都留市教育研修センター沿革
設立の経過
昭和63年１１月

都留市教育協議会，義務教育振興都留市民集会関係７団体により，市当局に対し
「教育センター設立」についての陳情が行われ，市長も教育施策の重要課題として
受け止めていたことから，設置について強力に推進する意向を示す。

平成元年

３月

市議会において「都留市教育センター設立」の陳情が採択される。

５月

教育センター設立準備室を谷村第一小学校の一室を借用して開設，準備作業に
元都留第一中学校長

２年

田中芳雄があたる。

３月

市議会において「都留市教育センター条例」が議事第８号として議決される。

４月

準備室を閉鎖。教育委員会内に教育研修センター事務局を設置

５月

都留市教育研修センター管理規則規定

６月

都留市教育研修センター発足，開所式，運営委員委嘱式

４月

元谷村第一小学校長

５月

小学校社会科副読本全面改訂のための内容検討・資料収集

７月

第１回情報教育研究委員会開催

〃

新赴任教職員臨地研修

３月

教育相談員

４月

元谷村第一小学校長

設立
平成２年

３年
４年
５年

所員４名（内併任２名）

長田昭明事務局員に就任

天野益雄 退任
平井幸成教育相談員に就任

教育研修センター・教育相談室文化会館１階へ移転
６年

３月

情報教育ＣＡＩ学習会

７年

５月

「校区探検」資料発刊

８年

５月

元谷村第二小学校長

各学校配布
柳沢

精 教育相談員に就任

中学校社会科資料「私たちの生活と税金」発行
９年

４月
１１月

１０年

教育講演会実施

講師

３月

事務局員

４月

元谷村第一小学校長

９月

所長

１１月
１１年

教育研修センター・教育相談室
長田昭明

横山

教育講演会実施

講師

４月

元都留第二中学校長

小山田勢津子氏「心の健康と生徒指導」
佐藤唯一事務局員に就任

退任

事務局員

新町別館（上谷２－１－１５）へ移転

退任

守

３月

配布

佐藤唯一

高取堅二

就任

小島正夫氏「子どもたちと共に生きるために」
退任
三枝泰清

事務局員に就任

中学校社会科資料完成・配布
５月
１１月
１２年

１３年

「総合的な学習」連絡会発足
土浦市教育研究会長期研修受け入れ

８日～１２日

教育講演会実施

「子どもの今」

講師

３月

教育相談員

柳沢

精

４月

元都留第一中学校長

作地

眞氏

１０名

退任
小俣

健

教育相談員に就任

１１月

第一回都留市教職員長期県外研修を茨城県土浦市で実施

１２月

所長

３月

高取堅二

事務局員
教育相談員

４月

退任

三枝泰清
小俣

元東桂小学校長

健

富山克彦

就任

退任
退任

臼井弘成

事務局員に就任

３名派遣

元都留第二中学校長
５月

新赴任教職員研修

望月龍夫

教育相談員に就任

講義・臨地研修

委嘱研究委員会実施
１１月

第二回教員長期県外研修
教育講演会実施

１２月
１４年

講師

習志野市

５名派遣

報告会（１４／２）

内田玲子氏「子どもが送るサインの受け止め方」

中学校社会科資料「私たちの生活と税金」完成

５月

学校完全週五日制についての意識調査実施，集計，考察，報告

７月

教育研修センター・教育相談室

新町別館２階へ移転

コンピュータ（ＮＥＣ），プリンター（キャノン）新設
１１月

第三回都留市教職員長期県外研修を神奈川県相模原市で実施
小学校３名（女性１名）

１５年

３月

平井幸成

元宝小学校長

天野

退任
庄司明子

元都留第二中学校長 望月龍夫
１６年
１７年

教員長期県外研修

事務局員

