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ごあいさつ
公益財団法人

日本教育公務員弘済会東京支部
支部長

藤野

正和

10 月も半ばを過ぎました。今年も後二ヶ月あまりとなりました。
コロナの状況は依然として続きますが、この中で教育活動を遅滞なく進められている先生方に
心から敬意を表するとともに、私たち日本教育公務員弘済会東京支部も、この状況の中で学校と
教職員の皆様と生徒を応援する最善の事業を実施していく所存です。
さて、
「弘済会だより131 号」を皆様にお届けいたします。
今号では、教育文化事業として「弘済会学校図書助成」の実施についてご案内しております。
この事業は、昨年・一昨年も実施し大変好評価をいただきました。今号では昨年度助成を実施し
た学校（ 園 ）よりいただいた活動報告の中から 5 校（園）の報告をご紹介いたします。今年度も
多くの学校のご応募をお待ちしております。
そのほかにも、研究助成事業・福祉事業・共済事業と様 々な事業をご紹介しておりますので、
ぜひご活用ください。
今号より、
「弘済会だより」もリニューアルしました。今後も弘済会の活動を、より皆様の身近で
お役に立つものにしていきたいと考え、活動内容や広報の方法に工夫をして行く所存です。
弘済会東京支部が東京の学校・先生方と生徒の皆さんを応援することができるのも、弘済会に
賛同し会員になっていただいている、東京都の 26,000 名を超える教職員の皆さんのご支援の賜
です。心より感謝いたします。
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各事業の中止等のご案内について
昨今の新型コロナウイルスの感染防止措置により、
「弘済会だより(131 号 )」に掲載の事業につきま
しても、主催者側の判断でやむを得ず中止や時間変更等となる可能性がありますのでご了承下さい。
また、中止に対する公演日の変更及び振替の措置はございませんので、重ねてご了承いただきます
ようお願い申し上げます。
なお、弘済会だより通刊 131 号掲載のハガキによる応募事業の中止及び変更等につきましては、当
支部ホームページに随時掲載予定でございますのでご確認下さい。
（公財）日本教育公務員弘済会 東京支部ホームページアドレス http://www.nitkk.com/
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115 校（全定別計）

東京都立大崎高等学校

全日制

東京都立忍岡高等学校

全日制

東京都立武蔵村山高等学校

全日制

東京都立大崎高等学校

定時制

東京都立竹台高等学校

全日制

東京都立東大和南高等学校

全日制

東京都立八潮高等学校

全日制

東京都立足立高等学校

全日制

東京都立福生高等学校

全日制

東京都立小山台高等学校

全日制

東京都立江北高等学校

全日制

東京都立秋留台高等学校

全日制

東京都立小山台高等学校

定時制

東京都立江北高等学校

定時制

東京都立羽村高等学校

全日制

東京都立大森高等学校

定時制

東京都立淵江高等学校

全日制

東京都立青梅総合高等学校

全日制

東京都立六郷工科高等学校

全日制

東京都立青井高等学校

全日制

東京都立青梅総合高等学校

定時制

東京都立六郷工科高等学校

定時制

東京都立足立新田高等学校

全日制

東京都立上水高等学校

全日制

東京都立美原高等学校

全日制

東京都立荒川商業高等学校

全日制

東京都立武蔵高等学校

全日制

東京都立大田桜台高等学校

全日制

東京都立蔵前工業高等学校

定時制

東京都立保谷高等学校

全日制

東京都立松原高等学校

全日制

東京都立両国高等学校

全日制

東京都立田無高等学校

全日制

東京都立桜町高等学校

全日制

東京都立墨田川高等学校

全日制

東京都立国分寺高等学校

全日制

東京都立深沢高等学校

全日制

東京都立本所高等学校

全日制

東京都立清瀬高等学校

全日制

東京都立世田谷総合高等学校

全日制

東京都立葛飾野高等学校

全日制

東京都立小平南高等学校

全日制

東京都立芦花高等学校

全日制

東京都立南葛飾高等学校

全日制

東京都立東村山西高等学校

全日制

東京都立総合工科高等学校

全日制

東京都立深川高等学校

全日制

東京都立東久留米総合高等学校 定時制

東京都立総合工科高等学校

定時制

東京都立東高等学校

全日制

東京都立神代高等学校

全日制

東京都立園芸高等学校

定時制

東京都立小岩高等学校

全日制

東京都立神代高等学校

定時制

東京都立荻窪高等学校

定時制

東京都立葛西南高等学校

全日制

東京都立調布南高等学校

全日制

東京都立豊多摩高等学校

全日制

東京都立篠崎高等学校

全日制

東京都立狛江高等学校

全日制

東京都立杉並高等学校

全日制

東京都立紅葉川高等学校

全日制

東京都立府中東高等学校

全日制

東京都立井草高等学校

全日制

東京都立葛飾商業高等学校

全日制

東京都立府中西高等学校

全日制

東京都立練馬高等学校

全日制

東京都立江東商業高等学校

全日制

東京都立農業高等学校

定時制

東京都立光丘高等学校

全日制

東京都立第三商業高等学校

定時制

東京都立大島高等学校

全日制

東京都立大泉桜高等学校

全日制

東京都立農産高等学校

全日制

東京都立八丈高等学校

全日制

東京都立中野工業高等学校

全日制

東京都立農産高等学校

定時制

千代田区立九段中等教育学校

全日制

東京都立中野工業高等学校

定時制

東京都立富士森高等学校

全日制

東京都立産業技術高等専門学校品川 全日制

東京都立農芸高等学校

定時制

東京都立八王子東高等学校

全日制

東京都立文京盲学校

全日制

東京都立向丘高等学校

全日制

東京都立八王子北高等学校

全日制

東京都立立川ろう学校

全日制

東京都立豊島高等学校

全日制

東京都立松が谷高等学校

全日制

東京都立中央ろう学校

全日制

東京都立文京高等学校

全日制

東京都立日野高等学校

全日制

東京都立墨東特別支援学校

全日制

東京都立北園高等学校

全日制

東京都立日野台高等学校

全日制

東京都立あきる野学園

全日制

東京都立板橋高等学校

全日制

東京都立南平高等学校

全日制

東京都立町田の丘学園

全日制

東京都立飛鳥高等学校

全日制

東京都立翔陽高等学校

全日制

東京都立羽村特別支援学校

全日制

東京都立飛鳥高等学校

定時制

東京都立八王子拓真高等学校

定時制

東京都立永福学園

全日制

東京都立板橋有徳高等学校

全日制

東京都立町田工業高等学校

全日制

東京都立青峰学園

全日制

東京都立千早高等学校

全日制

東京都立八王子桑志高等学校

全日制

東京都立南大沢学園

全日制

東京都立工芸高等学校

定時制

東京都立立川高等学校

定時制

東京都立日本橋高等学校

全日制

東京都立砂川高等学校

定時制

個人情報の取扱について
当誌「 弘済会だより」の様々な事業にご応募いただく皆様に、下記の点をご了解の上お申し込みいただ
きますようよろしくお願いいたします。
１．当 支部は、適正に取得した個人情報を当支部の目的事業（ 奨学、研究助成、福祉、教育文化、共済 ）
の運営のために利用します。
２．当 支部は、個人データを提携会社・団体と共同して利用、委託会社・団体に提供することがあります。
３．当 支部は、適正に取得した個人情報を目的を同じくする弘済会関連団体と共同して利用することが
あります。
４．当支部の個人情報の取り扱いにつきましては、日教弘本部のホームページもご覧下さい。
(http://www.nikkyoko.or.jp)
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2020 年度 〈学校単位〉一般研究助成校 のご報告をいたします
公立幼稚園・こども園
千代田区立麹町幼稚園
千代田区立九段幼稚園
千代田区立千代田幼稚園
中央区立明石幼稚園
港区立芝浦幼稚園
港区立麻布幼稚園
港区立白金台幼稚園
港区立高輪幼稚園
新宿区立市谷幼稚園
新宿区立早稲田幼稚園
新宿区立西戸山幼稚園
文京区立柳町幼稚園
文京区立明化幼稚園
文京区立青柳幼稚園
文京区立本駒込幼稚園
文京区立千駄木幼稚園
文京区立後楽幼稚園
台東区立育英幼稚園
墨田区立柳島幼稚園
墨田区立菊川幼稚園
墨田区立曳舟幼稚園
墨田区立立花幼稚園
江東区立豊洲幼稚園
江東区立南陽幼稚園
品川区立二葉幼稚園
目黒区立みどりがおかこども園
目黒区立ひがしやま幼稚園
世田谷区立三島幼稚園
世田谷区立松丘幼稚園
世田谷区立砧幼稚園
世田谷区立桜丘幼稚園
渋谷区立広尾幼稚園
中野区立ひがしなかの幼稚園
杉並区立高円寺北子供園
豊島区立池袋幼稚園
北区立さくらだこども園
荒川区立南千住第二幼稚園
荒川区立尾久幼稚園
荒川区立汐入こども園
葛飾区立北住吉幼稚園
葛飾区立水元幼稚園
日野市立第五幼稚園
42 校
公立小学校
千代田区立九段小学校
千代田区立富士見小学校
中央区立城東小学校
中央区立宇佐美学園
中央区立泰明小学校
中央区立常盤小学校
中央区立有馬小学校
中央区立久松小学校
中央区立日本橋小学校
中央区立京橋築地小学校
港区立赤羽小学校
港区立高輪台小学校
港区立麻布小学校
港区立本村小学校
港区立青山小学校
港区立青南小学校
新宿区立津久戸小学校
新宿区立江戸川小学校
新宿区立牛込仲之小学校
新宿区立戸塚第三小学校
新宿区立落合第四小学校
新宿区立花園小学校
新宿区立四谷小学校
文京区立礫川小学校
文京区立明化小学校
文京区立青柳小学校
文京区立小日向台町小学校
文京区立大塚小学校
文京区立湯島小学校
文京区立千駄木小学校
文京区立汐見小学校
文京区立駒本小学校
文京区立本郷小学校
台東区立東泉小学校
台東区立黒門小学校
台東区立平成小学校
墨田区立言問小学校
墨田区立小梅小学校
墨田区立第三吾嬬小学校
墨田区立曳舟小学校
江東区立深川小学校
江東区立平久小学校
江東区立東陽小学校
江東区立枝川小学校
江東区立香取小学校
江東区立第一大島小学校
江東区立第四大島小学校

