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会長あいさつ
栃事研会長

廣田 則子

去る平成２９年５月２３日（火）栃木県教育会館にて研修会並びに総会を開催いたしましたところ、多くの
会員の皆様、関係者の参加をいただき心よりお礼申し上げます。また、各支部、地区におかれましては、今年
度も多くの役員の派遣をいただき深く感謝申し上げます。
栃事研といたしましては、ご承認いただきました事業計画に基づき、今年度も役員一同、チームとして活動
を進めていきたいと思いますので、これまで以上にご支援、ご協力をお願い申し上げます。
さて、今年度より栃事研の研究主題を「子どもの学びの充実を目指す学校事務」とさせていただきました。
これまでの「子どもの豊かな育ちを支援する学校事務」の理念を踏まえつつ、「子どもの学びの充実」につい
てより具体的に、より確実に実践化を図っていくため、またそれが教育の質の向上、しいては社会の様々な要
請への応えとなるよう、活動を進めていきたい。その思いを込めて変更させていただきました。それには、学
校事務や共同実施の質の向上が不可欠であり、そのための事務職員の力量形成をどのように図っていくのか、
その力量を基に、学校経営参画をどのように実現していくのか。これからの活動の大きなテーマになっていく
と考えます。
ところで、２９年４月事務職員にはビッグウェーブがやってきました。職務規定が変わり、共同実施も法制
化されました。絶え間なく押し寄せてくる波を読み、見極め、しっかりと波を捕えることで、「子どもの学び
の充実を目指す学校事務」の実現へとつなげていきたいと考えます。今年度も会員の皆様とともに着実に歩を
進めていきたいと思っています。

退任のあいさつ
茂木町立茂木中学校

新任のあいさつ
櫻井

嘉昌

平成２９年度の総会で副会長を退任いたしまし

足利市立南小学校

星野

圭子

この度、副会長をさせていただくことになりまし

た。副会長として２年間ではありましたが、調査部

た、星野でございます。誠心誠意、努力して参ります。

と研修部付としてそれぞれ１年間専門部活動にも関

どうぞよろしくお願いいたします。

わることができましたことは、とてもいい勉強をさ
せていただきました。

最近、とても嬉しいことがございました。前任校の
校長・教頭・教務主任・市費事務職員・私の５人組は

また、この２年間、関ブロ長野大会栃木提案にも

常に思いを語り合い、課題も喜びも共有して参りまし

関わらせていただき、研究部員さんを始め執行部の

た。今年の３月にバラバラになり、定期的に会う約束

皆さん方と何日にも渡る提案原稿等の検討に携わっ

をしました。５月の初め、１か月ぶりの再会。校長の

たことに特に想い出深いものがあります。そして研

口から出た言葉は「奇跡の５人組に乾杯！！」でした。

究部員の皆様の努力の成果には大きな拍手を贈りた

教頭からは「このメンバーだったから化学変化が起き

いと思います。

たんだよ。教員生活で最も進化し、最高の１年だっ

最後になりますが、会員皆様のさらなるご理解の

た。」と言われました。感動しました。木村参事官が

上、今まで以上に栃事研と会員が相互連携・相互理

言われたように、語り合う＝「熟議」が、イノベーシ

解が深まることを祈念して私のあいさつといたしま

ョンを起こしたのだと思います。これから栃事研の皆

す。

様とたくさん語り合い、イノベーションを起こしたい

お世話になりました。

と思います。どうぞよろしくお願いいたします。

平成２９年５月２３日（火）平成２９年度栃事研研修会並
びに総会が栃木県教育会館大ホールにおいて開催されまし

平成 29 年度
栃事研研修会
並びに総会

た。
開会式には栃木県教育委員会をはじめ、多くのご来賓の皆
様に出席を賜りました。
総会では平成２８年度事業報告・決算報告、会則改正案及
び平成２９年度事業計画・予算案についてご審議いただき、
承認されました。これまでの研究主題、活動の指針であった
「子どもの豊かな育ちを支援する学校事務」をミッションと
し、学校経営に積極的に参画する事務職員の在り方等をさら

