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入会申し込み用QRコード 在勤証明書送付用QRコード

学校部門 個人部門

最優秀賞
（敬称略）

入　選

奨励賞

日教弘教育賞

大阪府立阿倍野高等学校　　教諭　今西　珠江
SDGs学習と新聞を用いた探究授業の取り組み　〜身近に起こる様々な事象を「自分ごと」としてとらえ、主体的・協働的に学ぶ探究授業の構成〜
大阪市立苅田南小学校　　　教頭　富永　昌勲
思考力育成を目指した協同学習の研究　〜思考ツールを活用した社会科での主体的・対話的で深い学びの実践と考察〜

大阪府立羽曳野支援学校　　教諭　辻本　佑介
心理的課題を抱える病気療養児の心的成長に資する教科指導　〜心を支える視点からの図解を用いた社会科指導による自己肯定感の育成〜
大阪市立新北島小学校　　　指導教諭　小髙　大輔
子どもが作る行事　〜入学式の「歓迎の演技」の見直しと３つの意識を通して〜
東大阪市立弥栄小学校　　　教諭　津之下　聡　　教諭　伊藤　亜記
タブレット端末を活用して物語文を読み解く　〜小学校 6年生「風切るつばさ」の実践を比較して〜
四條畷市立田原中学校　　　教諭　岡本　裕亮
「チーム田原」でのつながりを大切にした授業実践　〜大人よがりの授業からの脱却をめざし、子ども視点を取り入れて授業改善を図る〜
大阪府立渋谷高等学校　　　教諭　大前　裕佳
特別活動における課題解決能力育成に向けた分野横断的な学び　〜 STEAM 教育の視点から考察する文化祭企画『モザイクアート』〜
大阪市立南津守小学校　　　教頭　倉田　　純
教員育成指標をきっかけとした校内人材育成機能の活性化　〜「学校キャリアアップシート」の活用による実践を通して〜
大阪府立豊中高等学校　　　教諭　福野　勝久
主体性と深い学びを循環的に誘い出す授業づくりの試み　〜対話的に「学びの記録」を活用した、学びの場での自己効力感の創出について〜

大阪府立八尾支援学校　　　校長　貴志　英彦　　首席　真田　　希
大阪府立八尾支援学校における実働防災訓練の成果

大阪府立農芸高等学校　　首席　烏谷　直宏

「実社会連携型PBLの実践事例より」
今回、実践研究論文が最優秀として選出されたこと、大変恐縮ではございますが、同時に光栄に思い
ます。本受賞を励みに、引き続き生徒が主体的かつ協働的に取り組む環境づくりと学習の質、そして授
業改善を活性化させていく所存です。また、生徒主体のPBLにより生徒の創造性を発露する場を提供
できるよう、何事にも挑戦し続ける教員でありたいと思います。最後に、本実践研究にご協力いただきま
した皆さま、本受賞に関わるすべての皆さまに、心より御礼申し上げます。

東大阪市立若江小学校　　校長　北川　将来
泉南市立一丘中学校　　　校長　大泉　志保　　教諭　岡部　雄紀
箕面自由学園中学校　　　教諭　安田　　誠

審査委員名 所属・役職名

委員長 島　　善信 千里金蘭大学教授　児童教育学科長

副委員長 長谷川義高 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 橋本　愼一 大阪府中学校教育研究会会長