江東区立第三砂町小学校
江東区立第七砂町小学校
江東区立小名木川小学校
江東区立東砂小学校
江東区立北砂小学校
江東区立東雲小学校
江東区立第二砂町小学校
江東区立南砂小学校
江東区立豊洲北小学校
江東区立豊洲西小学校
品川区立三木小学校
品川区立第一日野小学校
品川区立第四日野小学校
品川区立山中小学校
品川区立小山小学校
品川区立宮前小学校
品川区立第二延山小学校
品川区立小山台小学校
目黒区立八雲小学校
目黒区立下目黒小学校
目黒区立中目黒小学校
目黒区立油面小学校
目黒区立烏森小学校
目黒区立向原小学校
目黒区立五本木小学校
目黒区立田道小学校
目黒区立月光原小学校
目黒区立駒場小学校
目黒区立緑ヶ丘小学校
目黒区立宮前小学校
目黒区立東山小学校
大田区立入新井第五小学校
大田区立入新井第一小学校
大田区立梅田小学校
大田区立池上小学校
大田区立入新井第二小学校
大田区立東調布第一小学校
大田区立田園調布小学校
大田区立嶺町小学校
大田区立池雪小学校
大田区立雪谷小学校
大田区立洗足池小学校
大田区立羽田小学校
大田区立都南小学校
大田区立萩中小学校
大田区立中萩中小学校
大田区立西六郷小学校
大田区立高畑小学校
大田区立多摩川小学校
大田区立新宿小学校
大田区立大森東小学校
大田区立南六郷小学校
大田区立開桜小学校
世田谷区立桜丘小学校
世田谷区立世田谷小学校
世田谷区立松沢小学校
世田谷区立駒沢小学校
世田谷区立旭小学校
世田谷区立中里小学校
世田谷区立上北沢小学校
世田谷区立経堂小学校
世田谷区立弦巻小学校
世田谷区立山崎小学校
世田谷区立池尻小学校
世田谷区立二子玉川小学校
世田谷区立瀬田小学校
世田谷区立用賀小学校
世田谷区立玉堤小学校
世田谷区立祖師谷小学校
世田谷区立芦花小学校
世田谷区立給田小学校
世田谷区立千歳台小学校
渋谷区立長谷戸小学校
渋谷区立広尾小学校
渋谷区立猿楽小学校
渋谷区立加計塚小学校
渋谷区立笹塚小学校
渋谷区立西原小学校
渋谷区立鳩森小学校
中野区立北原小学校
中野区立西中野小学校
中野区立緑野小学校
杉並区立杉並第一小学校
杉並区立杉並第十小学校
杉並区立馬橋小学校
杉並区立桃井第五小学校
杉並区立沓掛小学校
杉並区立高井戸第二小学校
杉並区立高井戸第三小学校
杉並区立富士見丘小学校
杉並区立済美小学校
杉並区立三谷小学校
杉並区立高井戸東小学校
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豊島区立西巣鴨小学校
豊島区立高南小学校
豊島区立高松小学校
豊島区立池袋小学校
豊島区立池袋本町小学校
北区立王子第一小学校
北区立十条台小学校
北区立梅木小学校
北区立稲田小学校
北区立八幡小学校
北区立浮間小学校
北区立西浮間小学校
北区立滝野川小学校
北区立滝野川第二小学校
北区立滝野川第四小学校
北区立なでしこ小学校
北区立西が丘小学校
荒川区立第六瑞光小学校
荒川区立第三峡田小学校
荒川区立第五峡田小学校
荒川区立第七峡田小学校
荒川区立第九峡田小学校
荒川区立第二日暮里小学校
板橋区立志村第一小学校
板橋区立志村第四小学校
板橋区立志村第五小学校
板橋区立前野小学校
板橋区立富士見台小学校
板橋区立板橋第六小学校
板橋区立板橋第七小学校
板橋区立板橋第八小学校
板橋区立金沢小学校
板橋区立上板橋第二小学校
板橋区立向原小学校
板橋区立成増小学校
板橋区立高島第一小学校
板橋区立新河岸小学校
板橋区立赤塚新町小学校
板橋区立高島第六小学校
板橋区立加賀小学校
練馬区立小竹小学校
練馬区立豊玉南小学校
練馬区立豊玉第二小学校
練馬区立仲町小学校
練馬区立南町小学校
練馬区立練馬第二小学校
練馬区立向山小学校
練馬区立旭町小学校
練馬区立八坂小学校
練馬区立谷原小学校
練馬区立立野小学校
練馬区立上石神井小学校
練馬区立関町小学校
練馬区立関町北小学校
練馬区立大泉小学校
練馬区立泉新小学校
練馬区立大泉西小学校
練馬区立大泉学園桜小学校
練馬区立光が丘第八小学校
練馬区立光が丘春の風小学校
足立区立西新井小学校
足立区立興本小学校
足立区立高野小学校
足立区立鹿浜西小学校
足立区立新田小学校
足立区立島根小学校
足立区立亀田小学校
足立区立弘道小学校
足立区立東加平小学校
足立区立北三谷小学校
足立区立花畑小学校
足立区立渕江第一小学校
足立区立栗原北小学校
足立区立平野小学校
足立区立辰沼小学校
足立区立千寿桜小学校
足立区立足立小学校
葛飾区立本田小学校
葛飾区立葛飾小学校
葛飾区立堀切小学校
葛飾区立奥戸小学校
葛飾区立鎌倉小学校
葛飾区立水元小学校
葛飾区立中之台小学校
葛飾区立北野小学校
葛飾区立柴原小学校
葛飾区立東綾瀬小学校
葛飾区立原田小学校
葛飾区立東柴又小学校
葛飾区立飯塚小学校
葛飾区立西亀有小学校
葛飾区立花の木小学校
葛飾区立細田小学校

葛飾区立東金町小学校
葛飾区立東水元小学校
葛飾区立よつぎ小学校
江戸川区立小松川小学校
江戸川区立平井東小学校
江戸川区立平井南小学校
江戸川区立西一之江小学校
江戸川区立第二松江小学校
江戸川区立大杉小学校
江戸川区立船堀小学校
江戸川区立二之江小学校
江戸川区立第二葛西小学校
江戸川区立第四葛西小学校
江戸川区立第五葛西小学校
江戸川区立春江小学校
江戸川区立下鎌田小学校
江戸川区立一之江第二小学校
江戸川区立篠崎第二小学校
江戸川区立東小岩小学校
江戸川区立上小岩小学校
江戸川区立西小岩小学校
江戸川区立北小岩小学校
江戸川区立松本小学校
江戸川区立二之江第二小学校
江戸川区立第六葛西小学校
江戸川区立西葛西小学校
江戸川区立新堀小学校
江戸川区立南葛西第二小学校
江戸川区立清新第一小学校
江戸川区立東葛西小学校
八王子市立第四小学校
八王子市立第五小学校
八王子市立第七小学校
八王子市立第八小学校
八王子市立第九小学校
八王子市立散田小学校
八王子市立陶鎔小学校
八王子市立美山小学校
八王子市立由井第二小学校
八王子市立長沼小学校
八王子市立浅川小学校
八王子市立由木西小学校
八王子市立清水小学校
八王子市立小宮小学校
八王子市立片倉台小学校
八王子市立鹿島小学校
八王子市立椚田小学校
八王子市立元木小学校
八王子市立下柚木小学校
八王子市立上柚木小学校
八王子市立みなみ野小学校
八王子市立高尾山学園小学部
立川市立第二小学校
立川市立第三小学校
立川市立第四小学校
立川市立第五小学校
立川市立第七小学校
立川市立第十小学校
立川市立幸小学校
立川市立松中小学校
立川市立新生小学校
武蔵野市立第一小学校
武蔵野市立第二小学校
武蔵野市立井之頭小学校
三鷹市立第四小学校
三鷹市立第五小学校
三鷹市立第六小学校
三鷹市立高山小学校
三鷹市立中原小学校
三鷹市立北野小学校
三鷹市立井口小学校
青梅市立第五小学校
青梅市立新町小学校
青梅市立霞台小学校
青梅市立友田小学校
青梅市立今井小学校
府中市立府中第一小学校
府中市立府中第九小学校
府中市立府中第十小学校
府中市立武蔵台小学校
府中市立矢崎小学校
府中市立小柳小学校
府中市立日新小学校
昭島市立拝島第二小学校
昭島市立武蔵野小学校
昭島市立田中小学校
調布市立八雲台小学校
調布市立滝坂小学校
調布市立上ノ原小学校
調布市立石原小学校
調布市立緑ヶ丘小学校
調布市立染地小学校
調布市立調和小学校

