
東部公立小中学校事務要覧

２０１６ ＮＯ．１８

子どもたちの夢をはぐくみ

学校経営に主体的に

参画する事務職員

東部事務研ホームページアドレス

www.tobu-jimu.net

東部管内学校数

小学校 １９９校

中学校 ９４校

計 ２９３校

東事研キャラクター「とぶ★たまちゃん」

埼玉県東部公立小中学校事務研究協議会
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Ⅰ．活動目標及び活動の柱

１．活動目標

学校事務職員の将来像を模索し、信頼される職、存在感ある職、そして学校教育に

より貢献できる職の確立を目標に活動を行います。

２．活動の柱

１．事業計画に従い会務並びに各事業を遂行し、より一層の改善を図る

２．理事を中心に、会員相互の研鑽の場となるよう努める

３．本部と各班との連携を密にし、実態と会員意識の把握に努める

４．学校事務についての様々な情報を把握し、会員に伝達する

５．関係機関並びに全事研、埼事研、各支部等他研究団体との連携を図る

Ⅱ．平成２８年度事業計画・予算額

１．重点努力事項

１．有益な事業を展開するための財政基盤の確立

２．新しい事実や解釈の発見がある研究、参加者との協議（対話）から学校事務職

員の将来像を導き出す研究の推進

３．さらなる参加率向上を目指した各研修会のあり方の検討

４．一歩踏み出すきっかけになる広報の作成

５．会員専用サイト「Ｊ－ＢＯＸ」を用いた知識共有システムの展開

２．事業計画

＜全体的事業＞

① 全体研修会並びに総会

平成２８年 ５月１０日 春日部市商工振興センター

「平成２７年度学校組織マネジメント指導者養成研修」報告

久喜市立栗橋西中学校 大島 富美江 事務主幹

三 郷 市 立 瑞 穂 中 学 校 宇田川 真知子 事務主幹

杉戸町立杉戸第二小学校 中 台 好 恵 事務主幹

講演 「 こ れ か ら の 学 校 事 務 職 員 に 期 待 す る こ と 」

講師 久 喜 市 教 育 委 員 会 教 育 長 柿 沼 光 夫 氏
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② 初任者研修会

