
ふくおか教育を考える会 学習会
会員数講師 テーマ 参加人数

１９７３年 高校入試を考える会南区に発足 （売れ券）

１９７４年 市・県議会請願（高校増設・私学助成） 242

１９７５年

１９７６年 高校入試を考える福岡県連絡会結成

１９７７年 西部・東部・中部高校入試を考える会発足 472

１９７８年 丸木正臣 真実の教育を求めて 望ましい高校入試をさぐる

１９７９年 479 早乙女勝元 国際児童年記念（講演会協力）

１９８０年 追試制度を求めて請願・第1回アンケート 604

１９８１年 ふくおか教育を考える会協議会に名称変更
ひのえうま定員削減反対請願

670 金沢嘉市 人間のやさしさ強さ 1008

１９８２年 951 本多公栄 教科書問題を考える（共催） 281 高校間格差を学ぶ

１９８３年 筑紫教育を考える会発足
事務所設置

946 山田洋次 寅さんの教育論 1581 先生がかわる親がかわる

１９８４年 957 永畑道子 私たちの望む教育改革 651 ・うちの子が落ちこぼれてはたまらない　97名
・気になる臨教審のゆくえ　84名

１９８５年 宗像・糟屋教育を考える会発足 1028 太田尭 いま、子育て教育に問われるもの 859 ・学校給食問題

１９８６年 1143 丸木正臣 真実の教育を求めて 917 ・映画会「やがて春」300名　「ブラックボード」200名

１９８７年 10年誌発行
第2回アンケート実施

1122 斉藤公子
坂本光男

子育て錦を織るしごと
教えること育てること

８８７
（６７２）

・映画会「アリサ」「教科書百年」530名
・臨教審答申について
・教育と情報公開

１９８８年 1237 ・学校教育と日の丸・君が代
・教育と地方自治

１９８９年 1289 増田孝雄 子育て教育はよろこび 705 ・中野区教育委員会世直し準公選フィルム上映会
１９９０年 1397 太田尭 未来に拓く子育て教育 757 ・新学習指導要領