委員 田原口昭貞 大阪市小学校教育研究会副会長

委員 野口　耕平 大阪府教職員組合中央執行副委員長

浪速高等学校　　　　　　　　　　　外部指導員　四牟田修三
堺市立少林寺小学校　　　　　　　　教諭　阿部　　仁
守口市立下島小学校　　　　　　　　首席　原　　美雅
大阪府立今宮工科高等学校　　　　　教諭　三中　雄一
吹田市立山田第五小学校　　　　　　首席　関谷　優作
吹田市立山田第五小学校　　　　　　教諭　圓　　京子
吹田市立山田第五小学校　　　　　　教諭　樋口　健太
大阪府立生野支援学校　　　　　　　教諭　寺井　壽香
茨木市立耳原小学校　　　　　　　　教諭　池原　史明
大阪市立白鷺中学校　　　　　　　　指導教諭　青木　信一
松原市立恵我南小学校　　　　　　　首席　松本　和茂
高槻市立若松小学校　　　　　　　　首席　槇野　麻人
四條畷市立田原中学校　　　　　　　教諭　多田　敏宏
東大阪市立弥刀中学校　　　　　　　首席　飯田　広史
交野市立第一中学校　　　　　　　　教諭　前田　一恭
大阪市立天王寺中学校 夜間学級　　  非常勤講師　野口有紀子
大阪市立加島小学校　　　　　　　   教諭　金　　大悟
関西学院千里国際 中学部・高等部　   教諭　菊池　康貴
大阪市立住吉第一中学校　　　　　　教諭　高岸　康文

優秀賞
岸和田市立山直南小学校　　校長　仙石　晴彦
GIGAスクール構想を実現し、学校ぐるみで持続的・継続的に取り組んでいく学習スタイルの確立を目指して
　　　　〜着任からの４カ月間で取り組んだ、ＧＩＧＡスクール推進のための土台づくり〜

学校部門

学校部門

堺市立新金岡小学校　　　　主幹教諭 　桑原　俊和
数学的な見方・考え方を働かせた子どものアイデアで創る愉しい算数授業を目指して　〜折れ折れ線詐欺にはひっかからない！（4年「折れ線グラフ」の実践）〜
大東市立北条中学校　　　　教諭　大脇　裕也
「授業づくり」を軸とした学校組織づくり　〜重点目標の共通理解を図ることによって変化した教員と生徒の意識〜

個人部門

個人部門

個人部門

個人部門

個人部門

大阪市立白鷺中学校　　　　　　　　　 主務教諭　江角　俊幸
大阪市立高松小学校　　　　　　　　　 主務教諭　籔下　泰弘
柏原市立玉手小学校　　　　　　　　　 教諭　千葉　　真
岸和田市立城内小学校　　　　　　　　 教諭　宮田　　学
高槻市立真上小学校　　　　　　　　　 教頭　西山　高史
岸和田市立城東小学校　　　　　　　　 首席　山田　真義
大阪市立九条東小学校　　　　　　　　 指導教諭　米田　隆生
大阪教育大学附属池田中学校　　　　　 主幹教諭　田中　伸治
大阪教育大学附属池田中学校　　　　　 教諭　中田　未来
大阪市立西天満小学校　　　　　　　　 首席　西岡　　毅
豊中市立第四中学校 夜間学級　　　　　教頭　島村　宏二
大阪教育大学附属池田中学校　　　　　 教諭　小林　信之
大阪府立摂津高等学校　　　　　　　　 指導教諭　正瑞　重里
大阪府立堺工科高等学校 定時制課程　　教諭　神高　康弘
大阪市立旭陽中学校　　　　　　　　　 教諭　中山　伸幸
岸和田市立北中学校　　　　　　　　　 教諭　中江　　弘
和泉市立鶴山台北小学校　　　　　　　 校長　島居　寿之
大阪府立布施高等学校　　　　　　　　 教諭　鈴木　華子
堺市立三原台中学校　　　　　　　　　 教諭　福井　彬人
大阪府立福井高等学校　　　　　　　　 教諭　原　　晶子
大阪市立都島第二工業 高等学校　　　　主務教諭　坂本　高英
大阪府立天王寺高等学校　　　　　　　 教諭　河井　　昇
大阪市立吉野小学校　　　　　　　　　 教諭　松井　香奈
大阪府立八尾支援学校　　　　　　　　 教諭　仙波　義規
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大阪府立農芸高等学校　　　首席　烏谷　直宏

