その他の事業
１

科学作品展
会場：野沢会館で開催予定 １０月
２ 絵画・書道の作品募集と巡回
児童生徒展（図工美術）（習字）の２委員会が
中心となって開催します。
３ 教育会館児童生徒作品展
期間：１０月下旬～１１月上旬の土日を含む７日間
で開催します。 会場：佐久教育会館
４ 信濃教育会事業
（１） 信濃教育会総集会７月１日（土）
会場：中野市市民会館
（２） 全県研究大会への参加
（３） 道徳教育研究協議会
佐久市立青沼小学校で開催
積極的に参加し、学び合いましょう。
（４） 教育研究所発表会への参加
７月８日（土）坂の上小学校で開催
（５） 信州教育の日
１１月１８日（土） 茅野大会
（６） 応募型研修助成
・第２１回教育研究論文・教育実践賞への参加
�応募内容：教育に関する研究や実践の論文
�応募資格：信濃教育会員であること
�部
門：個人の部、グループの部
�表
彰：特選 個人２・グループ２
入選 個人４～６・グループ２～４
佳作 若干名
参加賞 応募者全員に奨励金
・自主的校内研修補助
・短期視察研修補助
（７） 雑誌「信濃教育」購読案内
（８） 信教災害補償制度
（９） 「信濃の国探訪」8/8・9 真田丸（小県・上田）

佐久教育会の沿革
明治１８年
南佐久教育会館発足
１９年 ２月 北佐久教育会館発足
３９年 ５月 第１回御牧ケ原大運動会
大正 ４年
南佐久教育会付属研究所設立
７年
軽井沢夏期大学開設
地質鉱物調査始まる
昭和１１年
南佐久・北佐久教育会 50 周
年記念式典
南佐久教育会 50 年史刊行
１２年 ５月 北佐久教育会館落成
１３年１２月 北佐久教育会 50 年史刊行
１７年
南北図工・書展始まる
２３年
会報『北佐久教育』創刊
２６年
機関紙『南佐久教育』創刊
３０年
蓼科山岳講座（蓼科夏期大学）
始まる
３７年 ５月 佐久教育会発足
会報「佐久教育」創刊
４１年
佐久教育会 80 周年記念式典
会誌「佐久教育」創刊
４３年１２月 佐久教育会会館竣工式
５０年
教育会館 20 メートル北へ移
動（道路拡張のため）
６１年１１月 佐久教育会 25 周年式典
６３年
25 周年記念誌発行
平成１１年
教育会総会半日開催
１７年 ７月 夏期研修講座開設
２０年 ３月 エデュカル・トリア佐久教育会
館竣工
２２年 ４月 一般社団法人佐久教育会発足
２３年 ５月 佐久教育会 50 周年記念総集会
２４年１１月 佐久教育会 50 年史発刊

広 報 活 動（広報委員会）

一般社団法人

佐久教育会
平成２９年度事業案内
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佐久教育の創造へ
会員の自主的活動を根幹とし、会員相互の信頼と協力により
職能の向上を図り、地域の教育・文化の向上に貢献する。

１ 会誌・会報委員会
会誌「佐久教育」５３号

会報「佐久教育会報」２７６・２７７号（年２回）の発行

２ ネットワーク運営委員会
情報ネットの管理運営、効果的な活用を推進しています。
教育会諸事業（研究委員会の連絡、授業案の交換・保存、各種会合連絡等）連絡を瞬時に正確に発信・
受信できます。校長会との連携で、授業力向上を目指し、各教科指導案の累積を始めました。使用方法は
各校代議員にお聞きください。研究委員会・同好会によっては映像・写真で研究結果を紹介しています。
授業でも大いに活用できます。県下に誇る事業の一つです。

エデュカル・トリアへ出かけよう、集まろう！
「エデュカル・トリア」 佐久教育会館
「ＥＤＵ－ＣＵＬエデュカル」
：エデュケイションとカルチャアの合成語。ＣＵＬのＣは子どもＵは教職員の
つながり、Ｌには学びの意味も込められている。平成２０年３月竣工、平成２０年度より使用開始。多くの先
輩や現職教職員の建設資金拠出金で造った全国に誇る教育会館であり、佐久教育会、一般財団法人佐久教育
会館、県教組佐久支部が協力してできた「佐久は一なり」を象徴する教育会館です。

３ ホームページ運営委員会 会員の絆を深めるためのタイムリーな情報公開を図ります。
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佐久に学び

佐久で育ち

佐久から羽ばたけ

教育会館は、教職
員による拠出金で
維持されていま

１ 調査・研究により教育課程・学習指導の改善を目指します
（１）教科等研究委員会 １６の研究委員会を開設。教育課程の課題研究や教育課程研究授業校との連携

す。今年もご協力
お願いします。そ

国語、社会、算数・数学、理科、生活、音楽、図工・美術、体育・保体、技術家庭、家庭、英語・外国語、道徳、特別活動、特別支援教育、総合的な学習、健康教育

（２）地域研究委員会

歴史、地学、植物、動物、地誌

（３）各種研究委員会

して、大いにご活

５の研究委員会を開設。郷土・文化・自然に関する調査研究

用ください。

佐久の自然・歴史・文化についての研究を実施し、その成果は会誌「佐久教育」で発表しています。

１１の研究委員会を開設。佐久教育の課題等の究明と各種教育の充実に寄与。

委員になるには、学校推薦・委員会推薦・自己推薦があります。深く研究してお
られる先生をリーダーにして、自分も学びたい、研究していきたい意欲ある先生
（専門は問いません）教科等研究委員会は 5～8 名、各種委員会・地域研究委員
会は 3～10 名程度で構成します。