に具現化するため、今年度より研究主題「子どもの学びの充実
を目指す学校事務」とし、活動を進めていくことを会員の皆様
と決意を新たにいたしました。そのためのツールの１つとして
「共同実施の全県実施」の必要性についても再度確認すること
ができました。
研修会では、文部科学省初等中等教育局参事官 木村直人氏
にご講義いただきました。木村先生はコミュニティスクールや
業務改善など、文部科学省の最先端の重要な施策の立案、実施、
推進を行っているいわゆる企画的な部門の責任者です。このような方にお越しいただけましたことは、大変貴
重な機会となりました。
木村先生からは「これからの事務職員について語ろう」と題し、法改正を含め、チーム学校とは何か、これ
からの学校に求められる事務職員像についてご講話いただき
ました。
「チーム学校」とは、校長のリーダーシップの下、カリキュ
ラム、日々の教育活動、学校の資源が一体的にマネジメントさ
れ、教職員や学校内の多様な人材が、それぞれの専門性を生か
して能力を発揮し、子どもたちに必要な資質・能力を確実に身
に付けさせることができる学校であり、国は、事務職員が、管
理職を補佐して学校運営に関わる職として、自らの専門性を発
揮することを望んでいるとお話がありました。それを果たすためには、求められている能力も変化し、正確・
迅速な事務処理能力から、学校全体を見渡し問題を発見し解決する思考力や、教育委員会、保護者・地域など
と渉外・交渉・連携する力、そして共同学校事務室・共同実施
組織でチームとして成果を出す力などが重視されているとのこ
とでした。これこそがまさに、４月１日の法改正により事務職
員の職務規定が「事務に従事する」から「事務をつかさどる」
に改正されたことに伴う必要とされる能力です。それを培うた
めには、事務職員自身が変革する必要があり、
「事務職員同士が
『熟議』を行うことで、イノベーションを起こせる。一歩ずつ
前に進もう。
」とエールをいただき、最後に「ぶっちぎり！とち
ぎ」と栃事研へのメッセージをいただき、終了いたしました。
P.S 木村先生はお帰りの新幹線の中から、
「栃事研にお招きいただき、法改正後の初の事務職員研修。宇都
宮も熱いが会場はもっと熱い! 先進県栃木、手応えあり♫」とフェイスブックに書き込まれました。
○ステージⅠ（基本的力量形成期）研修 平成 29 年 7 月 7 日（金）学校生協会館
○栃事研セミナー 平成 29 年 8 月 8 日（火）学校生協会館
○ステージⅡ（職務領域拡充期）研修 平成 29 年 10 月 17 日（火）県教育会館
○平成 29 年度栃木県公立小中学校事務研究大会 平成 29 年 12 月 1 日（金）県教育会館
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初めまして。妻と宇都宮に住んで

慣れない土地と学校という職場環

環境がガラリと変わり慣れないこと

います。皆様のように、広い視野で学

境にもようやく慣れてきたところです。

も多々ありますが、教わる姿勢と気配

校経営を支えることができるよう、職

「ぶっちぎりとちぎ」を目指して日々勉

りの心を忘れず早く仕事に慣れるよう

務に励む所存です。よろしくお願いし

強中です。

頑張ります。

ます。

よろしくお願いいたします。

上三川町立北小学校

足利市立山辺中学校

さくら市立氏家中学校

宮澤 健太郎（みやざわ けんたろう）

上野 知也(うえの ともや)