町田市立町田第三小学校
町田市立町田第六小学校
町田市立南第一小学校
町田市立南第四小学校
町田市立鶴川第一小学校
町田市立鶴川第二小学校
町田市立鶴川第四小学校
町田市立小山田小学校
町田市立つくし野小学校
町田市立藤の台小学校
町田市立高ヶ坂小学校
町田市立南成瀬小学校
町田市立大蔵小学校
町田市立山崎小学校
町田市立大戸小学校
町田市立小山田南小学校
町田市立木曽境川小学校
町田市立本町田小学校
町田市立七国山小学校
小金井市立小金井第二小学校
小金井市立小金井第三小学校
小金井市立緑小学校
小金井市立南小学校
小平市立小平第一小学校
小平市立小平第五小学校
小平市立小平第七小学校
小平市立小平第九小学校
小平市立小平第十小学校
小平市立小平第十一小学校
小平市立小平第十四小学校
小平市立花小金井小学校
日野市立日野第六小学校
日野市立潤徳小学校
日野市立日野第八小学校
日野市立日野第七小学校
日野市立七生緑小学校
東村山市立化成小学校
東村山市立八坂小学校
東村山市立南台小学校
東村山市立久米川小学校
東村山市立東萩山小学校
東村山市立北山小学校
東村山市立秋津東小学校
東村山市立野火止小学校
国分寺市立第三小学校
国分寺市立第四小学校
国分寺市立第六小学校
国分寺市立第九小学校
国立市立国立第二小学校
国立市立国立第五小学校
国立市立国立第八小学校
福生市立福生第三小学校
福生市立福生第四小学校
福生市立福生第五小学校
福生市立福生第七小学校
狛江市立狛江第三小学校
狛江市立狛江第五小学校
狛江市立狛江第六小学校
東大和市立第五小学校
東大和市立第八小学校
東大和市立第九小学校
東大和市立第十小学校
清瀬市立清瀬第六小学校
東久留米市立第一小学校
東久留米市立第三小学校
東久留米市立第六小学校
東久留米市立小山小学校
東久留米市立南町小学校
東久留米市立本村小学校
武蔵村山市立第一小学校
武蔵村山市立第三小学校
武蔵村山市立第四小学校
武蔵村山市立第九小学校
武蔵村山市立第十小学校
武蔵村山市立雷塚小学校
多摩市立多摩第一小学校
多摩市立北諏訪小学校
多摩市立東寺方小学校
多摩市立南鶴牧小学校
多摩市立諏訪小学校
多摩市立豊ヶ丘小学校
稲城市立稲城第一小学校
稲城市立稲城第四小学校
稲城市立稲城第六小学校
稲城市立向陽台小学校
稲城市立城山小学校
稲城市立南山小学校
羽村市立松林小学校
羽村市立小作台小学校
羽村市立武蔵野小学校
あきる野市立東秋留小学校
あきる野市立西秋留小学校
あきる野市立屋城小学校

あきる野市立一の谷小学校
西東京市立田無小学校
西東京市立谷戸小学校
西東京市立向台小学校
西東京市立保谷小学校
西東京市立保谷第一小学校
西東京市立東伏見小学校
西東京市立碧山小学校
西東京市立栄小学校
西東京市立本町小学校
日の出町立平井小学校
利島村立利島小学校
新島村立新島小学校
八丈町立大賀郷小学校
433 校
公立中学校
中央区立日本橋中学校
中央区立銀座中学校
港区立御成門中学校
港区立港陽中学校
新宿区立西新宿中学校
文京区立第三中学校
文京区立第六中学校
文京区立第八中学校
台東区立柏葉中学校
墨田区立吾嬬第二中学校
墨田区立寺島中学校
江東区立深川第一中学校
江東区立第二亀戸中学校
江東区立大島中学校
江東区立辰巳中学校
江東区立第二南砂中学校
江東区立東陽中学校
目黒区立第十一中学校
目黒区立目黒中央中学校
大田区立大森第四中学校
大田区立大森第七中学校
大田区立糀谷中学校
世田谷区立駒沢中学校
世田谷区立弦巻中学校
世田谷区立玉川中学校
世田谷区立用賀中学校
中野区立第八中学校
中野区立中野中学校
杉並区立荻窪中学校
豊島区立西巣鴨中学校
豊島区立千登世橋中学校
豊島区立巣鴨北中学校
北区立王子桜中学校
北区立田端中学校
北区立滝野川紅葉中学校
北区立赤羽岩淵中学校
荒川区立第三中学校
荒川区立第五中学校
荒川区立原中学校
板橋区立板橋第一中学校
板橋区立板橋第二中学校
板橋区立加賀中学校
板橋区立中台中学校
板橋区立桜川中学校
板橋区立高島第一中学校
練馬区立旭丘中学校
練馬区立開進第四中学校
練馬区立大泉第二中学校
練馬区立大泉学園桜中学校
練馬区立光が丘第二中学校
足立区立第七中学校
足立区立第十中学校
足立区立栗島中学校
葛飾区立奥戸中学校
葛飾区立双葉中学校
葛飾区立常盤中学校
葛飾区立一之台中学校
葛飾区立葛美中学校
江戸川区立小岩第四中学校
江戸川区立二之江中学校
江戸川区立清新第一中学校
江戸川区立南葛西第二中学校
八王子市立横山中学校
八王子市立川口中学校
八王子市立浅川中学校
八王子市立由木中学校
八王子市立ひよどり山中学校
八王子市立石川中学校
八王子市立松木中学校
八王子市立鑓水中学校
八王子市立高尾山学園中学部
立川市立立川第二中学校
立川市立立川第三中学校
立川市立立川第五中学校
立川市立立川第六中学校
立川市立立川第八中学校

626 校
武蔵野市立第一中学校
三鷹市立第二中学校
青梅市立西中学校
青梅市立東中学校
府中市立府中第九中学校
昭島市立福島中学校
調布市立調布中学校
調布市立神代中学校
町田市立町田第三中学校
町田市立堺中学校
町田市立成瀬台中学校
町田市立山崎中学校
小平市立小平第四中学校
日野市立日野第一中学校
日野市立七生中学校
日野市立日野第三中学校
日野市立三沢中学校
日野市立平山中学校
東村山市立東村山第五中学校
国分寺市立第四中学校
国分寺市立第五中学校
国立市立国立第二中学校
福生市立福生第一中学校
狛江市立狛江第一中学校
東大和市立第四中学校
東大和市立第五中学校
清瀬市立清瀬中学校
清瀬市立清瀬第三中学校
清瀬市立清瀬第四中学校
清瀬市立清瀬第五中学校
東久留米市立東中学校
東久留米市立西中学校
東久留米市立大門中学校
東久留米市立下里中学校
武蔵村山市立第三中学校
武蔵村山市立第四中学校
武蔵村山市立第五中学校
多摩市立多摩中学校
多摩市立諏訪中学校
多摩市立鶴牧中学校
多摩市立多摩永山中学校
稲城市立稲城第六中学校
あきる野市立秋多中学校
あきる野市立東中学校
あきる野市立増戸中学校
西東京市立田無第一中学校
西東京市立ひばりが丘中学校
西東京市立柳沢中学校
日の出町立大久野中学校
利島村立利島中学校
八丈町立富士中学校
127 校
都立高等学校
東京都立新宿山吹高等学校
東京都立稔ケ丘高等学校
東京都立江北高等学校
東京都立足立東高等学校
東京都立江東商業高等学校
東京都立葛西工業高等学校
東京都立南平高等学校
東京都立五日市高等学校
東京都立東村山西高等学校
東京都立府中西高等学校
10 校
中等教育学校
東京都立新宿山吹高等学校
1校
義務教育学校
江東区立有明西学園
品川区立伊藤学園
品川区立八潮学園
品川区立荏原平塚学園
品川区立品川学園
品川区立豊葉の杜学園
八王子市立いずみの森義務教育学校
東京都立青峰学園
東京都立水元小合学園
9校
都立特別支援学校
東京都立大泉特別支援学校
東京都立練馬特別支援学校
板橋区立天津わかしお学校
大田区立館山さざなみ学校
4校
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2020 年度 〈個人単位〉一般研究助成校 のご報告をいたします 288 校
国公立大学
東京大学
私立大学
東京理科大学
上智大学
公立幼稚園・こども園
足立区立鹿浜こども園
葛飾区立水元幼稚園
公立小学校
千代田区立千代田小学校
中央区立阪本小学校
港区立芝浦小学校
港区立高輪台小学校
港区立東町小学校
新宿区立東戸山小学校
新宿区立落合第二小学校
新宿区立花園小学校
文京区立金富小学校
文京区立窪町小学校
文京区立湯島小学校
文京区立誠之小学校
台東区立黒門小学校
墨田区立業平小学校
墨田区立第一寺島小学校
墨田区立立花吾嬬の森小学校
江東区立第七砂町小学校
江東区立第二辰巳小学校
品川区立京陽小学校
品川区立中延小学校
目黒区立下目黒小学校
目黒区立中目黒小学校
目黒区立田道小学校
目黒区立駒場小学校
目黒区立緑ヶ丘小学校
目黒区立東根小学校
大田区立梅田小学校
大田区立徳持小学校
大田区立東調布第一小学校
大田区立嶺町小学校
大田区立雪谷小学校
大田区立洗足池小学校
大田区立東糀谷小学校
大田区立北糀谷小学校
大田区立おなづか小学校
世田谷区立三宿小学校
世田谷区立駒沢小学校
世田谷区立旭小学校
世田谷区立松原小学校
世田谷区立祖師谷小学校
世田谷区立給田小学校
世田谷区立下北沢小学校
渋谷区立臨川小学校
渋谷区立幡代小学校
渋谷区立上原小学校
渋谷区立笹塚小学校
渋谷区立代々木山谷小学校
杉並区立杉並第一小学校
杉並区立杉並第六小学校
杉並区立馬橋小学校
杉並区立桃井第三小学校
杉並区立松庵小学校
杉並区立高井戸東小学校
杉並区立久我山小学校
杉並区立天沼小学校
豊島区立池袋本町小学校
北区立王子第二小学校
北区立王子第三小学校
北区立赤羽小学校
北区立滝野川小学校
北区立滝野川第五小学校
荒川区立瑞光小学校
荒川区立尾久小学校
板橋区立志村第四小学校
板橋区立上板橋小学校
板橋区立大谷口小学校

