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第 52 回 教育者研究会 詳細 
 

Ⅰ．開催概要 
 

●期間：平成 27 年 6 月 13 日（土）～平成 28 年 2 月 7 日（日） 
●会場数： 
●参加対象：教職員、保護者、教育委員会関係者その他教育に関心を有する方 

●参加者総数：8,685 名 
 

Ⅱ．後援名義使用許可団体 ( 549 団体) (共催 10 団体) 
                              (下線のあるものは共催団体、太字は文部科学省、都道府県教委) 

１ 文部科学省 (26 受文科総第 2905 号) 

２ 地方公共団体  盛岡市 滝沢市 横手市 荒川区 江戸川区 静岡市 江南市 大阪市 堺市 柏原市 摂津市 高知県  

(12 県区市町村) 

３ 各地教育委員会(太字は都道府県) 

北海道  室蘭市  苫小牧市 登別市  伊達市  豊浦町  洞爺湖町 壮瞥町  白老町  厚真町  安平町  むかわ町 

青森県  八戸市  十和田市 三沢市  野辺地町 横浜町 おいらせ町 三戸町  五戸町  田子町  南部町  階上町  

新郷村  岩手県  盛岡市  滝沢市  宮城県  仙台市  秋田県  横手市  湯沢市  由利本荘市 大仙市   にかほ市 

仙北市  美郷町  羽後町  東成瀬村 山形県  東根市  福島県  伊達市  茨城県  土浦市  石岡市  龍ヶ崎市 

取手市  つくば市 鹿嶋市  潮来市  守谷市 かすみがうら市 神栖市 行方市  鉾田市  利根町  栃木県  宇都宮市 

埼玉県 さいたま市 熊谷市  秩父市  本庄市  東松山市 深谷市  皆野町  千葉県  市川市  船橋市  木更津市 

松戸市  野田市  柏市   流山市  我孫子市 鎌ケ谷市 君津市  富津市  浦安市  袖ヶ浦市 群馬県  伊勢崎市 

新潟県  長岡市  東京都  文京区  墨田区  江東区  目黒区  大田区  世田谷区 北区   荒川区  板橋区  

足立区  葛飾区  八王子市 町田市  小平市 あきる野市 神奈川県 横浜市  相模原市 平塚市  秦野市  厚木市  

大和市  伊勢原市 海老名市 座間市  綾瀬市  愛川町  静岡県  静岡市  浜松市  沼津市  島田市  磐田市  

焼津市  掛川市  藤枝市  御殿場市 裾野市  御前崎市 菊川市  牧之原市 小山町  吉田町  川根本町 岐阜県  

岐阜市  大垣市  多治見市 関市   中津川市 美濃市  瑞浪市  羽島市  恵那市 美濃加茂市 土岐市  各務原市 

可児市  瑞穂市  本巣市  郡上市  下呂市  海津市  岐南町  笠松町  養老町  垂井町  関ヶ原町 神戸町  

輪之内町 安八町  揖斐川町 大野町  池田町  北方町  坂祝町  富加町  川辺町  七宗町  八百津町 白川町  

東白川村 御嵩町  愛知県  名古屋市 一宮市  津島市  犬山市  江南市  稲沢市  岩倉市  愛西市  弥富市  

あま市  大治町  蟹江町  飛島村  三重県  津市   四日市市 伊勢市  松阪市  桑名市  鈴鹿市  名張市  

尾鷲市  亀山市  鳥羽市  熊野市  いなべ市 伊賀市  木曽岬町 東員町  菰野町  朝日町  川越町  多気町  

明和町  玉城町  度会町  紀北町  御浜町  紀宝町  富山県  富山市  高岡市  魚津市  氷見市  滑川市  

黒部市  砺波市  小矢部市 南砺市  射水市  舟橋村  上市町  立山町  入善町  朝日町  石川県  金沢市  

七尾市  小松市  加賀市  かほく市 白山市  能美市  野々市市 川北町  内灘町  福井県  福井市  敦賀市  

小浜市  大野市  勝山市  鯖江市  あわら市 越前市  坂井市  永平寺町 池田町  南越前町 越前町  美浜町  

高浜町  おおい町 若狭町  滋賀県  大津市  長浜市  草津市  栗東市  湖南市  甲賀市  高島市  米原市  

京都府  京都市  福知山市 綾部市  宇治市 宇治田原町 宮津市  城陽市  京田辺市 八幡市  京丹後市 南丹市  

木津川市 久御山町 精華町 相楽東部広域連合 与謝野町 大阪府 大阪市  岸和田市 泉大津市 貝塚市  守口市  泉佐野市 

松原市  和泉市  柏原市  羽曳野市 門真市  摂津市  藤井寺市 堺市   忠岡町  熊取町  田尻町  奈良県  

奈良市 大和郡山市 大和高田市 天理市  橿原市  桜井市  五條市  御所市  生駒市  香芝市  葛城市  宇陀市  

山添村  平群町  三郷町  斑鳩町  安堵町  川西町  三宅町  田原本町 曾爾村  御杖村  高取町  明日香村 