臼井弘成

退任

行教育相談員に就任

元文大附属小学校長
１１月

報告会（平成１５／２）

小学校社会科副読本「私たちの都留市」改訂版完成
教育相談員

４月

中学校２名

５名派遣

松本市

教育相談員に就任
事務局員に就任

５名派遣

報告会（平成１６／２）

３月

教員長期県外研修実施要綱策定

９月

長期県外研修実施（１１月までに５名実施）報告会（１７／２）

３月

教育相談員

４月

元谷村第二小校長

天野

行退任
宮本光美

教育相談員に就任

元宝小教諭藤森晴江

サポート

チーム指導員に就任

１８年

７月

音楽鑑賞会（中学校）「東京スカイラインオーケストラ

９月

県外長期研修（最終１１月

５名参加

１１月

親善音楽会開催（１３校参加）

１２月

適正就学推進委員会

１月報告会）

１月

小学校コンピュータ新機種操作巡回講習会（２／７まで）

４月

ＳＡＴ事業開始

５月

運営委員委嘱状交付並びに第1回運営委員会

担当

リーベック」

藤森晴江

研究委員委嘱状交付並びに第1回研究委員会（役員選出，研究内容の検討）
社会科見学（３，４年生）
６月 新採用・新赴任教職員研修（ミュージアム都留）
８月 巡回教育相談実施
９月 長期県外研修開始（～１１月） 理科自由研究発表会 親子読書感想文審査会
１０月 演劇鑑賞会（２６日，２７日小学校低学年，高学年別）
１１月 親善音楽会
１２月 適正就学推進委員会
１９年 １月 県外研修報告会（東桂小）
２月 読書感想文集，理科自由研究集録，環境教育実践集，印刷製本・配布
３月 中学校社会科資料「私たちの生活と税」改訂版完成
教育相談員

庄司明子，サポートティーム協議会指導員・ＳＡＴ事業担当 藤森晴江

退任
４月 元谷村第一小学校長 泉 浩 教育相談員に，元文化会館館長 武井邦夫 サポート
ティーム指導員・ＳＡＴ事業担当に就任
５月

運営委員委嘱状交付並びに第1回運営委員会

研究委員委嘱状交付並びに第1回研究委員会（役員選出，研究内容の検討）
社会科見学（３，４年生）
６月 新採用・新赴任教職員研修（ミュージアム都留）
７月 演劇鑑賞会（１２日，中学校 パントマイム「道化師芝居」）
８月 巡回就学相談実施
９月 長期県外研修開始（～１１月） 理科自由研究発表会 親子読書感想文審査会
１１月 親善音楽会
１２月 適正就学推進委員会
２０年 １月 県外研修報告会（東桂小）
２月 読書感想文集，理科自由研究集録，環境教育実践集，印刷製本・配布
教育研修センター第二回運営委員会
３月 中学校社会科資料「私たちの生活と税金」改訂版完成
教育相談員

望月龍夫・教育相談員

泉 浩 退任

４月 元都留第一中学校長 志村達男・元教育委員会次長 奥脇正雄 教育相談員に就任
５月

運営委員委嘱状交付並びに第1回運営委員会
研究委員委嘱状交付並びに第1回研究委員会（役員選出，研究内容の検討）
社会科見学（３，４年生）見学予定

実施計画

６月 新採用・新赴任教職員研修（文化会館）
８月 巡回就学相談実施
９月 長期県外研修開始（～１２月） 理科自由研究発表会 親子読書感想文審査会
１０月 演劇鑑賞会（２３日 小学校 低学年「泣いた赤鬼」２４日高学年「走れメロス」）
１１月 親善音楽会
１２月 適正就学推進委員会
２１年 １月 県外研修報告会（東桂中）
２月 読書感想文集，理科自由研究集録，環境教育実践集，印刷製本・配布
教育研修センター第二回運営委員会
３月 教育相談員

奥脇正雄 退任

問題を抱える子ども等自立支援委託事業終了（事業内容は継続）
４月 元中央学校給食センター所長 渡辺良二 教育相談員に就任
学校支援地域本部事業開始 担当 武井邦夫
５月