大東市立北条中学校　　　　教諭　大脇　裕也

岸和田市立山直南小学校　　校長　仙石　晴彦
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奨励賞

優秀賞

受賞者の皆様

　令和 4 年度の新学期がスタートしました。
　桜満開の中、新一年生を迎え、学校は子どもたちの笑顔で溢れる、そんな胸はずむ季節を迎えました。寒かった季節に土の
中で、命を蓄えていたチューリップは、一斉に花を咲かせました。冬の間、止まっていた時間が一斉に動き出す、春はそんなウ
キウキした気持ちにさせてくれます。しかし、コロナウイルスの脅威は未だ止むことはなく、一方、目を世界にやるとウクライナ問題等、
今の社会情勢は大変厳しいものとなっています。そんな中で、私ども（公財）日本教育公務員弘済会大阪支部は、創立65周年
を迎えることができました。これまで、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心より感
謝を申しあげます。それと共に、65周年を機に、これからも学校現場から感謝される教育支援団体として、更なる取組みを進め
てまいります。どうか、様々に行っています諸事業の積極的なご活用をお願いいたします。

　みなさんの一人一人の力が私どもの事業を支えます
　2022年度より私どもの（公財）日本教育公務員弘済会大阪支部の事業に賛同いただける方を求めています。まさに、弘済会
大阪支部の応援団ともいえるものです。会員になっていただくことによって、福利厚生事業のサービス（日教弘クラブオフ）を受け
ていただくことができます（会費等は一切必要がございません）。下記の 2 つのQRコードから読み取り手続きをしてください。
　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　　

65周年を迎え、
 教育支援団体としての役割を
 更に充実させる

2021年度  教育実践研究論文審査結果



2022年度  事業推進部長の紹介2022年度  事業推進部長の紹介
本年度新しく今西俊秀事業推進部長、𠮷田勢子事業推進部長、久保敦紀事業推進部長が着任されました。
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。

古谷知一事業推進部長は
３月末日をもって退任いたし
ました。

小川訓史
富田林市・河内
長野市・羽曳野
市・千早赤阪村・
松原市・柏原市・
太子町・河南町・
藤井寺市

久保敦紀
高槻市・島本町・
摂津市・寝屋川
市・吹田市・四條
畷市

今西俊秀
能勢町・豊能町・
池田市・箕面市・
豊中市

𠮷田勢子
茨木市・吹田市

中島秀樹
枚方市・門真市・
交野市

雪吹道明
東大阪市・八尾
市・守口市・大
東市

辻谷彰道
大阪市内北部
（東淀川・淀川・
西淀川・港・此
花・福島・北・都
島・旭・城東・鶴
見・東成）

古川　旬
大阪市内南部
（中央・天王寺・
阿倍野・住之江・
東住吉・生野・
大正・西・住吉・
浪速・西成・平
野）

森口賢二
岸和田市・泉佐野
市・貝塚市・泉南
市・阪南市・岬町・
熊取町・忠岡町・
田尻町・高石市・
和泉市・泉大津市

寺岡正裕
堺市・大阪狭山
市

家門鉄治
府立支援学校・
府立高等学校
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岸和田市立山直南小学校
近年のコロナ禍での様々な制限の
ため、家庭や地域の方に学校の様
子を知っていただく機会がぐんと
減っています。３世代で暮らすご家
庭が多い校区の背景もあって、学
校行事の家庭向けリモート配信に
取り組んでいます。本事業を活用
して通信環境を整えることができ
たので、運動会や音楽会などの様子も問題なく配信することができ、た
くさんの方々に喜んでもらうことができました。ありがとうございました。

大阪府立八尾支援学校
自立活動の取り組みに身体の取
り組みは欠かすことができませ
ん。重力負荷の少ない FB（ファシ
リテーションボール）や訓練マット
を購入し、心身のリラクゼーショ
ンや自発的な動きが促がす取り
組みを導入することができました。
児童生徒の笑顔ややる気が引き
だす授業を目標に、本校の特色となるよう引き続き取り組んでまいり
ます。

池田市立池田中学校
本校は、「生徒の非認知能力を高
める授業づくり」をテーマに、研究
を進めています。今年度は、道徳 
科で全クラス授業を公開しました。
また、技術家庭科や英語科で、 ビ
デオ研として授業検討会も行いま
した。授業づくりの参考資料や授
業映像記録用端末を整備すること
で、教員どうしで授業を見合い、授業研究を進めていく環境づくりをす
ることができました。

