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　令和３年度の新学期がスタートしました。学校では、桜の
花満開の中、新一年生の入学、進級と胸はずむ季節を迎えます。
一方、教職員の皆様には、新型コロナウイルスの感染防止に苦慮
されながら、子どもたちのために種々ご尽力をされておりますことに
敬意を表します。
　また、平素から弘済会大阪支部が行います各種事業にご理解
とご協力をいただいていますことに深く感謝を申しあげます。令和
３年度は、教育文化事業として、芸術鑑賞事業「フレッシュコンサート」
を実施することになりました。従前からの事業はもちろんのこと、積極的なご活用をお願いいたします。また、ホー
ムページをリニューアルし、WEB申請ができるようにしました。弘済会大阪支部が行います事業は、教職員の皆
様にご加入いただいている「教弘保険」の契約者配当金が充当されています。改めましてお礼を申しあげます。 
　最後になりましたが、「2020教育実践研究論文」において最優秀賞を受賞し、「日教弘教育賞」に推薦された、
川口 剛史さん（松原市立松原第七中学校）の論文が、優良賞を受賞されました。誠におめでとうございます。 
　これからも弘済会大阪支部では、「全ては子どもたちのために」の理念のもと、教職員の皆さまの福祉向上と
教育の発展のために取り組んでまいります。より一層のご理解・ご協力を賜りますようお願いいたします。

弘済会大阪支部 支部長　川 俣　 徹

2020（令和2）年度  教育実践研究論文表彰

優秀賞

学校研究の部

学校研究の部 個人研究の部

学校研究の部

最優秀賞
（敬称略）

入　選

奨励賞

日教弘教育賞

熊取町立熊取南中学校　　　教諭　宮本　一輝

「チーム学校」を育てる『もくどく』　 〜読解力向上の取組みを通して、教育ビジョンの共有と授業改善を図る〜

藤井寺市立藤井寺中学校　　教諭　印南　航

Web会議システムの教材への応用について　〜理科の授業「月の満ち欠け」の学習を通して〜

大阪市立今里小学校　　　　校長　山口　祐子　首席　田原　健之介

「GIGAスクール構想」を想定した新しい授業スタイルの創造
　　　　〜情報活用能力育成を目指した遠隔授業等による主体的・対話的で深い学びの実践〜

大阪府立農芸高等学校　　　校長　喜多　英一　首席　烏谷　直宏

資質・能力を育むカリキュラム ・マネジメントの実践　〜学校、地域、社会のリソースを活用した農業教育の実践報告〜

松原市立松原第七中学校　　教諭　川口　剛史

「知的構成型ジグソー学習法」による数学授業における汎用的能力の育成
　　　　〜生徒の自己評価「リフレクションカード」の分析を通して〜
この度は、数学科教員として取り組んだ「知識構成型ジグソー学習法」による授業実践研究を最
優秀賞に選んでいただき、誠にありがとうございます。今回は個人研究でしたが、今後はより組織
的に、実践研究に取り組んでいく必要があると考えています。この受賞を励みに、「主体的・対
話的で深い学び」の実現に向けて、「学び続ける教員」でありたいと思います。この受賞に関わる
すべての方に、心よりお礼申し上げます。