運営委員委嘱状交付並びに第1回運営委員会
研究委員委嘱状交付並びに第1回研究委員会（役員選出，研究内容の検討）
社会科見学（３，４年生）見学予定・実施計画

見学開始

６月 新採用・新赴任教職員研修（ミュージアム都留）
７月 演劇鑑賞会（９日 銀河鉄道の夜

午前 一中・東中

午後 二中）

８月 巡回就学相談実施 教育研修センター通路側窓枠（腰窓）設置
９月 理科自由研究発表会
１０月 長期県外研修開始（～１２月） 親子読書感想文審査会
１１月 親善音楽会
１２月 適正就学推進委員会
２２年 １月 県外研修報告会（都留一中・雪のため中止） 教頭・教務主任研修会
２月 教育研修センター第二回運営委員会
３月 環境教育副読本「都留の自然」編編集作業完成・小学校へ５年，６年児童数配布，
中学校は各校２部，特別支援学級生徒数配布
小学校社会科副読本「わたしたちの都留市」教師用指導資料集改訂版完成，

読書感想文集，理科自由研究集録，印刷製本・配布
所長 富山克彦 退任

中嶋公子 就任

教育相談員 宮本光美・渡辺良二 退任
４月 元禾生第一小学校長
５月

伊藤信之・奥脇隆樹 教育相談員に就任

運営委員委嘱状交付並びに第1回運営委員会
研究委員委嘱状交付並びに第1回研究委員会（役員選出，研究内容の検討）
社会科見学（３，４年生）見学予定・実施計画
ファクシミリ（キャノン）新機種導入

６月 新採用・新赴任教職員研修（ミュージアム都留）
社会科見学

見学開始

８月 巡回就学相談実施 教育研修センター通路側窓枠（腰窓）設置
９月 理科自由研究発表会

長期県外研修開始（～１０月）

１０月 演劇鑑賞会 劇団め組 午前・低学年「あおいいとり」 午後・高学年「ベニスの商人」
・２１日 谷村第一小 谷村第二小

宝小 禾生第一小

・２２日 東桂小 禾生第二小 旭小
親子読書感想文審査会
１１月 親善音楽会
１２月 適正就学推進委員会
２３年 １月 県外研修報告会（本年度より会場変更 うぐいすホールで実施）
２月 教育研修センター第二回運営委員会
３月 読書感想文集，理科自由研究集録，印刷製本・配布
教育相談員 伊藤信之 退任
４月 元文大附属小学校長
５月

庄司明子 教育相談員に就任

運営委員委嘱状交付並びに第1回運営委員会
研究委員委嘱状交付並びに第1回研究委員会（役員選出，研究内容の検討）
社会科見学（３，４年生）見学予定・実施計画

６月 新採用・新赴任教職員研修（ミュージアム都留）
社会科見学
７月

見学開始

演劇鑑賞会 劇団 たんぽぽ

演目「夏の庭」

９日 午前 一中・東中
８月 巡回就学相談実施
９月 理科自由研究発表会

午後 二中

ケース会議
親子読書感想文審査会

１０月 長期県外研修開始（～１２月）

ケース会議

１１月 南都留地区適正就学推進委員会

親善音楽会

ケース会議

１２月 ケース会議
２４年 １月 読書感想文集，理科自由研究集録，印刷製本・配布(２月)
県適正就学関係ヒアリング
２月 教育研修センター第２回運営委員会
県外研修報告会（うぐいすホールで実施）
ケース会議
３月 環境教育副読本 校正・印刷（配本 ５月）
４月 元禾生第一小学校教諭 藤本幸子 教育相談員に就任
社会科見学（３，４年生）見学予定・実施計画決定
ケース会議
５月

環境教育副読本「都留の自然とわたしたちのくらし」
運営委員委嘱状交付並びに第1回運営委員会

各校配布

研究委員委嘱状交付並びに第1回研究委員会（役員選出，研究内容の検討）
社会科見学

見学開始

ケース会議（２件）
６月 新採用・新赴任教職員研修（ミュージアム都留）
社会科見学 見学開始
７月 ケース会議（３件）
８月 巡回就学相談実施（本年度で終了）
９月 長期県外研修開始（～１１月） 本年度は４名の派遣であった
第１回学力定着・向上対策検討委員会開催
理科自由研究発表会 親子読書感想文審査会
ケース会議
１０月