河内長野市立東中学校
本校では、1年生段階から生徒一
人ひとりが「誰かに平和の尊さを
伝える」という切り口で、広島・ 長
崎だけでなく世界の戦争や紛争に
も目を向け、平和に関する絵本等
の書籍を読み、その内容を人に伝
える活動をしています。今年度の
３年生は、 広島平和記念資料館の
前にて被曝ピアノで伴奏をし、平和を祈って「ねがい」という歌を合唱し
ました。

東大阪市立若江小学校
GIGAスクール構想で配備された
iPadですが、授業等での使用頻
度が高く、バッテリーがなくなる場
面が増えてきました。そこで、各
学級に複数台の小型モバイルバッ
テリーを購入し、児童机で充電が
できるようにしました。授業で活
用しながら充電できるので、学習
に支障をきたすことがなくなりました。今後もICTの活用による学力向
上をさらに目指していきたいと考えています。

堺市立黒山小学校
今年度学校図書館に蔵書管理シ
ステムを導入し設備を整えました。
バーコードを読み取る作業は、ど
のクラスも楽しそうに活動する姿
が見られました。調べ学習用に低
学年が利用できる工作の本を購入
しました。遠足の後や、生活科で
のおもちゃランドに活用できるよう
になりました。今後も、視覚的な環境整備を行うことで、今まで以上に 
本好きな児童を増やしていきたいと考えています。

本校の子どもたちは、読書が好きな
子どもが多く、休み時間ともなれば図
書室が多くの子どもたちであふれてい
ます。そして、新しい本との出会いを
求めています。
今回、ブックパック事業で贈呈してい
ただいた図鑑は、そんな子どもたちに
とって宝物のようです。日々、図書室が子どもたちの笑顔であふれてい
る、そんな環境づくりを今後とも続けていきます。本当にありがとうご
ざいました。

本校では女子生徒全員がバレーボー
ル部に所属し、毎日の練習に取り組
んでいます。公式試合のボールで練
習ができるようになり、サーブやレ
シーブ練習がより実践に近づいた状
況で練習することができています。
生徒の人数に対してボールの数が十
分ではなかったのですがスポーツパック事業でいただいたボールを活
用させていただき、一人ひとりの生徒の運動量確保に努めています。

本校の年度目標の一つは、すべての
教科の基礎となる読解力の向上です。 
そして、読解力向上の基本となるのは
読書です。しかしながら、子どもたち
の読書量はなかなか増えません。そこ
で今年度、いつでも気軽に本が手に
取れるように、各学年の廊下に移動
式ブックラックを設置しました。ブックパック事業でいただいた本も活躍
しています。

新型コロナウイルス感染症の感染拡
大の影響を受け学校教育活動に制限
がありますが、ご贈呈いただいた公
式球を用い、体育の授業や部活動を
通して、「基礎体力の向上」に取り組
んでいます。特にバスケットボール部
の生徒の皆さんはやる気満 ！々 我先
にそのボールで練習に取り組み、チームのレベルアップにつながってい
ます。今後の活躍が大いに期待できそうです。

ブックパック・スポーツパック事業

教弘スクールフォローアップ事業150校に総額1500万円を助成

昨年度も多くの学校より申請いただきました。
各校での教育研究活動や教育実践の取り組みにご活用いただきました。

221校に５万円相当の
書籍セット・スポーツ用品セットを贈呈

実施校からの報告をお寄せいただきました。

高槻市立桃園小学校

柏原市立桜坂小中学校

大阪市立桜宮中学校

大阪市立阪南中学校

☆ブックパック事業

☆スポーツパック事業
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2022年4月より会員制度が
大きく変わります！ 

（公財）日本教育公務員弘済会の理念に賛同いただける教職員の
皆様は日教弘会員になっていただけます。日教弘会員になるとリ
ニューアルされた福利厚生サービス「日教弘クラブオフ」の様々な
特典が受けられます。（会費は必要はありません）　 Webでの入会申し込みはこちら 在勤証明書送付用QRコード