生徒指導、キャリア教育、人権同和教育、情報教育、国際理解教育、環境教育、図書館教育、佐久教師の集い、科学作品展、図画展、習字展

佐久の「地に」学び、佐久の「知」から育つことを願いとしている佐久教育会。専門以外でも興味ある先生方が委員として参加することを
期待しています。所属校の校長先生に相談してください。

２ 講演・研修並びに研究発表により職能向上を目指します
（１）佐久教育会総集会
５月２０日（土） ９時１０分～１２時２５分
① 会員発表

③講演会 秋山

会員の教育実践発表

仁

佐久平交流センター（ＪＲ佐久平蓼科口から５分、駐車場有り）

演題「今日は何人の友だちを喜ばすことができるかな？」

“1946 年東京都生まれ 理学博士・数学者” 現在，東京理科大学理数教育研究センター長，ヨーロッパ科学院会員。ミシガン大学数学

④

同好会の発足

（１７の同好会）

「人から人へ」と「智・技・志」をつなぎ合います。

客員研究員，東海大学教育開発研究所所長，文部省教育課程審議会委員などを歴任する。グラフ理論，離散幾何学の分野で百数編の論文

② 同好会紹介

を専門誌に発表。一方，ＮＨＫテレビやラジオなどで，数学の魅力をわかりやすく伝えている。信濃毎日新聞教育欄に掲載されているお

佐久教育会で活動している

話は、主体的創造的な学びのあり方、教師としてのあり方に始まり多岐に渡る内容で心に響くことばかりであり、多くの先生方が毎回楽

同好会を紹介します。

著書は『A Day’s Adventure in Math Wonderland (World Scientific)』,『Treks into Intuitive Geometry (Springer)』，『Factors and Factorizations
of Graphs (Springer)』『わかる！できる！のびる！日本一の教え方 名人ナマ授業シリーズ』など約 150 冊。

（３）第６９回

７月２８日（金）をメイン日とし、同好会や各種研究委員会の力を結集し
ます。会員・非会員問わずに参加を募集します。
※参考

２８年度は２２講座開設

1 佐久の史跡めぐり

10 哲学講演会

セラピー

の森を仲間と歩けば
料理術

2 Ｑ－Ｕの活用法

6 飯盛山の自然

ソコン講習

7 毛筆書写実習

11 算数数学講演会
18 作文教育

21 ホームページ更新

24 道徳授業

3 文学散歩

14 人権同和教育研修

17 佐久教師の集い

工場見学

５００名以上参加
4 体育実技講習

8 特別支援教育

9 ブリーフ

12 生活科体験学習

15 陶芸講習

13 読書

16 楽しい音楽の

19 天然酵母パン作り

22 佐藤寅太郎に学ぶ

5パ

20 地域の

軽井沢夏期大学

毎年８月２・３・４日に軽井沢町中央公民館で開催
２９年度テーマ「日本列島の風土的条件と問題状況」
２日 東京大学 太田猛彦「はげ山の日本、森林の日本」
熊本大学院 山尾敏孝 「日本列島の石積みアーチ橋」
３日 水産大学 柏野祐二 「日本と海とのかかわり」
北海道大学 前野紀一 「雪と氷の日本列島」
４日 学習院大学 赤坂憲雄 「日本の多様性を問い直す」
元国土交通省 国土地理院院長 星埜由尚
「日本列島を測量する」

る会、授業記録を読む会、特別な配慮を要する子ど
もの教育を考える会、総合・生活科教育

（４）初任者懇談会

信濃教育会と共催

６月１７日（土）９：００～
佐久教育会館にて
午前中開催。
日頃の悩みなどの意見
交換を主としています。
対象者は、初任の全学校
職員です。

23 小学校外国語

（22～24 は、新講座）

３ 教育・学芸の研究に対する助成をしています
（１） 研究助成・視察研修補助
<県外視察>
① 応募内容 研究大会参加、研修視察
② 人員１０名（他団体等の応募と重複しない）
③ 応募方法 各校代議員を通して教育会へ申し込む
１日研修２万円 泊が伴う研修 3 万円補助
<日本連合教育会研究大会参加>
8 月 17 日（木）午後～18 日（金） 長崎大会
人から人へつなぐ同好会
（２） 同好会への助成、お誘い
教師にとって大事な自主的研修の場である同好会で成果があがるよう補助しています。補助の割合は、会員数や佐久で開催される県以上の
大会を考慮しています。子どもと向き合う力量（教材研究、授業力向上、生徒理解）を高めるためにも、多くの会員が自己課題をもち、同好会
活動を通して、「人から人へ」研修の学びをつないでいくことを佐久教育会では大事にしています。（昨年度実績 676 名）

助成で応援！
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究会、美術教育、体育、技術・家庭、英語、道徳教
育、哲学、書写・書道、作文教育、子どもを理解す

しみに読んでいる。

（２）夏期研修講座・佐久教師の集い

国語文学、社会科、算数・数学、理科、音楽教育研

4-5

学び合い 高め合う 佐久教育会
「入ってよかった佐久教育会」を願って
浅間と八ヶ岳に囲まれ千曲川が流れる自然豊かな佐久。その地にあって、児童生徒の
豊かな育ちを担い、子どもの将来に力を与えるための研修事業を推進しているのが佐久
教育会です。本年度は「学び合い

高め合う

佐久教育会」をテーマとしました。多く

の先生方が学び合いそして高め合うこと、教育への熱き思いや磨いてきた専門性を元に
響き合い感化し合うことにより、佐久の学校に学び合い高め合う気風が広がることを期
待します。
4 月３日、代議員に教育会会員になることを申し込んでください。
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