1校

2校

2校

板橋区立赤塚小学校
板橋区立高島第三小学校
板橋区立緑小学校
練馬区立豊玉小学校
練馬区立開進第三小学校
練馬区立北町西小学校
練馬区立練馬小学校
練馬区立関町小学校
練馬区立大泉小学校
練馬区立大泉第六小学校
練馬区立大泉北小学校
練馬区立光が丘第八小学校
足立区立千寿第八小学校
足立区立西新井小学校
足立区立西新井第二小学校
足立区立興本小学校
足立区立寺地小学校
足立区立江北小学校
足立区立新田小学校
足立区立宮城小学校
足立区立弥生小学校
足立区立中川小学校
足立区立北三谷小学校
足立区立大谷田小学校
足立区立保木間小学校
足立区立西伊興小学校
足立区立青井小学校
足立区立中川東小学校
足立区立舎人第一小学校
足立区立千寿本町小学校
足立区立千寿桜小学校
足立区立西保木間小学校
葛飾区立梅田小学校
葛飾区立渋江小学校
葛飾区立亀青小学校
葛飾区立上小松小学校
江戸川区立平井小学校
江戸川区立松江小学校
江戸川区立西小松川小学校
江戸川区立大杉小学校
江戸川区立船堀第二小学校
江戸川区立瑞江小学校
江戸川区立篠崎第三小学校
江戸川区立小岩小学校
江戸川区立下小岩小学校
江戸川区立上小岩第二小学校
江戸川区立下鎌田東小学校
江戸川区立新堀小学校
江戸川区立清新第一小学校
八王子市立第五小学校
八王子市立第七小学校
八王子市立第八小学校
八王子市立高嶺小学校
立川市立第五小学校
武蔵野市立第五小学校
三鷹市立第三小学校
三鷹市立南浦小学校
三鷹市立中原小学校
三鷹市立北野小学校
昭島市立拝島第三小学校
昭島市立つつじが丘小学校
調布市立第二小学校
調布市立富士見台小学校
調布市立若葉小学校
調布市立緑ヶ丘小学校
小金井市立小金井第三小学校
小平市立小平第三小学校
小平市立小平第十四小学校
小平市立小平第十五小学校
小平市立学園東小学校
東村山市立北山小学校
国分寺市立第一小学校
福生市立福生第二小学校
清瀬市立清瀬第六小学校
東久留米市立第九小学校
多摩市立多摩第二小学校
多摩市立北諏訪小学校
多摩市立愛和小学校
あきる野市立南秋留小学校
西東京市立保谷第一小学校
瑞穂町立瑞穂第五小学校

檜原村立檜原小学校
神津島村立神津小学校
八丈町立三根小学校
公立中学校
港区立白金の丘中学校
港区立港南中学校
文京区立第三中学校
文京区立第八中学校
台東区立上野中学校
台東区立御徒町台東中学校
墨田区立吾嬬立花中学校
江東区立第二南砂中学校
品川区立大崎中学校
大田区立大森第二中学校
大田区立大森第三中学校
大田区立東調布中学校
大田区立羽田中学校
大田区立矢口中学校
大田区立蒲田中学校
世田谷区立桜丘中学校
世田谷区立緑丘中学校
世田谷区立駒留中学校
世田谷区立深沢中学校
世田谷区立上祖師谷中学校
世田谷区立世田谷中学校
渋谷区立代々木中学校
中野区立第四中学校
中野区立第七中学校
中野区立第八中学校
杉並区立荻窪中学校
荒川区立諏訪台中学校
板橋区立上板橋第二中学校
板橋区立高島第一中学校
練馬区立旭丘中学校
練馬区立三原台中学校
練馬区立光が丘第三中学校
足立区立第四中学校
足立区立第七中学校
足立区立東島根中学校
足立区立渕江中学校
足立区立東綾瀬中学校
足立区立栗島中学校
足立区立六月中学校
足立区立千寿青葉中学校
足立区立鹿浜菜の花中学校
葛飾区立双葉中学校
葛飾区立常盤中学校
葛飾区立青戸中学校
江戸川区立小松川第一中学校
江戸川区立松江第一中学校
江戸川区立松江第五中学校
江戸川区立鹿本中学校
武蔵野市立第一中学校
武蔵野市立第三中学校
三鷹市立第一中学校
三鷹市立第二中学校
三鷹市立第三中学校
三鷹市立第五中学校
三鷹市立第七中学校
青梅市立新町中学校
青梅市立東中学校
府中市立府中第三中学校
府中市立府中第四中学校
町田市立町田第二中学校
町田市立堺中学校
小金井市立東中学校
日野市立日野第四中学校
福生市立福生第二中学校
東久留米市立中央中学校
稲城市立稲城第六中学校
瑞穂町立瑞穂第二中学校
日の出町立大久野中学校
檜原村立檜原中学校
大島町立第二中学校
新島村立式根島中学校

150 校

東京都立雪谷高等学校
東京都立田園調布高等学校
東京都立つばさ総合高等学校
東京都立戸山高等学校
東京都立世田谷泉高等学校
東京都立園芸高等学校
東京都立国際高等学校
東京都立富士高等学校
東京都立大泉高等学校
東京都立田柄高等学校
東京都立大泉桜高等学校
東京都立第四商業高等学校
東京都立農芸高等学校
東京都立飛鳥高等学校
東京都立板橋有徳高等学校
東京都立工芸高等学校
東京都立赤羽北桜高等学校
東京都立日本橋高等学校
東京都立忍岡高等学校
東京都立竹台高等学校
東京都立晴海総合高等学校
東京都立浅草高等学校
東京都立本所高等学校
東京都立葛飾野高等学校
東京都立小松川高等学校
東京都立大江戸高等学校
東京都立葛飾総合高等学校
東京都立片倉高等学校
東京都立日野台高等学校
東京都立八王子拓真高等学校
東京都立拝島高等学校
東京都立福生高等学校
東京都立青梅総合高等学校
東京都立東村山高等学校
東京都立大島高等学校
私立中・高等学校
佼成学園高等学校
日本大学 第二高等学校
成城中学 ･ 高等学校
東洋大学京北中学高等学校
法政大学中学高等学校

36 校

5校

国公立中等教育学校
東京大学教育学部付属中等教育学校
東京都立三鷹中等教育学校
2校
都立特別支援学校
東京都立小平特別支援学校
東京都立八王子東特別支援学校
東京都立墨東特別支援学校
東京都立王子特別支援学校
東京都立七生特別支援学校
東京都立高島特別支援学校
東京都立小金井特別支援学校
東京都立足立特別支援学校
東京都立石神井特別支援学校
東京都立板橋特別支援学校
東京都立品川特別支援学校

11 校

義務教育学校
品川区立日野学園
東京都立鹿本学園
東京都立光明学園
東京都立町田の丘学園
東京都立永福学園
東京都立久我山青光学園
八王子市立いずみの森義務教育学校
7校
その他
東京都教育相談センター
71 校

1校

都立高等学校
東京都立一橋高等学校
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研究助成事業

一般教育研究助成

実施いたします

東京都の学校教育の振興・充実のために研究・実践を行っている団体、学校及び個人に対し助成金
の交付をさせていただきます。

申請資格
申請対象

※今年度より申請方法に変更がございますので、
ご注意下さい。
※申請は隔年度で１件です。

東京都内の全ての学校（園）及び
その教職員が対象です。

2020 年度研究発表分（= 事後申請）及び、2021 年度研究発表予定分（= 事前申請）のいずれ
かで申請できます。
※事後申請は今年度まで受付、来年度（2022 年度）より事前申請のみの受付に変更となります。

