
日　時 平成19年11月17日（土）　１２：３０～１６：３０
場　所 静岡県総合教育センター「あすなろ」
来場者 約500人
内　容 ・オープニングアトラクション（北中吹奏楽部）

・開会行事
・基調講演「社会総がかりで教育再生を」
　　講師：池田守男（教育再生会議座長代理・（株）資生堂相談役）
・パネルディスカッション「子どもたちのために、今、何をすべきか」
　　コーディネーター：鈴木　善彦（静岡文化芸術大学常務理事）
　　パネリスト：渋江かさね（静岡大学准教授）
　　　　　　　　辻　　誠　（掛川市ＰＴＡ連絡協議会会長）
　　　　　　　　藤井　康子（世話やきおばさん）
　　　　　　　　松下　一徳（掛川青年会議所直前理事長）
　　　　　　　　山田　文子（西郷小教頭）

日　時 平成20年11月23日（日）　９：００～１２：００
場　所 掛川市生涯学習センター
来場者 約800人
テーマ 「未来を担う子どもたちにいま豊かな体験を」
内　容 ・オープニングアトラクション（掛川西高ダンス部ほか２団体）

・開会行事①「世界一短いメッセージ」表彰（応募作品2,908）
　　　　　②自然体験事例発表（２名）
　　　　　③読書活動の取り組み発表（２名）
・基調講演「読書力とコミュニケーション力」
　　講師：齋藤　孝（明治大学教授）

日　時 平成21年11月14日（土）　８：４５～１２：１５
場　所 掛川市文化会館シオーネ
来場者 約600人
テーマ 「次世代を担う子どもたちのために大人は何をすべきか」
内　容 ・オープニングアトラクション（童謡合唱）

・開会行事「世界一短いメッセージ」表彰（応募作品3,722）
・取組発表①保幼小中連携・一貫教育研究指定の取組（栄川中学校区）
　　　　　②小学校における通学合宿の取組（佐束仲よし学校）
　　　　　③地域が一体となり、歴史・文化を伝承する取組（横須賀地区祭典）
・シンポジウム「深めよう広めよう　掛川の教育」
　　　　　　　　　
　　コーディネーター：鷲山　恭彦（東京学芸大学学長）
　　　　シンポジスト：平野　正俊（ｷｳｲﾌﾙｰﾂｶﾝﾄﾘｰJapan園長）
　　　　　　　　　　　泉ルピータ（掛川国際交流センターボランティア）
　　　　　　　　　　　鈴木　敏子（掛川歴史教室代表）
　　　　　　　　　　　戸塚　知治（美郷会会長）
・その他（展示：市内園・学校の取組紹介、報徳写真展など）

第１回

第２回

第３回

かけがわ教育の日これまでの実績



日　時 平成22年11月20日（土）　８：４５～１２：００
場　所 掛川市大須賀中央公民館
来場者 約500人
テーマ 「夢と希望がふくらむ　かけがわの子　～市民活動から見る地域の教育力～」
内　容 ・オープニングアトラクション（いきわくジュニアﾌﾞﾗｽﾊﾞﾝﾄﾞ・ｱﾄﾘｴｸﾗﾌﾞ）

・開会行事「世界一短いメッセージ」表彰（応募作品4,018）
・取組発表①掛川市老人クラブ連合会
　　　　　②掛川青年会議所
・基調講演「子は財（たから）　～人財を育てる地域の教育力～」
　　講師：角替　弘志（常葉学園大学学長）
・その他（展示：市内園・学校の取組紹介、報徳写真展など）

日　時 平成23年11月19日（土）　９：００～１１：５５
場　所 掛川市生涯学習センター
来場者 約900人
テーマ 「子どもたちに希望の光を　～今、そしてこれからの掛川の保育・教育～」
内　容 ・オープニングアトラクション（市民合唱団）