平成２８年 ７月２８日 東部地域振興ふれあい拠点施設

対象者 平成２６～２８年度採用者及び経験１年未満の臨時的任用者

内容 東部教育事務所 総務・給与担当部長による講義

事務研活動について

実践報告

グループ別討議及び報告

③ 学校事務職員研修会

平成２８年１０月 ６日 春日部市商工振興センター

内容 「チーム学校」について

④ 研究大会

平成２８年１２月 ６日 春日部市商工振興センター

内容 東部教育事務所行政説明

研究部発表

広報部、知識共有部パネル展示

＜広報・知識共有事業＞

① 広報「とうぶ」の発行

② 「東部の学校事務」の発行

③ ホームページによる情報発信

・東部事務研についてのご案内

・Ｊ－ＢＯＸ（会員による知識共有ページ）の運営

３．研究協議会予算額

９６５，０００円

Ⅲ．班別会員数
平成２８年５月１日現在

班 名 会員数 班 名 会員数 班 名 会員数

春日部 ３９ 幸 手 １２ 松 伏 ０６

越 谷 ５３ 蓮 田 １４ 三 郷 ２８

久 喜 ３５ 杉 戸 １１ 行 田 ２５

白 岡 １０ 八 潮 １５ 加 須 ３２

宮 代 ０７ 吉 川 １４ 羽 生 １５

合 計 ３１６



（平成１１年度～平成２０年度）

開催年度 研修会・研修場所 研究発表 主担当

11
情報公開制度及び施設見学
～神奈川県小田原市・箱根町・鎌倉市

北埼・埼葛の研究のまとめ 研究部

12
任用・研修制度及び特別非常勤講師制度

～群馬県高崎市
新しい学校事務職員像の探求

－情報管理と知識共有について－
研究部

13

事務職員の加配の現状と栃木県における共同
実施の取組及び高根沢町の情報公開制度に
ついて

～栃木県氏家町

新しい学校事務職員像の探求
－情報管理・知識共有について－

研究部

新しい学校事務の創造
－第７次定数改善の定着を目指して－

研究部

プロジェクトＪ－ＢＯＸ
～そうだ！Ｊ－ＢＯＸに聞いてみよう～

知識共有部

新しい学校事務の創造
－第７次定数改善の定着を目指して ２年次－

研究部

プロジェクトＪ－ＢＯＸ
～あなたの知識がみんなの知識～

知識共有部

活動発表 広報部

新しい学校事務の創造
－学校事務の組織化と共同実施－

研究部

プロジェクトＪ－ＢＯＸ
～ともに成長！Ｊ－ＢＯＸ～

知識共有部

パネル発表 初任者研修会・現地研修会報告 研修部

学校事務職員の標準的職務について 研究部

大改造！学校事務職員的ビフォーアフター
～磨き合おう！Ｊ－ＢＯＸで～

知識共有部

パネル発表 初任者研修会・現地研修会報告 研修部

学校事務職員の標準的職務について ２年次 研究部

プロフェッショナル～学校事務職員仕事の流儀～
知識共有による見える化で未来を拓け

～見える！魅せる！Ｊ－ＢＯＸで～
知識共有部

パネル発表 初任者研修会・現地研修会報告 研修部

学校事務のグループ化における課題と将来 研究部

学校事務の「見える化」の成果と課題
～見える！魅せる！Ｊ－ＢＯＸで～

知識共有部

パネル発表 初任者研修会・現地研修会報告 研修部

語り合おう 創造してみよう 学校事務の将来
像

研究部

見せよう！話そう！Ｊ－ＢＯＸで
知識共有に関する意識調査から

知識共有部

パネル発表
初任者研修会・学校事務職員研修会報告

研修部

10年間の活動を振り返って 広報誌の展示 広報部

17

20
学校組織マネジメント研修
(ＳＷＯＴ分析)

～春日部市商工振興センター

大会テーマ イノベーション！今日とは違う明日を作る

19

群馬県下における学校事務の共同実施
について・東部管内のグループワークに
おける現状と課題について

～群馬県渋川市

Ⅳ．研修・研究のあゆみ

さいたま市事務研との交流研修：さいた
ま市における学校事務の現状と改善活
動について・地域に根ざした学校づくり
と学校事務職員の新たな役割について

～さいたま市

18

14
狭山市事務研との交流研修、施設研修

～狭山市

15

横浜市事務研との情報交換：学校事務
の共同実施及び横浜市小中学校施設
計画指針と特色ある学校予算

～神奈川県横浜市

16
栃木県公立小中学校事務研究大会参
加

～栃木県佐野市

矢板市事務研との情報交換：栃木県に
おける現状と課題及び矢板市の学校事
務評価・栃木県の事務長制度、鹿沼市
における学校事務の共同実施について

～栃木県矢板市
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（平成２１年度～　　　　　　）

開催年度 研修会・研修場所 研究発表 主担当

学校財務を中心とした学校事務職員の
新しい役割

研究部

つくろう　知識あふれるＪ－ＢＯＸを
 　Ｊ－ＢＯＸのＰＲ活動

知識共有部

パネル発表
　初任者研修会・学校事務職員研修会報告

研修部

パネル発表　東部事務研ＨＰ紹介 広報部

学校財務を中心とした学校事務職員の
新しい役割（２年次）　－財務で導く学校経営－

研究部

つなげよう　知識と経験　Ｊ－ＢＯＸ
　世代交代と Ｊ－ＢＯＸの役割

知識共有部

パネル発表
　初任者研修会・学校事務職員研修会報告

広報部

学校財務を中心とした学校事務職員の
新しい役割（３年次） ～つながる つながり～

研究部

つなごう　仲間の輪・知識の輪
学校事務職員の新たな姿と Ｊ－ＢＯＸの新たな役割へ

知識共有部

パネル発表
　広報紙キャラクター総選挙
　便利オフィスグッズ展示

広報部

学校事務職員の将来像を考える（１年次）
   ～共同実施　なぜ今なのか～

研究部

パネル発表
　広報「とうぶ」拡大パネル紹介
　ストレス解消グッズ展示

広報部

パネル発表
　 Ｊ－ＢＯＸ各コンテンツパネル紹介
　先輩後輩のメッセージ交換

知識共有部

学校事務職員の将来像を考える（２年次）
   ～共同実施　今できること～

取材報告「東京都の学校事務の現状と江東
　　　　　　 区の共同実施について」

研究部

取材報告「県立高等学校の事務室の状況と
　　　　　　 総務事務システムについて」

研修部

パネル発表
　広報部活動の様子
　会場周辺の紹介

広報部

　 Ｊ－ＢＯＸの理想のカタチ
　～理想実現のための３つの取組

知識共有部

　