申請区分

◎団体 1 Ａ（助成額上限 ･3 万円以内）15 件まで

※団体 1 Ａとは、東京都教育委員会等の公認教育研究団体（東京都小学校国語教育研究会など）

◎団体 1 Ｂ（助成額上限 ･3 万円以内）15 件まで

※団体 1 Ｂとは、区市町村単位の学校事務職員の公認研究団体

◎学校（助成額上限 ･5 万円以内）600 件まで
◎個人（助成額上限 ･1 万円以内）500 件まで

区分

該当基準

団体
学校

個人

研究助成対象内容

１Ａ

東京都教育委員会の公認教育研究団体による研究発表

１Ｂ

区市町村単位の学校事務職員団体による研究発表

２

文科省、教育委員会の協力（研究奨励校・研究指定校等）による研究発表

３

学校全体の自主的研究発表

１１

公認の学術研究団体の研究大会での研究発表（紙上発表を含む）

１２

文科省又は教育委員会の主催・共催・後援の研究大会での研究発表（紙上発
表を含む）

教育特別賞

上記 (11～12）に該当しない個人研究発表

※学 校区分で申請がある場合、同一内容の個人申請は対象外となります。

申請の流れ

成果
報告書
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会計
報告書

弘済会へ提出

事後申請

申請書

後期
１月
助成金振込
後期
2月

成果
報告書

会計
報告書

弘済会へ提出

予算書

選考委員会
にて審査

研究終了後

計画書

弘済会へ提出

事前申請

申請書
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◎各種書類は当支部ＨＰ（nitkk.com）よりダウンロードしてください。
◎学 校区分２（研究奨励校）で申請の場合は、
「奨励校委嘱状」や「奨励校一覧」なども合わせ
てご提出ください。
◎会計報告書には必ず領収書（原本）を添付してください。
◎成果報告書は研究紀要で代用も可能です。※今年度限り
申請期限
募集期間

後期 ･･･2021 年 8 月 23 日（月）～ 2021 年 12 月 17 日（金）
（当日消印有効）

応 募 先

〒 102-0074 千代田区九段南２- ６- ８ 都教弘会館
弘済会「一般教育研究助成」係 宛

3
2

※助成決定は、所属宛に通知するとともに申請書にご記入の指定口座に振り込みます。
※現金書留を希望されても受付できません。振込先・口座番号を必ずご指定ください。

教育文化事業

弘済会学校図書助成

実施いたします

助成校

150 校（園）

※

都内の公立学校における読書教育推進を支援するために、図書セットを寄贈し、学校図書館（室）
の充実を図ることを目的とした事業です。
募集要項は当支部ホームページ（nitkk.com）でご確認ください。

対

象

都内の公立幼稚園・認定こども園、公立小・中学校、
公立義務教育学校、公立中等教育学校、
公立特別支援学校、都立高等学校

※応 募数に応じて、助成校（園）数
を増やす可能性があります。

助成内容

1 校（園）あたり 10 万円相当（税込）の図書セットを 150 校（園）に寄贈を予定しています。

応募方法

当支部ホームページ（nitkk.com）から「申請書」をダウンロードして募集期間内に東京支部
に届くように、弘済会東京支部の学校担当 LC（ライフプラン・
コンサルタント）にお渡しいただくか、下記応募先宛に郵送して
下さい。

応募締切

2021 年 10 月 15 日（金）～ 2021 年 11 月 30 日（火）必着

応 募 先

〒 102-0074 千代田区九段南２- ６- ８ 都教弘会館
弘済会「学校図書助成」係宛

2020年度 弘済会学校図書助成のご報告
昨年度の助成校よりいただいた活動報告の中から、今回は 5 校ご紹介いたします。

杉並区立大宮小学校

弘済会学校図書助成の報告

このたびは、弘済会学校図書助成の機会をいただきありがとうございました。
大宮小学校では、5 年生が総合的な学習の時間に SDG ｓについて調べ学習を行いました。
児童は、図書の本とインターネットをうまく併用して、SDG ｓの 17 項目について主体的に調べるこ
とができました。児童は、たくさんの本に触れ、自分の課題をつくり、インターネットで調べたことを
また本で確認するなど、積極的に活用しました。
また、学習が終わった後も、SDG ｓについて興味をもち、図書館に本を読みにきたり、借りたりする
児童がたくさんいました。実生活にも知識を活かしていくことと思います。
その他にも、様々なジャンルの本を揃えられていて、低学年から高学年まで学
校が選書しない本もあり、蔵書の幅が広がり図書館が充実しました。
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2020年度 弘済会学校図書助成のご報告
葛飾区立四ツ木中学校

弘済会学校図書助成の報告

寄贈本をいただきました。
４月の図書委員会で、クラス代表の図書委員の寄贈本の紹介をしました。
寄贈本の紹介は、
「図書館だより」で全校生徒にも紹介しました。
学級文庫 と し て 教室 に 配架 し 朝
読書、昼休みの時間に読めるように
しています。漫画、大型図書につい
ては、学校図書館内で閲覧できるよ
うにしました。
図 や 写真 が 豊富 で あ り、ひ と つ
の文も分量も長すぎない図書が多
く、読 み や す い と 感 じ て い る 生徒
が多かったです。
朝読書 と い う 限 ら れ た 時間内
(10 分間 ) で読むのにも適している
と 思 い ま す。様 々 な ジ ャ ン ル が
揃っている点も生徒が感心をもっ
ていました。

上倉校長と図書委員が寄贈本を前にして記念撮影。

東京都立花畑学園
寄贈図書が配架されたことを
校内へ知らせると図書を早速閲
覧しに来た児童がいます。また、
学校ホームページ等でも寄贈い
ただいたことを紹介させていた
だ き ま し た。現在、コ ロ ナ 渦 の
ため、保護者の皆様には来校を
お 控 え い た だ い て い ま す が、
PTA 役員の方々を通じて、寄贈
図書に関する期待や喜びの声が
伝わっています。寄贈図書を最
大限に活用しながら、本校の教
育活動のより一層の充実を目指
してまいります。誠に有難うご
ざいました。
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弘済会学校図書助成の報告

寄贈図書 は 専用 の 棚 を 設 け 関連 す る 新聞記事 の
フ ァ イ ル や 冊子 を 共 に 配架 し ま し た。
『世界 の 名著』
『クラスメイトは外国人』
『捨てられる食べものたち』
な ど、マ ン ガ や 身近 に あ る 話題 の 本 が 生徒 の 興味 を
ひくようでした。
身の周りの話題から外国のノンフィクションまで
幅広く選書されており１つの目標に対して多角的な
見方が出来る図書が多くありました。

多摩市立多摩中学校

弘済会学校図書助成の報告

健康関連・英語関連・プログラミング関連で寄贈図書の活用を図っています。その中から英語関連の
活動をご紹介します。
図書館に配架し、6 月企画展示。英語科とコラボ。英語レベルは個人差が大きい為、所蔵本も追加し
て、様々なレベルの本を配架。夏休み課題での活用もありました。
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2020 年度 弘済会学校図書助成校 のご報告をいたします
公立幼稚園・こども園