・子育てを宗谷に学ぶ（講演会に参加）

１９９１年 文部省・国会請願（新学習指導要領撤回） 1437 正木健雄 子どもの体は蝕まれている 937

１９９２年 1458 梅原利夫 いま、私たちに何ができるか 774 ・子どもの権利条約
・私学助成問題
・シンポジウム学校5日制を考える

１９９３年 第3回アンケート実施 1458 早乙女勝元 子どもに豊かな未来と明日を 1122 ・教育史に学ぶ
・新しい学力観とは

１９９４年 20年誌編纂委員会 1396 汐見稔幸 すてきな子育てしませんか 872 ・高校教育と入試制度

１９９５年 こどものための高校入試を検討する福岡県連
絡会結成
20年誌編纂委員会
戦後50年記念誌発行「平和な未来を願って」

1306 坂本光男 ほんとうの学力ってなあに？ 1130 ・私たちの望む高校入試改革

１９９６年 20年誌編纂委員会 1294 広木克行 輝け子どもたちー今学校を考えるー 911 ・思春期の子どもと高校入試

１９９７年 20年誌発行　5月 1190 高垣忠一郎 子どもとどう向き合うか 996

１９９８年 不登校の親の集い発足（協議会）
全国3000万人署名に参加

1097 三上満 一人ひとりが希望のもてる学校
ーいつも子どもがまんなかー

862 ・学校はどうなるー中教審答申からー

１９９９年 1037 加藤繁美 人間らしさの芯を育てよう 628 ・新学習指導要領

２０００年 990 椎名誠 椎名誠さんのセカイ 1094

２００１年 ・学力アンケート実施 951 村山士朗 それでも子どもは未来志向
ー私たちに何ができるかー

531 ・高校再編　西山健児　　24名
・学校5日制　藤野達善　５８名

２００２年 956 行田俊彦 どの子もできたいわかりたい
―学力を育てるー

588 ・高校再編問題と私たちののぞむ教育　吉見和子　32名
・教育基本法「改正」吉岡直子　23名

２００３年 30年誌編纂委員会 920 坂本光男 どの子もやさしく賢くたくましく
ー保護する愛と自立をうながす愛ー

５８５
（６５５）

輪読　協議会運営委員会
・わたしたちののぞむ教育改革　太田尭

２００４年 30年誌編纂委員会 869 暉峻淑子 子どもこそ教育の主人公～ひとり一人が
大切にされ、助け合う社会に

５７４
（６４０）

２００５年 支援を必要とする子どもの教育を考える会発
足
30年誌編纂委員会
ちくし　不登校の親の会発足・会報毎月発行

845 黒坂黒太郎
渡辺聿子

コカリナコンサートまま母狂想曲
ミニ講演子どもと教育基本法

５８３
（７２２）

２００６年 学校と教育に関するアンケート実施
30年誌発行　6月

825 高垣忠一郎 生きることと自己肯定感
～自分が自分であって大丈夫～

６２６
（７２３）

２００７年 815 後藤竜二 子どもたちの生きる力を信じて
～大人と子どもたちへの応援歌～

４８９
（５９８）

・教育基本法学習会　吉岡直子　２0名
・特別支援教育について　吉岡直子　16名
・憲法「改正」何が問題か？3回シリーズ迫田登紀子　延べ44名

２００８年 785 長谷川博一 子どもの心の声きこえていますか？
親も子も幸せになるためにカウンセラーか
らのメッセージ

６３５
（７１２）

私たちが望む教育とは3回シリーズ参加延べ47名

２００９年 752 喜多明人 子どもの権利条約採択20周年
子どもたちが輝くとき～こどもとともに創る
学校

350
（４７５）

・全国学力一斉テストを考える　平野栄一参加延べ26名
・特別支援教育の基礎・基本　中尾雅彦　参加22名

２０１０年 700 西野博之 居場所のちから
生きてるだけですごいんだ

４３０
（516）

・アイディアがあふれ出し、話し合いが楽しくなるミーティングの基本2回シ
リーズ　野口紀子
・30人学級実現のこれから　橋口幽美

２０１１年 ちくし子どもの権利キャラバン結成
ファシリテーター養成講座

648 小森陽一 理不尽社会に言葉の力を 438
（５２９）

・新学習指導要領
～教科書の問題はどこにあるのか～牧忠孝　16名
協議会運営委員会　ちくし運営委員会
・輪読イラスト版子どもの権利　ファシリテーターになるために　  喜多明人
・　岩波ブックレット二つの憲法　井上ひさし

２０１２年 631 山下英三郎 子どものトラブルを対話で解決する方法
～修復的対話をつかって～

３４６
（４３７）

・学習指導要領・子ども・学校　17名
・映画「かすかな光へ」鑑賞とワークショップ　16名
輪読　協議会運営委員会　ちくし運営委員会
・いじめ・損なわれた関係を築きなおす
・相談援助　山下英三郎著

２０１３年 事務所移転８月（白金） 594 清水眞砂子 教育は希望を語ること
ー子どもの本のもつちからー
ワークショップワールドカフェ

３０１＋５７
（３９２）

輪読　協議会運営委員会
・岩波ブックレット憲法はだれのもの　伊藤真
・アサーショントレーニング　平木典子

２０１４年 「ゆきとどいた教育をもとめる全国署名
（教育全国署名）」企画委員会参加（年間５回）

566 清水眞砂子 もういちど　教育は希望を語ること
ー子どもの本のもつちからー
ワークショップワールドカフェ

１６９＋３９
（１８６）

荻上チキ 「いじめの直し方」
ワークショップワールドカフェ

２２９＋５３
（２９９）

坂上香監督 アミカス市民グループ活動支援事業
映画上映会「トークバック沈黙を破る女た
ち」
ワークショップワールドカフェ

１１９＋４６
（１４８）

２０１５年 「ゆきとどいた教育をもとめる全国署名
（教育全国署名）」企画委員会参加（年間５回）

553 平田オリザ
ｙ

公開ワークショップ＆講演会「わかりあえな
いことから～コミュニケーション能力とは何
か」

383（うち中
高１８

森田汐生 アミカス市民グループ活動支援事業
講演＆ワークショップ「自分を好きになるコ
ミュニケーション術」

137+40

２０１６年 「ゆきとどいた教育をもとめる全国署名
（教育全国署名）」企画委員会参加（年間５回）

538 平田オリザ ふくおか地域貢献活動サポート事業
演劇発表と講演会「オリザさんと演劇をつ
くる　そして新しい広場をつくる」

351(うち中
高21)

東部、南部、宗･粕　支援の会発足　 竹崎かずみ アミカス市民グループ活動支援事業
講演会＆トレーニング｢自分らしさを大切に
したコミュニケーション～自分も相手も責め
ないアサーティブな表現方法～

83＋30

２０１７年 「ゆきとどいた教育をもとめる全国署名
（教育全国署名）」企画委員会参加（年間５回）

535 平田オリザ
苅宿俊文

オリザさんと演劇をつくる2017
演劇発表とトークイベント「古くて新しい学
びのかたち～演劇的手法をとりいれる意
味」

322（うち中
高１４

学習会「学び舎中学歴史教科書で模擬授業」鈴木敏夫　27名
・「守ろう憲法　輝け未来」子育て・教育を考えるつどい　35名
輪読　運営委員会
・新しい広場をつくる～平田オリザ　・まなびを学ぶ～苅宿俊文
・心が軽くなる気持ちのいい伝え方～森田汐生

２０１８年 506 牛島のり子 アミカス市民グループ活動支援事業　「怒
りの感情と上手につきあう～アサーティブ
な表現方法とは」講演会とトレーニング

109+29 輪読　運営委員会
・ほとんど憲法～木村草太

講演会

学習会「道徳って何だろう」　俵義文　　43名
輪読　運営委員会
・新しい広場をつくる～平田オリザ
・心が軽くなる気持ちのいい伝え方　森田汐生

学習会　教科書の歴史と採択　俵義文　　６６名
輪読　運営委員会
・わかりあえないことから～平田オリザ
・自分を好きになるコミュニケーション術　森田汐生
・心が軽くなる気持ちのいい伝え方　森田汐生
・学び舎　中学校歴史教科書

輪読　協議会運営員会
・僕らはいつまで『ダメ出し社会』を続けるのか　荻上チキ
・福岡県いじめ防止基本方針
・自分を好きになるコミュニケーション術　森田汐生




