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弘済会は教育環境整備のお手伝いとして、
今年度も多様な「教育振興事業」を実施しています。
教育研修助成事業
各学校は、学校の実態に即して研究テーマを設定し、熱心に教育研究や研修活動を行っています。
弘済会では、毎年100校の小・中・高・特別支援学校を対象に１校当たり７万円を助成し、学校独自
の研究や研修を支援しています。
今年度助成した学校の中から、登米市立豊里小・中学校
今年度助成した学校の中から、
登米市立豊里小・中学校の取組を紹介します。
の取組を紹介します。
登米市立豊里小・中学校は、登米市の南部に位置し、
小中一貫校として１年～９年生までの児童・生徒491人
が学んでいます。
小中の教員が一緒に授業研究や教科部会の話し合いを
行い、小中一貫校のメリットを生かし、小中の学びの系
統性を重視した授業づくりを目指して研究や実践に取り
組んでいます。
今年度から「小中連携英語教育推進事業」の指定を受け、外国語・英語科の学習でも系統性を意識
した授業実践を進めています。10月４日には教職員の研修として宮城教育大学

教授

鈴木

渉

氏

に「小学校外国語教育における指導と評価―学習指導要領と学習評価に関する参考資料に基づいて教
科書を活用しよう―」という演題で講演をいただきました。今求められている外国語教育がどのよう
なもので、今後どのように進めていけばよいのかがよく分かる研修会でした。

英語の学習風景
公益財団法人
Webサイト 日教弘

宮城支部

日本教育公務員弘済会宮城支部
https://nikkyoko-miyagishibu.jp/
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将来を担う子どもたちの学習環境の向上を支援し、安心して学校生活に打ち込めるよう貸与及び給付奨学
金事業を行っています。今年度は、大学等への進学者21名に対して最高100万円を貸与し、給付奨学金事業
では38校142名の高校・特別支援学校高等部の生徒の皆さんに奨学金を給付しました。奨学金を受け取った
皆さんからたくさんの感謝の声が届いています。その中の一つを紹介します。
この度は奨学金を支給していただき本当に有り難うございます。心から感謝しております。
今までいろいろと辛いこともありましたが、そのたびに学校の先生方に支えてもらいながら、
高校生活を過ごしてきました。そして、弘済会の皆さまから、見ず知らずの私が奨学金をいた
だけるなんて……。本当に言葉にできないほどの驚きと感謝の気持ちでいっぱいです。
今は何もできませんが、私は人からもらった温かさ、差し伸べていた
だいた手を忘れずに、将来、本当の優しさを持った人間になりたいと考
えています。現在、救急救命士を目指して勉強に励んでいます。必ず夢
を叶え、社会に貢献していきたいと思います。その決意をこの度の奨学
金がいっそう強固にしてくれました。本当に有り難うございます。

（Ｎ高3年Ｉ男）

教育図書贈呈事業
毎年、弘済会宮城支部として年間100校に図書を贈呈して参りました
が、昨年度から70周年記念事業の一環として20校を加え、さらにコロ
ナ禍での支援として40校、贈呈校を合計60校増やしました。最終的に
今年度は161校に10万円相当の図書を贈呈いたしました。
古川工業高校図書館は、生徒が読んで楽しむ小説のほか、工業分野の
書籍を多数取り揃えており、工業高校で学ぶ生徒たちを手厚くサポート
しています。図書館資料は「レポート作成」「課題研究」「進路選択の情
報源」
「部活動」などにも利用されています。
「透明標本の作り方が知りたい」
「ＡＩ・人工知能について知りたい」
「演劇部でお姫様役のドレスを作りたい」等の生徒の質問に応えられる
よう、学校司書が日頃から情報収集に努め生徒からの質問（レファレン
ス）に対応しています。
読書を通じて、児童生徒の学校生活がより充実したものとなるよう、
弘済会は今後も積極的に学校を支援して参ります。