渋谷区立神南小学校

八王子市立高倉小学校

墨田区立寺島中学校

中央区立明正幼稚園

中野区立西中野小学校

八王子市立鑓水小学校

江東区立深川第二中学校

港区立麻布幼稚園

中野区立桃花小学校

八王子市立七国小学校

江東区立深川第三中学校

新宿区立西戸山幼稚園

中野区立美鳩小学校

八王子市立みなみ野君田小学校

江東区立深川第五中学校

文京区立明化幼稚園

杉並区立杉並第二小学校

立川市立第三小学校

品川区立戸越台中学校

墨田区立菊川幼稚園

杉並区立西田小学校

立川市立第四小学校

目黒区立第十中学校

世田谷区立三島幼稚園

杉並区立桃井第一小学校

立川市立西砂小学校

目黒区立東山中学校

世田谷区立給田幼稚園

杉並区立桃井第四小学校

武蔵野市立桜野小学校

大田区立大森第六中学校

認定こども園 世田谷区立多聞幼稚園

杉並区立高井戸第二小学校

三鷹市立第三小学校

大田区立六郷中学校

北区立さくらだこども園

杉並区立浜田山小学校

三鷹市立第七小学校

大田区立矢口中学校

板橋区立高島幼稚園

杉並区立大宮小学校

三鷹市立南浦小学校

世田谷区立砧中学校

足立区立鹿浜こども園

杉並区立八成小学校

三鷹市立中原小学校

中野区立中野中学校

豊島区立巣鴨小学校

三鷹市立井口小学校

杉並区立富士見丘中学校

豊島区立西巣鴨小学校

府中市立府中第九小学校

杉並区立西宮中学校

公立小学校

豊島区立長崎小学校

府中市立新町小学校

荒川区立原中学校

港区立東町小学校

豊島区立池袋小学校

府中市立白糸台小学校

練馬区立石神井中学校

港区立青南小学校

豊島区立池袋本町小学校

調布市立第二小学校

練馬区立大泉西中学校

新宿区立津久戸小学校

北区立滝野川小学校

調布市立北ノ台小学校

足立区立伊興中学校

新宿区立西戸山小学校

北区立田端小学校

町田市立町田第二小学校

葛飾区立綾瀬中学校

文京区立林町小学校

北区立滝野川もみじ小学校

町田市立南第四小学校

葛飾区立上平井中学校

文京区立明化小学校

荒川区立赤土小学校

町田市立成瀬中央小学校

葛飾区立四ツ木中学校

文京区立関口台町小学校

荒川区立峡田小学校

町田市立南つくし野小学校

葛飾区立一之台中学校

文京区立金富小学校

板橋区立志村第六小学校

町田市立小山ヶ丘小学校

葛飾区立青戸中学校

文京区立湯島小学校

板橋区立前野小学校

小金井市立小金井第二小学校

江戸川区立松江第四中学校

文京区立千駄木小学校

板橋区立蓮根小学校

小平市立小平第五小学校

八王子市立浅川中学校

江東区立八名川小学校

板橋区立志村坂下小学校

小平市立小平第十小学校

青梅市立新町中学校

江東区立第一亀戸小学校

板橋区立北前野小学校

小平市立小平第十三小学校

調布市立第五中学校

江東区立第二辰巳小学校

板橋区立板橋第一小学校

小平市立花小金井小学校

小金井市立東中学校

江東区立南陽小学校

板橋区立赤塚小学校

日野市立滝合小学校

小平市立小平第一中学校

江東区立東雲小学校

板橋区立三園小学校

日野市立南平小学校

小平市立小平第五中学校

江東区立浅間竪川小学校

板橋区立高島第一小学校

日野市立夢が丘小学校

日野市立七生中学校

江東区立第二砂町小学校

練馬区立旭丘小学校

東村山市立化成小学校

東村山市立東村山第二中学校

品川区立城南小学校

練馬区立開進第一小学校

東村山市立北山小学校

東村山市立東村山第五中学校

品川区立浅間台小学校

練馬区立開進第二小学校

東村山市立秋津東小学校

国分寺市立第一中学校

品川区立延山小学校

練馬区立向山小学校

国分寺市立第二小学校

国分寺市立第四中学校

品川区立中延小学校

練馬区立光和小学校

国分寺市立第九小学校

国立市立国立第三中学校

品川区立大原小学校

練馬区立石神井西小学校

国立市立国立第七小学校

多摩市立多摩中学校

品川区立第二延山小学校

練馬区立立野小学校

国立市立国立第八小学校

多摩市立多摩永山中学校

品川区立戸越小学校

練馬区立関町小学校

東大和市立第二小学校

あきる野市立東中学校

品川区立清水台小学校

練馬区立大泉学園桜小学校

東大和市立第八小学校

日の出町立平井中学校

目黒区立下目黒小学校

練馬区立光が丘第八小学校

清瀬市立清瀬第七小学校

目黒区立五本木小学校

足立区立千寿第八小学校

東久留米市立第二小学校

目黒区立田道小学校

足立区立新田小学校

東久留米市立第七小学校

目黒区立不動小学校

足立区立北三谷小学校

東久留米市立第十小学校

大田区立馬込小学校

足立区立花畑小学校

武蔵村山市立第七小学校

大田区立馬込第三小学校

足立区立舎人第一小学校

多摩市立連光寺小学校

大田区立梅田小学校

葛飾区立南綾瀬小学校

多摩市立北諏訪小学校

大田区立池上第二小学校

葛飾区立上千葉小学校

多摩市立聖ヶ丘小学校

大田区立田園調布小学校

葛飾区立水元小学校

多摩市立西落合小学校

大田区立嶺町小学校

葛飾区立北野小学校

多摩市立豊ヶ丘小学校

大田区立松仙小学校

葛飾区立よつぎ小学校

稲城市立稲城第一小学校

大田区立池雪小学校

江戸川区立平井小学校

稲城市立稲城第六小学校

大田区立矢口小学校

江戸川区立平井西小学校

羽村市立富士見小学校

大田区立多摩川小学校

江戸川区立西一之江小学校

羽村市立松林小学校

大田区立新宿小学校

江戸川区立西小岩小学校

羽村市立武蔵野小学校

世田谷区立太子堂小学校

江戸川区立北小岩小学校

西東京市立保谷第二小学校

世田谷区立代沢小学校

江戸川区立大杉第二小学校

瑞穂町立瑞穂第二小学校

世田谷区立弦巻小学校

江戸川区立篠崎第五小学校

世田谷区立中丸小学校

江戸川区立南葛西第二小学校

公立中学校

世田谷区立笹原小学校

八王子市立第四小学校

中央区立銀座中学校

世田谷区立京西小学校

八王子市立第十小学校

中央区立佃中学校

世田谷区立玉堤小学校

八王子市立陶鎔小学校

港区立御成門中学校

世田谷区立砧小学校

八王子市立由井第一小学校

港区立高松中学校

世田谷区立芦花小学校

八王子市立由木中央小学校

新宿区立落合第二中学校

渋谷区立長谷戸小学校

八王子市立由木西小学校

新宿区立西早稲田中学校

渋谷区立笹塚小学校

八王子市立小宮小学校

文京区立本郷台中学校

渋谷区立西原小学校

八王子市立椚田小学校

墨田区立墨田中学校

11 校
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250 校

48 校
都立高等学校・中等教育学校
東京都立目黒高等学校
東京都立西高等学校
東京都立荒川商業高等学校
東京都立本所高等学校
東京都立深川高等学校
東京都立保谷高等学校
東京都立国分寺高等学校
7校
義務教育学校
品川区立日野学園
品川区立荏原平塚学園
八王子市立いずみの森義務教育学校
( 前期課程 )
3校

176 校
都立特別支援学校
東京都立小平特別支援学校
東京都立北特別支援学校
東京都立花畑学園
東京都立清瀬特別支援学校
東京都立練馬特別支援学校

5校

《 修正 21/09/27 18:56

出力 21/09/27 18:57 》

3 福 祉 事 業 〈教弘保険加入者対象事業〉
1. 大相撲１月場所 ご招待いたします １２０
計

名様

大相撲１月場所の土・日・祝日の６日間（各 20 名様）計 120 名様を両国国技
館の２階椅子席 Bにご招待いたします。
（友の会と合同募集です）
ご招待日
会

場

：2022 年１月９日～ 23 日の以下の日程
：両国国技館（☎ 03-3623-5111）
ＪＲ総武線「両国駅」徒歩約２分
※募集要項は「第九」ご招待の下欄参照

1

2

3

4

5

6

場所日程

初日

２日目

７日目

中日

14日目

千秋楽

ご招待日

9日（日）

16日（日）

22日（土）

23日（日）

番

号

10日（月･ 祝）

15日（土）

2. 都響「第九」 ご招待いたします

計

150 名様

2021年 12 月24日（金）、25（土）、26（日）の３日間計 150 名様をA 席にご招待いたします。
（友の会と合同募集です）
曲目／ ベートーヴェン「交響曲第９番」ニ短調 op.125 ≪合唱付≫
指揮／ 準・メルクル
演奏／東京都交響楽団
合唱／二期会合唱団
独唱／ ソプラノ：小林厚子 メゾソプラノ：富岡明子
テノール：与儀巧
バリトン：清水勇磨

記

号

A

B

Ｃ

会

場

東京芸術劇場

東京文化会館

サントリーホール

12月24日（金）19時開演

12月25日（土）14時開演

12月26日（日）14時開演

ご招待日

福祉事業
1・2 の

応募方法に
ついて

応募資格

※１：都内の教職員の方。
※２：事務室等でお確かめ下さい。
● P2 下欄 の「個人情報 の 取扱 い に つ
いて」に同意の上、ご応募下さい。

待、国内研修旅行助成、生涯学習への助成を受けていない方。

※大 相撲・第九ご招待にはそれぞれ応募できますがどちらかに当選された場
合は、生涯学習への助成の申請資格はなくなります。

応募方法

はがき記入事項

１．招待希望日・記号
２．希望枚数（２枚まで）
３．氏名（フリガナ）
４．生年月日
５．
〒・自宅住所
６．自宅電話番号
７．現在の勤務校名 *1
８．職員番号（必ず）*1.2

現職教弘保険加入者 で今年度東京ドームご招待、劇団四季ご招

郵便はがき（又は私製はがきを封筒に入れて郵送でも可）に必要事
項を全てご記入の上、応募先宛に郵送して下さい。
はがき１枚には１招待日（希望枚数２枚まで）のみ記入して下さい。
※大 相撲・第九それぞれ１日のみの応募とし、同一公演に重複の応募や記入
もれ等不備があった場合は無効となりますのでご注意下さい。

応募〆切

2021 年 11 月 30 日（火）必着

抽選結果

チケットの発送をもって通知いたします。

応 募 先

〒 102-0074 千代田区九段南２- ６- ８ 都教弘会館
弘済会「大相撲」係 宛
又は、弘済会「第九」係 宛
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3. 都響定期演奏会 ご招待いたします
東京都交響楽団の定期演奏会 Bシリーズ・A 席に各回 100 名様を
ご招待いたします。今回は、2022 年 2 月・3 月公演分の募集です。
開演時刻

：18 時 15 分開場

会

：サントリーホール（☎ 03-3505-1001）

場

19 時開演

東京メトロ南北線「六本木一丁目駅」3 番出口より徒歩約 5 分
東京メトロ南北線・銀座線「溜池山王駅」13番出口より徒歩10分

応募資格 現職教弘保険加入者 であること
応募方法

郵便はがき（又は私製はがきを封筒に入れて郵送でも
可）に必要事項を全てご記入の上、応募先宛に郵送し
て下さい。
いずれの公演日にも応募できますが、はがき 1 枚には
1 公演日（希望枚数 2 枚まで）のみ記入して下さい。

※同 一公演日に重複の応募や記入
もれ等不備があった場合は無効
となりますのでご注意下さい。

応募〆切

2021 年 11 月 30 日（火）必着

抽選結果

チケットの発送をもって
通知いたします。

応 募 先

〒 102-0074
千代田区九段南２- ６- ８
都教弘会館
弘済会「定期演奏会」係 宛

公演日

※１：都内の教職員の方。
※２：事務室等でお確かめ下さい。
● P2 下欄 の「個人情報 の 取扱 い に つ
いて」に同意の上、ご応募下さい。

2 月 18 日（金）No.942
演 目

指
揮／大野和士
ソ プ ラ ノ／砂川涼子
メゾソプラノ／清水華澄
テ ノ ー ル／トピ・レティプー
児 童 合 唱／東京少年少女合唱隊
合
唱／新国立劇場合唱団
・ターネジ：タイム・フライズ
（Time Flies）2020
［都響、BBC ラジオ 3、
NDR エルプフィル共同委嘱作品／
日本初演］
・ブリテン：春の交響曲 op.44
公演日