第２回学力定着・向上対策検討委員会開催
演劇鑑賞会 劇団 め組

演目・低学年「はだかの王様」 ・高学年「杜子春」

１８日

附属小学校 東桂小学校 禾生第一小学校 旭小学校

１９日

谷村第一小学校 谷村第二小学校 宝小学校 禾生第二小学校

ケース会議
１１月

第３・４回学力定着・向上対策検討委員会開催
学力定着・向上対策検討委員会 報告書提出

南都留地区適正就学推進委員会
１２月 ケース会議
２５年

１月

親善音楽会

読書感想文集 印刷製本 (２月配布)
県適正就学関係ヒアリング
ケース会議

２月

教育研修センター第２回運営委員会
県外研修報告会（うぐいすホール 雪のため中止 報告書のみ配布）
ケース会議（２件）
３月 社会科副読本「わたしたちの都留市」 校正・印刷（第１０版完成 配本 ４月）
教育相談員

庄司明子・藤本幸子

理科自由研究集録

退任

印刷・製本・配布

４月 元谷村第一小学校長

石合廣幸 教育相談員に就任

元都留第一中学校長

白戸吉男 教育相談員に就任

社会科見学（３，４年生）見学予定・実施計画決定
５月

運営委員委嘱状交付並びに第1回運営委員会
研究委員委嘱状交付並びに第1回研究委員会（役員選出，研究内容の検討）
４年生社会科見学

開始

～６月

新採用・新赴任教職員研修（ミュージアム都留）
サポート会議（２回）
６月

３年生社会科見学

開始

～1月

サポート会議（１回）
７月

中学校演劇音楽鑑賞会 劇団たんぽぽ

・演目「永遠の夏休み」

午前

都留第一中学校

午後

都留第二中学校

東桂中学校

サポート会議（２回） 幼稚園・保育園訪問
８月 長期県外研修 発令交付式・参加者打ち合わせ会
９月 長期県外研修開始（～１１月） 本年度５名派遣

第１回学力定着・向上対策検討委員会開催
理科自由研究発表会
ケース会議（１０件）
１０月

第２回・第３回学力定着・向上対策検討委員会開催
親子読書感想文審査会

１１月

親善音楽会

１２月
２６年 １月
２月

３月

第４回学力定着・向上対策検討委員会開催
報告書教育委員会提出
サポート会議（1 回）
南都留地区適正就学推進委員会
サポート会議（1 回）
理科自由研究集録 印刷，製本（１月配布）
読書感想文集 印刷，製本（2 月配布）
県外研修報告会（まちづくり交流センター 雪のため中止 報告書のみ配布）
教育研修センター第 2 回運営委員会
ケース会議（１０件）
環境教育実践集録 印刷，製本，配布
所長 中嶋公子 退任
教育相談員 奥脇隆樹・武井邦夫・志村達男 退任

４月 所長 梶原 清 就任
元都留第二中学校長 清水兄三 教育相談員に就任
元東桂中学校長
黒部栄一 教育相談員に就任
元市担教員
渡邉和子 センター所属市担教員に就任
幼稚園・保育園訪問
学校訪問開始
代替職員派遣事業開始
５月 運営委員委嘱状交付並びに第１回運営委員会
研究委員委嘱状交付並びに第１回研究委員会（役員選出，研究内容の検討）
新採用・新赴任教職員研修（ミュージアム都留）
〔サポート会議１回〕
６月

社会科見学

開始

～1 月

７月

〔サポート会議２回〕〔ケース会議１回〕

８月 長期県外研修 発令交付式・参加者打ち合わせ会
９月 長期県外研修開始（～１１月） 本年度３名派遣
第１回学力定着・向上対策検討委員会開催
理科自由研究発表会
１０月 第２回・第３回学力定着・向上対策検討委員会開催
親子読書感想文審査会
〔サポート会議１回〕
小学校演劇音楽鑑賞会 ２３日・２４日
劇団「め組」 演目『泣いた赤おに』
『走れメロス』
１１月

親善音楽会

第４回学力定着・向上対策検討委員会開催
報告書教育委員会提出
〔サポート会議３回〕
１２月 南都留地区教育支援委員会（旧；適正就学推進委員会名称変更）
〔サポート会議 1 回〕
２７年 １月 理科自由研究集録 印刷，製本，配布
〔サポート会議１回〕