教育研究大会助成事業
教育の振興と教職員の資質向上をめざし、様々な教育研究大会が開催
されています。弘済会宮城支部では、県内で開催される全国大会、東北・
北海道ブロック大会に毎年助成してきました。今年度は東北大会６大会、
全国大会１大会、合計７大会から申請がありましたが、新型コロナウイ
ルス感染拡大により誌上開催に変更になった大会や規模を縮小した大会
などもありました。
11月19日に、東北地区中学校技術・家庭科研究大会
11月19日に、
東北地区中学校技術・家庭科研究大会

宮城・仙台大

会が開催されました。時節柄、県外の先生方はWebで参加するという新しい形での実施となりました。
研究大会の開催も困難な状況が続いていますが、普段の研究の成果を、今後も教職員の皆さまが安心して
発表できる機会を持てることを願っています。
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スクールパック贈呈事業
弘済会宮城支部は、2022年度に創立70周年を迎えます。記念事
業として、2021年度から４年間にわたり県内の小・中・高・特別
支援のすべての学校に、８万円相当の教材・教具を贈呈することと
いたしました。今年度は、仙台市立小学校と仙台教育事務所管内の
小学校、私立小学校を対象に希望を募り、189校にスクールパック
を贈呈いたしました。
山元町立山下小学校は、
山元町立山下小学校
は、「ボッチャ」と「電子ホイッスル・マー
カー」のパックを選択されました。早速ボッチャのルールを児童に
説明し、実際にグループで試合を行ってみたところ､ 小学生にも理
解しやすいルールで、全員が楽しみながら行うことができました。
子供たちは「運動が苦手でも関係なく楽しめる」「ルールが分かる
と、とっても奥が深い」「またやってみたい」などの感想を述べて
いたそうです。
2022年度は、今年度対象にならなかった他の地区の小学校すべ
てが対象になります。Ａパック40種類、Ｂパック20種類の中から、
Ａパックであれば２種類、Ｂパックであれば１種類を選択していた
だきます。希望のパックを学校にお届けいたしますので、忘れずに次年度での申請をお願いします。

教育団体研究助成事業
県内では様々な教育団体が宮城の教育振興のために活動していますが、弘済会宮城支部では今年度は32団
体の活動を支援しています。
ここでは「高校生ものづくりコンテスト
ここでは「
高校生ものづくりコンテスト」の活動を紹介します。同コンテストは、高校生の「ものづくり」
」の活動を紹介します。同コンテストは、高校生の「ものづくり」
への興味・関心を喚起し、技能・技術の向上を図るとともに、県民のものづくりへの関心を高め、技術・技
能尊重の社会的気運の醸成を図ることを目的として実施されています。
専門分野を学ぶ高校生の学校代表選手が、技術を競い合います。競技は、旋盤作業・電気工事・電子回路
組立・化学分析・木材加工・測量・自動車整備・溶接の８部門に分かれて実施されます。県大会で優勝した
選手は、東北大会、全国大会の上位大会に進みます。高校生版技能五輪とでも呼ぶべきもので、特に高い技
術力を持った選手は技能五輪に参加し、一般企業の技術者と同じ土俵で技術を競うことにもなります。

測量競技

電子回路組立競技

旋盤作業競技

公益財団法人 日本教育公務員弘済会〔略称（公財）日教弘〕の教育振興事業（奨学事業、教育研究助
成事業、教育文化事業）及び福祉事業は、教弘保険の契約者配当金により運営されており、日本の教育
界に貢献しています。
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へき地学校教育支援事業
「へき地学校教育支援事業」においては、交通など諸条件に恵ま
れない山間地や離島などの小学校28校、中学校13校、合計41校に
各５万円の支援を行いました。
塩竈市立浦戸小中学校は、平成17年４月に住所を移さずに学区外
塩竈市立浦戸小中学校
は、平成17年４月に住所を移さずに学区外
からでも児童生徒の転入を認める小規模特認校として認可を受けま
した。また平成27年には小学校が教育課程特例校（浦戸探究科、低
学年英語活動）の認可を受けるとともに、塩竈市独自の小中一貫教
育を行う学校になり、45名（小
学校24名、中学校21名）の児童生徒が学んでいます。
豊かな自然環境を生かした探究学習「浦戸探究科」を中心とした学び
の成果を発信するため、創作演劇で表現する活動（通称：ACT）を行っ
ています。子どもたちは「海の問題を知ることができたし、自分の役を
やり切ることができてよかった。」等の感想を述べています。