・開会行事「世界一短いメッセージ」表彰（応募作品4,427）
・基調講演「希望のチカラ」
　　講師：玄田　有史（東京大学社会科学研究所教授）
・パネルディスカッション
　　コーディネーター：玄田　有史（東京大学社会科学研究所教授）
　　　　　パネリスト：鈴木　功一（城北小校長）他２名
　　　　　　　　　　　橋本　俊子（倉真小校長）
　　　　　　　　　　　竹山　由明（大浜中校長）
・その他（展示：市内園・学校の取組紹介、報徳写真展など）

日　時 平成24年11月25日（日）　９：００～１２：００
場　所 掛川市大須賀中央公民館
来場者 約500人
テーマ 「みつめよう家庭の子育て　はぐくもう家族の希望」
内　容 ・開会行事「世界一短いメッセージ」表彰（応募作品5,511）

・基調講演「子どもが育つ家庭の役割　～二宮金次郎を手がかりに～」
　　講師：中桐万里子（親子をつなぐ学びのスペース「リレイト」代表）
・パネルディスカッション
　　コーディネーター：中桐万里子（「リレイト」代表）
　　　　　パネリスト：杉井　保之（日本ＣＬ建設的な生き方学会会長）
　　　　　　　　　　　土屋　秋雄（掛川市スクールカウンセラー）
　　　　　　　　　　　石川　和見（掛川市社会教育委員、ぽぽクラブ代表）
・その他（展示：市内園・学校の取組紹介、報徳写真展など）

第４回

第５回

第６回



日　時 平成25年11月16日（土）　９：００～１２：００
場　所 掛川市生涯学習センター
来場者 約750人
テーマ 「お茶の間から広げよう　家族や地域のぬくもりを」
内　容 ・開会行事　オープニングアトラクション（土方小オペレッタ）

　　　　　　「世界一短いメッセージ」表彰（応募作品5,725）
　　　　　　「かけがわお茶の間宣言（案）」発表
・基調講演「見つめてみよう　私の子育て」
　　講師：佐藤　カヨ（東京家庭教育研究所）
・パネルディスカッション
　　コーディネーター：佐藤　カヨ（東京家庭教育研究所）
　　　　　パネリスト：山﨑　保寿（静岡大学教授）
　　　　　　　　　　　土屋　幸代（「お茶の間宣言」策定副委員長）
　　　　　　　　　　　岩尾千佳子（掛川市社会教育委員）
　　　　　　　　　　　大角みはる（北中学区地域コーディネーター）
・その他（展示：市内園・学校の地域連携の取組紹介、報徳写真展など）

日　時 平成26年11月15日（土）　９：００～１１：３０
場　所 掛川市文化会館シオーネ
来場者 約650人
テーマ 「大切にしよう家族の会話　広めよう我が家のお茶の間づくり」
内　容 ・開会行事　オープニングアトラクション（倉真小）

　　　　　　「世界一短いメッセージ」表彰（応募作品7,113）
　　　　　　実践発表「中学校区学園化構想の取組」（冀北学園）
　　　　　　　発表者：秦　　道雄（北中学校区子ども育成支援協議会会長）
　　　　　　　　　　　鈴木　克壽（北中学校区子ども育成支援協議会副会長）
　　　　　　　　　　　浅井　正子（北中学校区子ども育成支援協議会地域Ｃ）
・基調講演「大切にしよう家族の会話」
　　講師：藤田　弓子（女優・静岡県声掛けアンバサダー）
・「かけがわお茶の間宣言」
・その他（展示：市内園・学校の地域連携の取組紹介など）

日　時 平成27年11月21日（土）　９：００～１１：３０
場　所 掛川市大須賀中央公民館
来場者 約600人
テーマ 「広げよう親子読書　つくろう我が家のお茶の間ライブラリー」
内　容 ・開会行事　オープニングアトラクション（横須賀幼稚園）