島本町立第二小学校　　　　　　校長　辻本　堅二

児童の「学習課題」への円滑な取組を促す「家庭学習支援」に関する調査研究

大阪府立富田林支援学校　　　太田　正人

岸和田市立城東小学校　　　　仙石　晴彦

豊能町立東ときわ台小学校　　久保　康子

高槻市立北日吉台小学校　　　和田　博之

大阪市立今里小学校　　　　校長　山口　祐子
　　　　　　　　　　　　　首席　田原　健之介

松原市立松原第七中学校　　教諭　川口　剛史

藤井寺市立藤井寺中学校　　教諭　印南　　航

審査委員名 所属・役職名

委員長 島　　善信 千里金蘭大学教授　学長補佐

副委員長 岸田　博文 大阪市立高等学校教育研究会会長

委員 田中　孝治 元大阪大谷大学特任教授

委員 島内　　武 元大阪成蹊短期大学教授

委員 餅木　哲郎 大阪教育大学大学院教授

委員 佐藤　博人 大阪府中学校教育研究会会長

委員 豊岡　真実 大阪市小学校教育研究会役員

委員 武田　郁子 大阪府教職員組合中央執行副委員長

堺市立金岡南小学校　　　　　阿部　　仁

大阪府立岬高等学校　　　　　近藤　寛直

大阪府立岸和田支援学校　　　北野　　繁　小浦　亜由里

寝屋川市立第三中学校　　　　寺師　悠一

東大阪市立桜橋小学校　　　　北川　将来

池田市立秦野小学校　　　　　中山　陽平

吹田市立山田第五小学校　　　樋口　健太

池田市立石橋小学校　　　　　光國　謙二

八尾市立安中小学校　　　　　大橋　　充

吹田市立山田第五小学校　　　関谷　優作

堺市教育センター　　　　　  指導主事　品川　隆一

子どもの主体性を育む問いのデザイン

大阪府立豊中高等学校　　　   校長　平野　裕一

教職員とのコミュニケションを基盤とした校長の学校経営

岸和田市立山直中学校　　　   教諭　福井　淳平

こどもとおとなの自己肯定感が高まる活動

東大阪市立義務教育学校くすは縄手南校　　栄養教諭　熊谷　知巳　臨時技師　山下　聡子

あこがれと思いやりが紡ぐ食育

大阪府立刀根山支援学校　　   教諭　橘岡　正樹
大阪府立光陽支援学校　　　   教諭　佐藤　　薫

病気と闘い抜いた子どもたちが教えてくれたこと

大阪市立阪南小学校　　　 　　  指導教諭　松田　紘司

働き方改革における学校組織のゆらぎの解明

大阪市立姫島小学校　　　　 　  主務教諭　野網　　学

教科横断的指導による「深い学び」の実現

大阪教育大学附属池田中学校　　教諭　三好　達也

多面的・多角的な視点で考え、議論する特別の教科道徳授業

門真市立東小学校　　　 　　　  教諭　粟子　直毅

思考力と表現力を育成する5年「図形の面積」の授業

学校研究の部

個人研究の部

個人研究の部

個人研究の部

個人研究の部

個人研究の部

個人研究の部

個人研究の部

大阪府立今宮工科高等学校　　　　三中　雄一

堺市立美原西小学校　　　　　　　田中　圭一

大阪府立生野支援学校　　　　　　寺井　壽香

大阪市立都島第二工業高等学校　　坂本　高英

大阪市立旭陽中学校　　　　　　　中山　伸幸

岸和田市立北中学校　　　　　　　中江　　弘

茨木市立耳原小学校　　　　　　　池原　史明

大阪教育大附属池田中学校　　　　小林　信之

柏原市立玉手小学校　　　　　　　千葉　　真

大阪府立西浦支援学校　　　　　　樋井　一宏

田尻町立中学校　　　　　　　　　横井　武志

大阪市立九条東小学校　　　　　　米田　隆生

四條畷市立四條畷中学校　　　　　多田　敏宏

箕面自由学園中学校　　　　　　　安田　　誠

◎2020年度　教育実践研究論文　審査委員

奨励賞

優良賞

奨励賞

川口  教諭 山口  校長 印南  教諭

受賞者の皆様

「全ては子どもたちのために」弘済会大阪支部の各種事業の活用を



新役員と事業推進部長の紹介新新新新新新新新新新役役役役役役役役員員員員員員員員ととととととととと事事事事事事事事事事業業業業業業業推推推推推推推推進進進進進進進進部部部部部部部部長長長長長長長ののののののの紹紹紹紹紹紹紹紹紹介介介介介介介介介新役員と事業推進部長の紹介
本年度、副支部長として、岡本共右氏が選任されました。
また、弘済会事業の周知や実施を担当する事業推進部長の異動もあり、以下のようになりました。
よろしくお願いします。

弘済会だより No.133

43

大阪狭山市立南第一小学校
本校は、令和２年10月からコミュ
ニティ・スクールになり、地域とと
もにある学校づくりを進めていま
す。地域コーディネーターの協力
により、校内で季節に合った花を
植えるなど、環境整備を進めてい
ます。子どもたちは、校門付近に
植えた花を毎日観察しています。
また、時々手入れをしてくれるので、いつもきれいな状態です。花が増
えて、子どもの笑顔も増えました。

大阪府立藤井寺支援学校
今年度の課外ボッチャクラブでは、
第５回全国ボッチャ選抜甲子園
〜with コロナ〜への出場者を決
めるためのリーグ戦をクラブ内で
企画し、優勝トロフィーを用意して
開催しました。白熱した試合を繰り
広げ、練習の成果を存分に発揮す
ることができました。また、用具の
貸し出しを通じて、地域の学校へのボッチャ普及に寄与できました。

大阪市立難波中学校
『自発的で確かな学びを育むた
めの学校図書の整備』
本校では、理科・科学に関する書
籍やマガジンラックなどを購入し、
図書室の一部を自発的に学ぶこと
のできるコーナーにリニューアルす
ることができました。また、教職員
や文化委員の生徒の協力により蔵
書管理の電算化をすすめ、生徒たちが自発的に学ぶことのできる環境が
整い、図書室の利用者数も増えてきました。

八尾市立曙川南中学校
子どもの居場所づくりなど自己肯
定感・自己有用感の醸成を基盤と
した不登校の未然防止に向けた取
り組みを行っています。取り組み
の一つは、校内適応指導教室で子
どもたちの登校への段差を少しで
も解消することです。教室に衝立
を設置し、個々のパーソナルスペー
スを確保できたことは、登校への段差解消にとても役立ちました。 