日教弘会員の教職員の皆さまだけの保障プラン

「ユース教弘保険・新教弘保険A型」

（24歳男性）ご加入例 ご加入例 （39歳男性）

34 歳以下の方のための

〈災害割増特約付
集団契約特約付勤労保険〉
死亡保険金・
高度障害給付金

5,000万円
〈災害割増特約〉
災害保険金・高度障害給付金

月払保険料：7,565円  （年齢や性別に関わらず保険料は一律です）

❶生活設計に合わせて加入できる死亡保障プラン 死亡や高度障害など、万一のときに備える保障。集団契約特約を付加することにより低廉
な保険料で加入できます。

❹ユース教弘保険から新教弘保険へ移行できます ユース教弘保障期間満了時におきましては、ユース教弘保険の死亡保険金の範囲内で医師
）すまり限に合場の員職教の職現、し但（。すまきで行移に険保弘教新くなとこるけ受を査診の

1,500万円

死亡・高度障害のとき

5,000万円 死亡・高度障害のとき

5,000万円
災害によ

死亡・高度障害のとき

6,500
る

万円

「ユース教弘保険」
35 歳以上の方のための

〈集団契約特約付勤労保険〉
死亡保険金・
高度障害給付金

5,000万円

「新教弘保険A型」

「ユース教弘保険・新教弘保険A型」5つの特長

月払保険料：17,550 円 （年齢や性別に関わらず保険料は一律です）
※不慮の事故など災害による保障に重点を置いたプラン「新教弘保険 B型」もございます。

移行

保険料払込期間
保険期間は5年満了ごとに自動更新され、
６５歳まで継続します。

共済事業（提携保険事業）提携会社

教職員のお客様 （通話料無料）
ミ  ナ キ ョ ウ イ  ク

0120-37-9419本社／〒100-8953 東京都千代田区永田町2-13-10

保険期間は５年満了ごとに自動更新され、
39歳まで継続します。

保険料払込期間
39 歳 65歳24歳 29歳 34歳 39歳

❸60歳以下の健康な方ならお申込OK!!
公益財団法人日本教育公務員弘済会の会員の方のうち、学校、その他の教育機関に勤務する教
職員及びこれに準ずる方で、保険年齢34歳以下の方はユース教弘保険、保険年齢35歳以上60
歳以下の方は新教弘保険A型に、年齢・性別に関係なくお申込できます。退職後も保障期間満了
時（65歳）までご継続できます。

❷ご加入時の年齢や性別に関わらず保険料は一律です 
今回ご提案するプランは、ご加入時の年齢や性別にかかわらず、保険料が一律です。
ユース教弘保険：保険年齢34歳までご加入可　新教弘保険A型：保険年齢60歳までご加
入可

※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」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。

安心支える
たすけあいの輪

ジブラルタ生命日本教育公務員弘済会

教職員の皆さま

各種の公益事業 教弘保険加入と
保険金の支払い

7０年以上に
わたる提携関係

（略称：（公財）日教弘）

「教弘保険」に
できること。

教職員とそのご家族の皆さま
に安心をお届けします。

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）および福祉事
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。

満了ご契約 満了ご契約

ユース教弘保険から新教弘保険A型へ移行できます
ユース教弘保険の保障期間満了後、ユース教弘保険の死亡保険金の範囲内で医師の診査を受けることなく新教弘保険A型に移行することができます。
（ユース教弘保険の保障期間満了時に現職の教職員でない場合は、ユース教弘保険の死亡保険金の範囲内で医師の診査を受けることなく平準定期保険（無
配当）に加入することができます。）

❺リビング・ニーズ特約付きでより豊かな人生設計を 

余命6か月以内と判断される場合、生きている間に保険金をお受取になれるので、より安心
です。この特約の保険料は不要です。※余命６か月以内の判断は、被保険者の主治医の診断
や請求書類に基づいて、当社の医師の見解（場合によっては、社外医師のセカンドオピニオ
ン）も含めて慎重に判断いたします。余命６か月以内とは、ご請求時において、日本で一般的
に認められた医療による治療を行っても余命６か月以内であることを意味します。
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花いっぱいになぁれ