はがき記入事項

１．定期演奏会公演日
２．希望枚数（２枚まで）
３．氏名（フリガナ）
４．生年月日
５．
〒・自宅住所
６．自宅電話番号
７．現在の勤務校名 *1
８．職員番号（必ず）*1.2

１００名様

各回

3 月 14 日（月）No.945
演 目

指
揮／エリアフ・インバル
バ リ ト ン／アレクセイ・ゼレンコフ
男 声 合 唱／ヘルシンキ大学
男声合唱団（YL）
・ラフマニノフ：交響詩《死の島》
op.29
・ショスタコーヴィチ：交響曲第 13 番
変ロ短調 op.113《バービイ・ヤール》
※出演者・曲目などが変更になる場合があります。

4. 人間ドック受診 助成いたします

助成額

5,000 円

都教職員互助会を窓口として実施している「人間ドック（日帰りコース）」受診者を対象に助成を
実施しています。 対象は 2021 年度（2021 年 4 月 1 日～ 2022 年 3 月末日）
「三楽病院」での受診です。
◆ 現職教弘保険加入者本人（受診時及び助成時も教弘保険加入者であること）

助成対象

＊配偶者は対象となりません。

◆日帰りドックコース受診のみに適用します。
（オプション検査は対象外です）
＊個 人負担金が「免除」の場合もしくは補助券等を利用し、日帰りドック
コースの個人負担金が 5,000 円未満の場合は対象となりません。

助 成 額
申請方法

5,000 円（申請は年度内１回限りです）
（１）従 来通りの方法で受診し、検査料をお支払い下さい。
（三楽病院予約 ☎ 03-3292-3981）
※受診申込書は互助会（三楽病院）へ郵送して下さい。

（２）受 診後、必ず封書で三楽病院人間ドック助成申請書に必要事項を全てご記入いただき、
人間ドック受診の領収書（実物）を添えて、申請先宛に郵送して下さい。
申請書

当支部ホームページ（nitkk.com）で取得下さい。

助成方法

概ね 2 ヶ月ごとに集約しご指定の口座（申請者名義）にお振り込みいたします。

申請〆切

2022 年 4 月 7 日（木）必着

申 請 先

〒 102-0074
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10,000 円

教弘保険加入者がご結婚（入籍）された際に結婚祝金を助成いたします。

教弘保険加入者 で、ご結婚（入籍）後６ヶ月以内の方。
（退職している方でも保険に加入していれば対象）
申請資格 ご結婚なさるお二人が教弘保険加入者の場合、それぞれが申請の対象となります。
（申請はご本人が行って下さい）
※結婚（入籍）時および助成時も教弘保険加入者であること。
結婚（入籍）後に教弘保険加入者になった場合は助成対象となりません。

申請期限

ご結婚（入籍）から６ヶ月以内に申請して下さい。

助成金額

10,000 円（今年度から助成額の見直しを行いました）
※ 2021 年４月１日以降に結婚（入籍）した場合は 10,000 円
2021 年３月 31 日までに結婚（入籍）した場合は 5,000 円の助成となります。

申請方法

助成方法
申 請 先

当支部の依頼を受けた学校担当 LC（ジブラルタ生命のライフプラン・コンサルタント）に申
請書を請求し、必要事項を全てご記入の上、厳封して学校担当 LC または下記申請先宛てに
ご提出下さい。
（FAX での申請不可）
概ね２ヶ月ごとに集約し、申請者名義の銀行口座にお振り込みいたします。
（振込日は郵送にてご本人へお知らせします）
〒 102-0074 千代田区九段南２- ６- ８
弘済会「結婚祝金」係 宛

都教弘会館

6. 出産祝金 助成いたします

助成額

10,000 円

教弘保険加入者のお子様が誕生された際に出産祝金を助成いたします。

教弘保険加入者 で、お子様の出生後６ヶ月以内の方。
（退職している方でも保険に加入していれば対象）
申請資格 ご夫婦共に教弘保険加入者の場合、それぞれが申請の対象となります。
（申請はご本人が行って下さい）
※出生時および助成時も教弘保険加入者であること。
出生後に教弘保険加入者になった場合は助成対象となりません。

申請期限

お子様の出生日から６ヶ月以内に申請して下さい。

助成金額

10,000 円（今年度から助成額の見直しを行いました）
※ 2021 年 4 月 1 日以降にお子様が出生した場合は 10,000 円
2021 年 3 月 31 日までに出生した場合は 5,000 円の助成となります。
※ただし、双子以上の場合でも助成金額は同様の 10,000 円（5,000 円）となります。

申請方法

当支部の依頼を受けた学校担当 LC（ジブラルタ生命のライフプラン ･ コンサルタント）に申
請書を請求し、必要事項を全てご記入の上、厳封して学校担当ＬＣまたは下記申請先宛てに
ご提出下さい。
（FAX での申請不可）

※産 休（育休）中等の理由により、申請書内の所属長の証明がすぐに取得できない場合は母子手帳の「出生
届出済み証明」
（市区町村印）のコピーを添付して下さい。

助成方法
申 請 先

概ね 2 ヶ月ごとに集約し、申請者名義の銀行口座にお振り込みいたします。
（振込日は郵送にてご本人へお知らせします）
〒 102-0074 千代田区九段南２- ６- ８
弘済会「出産祝金」係 宛

都教弘会館

弘済会だより／通刊 131号

12

《 28502290 日教弘〈弘済会だより 131〉》
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7. 生涯学習 へ助成いたします

助成額

5,000 円

2021 年度分の生涯学習助成についてご案内いたします。

募集内容

2021 年度中（2021 年 4 月 1 日以降）に 現職教弘保険加入者 本人が観劇、映画鑑賞、野球
観戦等をされた場合、又はカルチャーセンター等を受講された場合に助成します。
（本人以外
のご利用は無効です）
新規教弘保険加入者が申請される場合、契約始期以前にご利用のチケット半券等は対象とな
りませんのでご注意下さい。
※対象外の例：一般書籍購入代、資格取得の受験料、スポーツ競技会・コンテスト等の大会参加費、
遊園地・プレイランド関係施設の入場料等

申請期限
助 成 額
申請期限
募集人数
申請資格

5,000 円（申請は年度内１回限りです）
1,500 名（先着順）

応募時及び助成時に現職の教弘保険加入者で、今年度東京ドームご招待・劇団四季ご招待・
国内研修旅行助成に当選されていない方。

※大相撲・第九ご招待のいずれかに当選された場合も申請資格が無くなります。

申請方法

生涯学習助成申請書に必要事項を全て記入し、2021年 4 月以降にご利用いただいたチケットの半
券又は受講料の領収書（合計 5,000円以上）を同封の上、必ず封書で応募先宛に郵送して下さい。
注：チケットの半券は鑑賞日、金額の分かるもの

申請期限
申 請 書

当支部ホームページ（nitkk.com）で取得下さい。

申請期限
助成方法

概ね 2 ヶ月ごとに集約しご指定の口座（申請者名義）にお振り込みいたします。

申請期限
募集期間

2021 年 5 月 6 日（木）～ 2022 年 2 月 28 日（月）必着
但し、募集期間中であっても募集人数に達し次第終了とさせていただきます。
〒 102-0074 千代田区九段南２- ６- ８ 都教弘会館
弘済会「生涯学習」係 宛

申 請 先

注意事項：友の会会員の「観劇等助成申請書」で生涯学習への助成申請はお受け出来ませんのでご注意下さい。

8. 指定宿泊施設利用 へ助成いたします

1泊

年間 4 泊

3,000 円

弘済会の指定する宿泊施設・保養施設をご利用の際に助成いたします。

助成内容

申請期限
助成手続

教弘保険加入者 お一人様につき 1 泊 3,000 円を年間
4 泊まで助成します。
※教 弘保険加入者の家族（配偶者、子、親）まで利用できますが、合
計で４泊までとなります。
例：対 象者本人と子２人で１泊した場合、３泊分となり、残りは
１泊となります。
※今 年度は 2021 年 4 月～ 2022 年 3 月までの間に指定宿泊施設を
利用した場合の助成となります。

日教弘、
各県教弘関係施設

申請書は当支部ホームページ（nitkk.com）で取得下さい。

東急ホテルズ

45 館

阪急第一ホテル
グループ

37 館

❶ 利用者本人が、直接指定宿泊施設に宿泊を申し込む場合
（宿泊後の助成手続は出来ません）

宿泊予約

利用券申込書

利用者が施設に
直接予約

利用者が弘済会
に郵送

利用券交付

弘済会が利用者
に郵送

利用券提出

利用者が施設に
提出

（インターネット予約を含み、宿泊後の申請）

宿泊予約

申 請 先

補助金申込書及宿泊精算書写
利用者が
弘済会に郵送

補助金送付
弘済会が
利用者へ※

〒 102-0074 千代田区九段南２- ６- ８ 都教弘会館
弘済会「指定宿泊助成」係 宛
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52 施設