大阪市立本田小学校
新型コロナウイルスの影響で学校
の休校や “ステイホーム” 生活が
長引き、外出自粛によって遊ぶ場
所もなくなり、子どもたちの生活
が大きく変わりました。体力低下
が心配される中、密を避けながら
行える体力向上につなげられるよ
う、縄跳び台の材料代やマットの
購入をさせていただきました。ありがとうございました。

岬町立淡輪小学校
本校では、学級児童数分のプログラ
ミング用ロボットを揃え、その探究
的な活動をカリキュラム化しました。
子どもたちが目を輝かせながら、「プ
ログラミングって楽しい」という声に
成果を感じています。GIGAスクー
ル構想で配備された端末を各教科
で日常的に活用していく研究も行っ
ています。この取組みにより、これからの時代に重要な資質能力となる「思
考・表現力、創造性」や「情報活用能力」の育成をめざしています。

本校の校長室には、子どもたちが集
います。今回３５冊の書籍をいただき、
校長室に並べると、さっそく低学年の
子どもたちが嬉しそうに手に取りました。

「この本おもしろいで」と友だちに紹介
していたり、「この本、妹が生れた時、
お母さんが買って家にもあるねん」「長
谷川義史さんの作品、図書室にもあるよ」そんな会話も生まれました。読
書活動に繋げる仕掛けが効果となって表れています。この事業に感謝し
ます。

『パラリンピックの種目を体験しよう』
本校では、今年度、寄贈いただいたボッ
チャセットを使って、４・５・６年のクラ
ブの時間を使って、体験を行いました。
体験してみないと、競技のおもしろさ
はわかりません。初めは投げて目標球
に当てることが難しいと感じていたよ
うですが、練習するとできるようになりました。後半では、チーム対戦を
実施することができました。協力して勝利が決まると、喜んでいた姿が印
象的でした。

本校の生徒たちは読書が好きで、昼休
みの図書室はたくさんの生徒で賑わっ
ています。今回ブックパックで寄贈して
いただいた図鑑セットは、図書室の特
設コーナーで展示しています。みんな
で眺めて楽しめる『リアルサイズ古生
物図鑑』は大人気です。選書が難しい
学校図書ですが、セットをいただいたおかげで新たなジャンルの本に触れ
ることができました。今後は各教科の授業で幅広く活用できるように工夫
していきます。 

今年度は、新型コロナウイルス感染症
拡大防止のため、教育活動にいろいろ
な制限をかけていて、体育の授業や昼
休みのボール遊びでも、「３密」を避け、
工夫しながら行っています。その中で
も、サッカーは、生徒同士の距離を取
りながら、手指を使わずにドリブルや
パスを行うことができるため、スポーツパック事業でいただいたサッカー
ボールを活用して、コロナ禍でも生徒の運動量の確保に努めています。

ブックパック・スポーツパック実施校からの報告

教弘スクールフォローアップ事業161校に総額1610万円を助成

昨年度も各学校より多くの申請をいただきました。
各校での教育研究活動や教育実践の取り組みの一助になればと願っています。実施校からの報告をお寄せいただきました。

吹田市立吹田第六小学校

高槻市立北日吉台小学校

大東市立諸福中学校

富田林市立藤陽中学校

☆ブックパック事業

☆スポーツパック事業
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教弘保険は教職員のための、教職員だけが加入できる保険です！

ジブラルタ生命保険
株式会社

教職員の皆さま

教弘保険加入と
保険金の支払い

各種の公益事業

たすけあいの輪たすけあいの輪

安心支える助け合いの輪

提 携

公益財団法人
日本教育公務員弘済会
公益財団法人
日本教育公務員弘済会 大阪支部

日教弘事業の財源は
「相互扶助による共済事業」はジブラルタ生命保険
株式会社と共同開発した「教弘保険」により実現い
たしました。教弘保険の配当金を公益事業の財源に
充当させていただいています。教弘保険加入者が一
人でも増えることで事業を更に充実させることが
できます。

共済事業（提携保険事業）

POINT

1
POINT

2
POINT

3

先生ご自身やご家族の「病気やケガに要する医療費」・「介護のための費用」、さらに「万一の場合の備え」をどうするか…。
また一方では、「子どもの教育資金」・「住宅資金」・「老後資金」等々…。
生命保険は、このような経済的なリスクをカバーできる有効な手段のひとつです。
あなたのライフサイクルを参考に、【LCサービス】を利用してあなたの“必要保障額”を算出し、ご自身・ご家族の将来に対する
備えを考えてみませんか？
※【LCサービス】とは・・・・
提携保険会社ジブラルタ生命のLC（ライフプラン・コンサルタント）が、先生お一人おひとりのライフサイクルに基づき、将来における必要
資金額を計算し、先生にとって必要な保障額をご提示させていただくサービス

★新採用教職員の皆様へ（～お若いからこそ考えてみませんか？～）

～各学校担当のLC（ライフプラン・コンサルタント）にお気軽にお声掛けください～

集団契約特約を付加することにより、低廉な保険料！

教職員の相互扶助を目的とした保険で、保険料は年齢・性別にかかわらず一律！

教弘会員として「各種祝金」「宿泊施設利用補助」など特典を利用！

教弘保険の

3つの
POINT!