募集数100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20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4日 正午 フレッシュコンサート

詳しくはホームページをご覧下さい。

募集数 20校程度

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 正午

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）
教育文化事業

奨学事業

教育研究助成事業

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。

対 象 小・中学校・支援学校（小・中学部）

学校研究部門80校助成額   〉10万円

テーマ研究部門20校　≪右記テーマに限定≫助成額   〉20万円

高校給付奨学金

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。

貸与奨学金（無利息）

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

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）

助成額   〉1件につき10万円以上30万円以下 25団体に320万円を助成（2022年12月末）

奨励金

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）

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。

募集期間 4月1日～5月20日 正午

募集期間 6月1日～9月16日 正午

募集期間募集期間 6月1日～7月15日2023年
2月1日～4月8日

募集期間 4月1日～5月20日 正午

NEW

対 象 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
の3学年に在学し、人物・学業が良好で学費支弁が困難な生徒。

募集人数９名給付金額  〉月額3万円（上限 4 年間）

予約型給付奨学金
就学意欲がありながら学資金の支払いが特に困難と認められる者に対して、返還義務のない奨学金を
給付し、大学への進学及び就学の継続を支援します。
★本事業が求める学生像
将来社会の発展に貢献したいという高い志のもと、自らの夢や目標を明確に持ち、その実現に向け

　学び続ける人。

NEW

◉GIGAスクール構想・ICT活用　◉プログラミング教育
◉環境教育（SDGｓの観点から） ◉外国語教育

給付額   〉各学校1名に5万円給付貸与金額  〉修学年数１年につき25万円 上限100万円貸与

募集期間 5月９日～6月30日

弘済会大阪支部65周年記念事業
詳しくはホームページの65周年記念事業のページをご覧ください。

ドリームパック

サイエンスショー

ドリームコンサート

ハイスクールフォローアップ

府内すべての国公立小学 校に書籍セット
（３万円相当）、府内すべての国公立中学校・
支援学校・義務教育学校にスポーツ用品
セット（３万円相当）贈呈。
※セットの内容等はホームページをご覧くだ
　さい。
※2022年度と2023年度に分けて、市区町
　村別に実施します。
※これまで行っていたブックパック・スポーツ
　パックは、2022年度・2023年度は実施
　しません。

科学を楽しく体験。
サイエンスショーを学校で。

【募集数】…………………………………………
10校程度

【対象】……………………………………………
小学校（全学年）・中学校（１年）・義務教育学
校

【募集期間】………………………………………
2022年 4 月1日～ 5 月20 日 正午

記念コンサートを開催し、会員と教育関係者
をご招待します。

【内容】……………………………………………
フレッシュコンサート演奏者を中心としたコンサート
演奏　ブラスアンサンブル “ＧＩＦＴ”
　　　クインテット・カナン
　　　エスパルク・サクソフォン・アンサンブル

【日時】……………………………………………
2022年11月23日（水・祝）午後

【場所】……………………………………………
大阪国際交流センター大ホール

【申込】……………………………………………
7月よりフォームでの申し込みになります。

府内公立高等学校、支援学校（高等部）、大
阪府立大学工業高等専門学校にコピー用紙
を給付。

【内容】……………………………………………
A4用紙　　40000枚
A3用紙　　　2500枚

【募集期間】………………………………………
2022年６月1日～７月15 日 正午

ウェブサイトのフォームで申請 ウェブサイトのフォームで申請



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
2022年3月作成　承認番号（21-TC06920）

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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☆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

健康サポート
5,000円以上の健康診断料（治療目的以外）につき、年一回3,000円の補助

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。

４月より、本人のみの利用となりましたのでご注意ください。

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

※２０２２年度４月１日以降の受診が対象となります。
※２０２２年度の申請は２０２３年３月３１日までに申請書を弘済会大阪支部までお届けください。（年度をこえると申請できませんのでご注意ください）

