオジ森の学校 今年度の主な活動計画》 
４月１４日(日)  オープンキャンパス 

５月１１日(土)  鳥のさえずりを聴こう 

６月 １日(土) シオジの間伐をしよう 

６月２９日(土)  森で楽しもう① ビンゴ・ゲーム仕立ての森の散歩 

７月１３日(土)  森で楽しもう② 森の観察会  

７月２７日(土)  夏の森を歩こう 黒岳 湯ノ沢峠 

８月１０日(土)  森で楽しもう③ 虫探し 

８月１７日(土)  夏休み工作教室 

１０月２６日(土)  秋の森を歩こう 雁が腹摺山 大樺の頭 シオジの森 

１１月１６日(土)・１７日(日) ロケットストーブ作り＆ランチ 

※参加者は随時受け付けています 

申し込み・問い合わせ先 

シオジ森の学校事務局 

大月市大月2-12-29（誠実堂内） 

TEL 0554-22-2775 

FAX 0554-22-4389 

URL http://shioji.sakuraweb.com/ss/ 

 

～学ぶ喜び、学びを活かす喜び～  
 

「山梨ことぶき勧学院」第３３期生入学式が4月1６日(火)、甲府市

のYCC県民文化ホールにおいて行われました。今年度は南都留教室１

３名、北都留教室１５名、合計２８名が入学しました。また、新２年生

は南都留教室９名、北都留教室７名となり、都留拠点では合計４４名と

なりました。入学式の後の講演会では、山梨大学名誉教授・早稲田大学

名誉教授であり、テレビでもおなじみの池田清彦先生より、「いきいき

と楽しく生きる」と題した講演が行われました。 

都留拠点の開講式は１年生が北都留4月２３日(火)南都留２４日（水）、

２年生が2６日(金)にそれぞれ行われ、今年度の山梨ことぶき勧学院が

スタートしました。 

年間25回の必修講座・選択講座や学級活動・クラブ活動を通して、今後求められる新たなシニアのライフ

スタイルを創造するために、｢生きがいの創出｣｢新たな縁・絆の構築｣｢地域の活性化に貢献できる人材の育成｣

「健康増進」の実現を目指します。 

４月１４日（日）に「シオジ森の学校 オープンキャンパス」が大月

市民会館において開催され、保育園児から大学生までが参加しました。

下澤直幸校長先生の「小金沢 シオジの森のふしぎ」と題した講演に、

子供たちは興味津々に耳を傾け、校長先生の質問には手を挙げて元気に

答えていました。その後、ひのきの間伐材を利用した「10000個のつみ

木」遊びが行われ、木のぬくもりや森の大切さを親子で実感しながら、

楽しい一時を過ごしました。 

 シオジ森の学校では「森の教室」を出張して実施致します。ご興味がある方は下記にお問い合わせ下さい。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～過去の実績～ 

つみきのひろば・森の観察会・クラフト教室・小金沢シオジの森 観察会 