月払保険料 5,823円

34歳以下の方に 35歳以上の方にユース教弘保険ユース教弘保険ユース教弘保険
80歳まで継続できます80歳まで継続できます

新教弘保険A型新教弘保険A型新教弘保険A型
（災害割増特約付/集団契約特約付勤労保険）

月払保険料 10,530円
（集団契約特約付勤労保険） （集団契約特約付勤労保険）（集団契約特約付勤労保険）

新教弘保険K型新教弘保険K型新教弘保険K型

死亡保険金：
高度障害給付金 3,000万円 死亡保険金：

高度障害給付金 3,000万円

移行 加入 更新 更新

22歳加入 37歳 65歳 70歳 75歳 80歳
保障期間（15年）※1 保障期間（65歳まで）

※2.加入（更新）時、年齢・性別によって保険料は異なります。

※2 ※2 ※2

生涯保障プラン【この資料は概要を示したものです。詳細は担当LCにお尋ねください。】

※1.ユース教弘の保障期間は加入時年齢によって異なります。

加入年齢

保障期間

20～24歳

15年間

25～29歳

10年間

30～34歳

5年間

加入例

22歳、30口
加入の場合

共済事業（提携保険事業）提携会社
ジブラルタ生命保険株式会社

※ご契約の際はジブラルタ生命のライフプラン・コンサルタントを通じて「契約概要」「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。

本社／〒100-8953 東京都千代田区永田町2-13-10

教職員のお客様 0120-37-9419（通話料無料）
ミ  ナ         キョウ     イク

「さまざまなリスク」に対応する教職員の皆さまのための教弘保険ラインアップ

ユース教弘保険

災害割増特約付
集団契約特約付勤労保険

万一の死亡・高度障害状
態に備えることができ
る保障プランです。34歳
以下の方がお申込みい
ただけます。

新教弘保険

集団契約特約付勤労保険

万一の死亡・高度障害状
態に備えることができ
る保障プランです。65歳
まで継続し新教弘保険K
型に加入することで、80
歳まで保障を継続する
ことができます。

新教弘医療保険α
（無配当）

医療保険（14）
（保険料払込中無解約返戻金型）

短期入院、長期入院に備
える教職員の皆さまの
ための「医療保険」です。

新教弘介護保障付
終身保険（無配当）

介護保障付終身保険
（低解約返戻金型）

「万が一のとき」「介護が
必要になったとき」に
備え、一生涯続く保障を
ご準備いただける保険
です。

新教弘米国ドル建
個人年金保険（無配当）

米国ドル建
個人年金保険（19）

「米国ドル」で運用し老
後の生活資金準備を実
現できる個人年金保険
です。

日教弘は、全国の
教職員60万人の教弘保

険の契約者配当金で、各種教
育振興事業を展開し、子ども
たちと学校のために大きく

貢献しています。
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☆各種申請書は、保存版ガイドブックをコピーするか、
　ホームページよりダウンロードしてください。 弘済会 大阪支部 検 索 http://www.kyoukou.or.jp