5,000円入学祝金
小学校入学時に、5,000円

※2022年入学日から2023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

指定宿泊施設利用補助
指定宿泊施設利用の場合、1泊5,000円の補助（年度内４泊まで）

1泊 5,000円 補助

３,000円 補助

※エクシブホテルの利用はできなくなりました。

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

  受診料5,000円以上の領収書（コピー可）

＋

＋

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。

対 象 下の表をご覧下さい。

対 象 下の表をご覧下さい。

手 続 申請書

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 ◯ ◯ ◯ ◯ ─ ─ ─ ─
指定宿泊施設利用補助 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
健康サポート ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

人間ドック受診料補助・女性検診補助・男性検診補助は廃止されました。

NEW

リニューアル



クイズの賞品紹介

農芸レトルトシリー
ズ第4弾商品。
農芸高校の生徒の
思いが詰まった商品
です。

◉大阪府立農芸高校の「農芸野菜カレー」と
「農芸カレーうどんの素」のセット（100名様）

机上にスマートホンを置い
ておくのに便利なスタンド。
スタンド内で音が反響し
音量が増幅されます。
※スマートホンは含まれません。

◉スマホスタンド（ラバーウッドスピーカー
スタンドダブルホーン）（100名様）

どちらか一つをお選びください。

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。

昨年は東京でオリンピッ
ク、今年は北京で冬季オリ

ンピックが行われました。
さて、日本人がオリンピックで初
めてメダルを獲得した競技は何で
しょう。

A. テニス
B. 競泳
C. 三段跳び 

5/23日

月

正午締切

この用紙での応募は
できません。

正解者の中から抽選で右の賞品をプレゼントします。正解者の中から抽選で右の賞品をプレゼントします。正解者の中から抽選で右の賞品をプレゼントします。
右のQRコードまたはアドレス
https://form.run/@sue-y- -1634712416
よりフォームを開き、クイズの答えと希望の商
品セット、名前、学校名、弘済会会員番号また
は職員番号、（メールアドレス、担当 LC営業所、
担当LC名は任意）を記入の上送信してください。（郵送不可）
クイズの賞品、参加賞はジブラルタ生命の学校担当LCがお届け
いたします。当選しなかった方にも参加賞をお渡しいたします。

■弘済会だよりをお届けしましたのは

前回クイズの答えは「C.ヒスイ海岸」でした。たくさん
のご応募ありがとうございました。

ホームページについてご意見をうかがいました！
弘済会大阪支部では、会員の皆様の中からモニターを依頼し、アンケート調査を行い、各種事業の在り方等を点検し、教職員
の皆様にとって一層よりよき事業等になるよう改善を行っております。今回は、昨年４月にリニューアルしたホームページに
ついてアンケートを行いましたので、その結果を報告いたします。（抜粋）

アンケートからは、まだまだ会員の皆様にとって必要なホームページにはなっていないことが受け取れます。いただいたご意
見を参考にし、会員の皆様にとって使いやすく、また、弘済会大阪支部からの情報を正確に早く受け取っていただけるような
ホームページになるよう、改良を重ねてまいります。そして、ガイドブックとの一元化をはかり、会員の皆様に必要な情報を
リアルタイムに発信してまいります。まだホームページをご覧になったことのない皆様は、ぜひご覧になってください。

これからのホームページ作りに向けて 【弘済会大阪支部のHPはこちら】

1. 弘済会大阪支部は、この４月にホームページをリニューアルしました。そのことをご存じでしたか。

2. リニューアルしたホームページの第一印象は？（複数回答可）

３. その他意見等

はい
はい　　20％
いいえ　80％

使いやすそう　37％
明るい　　　　43％
見やすい　　　54％

いいえ

■ 使いやすそう　 ■ 明るい　 ■ 見やすい
0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％

ホームページのリニューアルの認知度はまだまだ

第一印象の好感度は上昇

「宿泊施設利用補助の手続きがホームページ上で便利だった」  「会員が日常的に使用しないホームページは意味がない」
「必要な手続きをわかりやすく説明してほしい」


