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◎回覧・配付をお願いします。増し刷り配付はご自由にどうぞ。峡東教育事務所のホームページでも掲載中です。 

http://www.pref.yamanashi.jp/barrier/html/kyoiku-hym/index.html 

◎ご意見・ご感想、情報提供はこちらまで。Email :adachi-scje@pref.yamanashi.lg.jp 

年度初めのご挨拶 

峡東教育事務所長  望月栄一 

桜の季節も足早に過ぎ、風薫る爽やかな季節となりました。部屋の大きな窓からは、富士山が遠くに望め、近くに見

える欅の葉も茂り、目に優しい安らぎを与えてくれています。   

峡東教育事務所は、平成１３年に東山梨教育事務所と東八代教育事務所が統合して設立されました。峡東管内３市の

教育委員会をはじめ小中学校５１校、県立学校６校、幼稚園・保育園・保育所５４カ所、その他児童クラブや児童館等

と連携をとりながら事業を行っています。 

昨年度末の人事異動によりまして、峡東教育事務所は地域教育支援スタッフが１名減となり、常勤スタッフは所長、

副所長、次長、地域教育推進担当２名、学校教育担当３名、総務担当３名の１１人体制になりました。また、非常勤ス

タッフは、若手教員グローアップ事業のアドバンスティーチャーが１名増となり２名、スクールソーシャルワーカー２

名、ことぶき勧学院担当１名の５名となりました。また、今年度、県教委に学力向上対策の検討・実施を統括する学力

向上対策会議が設置され、その構成員として、各教育事務所に地域学力向上推進幹が置かれました。峡東教育事務所で

は副所長が事務取扱でその任に当たることになりました。県教委の出先機関として、より学校現場や地域に近いという

利点を生かして、細かく丁寧に業務を行うことが大切だと考えています。平成２７年度も、所長以下１６名のスタッフ

で、担当ごとの業務目標達成に向けて日々努力していく所存です。昨年にも増してご支援ご協力をお願いいたします。 

さて、山梨県では、本県教育の一層の振興を図るため、平成26 年度から平成30 年度までの5 年間を計画期間と

する『新やまなしの教育振興プラン』を策定しました。この計画では、「未来を拓く『やまなし』人づくり」の基本理

念の下、「夢と希望に向かって自ら学び、考え、行動する『たくましい力』を育てる」と、「他者を思いやり、社会の絆

を深める『しなやかな心』を育む」の 2 つを基本目標としています。これを受ける中で、平成 27 年度に取り組むべ

き課題を担当ごと次のように設定し、業務に取り組んで参ります。 

○地域教育推進スタッフ 

    地域教育推進事業のさらなる推進 

○学校教育スタッフ  

確かな学力の向上に向けた新たな学力向上対策の検討と実施及び学習指導の充実 

いじめ・不登校等問題行動の減少へ向けた対策の一層の充実 

○総務スタッフ  

県費負担教職員の給与・手当支給事務に関する事務処理ミスの防止対策の推進 

さて、私はかつて山梨ことぶき勧学院の東八代学園の担当をしたことがあります。向学心に燃え、生涯に渡って学習

し、これまでに培ってこられた豊富な経験、知識、技能に加え、新たに学習した成果を、積極的に地域社会へ活かして

行こうとする生徒の皆様に深い感銘を受けました。楽しい時を共有させていただいた折、生徒さんとともに合い言葉を

作りました。それは、「和気藹 (々あいあい)で、ハッスル、ハッスル！」です。以来私は、どの職場に行ってもこの言葉

を職場の皆さんと共有してきました。そして、この峡東教育事務所でも然りです。 

教育も大きな転換期を迎えています。私どもは課題や教育の流れを踏まえながら、より身近に感じられる事務所を目

指し、各小中学校をはじめ、教育関係者、諸団体の要望や期待に応えるべく努力をして参りたいと思います。子どもた

ちの「たくましい力」「しなやかな心」の育成、また「生涯学習の推進」「スポーツや文化の振興」に事務所スタッフが

一丸となって「和気藹々で、ハッスル、ハッスル！」を合い言葉に、全身全霊で向かっていく所存でおります。 

結びに当たり、今後とも、円滑な諸教育活動、諸事業の推進に向け各市、各学校、各関係機関、団体の皆様のご支援、

ご協力をいただけますよう重ねてお願い申し上げる次第です。 

本年度もどうぞよろしくお願いいたします。 

峡 東 教 育 事 務 所 

地域教育支援スタッフ 

TEL   0553-20-273１ 

FAX   0553-20-2733 

 