２月 県外研修報告会（まちづくり交流センター）
読書感想文集 印刷，製本，配布
教育研修センター第２回運営委員会
〔サポート会議１回〕
〔ケース会議１回〕
３月 環境教育実践集録 印刷，製本，配布
４月 幼稚園・保育園訪問開始
５月 運営委員委嘱状交付並びに第１回運営委員会
研究委員委嘱状交付並びに第１回研究委員会（役員選出，研究内容の検討）
新採用・新赴任教職員研修（ミュージアム都留）
市内幼・保育園訪問，小中学校定期訪問（年間５～６回）
障害児就学事務担当者会議（年３回）
６月 ３・４年生社会科見学開始 （３年生～１月，４年生７月）
７月 中学校演劇音楽鑑賞会開催（うぐいすホール）
演目『カムイが来た！』演劇集団「未踏」
８月 長期県外研修発令通知書交付式・研修者打ち合わせ
本年度３名派遣
「Lions Quest」研修会２名参加
９月 学力定着・向上検討委員会開催
１０月 第２・３回学力定着・向上検討委員会
長期教員県外研修開始（～１１月）３名派遣
１１月 親善音楽会（うぐいすホール）市内１１校，西桂小中参加
（参加児童生徒数 650 名）
第４回学力定着・向上検討委員会
報告書提出
１２月 南都留地区教育支援委員会
２８年 １月 理科自由研究集録 印刷，製本，配布
教員長期県外研修報告書 印刷，配布（本年度より発表会なし）
２月 第２回教育研修センター運営委員会
３月 環境教育実践集録 印刷，製本，配布
「家庭学習の手引き」全世帯対象配布
４月 元禾生第一小学校長
天野光宏 教育相談員に就任
幼稚園・保育園訪問開始
５月 運営委員委嘱状交付並びに第１回運営委員会
研究委員委嘱状交付並びに第１回研究委員会（役員選出，研究内容の検討）
新採用・新赴任教職員研修（消防署２F 会議室）
市内幼・保育園訪問，小中学校定期訪問（年間３～４回）
障害児就学事務担当者会議（年３回）
６月 ３・４年生社会科見学開始（３年生 6 月・11 月～１月，４年生６月）
８月 長期県外研修発令通知書交付式・研修者打ち合わせ
本年度３名派遣
９月 第 1 回学力定着・向上検討委員会開催
１０月 小学校演劇音楽鑑賞会開催（うぐいすホール）
演目；低学年『はだかの王様』高学年『杜子春』 劇団「め組」
第２回学力定着・向上検討委員会
長期教員県外研修開始（１０月～）２名派遣
１１月 親善音楽会（うぐいすホール）市内１１校，西桂小中参加
（参加児童生徒数 622 名）
第３・４回学力定着・向上検討委員会
報告書提出