福祉事業　　教弘保険にご加入の会員特典のいろいろ

入学祝金
小学校入学時に、5,000円

5,000円

結婚祝金
結婚した時、1万円

※結婚後 2年以内に申請してください。

10,000円

手 続 申請書
（所属長の証明あり） 戸籍抄本（コピー可） を郵送

※所属長の証明がない場合、下記の書類を添付ください。

出産祝金
会員または会員の配偶者が出産した時、1万円

※出産後 2年以内に申請してください。

10,000円

手 続 申請書
（所属長の証明あり） 住民票（コピー可） を郵送

※所属長の証明がない場合、下記の書類を添付ください。

古稀祝金
満70歳に達した時、1万円
※該当者には事務局よりお知らせをお送りしますので、同封の申請書を返送して
　ください。

10,000円

※2021年入学日から2022年3月25日までに申請してください。

手 続 申請書
（所属長の証明あり） 就学通知書のコピー（1通）

※所属長の証明がない場合、下記の書類を添付ください。

住民票（コピー可）or を郵送

人間ドック受診料補助
公立学校共済組合・互助組合・各市町村等で
実施する人間ドックに2,000円補助

※2021年4月１日以降の受診が対象となります。
※受診後 6ヶ月以内に申請してください。

2,000円 （上限）補助

手 続 申請書 受診料の領収書（コピー可）＋ を郵送

宿泊費の補助
指定宿泊施設利用の場合1泊4,000円の補助
（年度内3泊まで）

1泊 4,000円 補助

※エクシブホテルの利用はできなくなりました。

本人および同行する同居の家族2名まで（家族のみの利用不可）

手 続 指定宿泊施設へ予約 申請書を郵送またはホームページより申請＋
永年継続祝金
教弘保険加入20年に達した時、1万円

10,000円

手 続 申請書 事務局より該当者に申請書を送付いたします。

10年継続祝品
教弘保険加入10年に達した時、図書カード進呈

図書カード3,000円

手 続 事務局より該当の方に送付いたします。

※会員特典の資格要件は弘済会 大阪支部までお問合せください。（06-6768-0631）　※教弘グループ保険・付属保険のみ加入の方は利用できません。

次の教弘保険ご加入の会員の方は、上記の特典をお受けいただくことができます。
新教弘A型・B型 ユース教弘 新教弘S型 新教弘K型 第1種教弘保険 第4種教弘保険 新第4種教弘保険 新教弘保険基本型

入学祝金 ◯ ◯ ◯ ◯ ─ ◯ ◯ ◯
結婚祝金 ◯ ◯ ◯ ◯ ─ ◯ ◯ ◯
出産祝金 ◯ ◯ ◯ ◯ ─ ◯ ◯ ◯
古稀祝金 ─ ─ ─ ◯ ◯ ─ ─ ─
永年継続祝金 ◯ ─ ─ ─ ─ ◯ ◯ ◯
10年継続祝品 ◯ ◯ ─ ─ ─ ─ ─ ─
宿泊費の補助 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
人間ドック受診料補助＋
女性検診補助・男性検診補助 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

教育振興事業（公益事業）教教教教教教教教教教育育育育育育育育育振振振振振振振振興興興興興興事事事事事事事業業業業業業業業（（（（（（（（（（公公公公公公公益益益益益益益益事事事事事業業業業業）））））教育振興事業（公益事業）

奨学事業

教育研究助成事業

教育文化事業

団体研究助成

教育の振興に寄与すると認められる教育団体
（府内公立学校校長会・公立幼稚園園長会・教
育研究会等）に助成するとともに、全国や府
内等で開催される研究大会等を支援します。

小中学校への体験事業
「大阪の伝統工芸品製作」

募集数 各5校対 象 小・中学校・支援学校（小・中学部）

「お香作り」「とんぼ玉ブレスレット作り」「唐木 フォトフレーム作り」の3種
の伝統工芸品製作から一つを選んでいただきます。職人さんから学ぶ貴重な
機会を提供します。

募集
期間

4月 1 日～
5月2１日

フレッシュ・コンサート

募集数 15校対 象 小・中学校

本年度から始まる芸術鑑賞行事！
プロの演奏家による管楽器アンサンブル等の本格的な演奏をお楽しみいただけます。
児童・生徒が関わる参加型のプログラムを用意いたします。

募集期間 4月1日～４月2８日

募集数150校

対 象 小・中学校・支援学校（小・中学部）

小中学校への教育研究助成
（スクールフォローアップ事業）

小学校・中学校・支援学校での教育研究や教育実践の支援を目的とした助成事
業です。 これまで実施した多くの学校から喜んでいただいています。

助成額   〉10万円

募集
期間

4月 1 日～
5月2１日

給付額   〉各学校1名に5万円給付

高校生への奨学金給付

府内公立高校・支援学校高等部・府大高専・大教大附属高校及び附属特別支援
学校高等部に在学し、人物・学業が良好で学費支弁が困難な生徒。

募集
期間

6月 1 日～
7月16日無利息で奨学金貸与

国内の大学院、大学、短大、高専（４年生以上）および専修学校専門課程に在学、
および入学手続きを完了し、学費支弁が困難と認められる者。

貸与金額  〉修学年数１年につき25万円 上限100万円

募集
期間

2月 1 日～
3月26日

教育実践研究論文

個人・グループ・学校・団体から応募いただいた教育実践研究論文を審査のうえ、助成金を交付し、表彰を行います。
また、大阪支部に応募された研究論文の中から、3編を日教弘教育賞へ推薦します。