支部奨励金事業
弘済会では、教育の向上発展に重要と認めた学校外の特色ある研究や継続的な活動に対しても助成を行っ
ています。今年度は、仙台市教育委員会から推薦のあった「みやぎ子ども教育支援ネットワーク協議会
ています。今年度は、仙台市教育委員会から推薦のあった「
みやぎ子ども教育支援ネットワーク協議会」に
」に
助成させていただきました。
同協議会は、地元企業とコラボした体験活動である「MIYAGI KIDS TRY 事業」を計画しておりましたが、
今回は10月29日に仙台市立郡山中学校２年生を対象に行った活動を紹介します。新型コロナの影響で職場
体験が中止となったため、カードを使って一人一人が自己理解を深め、周りの友達と共有することで自分の
強みに気づき、違いを認めるという授業です。
生徒たちからは、「自分の強みを知った」「自分へのケアの仕方がわかった」「自分の思っている『自分』と
相手の思っている『自分』は違う」「人の気持ちになって考えることが大切だと思った」などの感想が寄せら
れました。自己理解を深める貴重な体験になったそうです。

教育文化講演会助成事業
例年、仙台市小・中学校教育研究会との共催で教育文化講演会を開催しています。仙台サンプラザホール
を会場に、脚本家の内館牧子氏を講師として招き、貴重なご講演をいただく計画でしたが、新型コロナウイ
ルスの感染拡大により、残念ながら昨年度に引き続き中止とさせていただきました。次年度まで中止させて
いただき、令和５年度から教育文化講演会を開催する計画です。
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〜新任教師として奮闘されている先生を紹介します〜

員
新任教
奮闘記

弘済会はこれからの宮城の教育を担う若い先生方を応援しています。年度初めには、新任の先
生方を訪問し、お祝いやエールを送り、記念品をお渡ししました。それから間もなく１年が経過し
ようとしていますが、多くの先生方はもうすでに学校や子どもたちにとって、なくてはならない存
在として活躍しています。
今回は、そんな新任の先生方の中から宮城県立角田支援学校の相澤智朗先生を紹介します。相
澤先生は保健体育科の教員として､ 特別支援学校で先生方と力を合わせて前向きに取り組んでいま
す。常に子どもたちのことを第一に考える魅力あふれる先生です。

宮城県立角田支援学校

相澤

智朗

先生

私が教師を目指したのは中学校３年生の苦しかった時期に、親身になって支えて下
さった担任の先生に憧れたのがきっかけです。その先生のようになりたいと強く思い
教師の道を目指しました。今もその担任の先生が目標であり、私の教師としての理想
像となっています。私は学生のときに保健体育科教諭と養護教諭の免許状を取得しま
した。講師として働き始めたときは小学校で代替養護教諭をしていましたが、当時は震災から２年が過ぎ、
子どもたちの心のケアが課題となっていました。保健室登校や不登校、家庭内の変化など子どもたちを取り
巻く環境が変わり、攻撃的になったり、落ち着きがなかったりと様々な問題行動が子どもたちに表れていま
した。私は安心感を与えることを第一に考え、子どもとの何気ない会話や相談の際には、子どもたちの発す
る言葉一つ一つに耳を傾け、受け止めてあげることを心掛けました。そのときに培った経験やスキルは、保
健体育科教諭となった現在も子どもたちと関わる中で活かされていると思います。
今年度も感染症の影響で行事の縮小や中止、新しい生活様式での学習など計画通りに活動ができないこと
がありました。感染状況が変化する度に学校全体で情報を共有し、学年や学部の先生方で協議を重ね、子ど
もたちが学校生活を有意義に過ごすことができるようにと、手立てを思案しながら行事や学習活動に取り組
みました。大変なことも正直ありますが、子どもたちの笑顔、成長していく姿を見る度に喜びややりがいを
感じ、「明日もまた頑張ろう」という気持ちが湧いてきます。
赴任して半年が過ぎましたが、まだまだ至らない点も多く生徒指導
や学習の指導方法で悩むことがあります。周りの先生方から助言や指
導をいただき、より良い教育活動ができるように努力している最中で
す。支えてもらえる環境に感謝しながらもそれに甘えることなく、教
師として着実に力を身に付け子どもたちと共に成長していきたいと思
います。