上牧町  王子町  広陵町  河合町  吉野町  大淀町  下市町  黒滝村  天川村  野迫川村 下北山村 上北山村 

川上村  東吉野村 和歌山県 和歌山市 岩出市  島根県  松江市  浜田市  出雲市  大田市  安来市  雲南市  

奥出雲町 津和野町 吉賀町  岡山県  岡山市  倉敷市  津山市  井原市  総社市  高梁市  備前市  瀬戸内市 

赤磐市  広島県  広島市  呉市   竹原市  三原市  尾道市  福山市  府中市  三次市  庄原市  大竹市  

東広島市 廿日市市 安芸高田市 江田島市 山口県  下関市  宇部市  山口市  萩市   防府市  下松市  岩国市  

光市   柳井市  周南市 周防大島町 上関町 田布施町  平生町  徳島県  香川県  高松市  観音寺市 愛媛県  

高知県  高知市  福岡県  八女市  佐賀県  佐賀市  唐津市  鳥栖市  多久市  伊万里市 武雄市  鹿島市  

小城市  嬉野市  神崎市 吉野ヶ里町 基山町  上峰町  みやき町 玄海町  有田町  大町町  江北町  白石町  

太良町  熊本県  熊本市  大分県  中津市  沖縄県  沖縄市  宮古島市  (428 団体) 
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４ 各種団体  

胆振教育研究所 

青森県退職校長会三八支部 

三八地区青少年赤十字指導者協議会 

デーリー東北新聞社 

東奥日報新聞社 

岩手県小学校校長会 

岩手県中学校校長会 

岩手県小中学校副校長会 

盛岡市小学校校長会 

盛岡市中学校校長会 

盛岡市小中学校副校長会 

滝沢市小中学校校長会 

滝沢市小中学校副校長会 

一般社団法人岩手県ＰＴＡ連合会 

盛岡市ＰＴＡ連合会 

滝沢市ＰＴＡ連絡協議会 

岩手県道徳教育研究会 

ＩＢＣ岩手放送 

岩手日報社 

盛岡タイムス社 

宮城県小学校校長会 

宮城県中学校校長会 

仙台市小学校校長会 

仙台市中学校校長会 

宮城県退職校長会 

宮城県市町村教育委員会協議会 

秋田県教育研究会横手支会道徳教育部会 

東根市小中学校校長会 

東根市学校保健会 

福島県市町村教育委員会連絡協議会 

福島県小学校校長会 

福島県中学校校長会 

福島県公立学校退職校長会 

福島県ＰＴＡ連合会 

茨城県市町村教育長連絡協議会 

(公社)茨城県青少年育成協会 

(一社)茨城県教育会 

 

茨城県ＰＴＡ連絡協議会 

茨城県子ども会育成連合会 

栃木県市町村教育委員会連合会 

栃木県小学校校長会   

栃木県中学校校長会 

栃木県高等学校校長会 

栃木県連合教育会 

栃木県幼稚園連合会 

栃木県ＰＴＡ連合会 

栃木県高等学校ＰＴＡ連合会 

千葉県小学校校長会 

千葉県中学校校長会 

千葉県高等学校校長協会 

群馬県市町村教育委員会連絡協議会 

群馬県小中学校ＰＴＡ連合会 

群馬県高等学校ＰＴＡ連合会 

上毛新聞社 

こころの東京革命協会 

東京商工会議所荒川支部 

神奈川県公立小中学校校長会 

横浜市ＰＴＡ連絡協議会 

静岡市ＰＴＡ連絡協議会 

静岡新聞社 

静岡放送 

岐阜県教育者道徳研究会 

三重県小中学校校長会 

三重県ＰＴＡ連合会 

富山県小学校長会 

富山県中学校長会 

富山県ＰＴＡ連合会 

富山県教育会 

富山市ＰＴＡ連絡協議会 

高岡市ＰＴＡ連絡協議会 

北日本新聞社 

北日本放送株式会社 

読売新聞北陸支社 

摂津市ＰＴＡ協議会 

 

大阪ＴＰＭ会 

島根県小学校校長会 

島根県中学校校長会 

島根県私立中学高等学校連盟 

島根県ＰＴＡ連合会 

岡山県小学校校長会 

岡山県中学校校長会 

山陽新聞社 

広島県連合小学校校長会 

広島県公立中学校校長会 

広島県ＰＴＡ連合会 

広島市ＰＴＡ協議会 

中国新聞社 

ＮＨＫ広島放送局 

山口県小学校校長会 

山口県中学校校長会 

山口県ＰＴＡ連合会 

山口県教育会 

徳島県市町村教育委員会連合会 

愛媛県市町教育委員会連合会 

愛媛県小中学校校長会 

愛媛県小中学校教頭会 

愛媛県教育研究協議会 

(公財)愛媛県教育会 

高知県市町村教育委員会連合会 

高知県小中学校校長会 

高知県小中学校ＰＴＡ連合会 

高知新聞社 

ＲＫＣ高知放送 

佐賀県市町教育委員会連合会 

佐賀県 10 市教育委員会連合会 

佐賀県小中学校校長会 

佐賀県道徳教育研究会 

佐賀県ＰＴＡ連合会 

佐賀新聞社   

（109 団体） 
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