　　　　　　「世界一短いメッセージ」表彰（応募作品8,475）
　　　　　　実践発表「お茶の間宣言を実現する子育てのあり方」
　　　　　　　発表者：鈴木　綠（掛川市社会教育委員長）
・基調講演「子どもの心の発達と絵本～家庭読書の大切さ～」
　　講師：柳田　邦男（作家、評論家）
・「かけがわお茶の間宣言」
・その他（展示：市内園・学校の読書活動の取組紹介、報徳写真展など）

第９回

第８回

第７回



日　時 平成28年11月19日（土）　９：００～１１：３０
場　所 掛川市生涯学習センター
来場者 約900人
テーマ 「こころざしと学ぶ意欲を育てる人づくり

　　　　　　　　　～子どもたちの未来のために今私たちができること～」
内　容 ・開会行事　オープニングアトラクション（なないろび～んず）

　　　　　　「かけがわお茶の間宣言」表彰（応募作品9,236）
　　　　　　掛川市市民栄誉賞授与式（大角幸枝氏）
　　　　　　実践発表『「掛川子ども議会」を体験して』
　　　　　　　発表者：子ども議会出席中学生２名
　　　　　　 第17回しずおか市町対抗駅伝出場者の壮行会
・基調講演「子どもたちの未来のために今私たちができること」
　　講師：天野　浩（名古屋大学教授、2014年ノーベル物理学賞受賞者）
・「かけがわお茶の間宣言」
・その他（展示：市内園・学校の地域連携の取組紹介）

日　時 平成29年11月12日（土）　９：００～１１：３０
場　所 掛川市文化会館シオーネ
来場者 約650人
テーマ 「お茶の間で文化・芸術を語ろう

　　　　　　　　　茶エンナーレの掛川で感性豊かな子育てを」
内　容 ・開会行事　オープニングアトラクション（大東ふるさと太鼓）

　　　　　　「世界一短いメッセージ」表彰（応募作品9,361）
　　　　　　実践発表「大浜中ギャラリー」
　　　　　　　発表者：大浜中生徒２名
　　　　　　 第18回しずおか市町対抗駅伝出場者の壮行会
・基調講演「お茶と食べもの　－日本人のくらしぶり－」
　　講師：熊倉　功夫（MIHO MUSEUM館長、前静岡文化芸術大学学長）
・「かけがわお茶の間宣言」
・その他（展示：市内園・学校の地域連携の取組紹介）

日　時 平成30年11月17日（土）　９：００～１１：５０
場　所 掛川市大須賀中央公民館
来場者 約600人
テーマ 「家庭は子どもの基地　家庭の役割を考えよう

　　　　　　　　　　　　～笑顔と会話があふれる子育てを～」
内　容 ・開会行事　オープニングアトラクション（横須賀高校「三社祭礼囃子」）

　　　　　　「世界一短いメッセージ」表彰（応募作品9,811）
　　　　　　実践発表「地域子育て支援活動について」
　　　　　　　発表者：掛川第５地区まちづくり協議会
　　　　　　 第19回しずおか市町対抗駅伝出場者の壮行会
・基調講演「認めるだけで子どもが伸びる　～笑顔が一番～」
　　講師：原坂　一郎（KANSAIこども研究所　所長）
・「かけがわお茶の間宣言」
・その他（展示：市内園・学校の地域連携の取組紹介）

第10回

第12回

第11回



日　時 令和元年11月16日（土）　９：００～１１：５０
場　所 掛川市生涯学習センター
来場者 約500人
テーマ これからの教育　「夢とこころざしを持ち、ともに学び、

　　　　　　　　　　　　　豊かな未来を創造するひと」を育むために
内　容 ・開会行事　「心がほっこり　お茶の間トーク」表彰（応募作品6,845）

　　　　　　実践発表「小中一貫教育指定研究成果発表」
　　　　　　　発表者：鈴木　政昭（原野谷中学校長）　　
　　　　　　 第20回しずおか市町対抗駅伝出場者の壮行会
・基調講演「賢い子に育てる８つのポイント」
　　講師：酒井　勇介（家庭教育プロデューサー）
・「かけがわお茶の間宣言」
・その他（展示：市内園・学校の地域連携の取組紹介、図書館古本市）