 

       

 

山梨市では、２月２８日(土)に山梨市市民会館において

子育て講演会を開催しました。講師は、早稲田大学国際教

養学部教授・山梨大学名誉教授であり、TV でも活躍して

いる池田清彦先生で、「少しの努力で“できる子”を育てる 

池田清彦の子育て術」と題して講演しました。約４００人

の市民が参加し、池田先生の軽快で楽しいお話に聴き入り

ました。脳の働きについての解説とともに、子育てにおい

て大事なこととして、乳幼児期にコミュニケーションをし

っかりとること、子どもが失敗したときに責めないことな

ど、親としてのあり方を学ぶことができました。子どもは、

小さな時にどんな環境にいるかがその後の育ちに影響する、

子どもがどんな言葉を話すかも決まってくるともおっしゃ 

っていました。 

 

    

 

 3 月 14 日（火）に、甲州市民文化会館において恒例の食育まつりが開催されました。会場では、「おいしい

減塩食堂」や「食育カフェ」「キッズスウィーツ」のコーナーが開設されて人気を集めていました。また、「もち

つき体験」や「ほうれん草のゆで方教室と試食会」では、子どもたちが真剣な表情で挑戦していました。「マナー

教室」や「かむちから測定コーナー」「市内各小学校の食育の取組の展示」などもあって、楽しみながら食育を考

える良い機会になりました。 

     

 

 

 

 

３月８日(日)笛吹市スコレーセンターにおいて、石和地区子どもまつり“２０１５”が開催されました。オー

プニングショーは、小学生による篠笛発表の美しい音色で幕を明け、ジョイソーランが会場を盛り上げました。 

施設内各会場では「アートバルーン・カイト作り」や「クレープ作り」、お年寄りから折り紙を教わる「チャレ

ンジ・ザ・おりがみ」など「体験」をテーマとした様々なコーナーが設けられていました。また、屋外では白バ

イ・パトカー・消防車・自衛隊車両の乗車体験、消火体験やけむり体験なども行われ、会場は家族連れや地域の 

方々など４００人以上の人で賑わいました。            

      

 

 

 

 

 

篠笛の発表        アートバルーン作りの様子       白バイに乗ったよ！ 

石和地区青少年育成推進協議会 

笛吹市生涯学習課 

 

 

甲州市食育推進会議 

甲州市健康増進課 

 

石和地区青少年育成推

進協議会 

笛吹市生涯学習課 

 

 

山梨市子育て講演会 

 

石和地区青少年育成推進

協議会 

笛吹市生涯学習課 

 

 

山梨市福祉事務所 子育て支援担当 



 
 

 日川高校では、3月11日に「スーパー・サイエンス・ハイスクール（ＳＳＨ）研究発表会」を開催し

ました。ＳＳＨ指定 3 年目を迎えた日川高校では、県内外の大学・研究機関等と連携しながら、社会性

や国際性を備えた次代を担う科学者・技術者の育成をめざして、効果的な教育プログラムの研究に取り組

んできました。この日の研究発表会では、まず生徒代表により一年間の活動報告と課題研究発表が行われ、

その後、各研究グループごとに、模造紙にまとめた研究成果を来訪者に説明する「ポスターセッション」

が行われました。化学・地学・物理・生物・数学各分野のレベルの高い研究内容と、生徒の熱のこもった

説明に、来訪者は熱心に耳を傾けていました。 

     

   生徒代表の活動報告             ポスターセッションの様子    

 

 

 

甲州市塩山三日市場の常泉寺では、３月１４日（土）に『樋口一葉の誕生を祝う会～朗読とパーカッションの生

演奏』が開かれ、女優奥山眞佐子さんにより樋口一葉作『おおつごもり』の朗読が、パーカッション奏者ミズさ

んとのセッションという形式で行われました。山梨県出身の奥山さんは樋口一葉作品の一人芝居に１８年にわた

って取り組んでいるほか、ＮＨＫ「花子とアン」の山梨方言指導も担当されました。甲州市ゆかりの樋口一葉の

世界を情感豊かに表現する語りに、参加した３０人ほどの聴衆はすっかり魅了されていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                             