リーガルロイヤルホテル
10 館
グループ
沖縄かりゆしホテルズ

❷ 旅行業者を介して指定宿泊施設に宿泊する場合
利用者が業者を
介して予約

全国各地に指定宿泊施設

4館

日教弘本部ホームページ
（www.nikkyoko.or.jp）を
ご参照下さい。
※現金書留でのお取り扱いはできません。
口座振り込みのみとなります。

《 修正 21/09/27 18:56
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お問い合わせ先

☎ 03-5210-4202

本年度末に退職を予定されています教職員の皆様、長年にわたり東京都の教育の発展のために力を尽
くされましたことに心より敬意を表します。
さて、弘済会では教弘保険加入者を対象に「ご退職に向けてのご案内」
・
「説明会」等を毎年実施してお
ります。
以下に概略を載せますが、定年でご退職予定の場合、11 月頃にご自宅へ別途ご案内を郵送いたします。
なお、中途または私学等へお勤めでご退職予定の教弘保険加入者につきましては、当支部で把握でき
ないため、弘済会東京支部までご一報いただければ別途ご案内の手配をいたします。

教弘保険等の継続について
教弘保険、教弘グループ保険はご退職後も 65 歳まで継続加入できます。
教弘附属保険を含め、学校担当 LC（ライフプラン・コンサルタント）が、順次ご説明に伺う予定です。

「 2021 年度退職予定者の集い 」開催について
参加申込書は「ご退職に向けてのご案内」と一緒に送付いたします。
なお、本年度は以下の日程で開催予定です。
第１回： 12 月 11 日（土）ゲートシティ大崎ウエストタワー B1F
第２回： 1 月 15 日（土）日本教育会館 8F
第３回： 1 月 22 日（土）武蔵野スイングホール 10F
第４回： 2 月 12 日（土）日本教育会館 8F
開催時間

午後 2:00 ～ 4:00

※コロナ禍の影響により、オンラインでの開催になる可能性もございますのでご了承ください。

ご退職記念品について
毎年、教弘保険加入者がご退職される場合、記念品を贈呈しております。
11 月頃ご案内と一緒に申込書を送付させていただきます。

都教弘友の会について
○入会資格：教弘保険加入者（教弘保険加入者でなくなった場合、会員資格がなくなります）
以下の１～２のいずれかの条件に該当されている方。
１．退職者（中途退職を含む）
２．弘済会だよりの届かない別職種に転職される方
※再 任用・非常勤教員をされる方は引き続き現職者として扱われますので、これまで通り学校へ配布の「弘済会
だより」掲載の事業にお申し込み下さい。

友の会会員としての特典
１．
「都教弘友の会だより」を年 2 回（7 月・1 月）ご自宅に郵送いたします。
※友の会だよりの送付は 2022 年 7 月発行分からとなります
２．
「都教弘友の会だより」でご案内の事業にご応募いただけます。
◯入会手続きについて
11 月頃ご案内と一緒に申込書を送付させていただきます。
友の会の入会手続きをお取りになる方へ
「弘済会だより」通刊 132 号（2022 年 1 月 15 日発行予定）に掲載されます来年度の事業につ
きましては、現職の教弘保険加入者としてお申し込み下さい。

弘済会だより／通刊 131号
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3共 済 事 業

（提携保険事業）

共済事業（提携保険事業）

日教弘の「教弘保険」
日教弘会員である教職員の皆さまのための保険
安心支える「たすけあい」の輪
最終受益者は子どもたち

教職員の皆さま

日教弘の各種事業は、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。

・教育振興事業
・福祉事業

約

・共済事業
・弘済会担当の仕事

「たすけあい」の輪

60年以上にわたる
提携関係

日教弘
東京支部

全国加入者数

54.3 万人

（2021年3月末現在）

※当社調べ

東京都加入者数
約
ジブラルタ生命
学校担当LC

2.6 万人

（2021年3月末現在）

※当社調べ

退職後も現職中と同じ保障内容・保険料で65歳まで継続できます。＜所定の保険商品（ユース・1種等）は除きます＞
2021年度版 SCP-2021025

1/21

Ｑ.日教弘事業ってまとめるとどんなこと？

A.

日教弘 と ジブラルタ生命は
『明日を担う子どもたち』 の
『教育の充実と発展』を支援しています
2021年度版 SCP-2021075
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現職の教職員の皆さまだけがご加入できます！
提携保険会社：ジブラルタ生命保険株式会社
お問い合わせ0120-37-9419
教職員専用ダイヤル( 通話料無料)

教弘保険
低廉な
保険料率

集団契約特約を付加することにより、低廉な保険料で高額の保障が得られます。
性別・年齢に関係ない一律の保険料となっています。

34 歳 以下の方に
30 口の場合【月払い保険料】
加入例

加入年齢

5,823 円

１９才 以 下
２０才～２４才 以 下
２５才～２９才 以 下
３０才～３４才 以 下

保障期間
２０年
１５年
１０年
５年

35 歳 以上の方に
30 口の場合【月払い保険料】
加入例

10,530 円

保険料払込期間

65 歳 まで

ユース教弘保険
死亡保険金
高度障害給付金

3,000 万円
新教弘保険 A 型
死亡保険金
高度障害給付金

3,000 万円

災害割増特約付
集団契約特約付勤労保険

災害割増
特約

900 万円
集団契約特約付勤労保険

も
どちら
専 用で
教職員
す
メしま
ス
ス
オ

＊新教弘保険A 型の加入年齢は35歳～60歳です。
＊この保険に満期保険金はありません。
＊この資料は当社商品の概要を説明するための補助的資料です。商品の詳細については「重要なお知らせ
（契約概要/ 注意喚起情報）」
「保険設計書
（契約概要）」および「ご契約のしおり・約款」を必ずご確認ください。
＊記載内容は２０２１年９月１日現在のものであり、今後変更されることがあります。
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《 修正 21/09/27 18:56

出力 21/09/27 18:57 》

共済事業（提携保険事業）

17 弘済会だより／通刊 131号

《 28502290 日教弘〈弘済会だより 131〉》
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共済事業（提携保険事業）

教弘まなびやスーパープラン
「新型コロナウイルス感染症」や「自転車条例」には、
保険で備えることができます！

教弘フルガード

このご案内は、
「教職員賠償責任保険」
「団体総合生活保険
（まなびや）」の概要について説明したものです。保険の内容は、パンフレッ
トをご覧ください。詳細は団体が保有する保険約款によりますが、
ご不明な点がありましたら、代理店または引受保険会社 東京海
上日動火災保険㈱におたずねください。ご加入に際しては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。

ホームページから資料請求いただいた方に
もれなく粗品をプレゼント

公益財団法人
日本教育公務員弘済会
www.nikkyoko.or.jp

公益財団法人 日本教育公務員弘済会東京支部 TEL 0120-88-4204 FAX 0120-66-3957
（http://www.nitkk.com/tokyokohp/index.html）
取扱代理店 都 教 弘 損 害 保 険 部
（ 株式会社

都教弘 ）

〒 102-0074 東京都千代田区九段南２- ６- ８
都教弘会館５F
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共済事業（提携保険事業）

ロングウェイサポート
ご自身の病気やケガの他、
ご親族の介護に伴う
「介護休業」
や「短時間勤務」
に伴う
収入減をサポートします！

教弘保険・損害保険 資料見積請求
ＦＡＸ ０１２０-６６-３９５７

★資料見積をご希望の方は下欄にご記入いただきＦＡＸでお申込み下さい★

〒

勤務先

お名前

お電話でのお申込も歓迎いたします。ＴＥＬ.０１２０-８８-４２０４
（損害保険部）

職員番号

勤務先電話：

所属コード
電
話

住 所
ご自宅

携帯：

●Ｐ２下欄「個人情報の取扱いについて」に同意の上、お申込み下さい。

ご希望の保険種目に○をして下さい。

202110
※自動車保険・火災保険は新規に○もしくは満期更新年月を記入して下さい。
※生保と損保は別送付となります。

教弘保険
（
（
（
（

）新教弘保険
）ユース教弘保険
）新教弘医療保険α
）新教弘介護保障付終身保険

損害保険
（
（
（
（
（

）自動車保険（ 新規・満期
年
月）
）火災保険（ 新規・満期
年
月）
）公務員賠償責任保険（
月始期希望）
）教弘まなびやスーパープラン（
月始期）
）教職員収入ロングウェイサポート

東京支部での事業申込みは今まで通り、
「職員番号」
の記入が必要です。
公益財団法人日本教育公務員弘済会
（略称日教弘）
が発行しております会員証に記載の日教弘の会員番号では
ございませんのでご注意下さい。
弘済会だより／通刊 131号
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最

者 は 子 ど も
益
受
た
終
ち
学校・教職員

各種の
公益事業

教弘保険

安心支える
たすけあいの輪
公益財団法人
日教弘東京支部

提携保険会社
ジブラルタ生命

60年以上に亘る
提携関係

弘済会協力団体一覧
○東京都公立小学校長会
○東京都中学校長会
○東京都公立高等学校長協会
○東京都立特別支援学校長会
○東京都公立小学校副校長会
○東京都公立中学校副校長会
○東京都公立高等学校副校長協会
○東京都立特別支援学校副校長会
○東京都退職校長会
○東京都公立学校退職教頭・副校長会連合会

○東京都公立小学校事務職員会
○東京都公立中学校事務職員会
○東京都教職員組合
○東京都高等学校教職員組合
○東京都公立学校教職員組合
○東京都障害児学校教職員組合
○東京都公立学校事務職員組合
○東京都庁職員労働組合都立学校支部
○東京私立学校教職員組合

※公 益財団法人日本教育公務員弘済会（略称日教弘）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）及び福祉事業は教
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。

編集・発行：公益財団法人日本教育公務員弘済会東京支部
株式会社都教弘
問い合わせ先：0 3 - ５ ２ １ ０ - 4 202
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