１２月 「都留市教員長期県外研修実施要項」全面改定
→「都留市教員研修実施要項」12 月 1 日より施行
南都留地区教育支援委員会
２９年 １月 理科自由研究集録 印刷，製本，配布
教員長期県外研修（１月～）１名派遣
教員長期県外研修報告書 印刷，配布
２月 第２回教育研修センター運営委員会
親子読書感想文集 第 38 集 印刷，製本，配布
３月 環境教育実践集録 印刷，製本，配布
「家庭学習の手引き」小学校新入生児童数配布
教育相談員 石合廣幸 退任
４月 臨床心理士 筒井潤子（都留文科大学）スーパーバイザーに就任
元 禾生第二小学校校長 日向哲男 教育相談員に就任
幼稚園・保育園訪問開始
５月 運営委員委嘱状交付・第１回運営委員会
研究委員委嘱状交付並びに第１回研究委員会（役員選出，研究内容の検討）
第１回小学校外国語教育研究会開催
新採用・新赴任教職員研修（消防署２F 会議室）
市内幼・保育園訪問，小中学校定期訪問（年間３～４回）
障害児就学事務担当者会議（年３回）
[要対協１回]
６月 ３・４年生社会科見学開始（３年生６月・10 月～２月，４年生５月・６月）
[サポート会議１回] [要対協２回]
７月 中学校演劇音楽鑑賞会開催（うぐいすホール）
演目『夏の庭』 劇団「たんぽぽ」
第２回小学校外国語教育研究会開催
[サポート会議３回] [要対協１回]
８月 [要対協１回]
９月 長期県外研修発令通知書交付式・研修者打ち合わせ（本年度３名派遣）
第 1 回学力定着・向上検討委員会開催
第３回小学校外国語教育研究会開催
１０月 第２回学力定着・向上検討委員会
長期県外研修開始（１０月～）２名派遣
[サポート会議１回]
１１月 親善音楽会（うぐいすホール）市内１１校，西桂小中学校参加
（参加児童生徒数 614 名）
長期県外研修開始（１１月～）１名派遣
短期県外研修参加（新潟市立上所小学校公開研究会）６名参加
第３・４回学力定着・向上検討委員会
報告書提出
南都留地区教育支援委員会
[サポート会議１回]
１２月 小学校社会科副読本「私たちの都留市」の完成
短期県外研修報告書提出
第４回小学校外国語教育研究会開催
[サポート会議１回] [要対協１回]
３０年 １月 理科自由研究集録 印刷，製本，配布
長期県外研修報告書 印刷，配布
２月 第２回教育研修センター運営委員会
親子読書感想文集 第 39 集 印刷，製本，配布 [サポート会議１回] [要対協４回]
３月 環境教育実践集録 印刷，製本，配布
事務職員 白戸吉男 退任
[サポート会議１回]
４月 前東桂小学校校長 野木忠一 教育相談員に就任
幼稚園・保育園訪問開始
[サポート会議１回]

５月 運営委員委嘱状交付・第１回運営委員会
研究委員委嘱状交付並びに第１回研究委員会（役員選出，研究内容の検討）
第１回小学校外国語教育研究会開催
新採用・新赴任教職員研修（消防署２F 会議室）
市内幼・保育園訪問，小中学校定期訪問（年間３～４回）
[要対協３回]
６月 障害児就学事務担当者会議（年３回）
第２回環境教育研究会開催
第１回司書研修会開催
３・４年生社会科見学開始（３年生６月・10 月～２月，４年生５月・６月）
[要対協１回]
７月 第２回情報教育研究会開催
教員補助員研修会開催
適応教室視察（富士吉田市・富士河口湖町）
小学校演劇音楽鑑賞会開催（うぐいすホール）
演目：低学年『泣いた赤鬼』高学年『走れメロス』 劇団「め組」
[サポート会議１回] [要対協２回]
８月 第２回小学校外国語教育研究会開催
第２回司書研修会開催
[サポート会議１回]
９月 長期県外研修発令通知書交付式（本年度３名派遣）
第 1 回学力定着・向上検討委員会開催
[サポート会議１回]
１０月 第２回学力定着・向上検討委員会開催
長期県外研修開始（１０月～）２名派遣
短期県外研修参加（信州大学教育学部附属松本学校園公開研究会）６名参加
[要対協１回]
１１月 親善音楽会（うぐいすホール）市内１１校，西桂小中学校・道志中学校参加
（参加児童生徒数６３０名）
長期県外研修開始（１１月～）１名派遣
第３・４回学力定着・向上検討委員会
南都留地区教育支援委員会
１２月 学力定着向上委員会報告会
短期県外研修報告書提出
[要対協３回]
３１年 １月 理科自由研究集録 印刷，製本，配布
長期県外研修報告書 印刷，配布
[要対協１回]
２月 第２回教育研修センター運営委員会
親子読書感想文集 第 40 集 印刷，製本，配布
[サポート会議２回] [要対協２回]
３月 環境教育実践集録 印刷，製本，配布
[サポート会議２回] [要対協１回]
４月 学校訪問開始
令和元年 ５月 都留市教育研修センター運営委員委嘱状交付・第１回運営委員会
研究委員委嘱状交付並びに第１回研究委員会（役員選出，研究内容の検討）