学校事務職員の将来像を考える（３年次）
   ～防災 今 役割を超えて～

研究部

パネル発表
　広報「とうぶ」掲載の記事特集

広報部

Ｊ－ＢＯＸ活用促進の取組に関するパネル展示及び
発表 知識共有部

学校事務職員の将来像を考える（４年次）
   ～今　攻めのリスクマネジメントへ～

研究部

パネル発表
　広報「とうぶ」掲載の記事特集

広報部

発表「シェアしよう！みんなの知識」
　今年度の取組の紹介

知識共有部

東部教育事務所　講話（人事交流職員との対談） 研修部

  大会テーマ　　子どもたちの夢をはぐくみ、学校経営に
 　　　　　　　　　　　主体的に参画する事務職員をめざして

  大会テーマ　　子どもたちのために、
                         学校の核となる事務職員を目指して

学校事務の共同実施について
　　　　　　　　～久喜総合文化会館

  大会テーマ　　子どもたちの夢をはぐくみ　学校経営に
                         主体的に参画する事務職員をめざして

  大会テーマ　　子どもたちの夢をはぐくみ、学校経営に
 　　　　　　　　　　　主体的に参画する事務職員をめざして

22

  大会テーマ　　子どもたちのために、
                         学校の核となる事務職員を目指して

学校財務マネジメント研修
　　　　～春日部市商工振興センター

学校財務について
　　　　　　　   ～杉戸町立西公民館

  大会テーマ　　子どもたちのために、
                         学校の核となる事務職員を目指して

24

26

鳥取の覚悟は『学校を変える力になる』
埼玉は？～やるか、やらないか　決める
のはあなたです～
～春日部市商工振興センター

27

Ⅳ．研修・研究のあゆみ

21
学校組織マネジメント研修（危機管理）
　　　　～春日部市商工振興センター

大会テーマ　　イノベーション！今日とは違う明日を作る

25
学校事務職員と教育委員会
　～春日部市・東部地域振興ふれあい
　　 拠点施設（ふれあいキューブ）

23

防災対策および災害時における
　学校事務職員の果たすべき役割
　～春日部市・東部地域振興ふれあい
　　 拠点施設（ふれあいキューブ）
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Ⅴ．沿 革
昭 和

34. 事務職員採用試験第１回

事務職員採用26名（今の上級）

38. 埼葛各市町村に研究会発足の動きあり

39. 1 埼葛学校事務研究会設立準備会

（松井・柴崎・岡野・天野・新原・鈴木各氏による）

39. 9 第１回学校事務職員採用試験実施（初級）

40. 3 埼葛学校事務研究会発足

初代会長 松井正賢氏（会員数70余名）

41. 2 埼玉県公立小中学校事務職員研究協議会創立総会

41. 3 埼玉県公立小中学校事務職員研究協議会発足に伴い、埼葛学校

事務研究会は発展的に解消し、埼玉県公立小中学校事務研究協

議会埼葛支部として発足する。

初代支部長 松井正賢氏

42. 6 文部省教材基準を通達(国)

42. 7 県単位の公立小中学校事務職員研修会初開催（大宮東中）

43. 北埼玉小中学校事務研究会発足

初代会長 田頭 滋氏（会員数20余名）

44. 6 定数法の改正(小350名、中250名以上の児童生徒)(国)

45. 3 埼葛各班の構成 17市町 〔埼葛の学校事務〕誌創刊

45. 4 給料計算に電算システム導入

46. 5 教員の超勤問題で教職調整額４％支給、教職員給与特別措置法施行(国)

46. 10 埼玉県公立小中学校事務研究大会岩槻市で開催

49. 2 義務教育学校教員人材確保法成立公布(国)

49. 7 全国学校事務研究大会開催（浦和市）

49. 11 埼玉県公立小中学校事務研究会創立１０周年記念事業を実施

50. 4 埼玉県公立小中学校事務職員に職名（事務主事・事務主任・事務主査）導入

50. 12 主任制度化の文部省令公布・事務主任制度化

51. 1 第８回埼玉県公立小中学校事務研究大会行田市で開催

55 産代法一部改正案成立(事務・栄養職員適用)(国)