日　時 令和３年１月23日（土）　９：００～公開開始
場　所 掛川市HP内特設ページ　Web開催
来場者 動画コンテンツ視聴回数　1,835回
テーマ 未来の教育について考えよう

　～新しい生活様式をふまえ、今だからこそ見えること～
内　容 ・メインプログラム「座談会」

　テーマ　「未来の教育」
　　ファシリテーター　久保田　崇（副市長）
　　論者　　　　　　　日詰　一幸（静岡大学人文社会科学部長）
　　　　　　　　　　　安東　幸治（ソフトバンク株式会社

　ソーシャルビジネス部長）
　　　　　　　　　　　村上　文洋（三菱総合研究所　主席研究委員）
　　　　　　　　　　　山本　美鈴（山本製作所　専務取締役）
　　　　　　　　　　　佐藤　嘉晃（教育長）
・「心がほっこり　お茶の間トーク」表彰・朗読（応募作品6,191）
・かけがわお茶の間宣言（心がほっこり　お茶の間トーク受賞家族による宣言）
・再開後の園・学校の取組紹介（新しい生活様式をふまえた取組）
・「やっぱり学校っていいな」「笑顔いっぱいの園生活」スライド
・特別企画
　「保育士・幼稚園教諭・教師になってよかった」と感じた瞬間エピソード
　　（全126作品）

日　時 令和３年11月20日（土）　９：００～公開開始
場　所 掛川市HP内特設ページ　Web開催
来場者 動画コンテンツ視聴回数　16,558回
テーマ 家庭、地域、園・学校のつながりについて考えよう

　～市民総ぐるみで子どもを育てるために～
内容 テーマに沿った動画コンテンツをカテゴリーに分け公開

【授業】
・園ではどんなことを学んでいるの？　　　・先生も勉強、頑張っています
・子ども主体、iPadの活用。なぜ、授業は大きく変わっているの？（前編・後編）
【家庭】　　　　　　　　　　　　【地域】
・子どもを伸ばす家庭学習とは？　　　・授業で生きる「地域の力」・協力団体紹介
【お楽しみ】
・「心がほっこり　お茶の間トーク」（応募総数5,920）受賞作品朗読,お茶の間宣言

・出会いから始める成長、そしてこれから・・・　（Palette制作）
・保育士、幼稚園教諭、教師になってよかったと感じた瞬間エピソードⅡ
・市内高等学校、特別支援学校の紹介　　　・笑顔いっぱいの園生活Ⅱ
・やってみよう、スキンシップのすゝめ
【部活動】　　　　　　　　　　　　　　　【その他】
・部活動について考える　　　　　　　・CM　　　・市長挨拶

第13回

第15回

第14回



日　時 令和４年11月19日（土）　９：30～12：00
場　所 掛川市生涯学習センター・掛川市HP内特設ページ
来場者 約500人　動画コンテンツ視聴回数　36,036回
コンセプト 子どもが主役の教育の日
テーマ 創ろう！私たちのミライ　～変わるものと変わらないもの～
内容 会場

・開会行事　「我が家の”宝もの”～変わるものと変わらないもの～」
優秀作品発表・表彰（応募作品5,643）

・基調講演「豊かなスポーツライフを実現するために
　　　　　　～監督が怒ってはいけないバレーボール大会を企画した理由～」
　　講師：益子 直美（元バレーボール日本代表）
・「かけがわお茶の間宣言」
WEBコンテンツ
・「我が園・校の”宝もの”～変わるものと変わらないもの～」

（市内園・校作成動画）
・小笠地区県立校紹介動画（各校作成・提供動画）　
・「我が家の”宝もの”～変わるものと変わらないもの～」作品情報
・会場開催、基調講演まとめ

第16回