助成額   〉最優秀賞20万円　優秀賞10万円　入選  5 万円　奨励賞図書カード（1万円分）

募集
期間

6月 1 日～
9月1７日

助成額   〉1件につき10万円以上30万円以下

奨励金給付

地域等の諸団体・諸機関と連携して行われる学校教育・社会教育の分野にお
いて、有益な研究 ・活動を支援します。

対 象 個人や学校、教育研究機関またはグループ・団体 (PTAや
生徒等活動）

募集
期間

5月 6 日～
7月16日

ブックパック（書籍セット）

１次募集数 50校対 象 小・中学校・支援学校（小・中学部）

学校図書の充実と読書教育の推進を図るために、あらかじめ選定した書籍
セットのうち、いずれかを選んでいただき、贈呈します。

スポーツパック（スポーツ用品セット）

１次募集数 50校対 象 小・中学校・支援学校（小・中学部）

児童・生徒の健康増進や体力向上を図るため、あらかじめ選定したスポーツ
用品のセットのうち、いずれかを選んでいただき、贈呈します。

高校への教育研究助成
（ハイスクールフォローアップ事業）

募集数210校程度

対 象 府内国公立高校・支援学校高等部・大阪府立大学工業高等
専門学校

募集
期間

6月 1 日～
7月1６日

研究紀要や研究資料、指導資料等を作成するための助成として、上質のA4用紙
（30,000枚）、A3用紙（3,000枚）を給付します。

NEW

幼稚園にチューリップ球根贈呈
「花いっぱいになぁれ」

募集数 120園対 象 幼稚園

府内公立幼稚園・認定こども園にチューリップ球根100
球とペチュニア50株を贈呈し、環境美化情操教育を支援
します。

募集
期間

6月 1 日～
8月６日

受賞者の皆様受賞者の皆様

募集
期間

4月 1 日～
5月2１日

募集
期間

4月 1 日～
5月2１日

３,000円 （上限）補助女性検診補助 男性検診補助
女性の乳がん検診（マンモグラフィー・エコー検査）骨粗鬆
症検診・子宮頸がん検診のみ・男性の腫瘍マーカー検査の
み人間ドックのオプションに対して3,000円を上限に補助
（年1回）

人間ドックとオプションとして受診された方は
＋



お申し込み・お問い合わせ・資料請求先は

このチラシは、教職員賠償責任保険、団体総合生活保険の概要についてご紹介したものです。保険の内容についてはパンフレットをご参照ください。ご加入にあたっては必ず「重要事項説明書」をよく
お読みください。詳細はご契約者である団体の代表者にお渡ししてあります保険約款によりますが、その他ご不明点については代理店までお問い合わせください。

公益財団法人 日本教育公務員弘済会 大阪支部
取扱代理店  （株）大阪教弘  大阪市中央区上本町西5-3-5 上六Fビル11階  TEL：06-6768-0632  FAX：06-6711-0649

引受保険会社  東京海上日動火災保険株式会社  （担当課）関西公務金融部  大阪公務課  TEL 06-6203-0518
2021年3月作成　承認番号（20-TC09421）

教職員のみなさま専用の団体長期障害所得補償

教職員のみなさま専用の保険

教弘まなびや
スーパープラン

1 教職員の方専用の制度設計
公立の教職員の方の一般的な傷病休暇期間（3ヶ月）や、その後の
公的保障（3年）、公的年金による給付等を考慮した制度設計。

2 60歳までの長期間補償
病気やケガでの入院や自宅療養中で、所定の働けない状態が続く
場合、原則、最長60歳の誕生日まで保険金をお支払いします。

3 在宅療養も対象
入院中だけでなく、在宅療養で働けない場合も補償します。

4 精神障害補償(5年間）
うつ病などの所定の精神障害の場合も最長5年間補償されます。

5 職場復帰後も引き続き補償
復帰後、身体障害が残ったために所得が健康時の80％未満に減少
している場合にも、原則、最長60歳の誕生日まで所得喪失率に応
じた保険金が給付されます。

6 妊娠・地震により生じた身体障害による就業障害も補償
妊娠・出産または流産によって生じた身体障害、地震・噴火または
これらによる津波による身体障害を事由とする就業障害について
も補償します。

教職員収入
ロングウェイサポート

団体割引

30％
割引

※保険料は補償項目ごとに端数処理を
行っております

※天災危険補償部分の保険料は、団体割
引30％のみ適用となります

※上記割引率は、団体総合生活保険（ま
なびや）に適用となります

割引あわせて団体割引・損害率による

45
約

％
割引

+教職員賠償責任保険 団体総合生活保険（まなびや）

団体総合生活保険

団体総合生活保険

学校での業務中および日常生活にお
ける様々なトラブルから教職員のみ
なさまをお守りするために開発した
教職員専用の保険です。

損害保険事業

1 1

訴えられた！
ケガをした・させた！

教職員業務の
遂行に起因した 損害賠償請求

3 3 3 3 3 3

に！ 教育業務遂行中、
日常生活の 事故

3 3

や
3

ト
3

ラ
3

ブ
3

ル
3

に！
教職員個人の争訟費用（弁護士費用等）および
損害賠償金を補償！ 学校行事等のケガは倍額補償！（特定学校行事・宿泊旅行中・

通勤途上等）

生徒の見舞い費用も補償！
（生徒がケガにより死亡または15日以上継続して入院した場合の入院

見舞金、弔慰金等）

ご本人のケガを入院・通院1日目から補償します。
※天災（地震もしくは噴火またはこれらによる津波）によるケガについても補償します。

※ただし、保険期間の初日より前になされていた請求および保険期間の初日において請求さ
　れるおそれがある状況を被保険者が知っていた場合はお支払対象外です。　

支払限度額 1請求・保険期間中／1億円

2 ご本人およびご家族の日常生活中の賠償事故も補償！
支払限度額 国内／無制限、国外／1億円 示談交渉サービス付帯

初年度加入日より前に行った行為
に起因する請求も補償！＜教職員賠償責任保険＞

教職員をやめた後になされた請求についても
5年間補償！＜教職員賠償責任保険＞

初期対応費用も補償！（身体障害を被った被害者への見舞金等） 携行品損害・救援者費用等も補償！

2
遡及補償

3
延長補償

3

4 4

教職員賠償責任保険 団体総合生活保険（まなびや）

「病気・ケガで働けなく
なったら…」
そんな時の収入の減少を
長期にカバー。
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教 育 一 考