55. 1 広報「ほくさい」創刊

55. 5 北埼玉事務研各専門部設置

55. 10 第12回埼玉県公立小中学校事務研究大会岩槻市で開催

56. 2 北埼玉第１回研究大会開催

57. 5 週休 2日制実施 4週 5休方式

59. 4 「埼葛小中学校事務要覧」第１号発刊

59. 11 第16回埼玉県公立小中学校事務研究大会羽生市で開催

60. 5 研究委員会発足（校務分掌について）

63. 3 研究部設置

63. 4 育児欠勤にかかる臨時職員配置事業実施

平 成

元. 10 第20回埼玉県公立小中学校事務研究大会越谷市で開催 週休 2日制改制 4週 6休方式

3. 4 小中学校事務職員採用上級・初級試験国籍条項撤廃

4. 9 週休 2日制改制 4週 8休方式 学校2休業土曜日制

4. 10 学校長へ通勤・住居手当認定事務権限委任

4. 12 事務職員給料改定（3級制→8級制へ）
(4.4適用) 選考による事務主幹制導入

5. 10 第25回埼玉県公立小中学校事務研究大会羽生市で開催

6. 4 完全週休 2日制実施

7. 2 給与電算システム改定

9. 2 共済、互助会療養給付金口座振込実施

9. 3 出納事務所廃止

9. 10 埼事研研究大会第３分科会で埼葛支部発表 給与振込実施

10. 4 旅費関係規定の改正

10. 6 埼葛研究部、さいたま地球環境賞受賞

10. 10 埼玉県公立小中学校事務研究会大会春日部市で開催 事務職給料表については、独自額を解消し、行政職

給料表と同一の給料月額を用いた給料表に改正する

11. 2 北埼玉３０周年研究大会開催

北埼玉・埼葛の沿革 県・国 の 沿 革
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平 成

11. 4 教育事務所の再編 県内５事務所（東・西・南・北・秩父）となる

11. 5 教育事務所の再編により北埼玉学校事務研究会、埼事研埼葛支部

は発展的に解消し、東部公立小中学校事務研究協議会を発足

初代会長 松田 光男氏（22班、25市町村、327校、会員数343名）

11. 10 旅費関係規定等の改正
13. 2 東部事務研ホームページ開設（Ｊ－ＢＯＸ）
13. 3 埼事研ホームページ開設
13. 4 第７次教職員定数改善計画による事務職員の加配（東部３名）第７次教職員定数改善計画による事務職員の加配（県９名）

14. 4 第７次教職員定数改善計画による事務職員の加配（東部５名）第７次教職員定数改善計画による事務職員の加配（県17名）

知識共有部設置 完全週５日制及び小中学校における新教育課程実施
15. 3 文科省主催第３回インターネット活用教育実践コンクール入賞

（Ｊ－ＢＯＸ）
15. 4 第７次教職員定数改善計画による事務職員の加配（東部６名）第７次教職員定数改善計画による事務職員の加配（県17名）

さいたま市 政令指定都市
16. 4 第７次教職員定数改善計画による事務職員の加配（東部４名）第７次教職員定数改善計画による事務職員の加配（県10名）

埼事研研究大会第３分科会で東部研究発表
16. 5 第二代会長 小暮 清子氏
17. 4 第７次教職員定数改善計画による事務職員の加配（東部６名）第７次教職員定数改善計画による事務職員の加配（県10名）

17. 4 岩槻市がさいたま市と合併
17. 10 庄和町が春日部市と合併、川里町・吹上町が鴻巣市と合併

18. 1 南河原町が行田市と合併
18. 4 事務部門の強化対応加配（東部５名） 事務職員給料改定（8級制→6級制へ）

事務部門の強化対応加配（県10名）
18. 5 第三代会長 小林 博氏
18. 10 学校長へ扶養・児童手当認定事務権限委任
18. 12 教育基本法改正(国)
19. 3 東部教育事務所行田分室閉室
19. 4 事務部門の強化対応加配（東部５名） 秩父と北部教育事務所が統合され北部教育事務所となる

旅費互審会実施
事務部門の強化対応加配（県８名）

20. 4 事務部門の強化対応加配（東部５名） 教育三法(学校教育法・地教行法・教育職員免許法、教特法)の改正(国)

事務部門の強化対応加配（県８名）
20. 5 第四代会長 墳崎 克一氏
20. 8 埼事研研究大会第３分科会で東部研究発表
21. 4 事務部門の強化対応加配（東部６名） 学校教育法施行規則の一部改正(事務長の設置)(国)

主幹教諭設置（給料表特２級創設）
事務部門の強化対応加配（県10名）

22. 3 久喜・菖蒲・栗橋・鷲宮が合併（久喜市）
加須・騎西・大利根・北川辺が合併（加須市）

22. 4 事務部門の強化対応加配（東部７名） 高校での総務事務システムの本格稼働(県)
事務部門の強化対応加配（県12名）
県立高校授業料無償化(国)
子ども手当が創設される（国）