山梨ことぶき勧学院峡東教室 

山梨ことぶき勧学院の平成27年度入学式が4月1４日(火)にコラニー文化ホールで行われ、県全体で２０２

名の新入生が入学しました。阿部邦彦学院長は式辞の中で「変わっていくことが学ぶということ」という養老孟

司氏の言葉を引用して新入生を激励し、午後には医師の松本光正氏による「笑いと健康」と題した講演が行われ

ました。峡東教室においては、１年生の開講式が４月２１日(火)に、2年生の開講式が4月24日(金)に行われ、

今年度の勧学院での勉強をスタートさせました。 

入学式       講演「笑いと健康」      １年生開講式      2年生開講式 

～朗読とパーカッションの生演奏～ 

常泉寺 寺子屋武士原塾 

日川高校 

スーパー・サイエンス・ハイスクール 

 



 

 

 平成２７年４月９日、笛吹市石和町中川に軽度の知的障害生徒を対象とした高等部のみの特別支援学校、「高等

支援学校桃花台学園」が開校しました。同校は「自分に誇りと自信を持ち、他者への思いやりや協調性を培うと

ともに、職業教育を通じて、意欲的に社会参加する力を養成する。」という教育目標を掲げており、「産業技術科」

の中に「農業生産コース」「食品加工コース」「環境メンテナンスコース」の３コースが設置されています。校名

は、笛吹市の市の木であり本県を代表する果樹である「桃」と、春に扇状地一帯を彩る「桃の花」、さらには職業

教育の基盤として確固たる存在にという願いを込めて「台」の字を用いてつけられました。３４名の新入生と、

かえで支援学校分室から転入学した２・３年生を合わせた７３名が、職業自立に必要な能力と実践的な態度の習

得を目指して、産業技術科の特色ある学習内容に意欲的に取り組んでいます 

 

 

 

 

 

桃花台学園７３名でスタートです              校旗樹立              誓いの言葉、決意を新たに 

 
来春進学を控えた中学３年生を対象にした各校の行事です。地域の学校を知る機会としてご活用ください。 

詳細は各校のホームページなどでご確認ください。 

  行事 日時 会場 

笛吹高校 学校説明会 8月２９日(土)ＡＭ・ＰＭ 笛吹高校 

日川高校 
オープンスクール 

SSH サイエンスジャンプ（中学生向け体験教室） 

8月２２日(土)  8:30～ 

8月22日(土)  ＰＭ 
日川高校 

山梨高校 
学校説明会 

体験授業・部活動見学 

7月1８日(土)  9:30～ 

8月２９日(土)  終日 
山梨高校 

塩山高校 
学校説明会 

中学生一日体験入学 

8月 ９日(日)１３:３０～ 

９月2６日(土)  9:00～ 

甲州市民文化会館 

塩山高校 

ろう学校 

学校公開・学部説明会 

「きこえ」と「ことば」の相談会(予約制) 

夏の「きこえ」と「ことば」の相談会(予約制) 

春の「きこえ」と「ことば」の相談会(予約制) 

6月１２日(金)  9:00～ 

6月12日(金)１３:３０～ 

７月１２日(日)～14日(火) 

3月13日(日)～14日(月) 

ろう学校 

高等支援学校

桃花台学園 

学校説明会 

オープンスクール 

授業体験会 

6月18日(木)13:00～16:30 

7月14日(火)  8:30～12:30 

8月29日(土)  8:30～12:00 

桃花台学園 

 

    甲州市甘草屋敷こども図書館 

5月9日(土)に甲州市の甘草屋敷子ども図書館において「お父さんのおはなし会」が開催されました。市立図

書館の呼びかけで４年ほど前から始まったお父さんによる読み聞かせの会です。現在１５人ほどのお父さんが登

録していて、乳児～幼児を対象にしたおはなし会を年３～４回開催しています。この日も、１０人ほどの子ども

たちが集まって、お父さんたち

が朗読する絵本の世界を一緒に

楽しんだり、簡単な手遊びとわ

らべ歌で遊んで楽しい時間を過

ごしました。 



     峡東地域教育推進連絡協議会主催 

 

 

 