佐藤 陽菜（さとう はるな）

まだまだ分からないことや失敗も多

壬生町立藤井小学校の事務を担

毎日たくさんの方々に支えていた

いですが、この恵まれた環境に感謝

当しております、稲葉と申します。趣

だきながら過ごしています。運動神経

しつつ、学校のために頑張っていき

味は日本のお城巡りです。

は良くないですが登山をしたりジムで

たいと思います。よろしくお願いしま

まだ不慣れなことばかりですが、宜

体を動かしたりするのが好きです。よ

す。

しくお願いします。

ろしくお願いします。

足利市立毛野中学校

壬生町立藤井小学校

塩谷町立大宮小学校

西 みのり（にし みのり）

稲葉 綾子（いなば あやこ）

加藤 亜季子（かとう あきこ）

初めまして。今年度、新規採用とな

多くの方々に支えていただきなが

少しでも早く仕事に慣れ、栃木県

りました。初めてのことばかりですが、

ら、勉強の日々を過ごしております。

小中学校の教育活動に貢献できるよ

周囲の事務職員の方のおかげでな

子どもたちと学校の力になれるようが

う努めてまいりたいと思います。どうぞ

んとかやっています。

んばりたいと思いますので、どうぞよ

よろしくお願いいたします。

これからよろしくお願いします。

ろしくお願いします。

矢板市立豊田小学校

宇都宮市立陽東中学校

宇都宮市立姿川第一小学校

増渕 洋輔（ますぶち ようすけ）

和気 万純（わき ますみ）

三沢 まゆみ（みさわ まゆみ）

学校事務として働き２か月が経ちま

今年度新規採用の江部佑亮で

地元の学校で前任の事務長さん

した。忙しい毎日ですが、子ども達と

す。スポーツをやること、見ることが大

や周辺学校の事務職員の皆さまに支

話していると凄く元気をもらえます。

好きで、大学の頃から栃木のプロバ

えられてなんとか２ か月が過ぎまし

学校で働く幸せを噛みしめ仕事に励

スケットチーム「栃木ブレックス」を応

た。まだまだ覚えることは多いですが

んでいきたいです。

援しています。

どうぞよろしくお願いいたします。

小山市立寒川小学校

宇都宮市立上河内東小学校

栃木市立千塚小学校

中村 三千将（なかむら みちまさ）

江部 佑亮（えべ ゆうすけ）

藤沼 良輔（ふじぬま りょうすけ）

はじめまして、今年度より宇都宮市

各種処理を円滑に行うことができる

右も左も分からずご迷惑をおかけ

立城山東小学校に配属されました、

よう一所懸命に取り組んで参ります。

してしまう日々ですが、優しい先生方

宇賀神瑞翔と申します。Ａ型のふた

分からないことばかりでご迷惑をおか

に囲まれて何とかやっていけていま

ご座の戌年です。

けいたしますが何卒よろしくお願い申

す。早くお役に立てるよう努力してい

し上げます。

きたいと思います。

宇都宮市立城山東小学校

栃木市立皆川城東小学校

足利市立御厨小学校

宇賀神 瑞翔（うがじん みずと）

一柳 実穂(いちやなぎ みほ)

石居 花織(いしい かおり)

よろしくお願い致します。

以前に事務の経験はありますが、

事務職員の仕事に就いてから、1

ちょうど１年前、学校事務職員にな

ブランクもあり、初めての学校事務と

年と少しが経ちましたが、まだまだ分

りたいと思い、受験することを決めまし

いうことで、先輩方に助けていただく

からないことがたくさんあります。

た。まだまだ不慣れですが精一杯頑

日々が続いております。ご指導のほ

もっと頼れる事務職員になれるよ

張っていきます。

どよろしくお願いいたします。

う、頑張ります！

よろしくお願いします。

矢板市立安沢小学校

日光市立足尾中学校

宇都宮市立星が丘中学校

田代 怜子(たしろ れいこ)

金澤 宏樹（かなざわ ひろき）

松江 紀香（まつえ のりか）

大規模校に勤務し、日々事務長に

栃木の学校で働くという夢が叶い、

今年度よりお世話になります小島

ご指導していただいております。一日

大変嬉しく思っております。早く仕事

隆寛と申します。未熟者ではあります

も早く一人前になれるよう、学び続け

を覚えられるよう精一杯取り組んでま

が早くみんなから頼られる事務職員と

る姿勢を忘れず精進して参ります。よ

いりますので、これからどうぞよろしく

なれるよう努力します。

ろしくお願い致します。

お願い致します。

小山市立大谷東小学校

那須塩原市立三島小学校

宇都宮市立泉が丘小学校

坪野谷 裕美（つぼのや ひろみ）

阪本 唯（さかもと ゆい）

小島 隆寛（こじま たかひろ）

この度、新しく会員になりました植

まだまだわからないことがわからな

竹遼太と申します。新しい環境で分

い状況ですが、前任者や他校の事務

からないことだらけですが周りの先

職員の方々に助けていただき、仕事

輩、先生方に支えていただきながら

をすることができています。

事務室で奮闘しています。これから、
ご迷惑をかけてしまうことがあるかと思

今 後 と も よろ しく お 願 い い た しま

よろしくお願い致します。

本年度より、栃木市立真名子小学
校でお世話になっております。
不慣れなことも多いですが、精一
杯努めますのでどうぞ宜しくお願いい
たします。

す。

いますがよろしくお願いいたします。

栃木市立真名子小学校

小山市立乙女中学校

壬生町立睦小学校

植竹 遼太（うえたけ りょうた）

加藤 友己（かとう ゆうき）

境 美津紀（さかい みづき）

新任事務職員として、手探り感覚

今年から本採用になりました。新潟

この度、新規採用で板荷中学校に

で日々を乗り越えています。仕事中

県出身なので、栃木県の冬の穏やか

配属されました。現在はようやく学校

の癒やしは子どもたちと昼休みや清

さに驚いています。そして雪かきの仕

の雰囲気に慣れてきたところです。ま

掃時にふれあうことです。どうぞよろし

方を忘れつつあります。

だまだ至らない点がありますが一生

くお願いいたします。

よろしくお願いいたします。

懸命取り組みたいと思います。よろし
くお願い致します。

那珂川町立馬頭東小学校

宇都宮市立横川西小学校

鹿沼市立板荷中学校

木村 建太（きむら けんた）

入江 香織（いりえ かおり）

平井 由貴江（ひらい ゆきえ）

今年度より新規採用された岡本美

岩手県から参りました。栃木の事、

羽と申します。事務長さんに助けられ

仕事の事、色々教えて戴けたら嬉し

てばかりですが、早く一人前となれる

いです。趣味は野鳥観察（早速県鳥

よう頑張っていきたいと思っておりま

のオオルリを見ました）と水泳です。

す。宜しくお願いします。

よろしくお願いします。

宇都宮市立横川東小学校

那須烏山市立江川小学校

岡本 美羽（おかもと みう）

菅原 里佳（すがわら りか）

◇広報部では随時、会員の活用できる事務処理プログラムなどのデータを募集しています。
一つのプログラムが多くの会員を支援することになりますので、皆様のご協力をお願いします。
ご提供いただける場合は、hp@tochijiken.org まで送信してください。ご不明な点は、広報部長までお
問い合わせください。