教室はまちがうところだ
～正解よりも変容を～

　自身の担任経験も含め、これまで見てきた多くの授業から感
じるのは、 学年が上がるほど子どもたちの発言が少なくなると
いうことです。
　学力や体力、技能などは学年が上がるにしたがって伸びてい
くはずですが、 こと発言意欲という点に関しては、 1 年生にか
なう学年はありません。これは一体どうしてでしょう。
　手を挙げない、 発言しようとしないのは、性格の問題もある
とは思いますが、 上学年ほど学習内容が難しくなるということ
だけではありません。
　子どもたちになぜ発言しないのかと尋ねると、 「まちがったら
恥ずかしい」という理由がいつもトップになります。 「自信が
ない」「発言が苦手」などの理由もありますが、根は同じです。
おそらくこれは、 どこの学校でも、 どの学級でも同じような傾
向になるでしょう。
　当然のことながら、学年が上がるにしたがってまちがいの回
数は増え累積されていきますが、 これがやがて「まちがうのは
恥ずかしい、格好悪いことだ」という意識となって沈殿してい
きます。今までまちがった答えを言って恥をかいた、嫌な思
いをしたという経験が、 発言を躊躇させ、 消極的な学習態度と
なっていく大きな原因の一つになっているのです。

　このように、 こ
れまで積み上げら
れたまちがうこと
に対するマイナス
意識は、 「まちがう
ことはだめなこと、 
正解することがよ
いこと」という正
解志向に向かいま
す。
　正解することは確かに素晴らしいことです。しかし、 初めか
ら正解し、 最初からできることばかりなら、 その子にとっての
授業価値はありません。授業では、 まだできないこと、 わから
ないことを学習するのですから、誰でもまちがって当たり前な
のです。そう、 「教室はまちがうところ」なのです。
　もちろん、 まちがったままにしておいてはいけません。でき
るようになる、 わかるようになることを目指して学習するわけ
ですから、最終的には正解にたどり着くことは必要です。問題
はその過程にあります。
　授業で大切なのは、 初めから正解することよりも、 よりよく
変わること、 変容することです。最初はわからずまちがいが多
かったけれど、 授業に前向きに参加することで、だんだんわかっ
てくる、よりよい答えが見つかってくる。この子はまちがいな
く大きく伸びた子です。その授業の価値を最も手にした子です。
　まちがいを恐れてはいけません。なぜなら「教室はまちがう
子のためにこそある」のですから。

四月に入って間もない頃だった。保育園で一人の幼児が門の中で泣き叫

んでいた。身体を左右に揺らしながら泣くわが子に母親も途方に暮れ、

傍らにいる先生も弱り果てている。

時間はどんどん過ぎていく。仕事に行く時間が迫っているのだろう。

意を決した母親は背を向けたまま駐車場へと小走りで急ぐ。フェンスの

向こう側から息子が泣きながら必死で追いかけていく。

母親が駐車場の手前まで来た時だった。突然、引き返し、フェンスの端

から母を呼ぶわが子へと一目散に走り寄った。金網を挟んで親子が泣き

あっている。まるで映画のワンシーンみたい。遠くで見ていて思わず涙ぐ

んでしまった。四月はあちらこちらでこんなシーンが起きていることだ

ろう。やがて子どもは慣れるだろうが、それまで保育園の先生は大変だ。

別れのシーン

支部長杯

ゴルフ大会のご案内
開催場所 岸和田カントリークラブ

岸和田市大沢町 2489-5

開 催 日 4月22日（木）

プレー費 8,400円（昼食付）

アクセス 阪和自動車道/岸和田和泉IC10km

表　　彰 順位賞、飛び賞、ニアピン賞、ドラコン賞など
たくさんの賞品を用意しています。

8組32名募集人数 ダブルペリア方式競技方法

申
込
方
法

FAX にて受け付けします。お申し込みの際には①ご代表者の住所・名前・
連絡先電話番号②参加者全員の名前・所属校・性別をお書きください。
後日、ご代表者あてにご案内をお送りします。