１ 期  日  平成２７年 ７月２日（木） １４：００受付 １４：３０開演   

 ２ 場  所  山梨市民会館 ちどりの間（３Ｆ） 

 ３ 講  師  教育研究家  山村 裕志 氏  

峡東地域教育推進連絡協議会主催で子育て講演会を開催します。講師は北杜市在住の教育研究家山村裕志先

生です。長く企業の総務部などで人材を評価する業務に携わった経験から、「社会で活躍できるヒトづくり」の

大切さに着目し、習慣による生きる力の育成をめざした教育活動・啓蒙活動を展開している実践家のお話です。 

ぜひ多くの皆さんにご参加いただけますようお願いいたします。 

詳細につきましては、峡東教育事務所地域教育支援スタッフまでお問い合わせください。 

 

 

 

 いじめ・不登校・暴力行為・児童虐待等の問題行動を把握し、問題を抱える児童生徒の置かれた環境（家庭・

友人関係等）へ学校や関係機関と協力して働きかけて、問題の解決にあたる、ＳＳＷ（スクールソーシャルワー

カー）２名を紹介します。 

 峡東地域の全小学校・中学校に年度始めの学校訪問を行い、学校の要請に基づいて授業参観や担当者会議、家

庭訪問や児童・生徒及び保護者面談、ケース会議等を行い、学校と関係機関との連携、強化を図っていきます。 

                        

                                                                          

 

 

 

 

  ◎ 内藤 京子 （社会福祉士）            ◎ 内藤 春美 （児童福祉司） 

峡東教育事務所 地域教育支援スタッフの紹介 

○ 古屋 修二 

地域教育支援スタッフとして 2 年目になります。今年度も保幼・小・中・高・家庭・地

域の連携を大切にした取組を推進していきたいと考えています。峡東地域教育推進連絡協議

会（峡地連）の事務局として講演会やセミナーの企画・運営、日常実践や情報共有活動等を

通して、地域の中で子どもたちが健やかに育つよう努めてまいりますので、皆様の御協力を

お願いいたします。 

 

○ 安達 徹 

教育事務所勤務２年目です。本年度は、家庭・地域の連携推進、新しい学校づくり人づく

り、青少年育成、社会教育・生涯学習の振興、地域教育情報誌『エリアウェッブ』を担当し

ます。地域の子どもたちの健全な成長のためにお役に立てるよう努めてまいります。 

情報誌についてのご意見・ご感想などもお待ちしています。 

テーマ 「子どもたちの生きる力を育む、いまからやっておく習慣づくり」 

～たったこれだけのこと、でも１０年後には大きな差になる行動習慣～ 



 

 
 

産業技術短期大学校は、「ものづくり」と「ホスピタリティ」（おもてなし）を理念に、山梨県 

内の主要産業である製造業・観光業の即戦力となるスペシャリストを育成しています。 

 

・・ 

 徹底した少人数教育

実践的な教育内容で企業の即戦力となる人材を１人ひとり丁寧に育成します。 

就職率はほぼ１００％ 

教員、キャリアサポーターが１人ひとりの適性を見極め、徹底的に就活を支援します。 

家計にやさしい学費負担 
入学金は１６万９２００円（県内出身者の場合）、授業料は３９万円（年額）です。 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

「オープンキャンパス開催!!」 
オープンキャンパスを開催します。 

体験実習や在校生との交流もあり、産短大での学校生活や授業に直接触れるチャンスです。 

受験を考えている生徒のみなさんや保護者の方々はもちろん、「産短大ってどんなところ？」 

など興味のある方ならどなたでも歓迎します。（高校１・２年生も大歓迎！!） 

 

 

                                                      

                                                                              

                      

                   

 
        

～お申込み、お問い合わせ～ 
山梨県立産業技術短期大学校 教務学生課 

住所：〒404-0042 甲州市塩山上於曽1308 

電話：０５５３－３２－５２０１  

ＦＡＸ：０５５３－３２－５２０３ 

 
 

 

 

 

 

 

 

生産技術科：機械設計・製作など夢をかたちにかえる創造的なエンジニアを育成します。 

電子技術科：ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽとｺﾝﾋﾟｭｰﾀの両技術を併せ持ったスペシャリストを育成します。 

観光ビジネス科：観光業界で活躍するスペシャリストを育成します。 

情報技術科：ソフトウエア開発分野で幅広く活躍するプログラマを育成します。 

塩山キャンパス  7/5（日） 8/23（日） 

都留キャンパス  7/5（日） 8/2（日） 

※各回とも午前10時～正午  

設置学科 