貸与奨学生募集
無利息

上限100万円
募 集 期 間

全額一括交付

教弘保険未加入者も対象

■ 第Ⅰ期 2022年２月１日
（火）
～３月18日
（金）
必着
■ 第Ⅱ期 2022年４月１日
（金）
～５月20日
（金）
必着

※ 詳細は宮城支部Ｗｅｂサイトでご確認ください。お問合せは、教弘担当LCまたは弘済会までお願いします。
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共済事業 ( 提携保険事業 ) 提携会社

ジブラルタ生命保険㈱の取組を紹介します！

ドリーム・スクール・キャラバン「バスケットボール教室」

ジブラルタ生命は「Magic of the Dream」という名

称のもと、未来を担う子どもたちの夢や希望を応援する
活動に積極的に取り組んでいます。その一環として、全
国の小学校に現役のプロバスケットボール選手やコーチ
が訪問し子どもたちを直接指導する、ジブラルタ生命特
別協賛の「バスケットボール教室」を実施しています。
宮城県では 10 月 19 日に石巻市立稲井小学校におい
てドリーム・スクール・キャラバンが実施されました。
子どもたちは目を輝かせて参加していました。

第 25 回ボランティア・スピリット・アワード受賞者

「Prudential SPIRIT OF COMMUNITY ボランティア・スピリット・アワード」( 通称：SOC) は、ボランティア活
動に取り組む中学生・高校生を支援するプログラムです。11 月 14 日に Web 上で活動発表会が開催され、生き生きと
した活動が報告されました。ボランティアのネットワークが広がったようです。全国表彰式は 12 月 19 日にオンライ
ンで実施されました。本県からの受賞者は次のとおりです。

◆ ◆ ◆ 中学校部門◆ ◆ ◆
ポップカーン jr（大崎市内中学生）
⃝ブロック賞
⃝コミュニティ賞 ボランティア少女隊（気仙沼市内中学生）

◆ ◆ ◆ 高校部門◆ ◆ ◆
⃝コミュニティ賞 宮城県農業高等学校農業経営者クラブ
ポップカーン jr の活動概要

主催：（公財）日教弘

宮城支部

セカンドライフ セミナーのご案内
セミナーのご案内
教職員の皆さまの退職後の生活設計のお役に立てるよう、下記の日程・会場でセミナーを開催いたします。
セカンドライフの安心・充実のために、是非ご参加くださるようご案内申し上げます。皆さまのご都合に合
わせて、お一人でも、配偶者の方とご一緒でも、また弘済会会員に限らず、ご参加ください。今春のご退職
予定でなくとも参加可能です。皆さまのご参加をお待ちしております。なお、ご参加の皆さまには粗品を
準備しております。
【開催時間】 10：00 〜 12：00

期

日

会

場

2022 年２月５日 ( 土 )

栗原

ホテルグランドプラザ浦島

2022 年２月５日 ( 土 )

仙台

仙台ガーデンパレス

2022年２月19日(土)

気仙沼

2022年２月20日(日)

登米

ホテルサンシャイン佐沼

2022年２月20日(日)

仙台

ホテル白萩

気仙沼プラザホテル

参加ご希望の方は、共済事業（提携保険事業）提携会社 ジブラルタ生命保険㈱の担当LCにお申し込みください。
宮城支部の個人情報保護方針（プライバシーポリシー）については、当支部Webサイト（https://nikkyoko-miyagishibu.jp/）をご覧ください。

■編集：公益財団法人 日本教育公務員弘済会宮城支部
〒980-0013 仙台市青葉区花京院1-1-5 オークツリー花京院 ３階 TEL（022）346-1525 FAX（022）346-1528
■発行：株式会社

宮城教弘

■印刷：株式会社
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