【弘済会事務局】FAX：06-6768-1258

※先着順で、定員になり次第締め切ります。

「未来づくりの プロになる」
大阪市立泉尾工業高等学校

今まで、弘済会大阪支部では、会員の皆さんにクイズのプレゼントに府立園芸高
校の「ジャム」、大阪市立ビジネスフロンティア高校の「放課後クランチ」等を取
り上げ、高等学校の生徒の「頑張り」にスポットを当て、ご紹介してきました。 
大阪市立泉尾工業高等学校（飯尾 吉司校長）では、昨年の新型コロナウイルス
が蔓延する中、いち早く電気科を中心にフェイスシールド・フェイスマスクの製作
に取り組み、大阪市内の小・中学校、幼稚園に無料で配布し、多くの学校園から
感謝の声が寄せられました。 
今回、全国でも珍しい「ファッション工学科」「セラミック科」を有する大阪市立泉
尾工業高等学校から、「ファッション工学科」より、メンズ・レディースの洋服やカ
ルチャーを発信し続けるSPINNS（スピンズ）とコラボした「マスク」、セラミック
科より「手作りぐい飲み」と「お箸置き」を提供していただきました。今後も弘済
会大阪支部では、府内
の高等学校の様々な特
色ある取組を紹介して
いきます。



アンケートの賞品紹介

◆トマト ポークスパイシー（中辛）
本校学食のマスターが作った特別レシピ。トマトの
香りが際立つ、きつね色のポークカレー！

◆小松菜 チキングリーン（甘口）
食物研究部員が地元八尾で採れる小松菜を使った
カレーレシピ。色合い鮮やかなグリーンカレー！

●『大阪府立八尾高等学校』の
ハ尾きつね山カレー

2種類のカレーをセットにし200名様へプレゼント！ 
鮮

22種種類のカレ をセ類のカレーをセッットにトにしし202000名名様様へプレゼンへプレゼントト！！2種類のカレーをセットにし200名様へプレゼント！ 

■弘済会だよりをお届けしましたのは

アンケートの答えは、教弘担当LCにお渡し下さい。（郵送可）

個人情報について：ご記入いただきました個人情報は（公財）日本教育公務員
弘済会の個人情報保護方針に則り、教弘保険の説明に伺うジブラルタ生命
保険㈱への提供以外には利用しません。日教弘の個人情報保護方針は
http://www.nikkyoko.or.jp/をご覧ください。

キリトリセン

営業所

・幼・小・中・高・大
・支援学校立
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校
名

名
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当
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5/21日金
締　切

◎あなたはこれまで、弘済会だよりに掲載
されているこのような賞品進呈企画に応募されたこ
とがありますか？

ア（　　）ある→ （　　）度くらい
イ（　　）今回が初めて

◎この企画では、府内の公立高校の生徒が作っている
商品を紹介していますが、次にある高校以外で、商
品開発をしている高校を知っておられたらお書きく
ださい。

・大阪府立豊中高校能勢分校（旧能勢高校）
・大阪府立園芸高校　・大阪市立ビジネスフロンティア高校
・大阪府立農芸高校　・岸和田市立産業高校
・大阪府立八尾高校

（　　　　　　　　　　　　）高校で
（　　　　　　　　　　　　）を作っている

応募者の中から抽選で200名様に、
右の賞品をプレゼントします。
応募者の中から抽選で200名様に、
右の賞品をプレゼントします。
応募者の中から抽選で200名様に、
右の賞品をプレゼントします。

アンケートにお答えくださいアンケートにお答えください

八尾高校の『八尾きつね山カレー』誕生秘話

　八尾高校では業者の経営破綻により、学食が一時閉鎖されたことがありまし
た。その学食の営業再開に手を挙げたのが、２つの府立高校で学食を営んでい
た濱本行則さんでした。
　この出来事を知った同窓会会長の藤田博久さんは、学食を復活させてくれた
お礼に、濱本さんが得意とするカレーを商品化して学食経営を助けたいと考えました。そこで藤田さんは、クラウドファンディング
を活用して資金を調達し、八尾高同窓会の豊富な人材を活用して、カレーの商品化を目指します。
　商品化には、食物研究部の生徒も参加。一からレシピを考え試行錯誤の末、地元の農園が栽培する小松菜を使い、生クリームで
まろやかさを加えた「小松菜×チキングリーン」が完成しました。
　濱本さんも八尾高の名物となるカレーの試作に取り組み、きつね色をイメージしたトマトを使い、スパイスの爽やかな辛さが調和
する「トマト×ポークスパイシー」を作り上げました。
　八尾高オリジナルカレーの商品名は、校内にある「きつね山」にちなんだ「八尾きつね山カレー」に決定。クラウドファンディング
の方も順調にサポーターが増え、目標を大幅に上回る金額を達成。レシピ開発、パッケージデザイン、製作・商品化の監修など、す
べて八尾高一丸で臨んだ会心の逸品となりました。（このカレーは、八尾市のふるさと納税のお礼品にも採用されています）

前回クイズの答えは「ビール」でした。たくさんのご応募
ありがとうございました。