22. 5 第五代会長 田中 憲一氏
23. 1 小中学校の共同実施に係る研究チームによる検討会議（県）

関東地区学校事務研究大会開催（さいたま市）
23. 4 事務部門の強化対応加配（東部６名）
24. 3
24. 4 事務部門の強化対応加配（東部６名）

事務主任研修・事務主査研修新設（県）
24. 5 第六代会長 櫻井恵美子氏
24. 9
25. 4

26. 4

26.11
27. 4

事務主幹研修新設（県）
28. 4 事務部門の強化対応加配（東部７名）

東 部 の 沿 革 県・国 の 沿 革

小中学校県費事務システム本稼動（県）

改正児童手当法の施行（国）

事務部門の強化対応加配（県12名）

事務部門の強化対応加配（県12名）
小中学校等事務の共同実施方針等の通知（県）

事務部門の強化対応加配（県20名）、専門人材の配置充実加配（県１名）

「事務の共同実施」が学校管理規則に規定される（久喜市、蓮田市）

事務部門の強化対応加配（東部８名） 事務部門の強化対応加配（県18名）、専門人材の配置充実加配（県２名）

事務部門の強化対応加配（県15名）
「事務の共同実施」が学校管理規則に規定される（幸手市、杉戸町）

「事務の共同実施」が学校管理規則に規定される（行田市、加須市）

人事異動により東部教育事務所に管内小中学校事務職員から1名配置 小中学校事務職員と教育事務所との人事交流（県）
県教委の優秀な教職員表彰の対象拡大により初めて４名の事務職員が表彰を受ける（県）

事務部門の強化対応加配（東部６名）

事務部門の強化対応加配（東部６名） 事務部門の強化対応加配（県15名）
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氏　　名 学　校　名

氏　　名 石田　衣絵 春日部中学校

松井　石根 野中　厚徳 上高野小学校

松田　光男 神野　曜子 久喜北小学校

小暮　清子 永山　貴寛 城ノ上小学校

内藤　純彦 昭和中学校

氏　　名 菊地　恭平 柳之宮小学校

篠﨑　智保 浦部　一男 須賀小学校

髙野　潤一 栄進中学校

氏　　名 市町名 学校名 新井　真知子 立花小学校

田中　憲一 幸手市 権現堂川小学校 石井　茜子 中野小学校

関根　作夫 幸手市 東中学校

櫻井恵美子 越谷市 大沢北小学校 氏　　名 学　校　名

岡田　節子 久喜市 小林小学校 部長 研究開発部 飯島由美子 花崎北小学校

飯島由美子 加須市 花崎北小学校 理事 事務局 中島　麻子 菖蒲東小学校

木村　公一 久喜市 久喜小学校

蓮實　五喜 行田市 下忍小学校 氏　　名 学　校　名

武藤 　　勉 吉川市 南中学校 山川　睦美 黒浜中学校

糸井　隆之 加須市 騎西小学校 木村　公一 久喜小学校

中島　麻子 久喜市 菖蒲東小学校 小林　佐知子 八木崎小学校

本橋　憲治 三郷市 高州小学校 関口　清美 幸手中学校

生松　朊大 蓮田市 黒浜南小学校 財務担当 林崎　宗彰 大増中学校

総務部 熊倉　広大 春日部市 豊春中学校 研究担当 石田　衣絵 春日部中学校

研究部 池田　将樹 松伏町 松伏第二小学校 総務担当 宇田川　尚希 中央中学校

研修部 湯村　剣士 蓮田市 蓮田南中学校 望月　直和 丹後小学校

広報部 渋生田朊広 加須市 豊野小学校 長谷川貴俊 八潮中学校

知識共有部 伊藤 　雅人 八潮市 大原小学校 丸山　　 敏 加須東中学校

舩津　大河 北川辺中学校

情報担当 木村　桃子 西中学校

Ⅶ．採用試験実施年度・採用年度別構成（埼玉県公立小中学校事務職員）
平成２８年５月１日現在

合格者 受験者 倍率 受験者 倍率

４ １６４ ４１．０ ２２９ １４．３ １１ １１

４ ２７５ ６８．８ ２５１ １０．５ １２ １３

１２ ３７７ ３１．４ ３００ ９．４ １３ ３２

１３ ５４０ ４１．５ １９７ ６．８ １４ １９

１７ ４３２ ２５．４ ２１６ ９．８ １５ ２１

８ ３４５ ４３．１ １４４ １２．０ １６ １４

７ ３２２ ４６．０ １６７ １０．４ １７ ２３

２９ ５２９ １８．２ １６１ ７．２ １８ ５０

３０ ４８０ １６．０ １８１ ６．７ １９ ４２

４５ ４００ ８．９ １３６ ５．０ ２０ ５５

３０ ４２０ １４．０ １１４ １０．４ ２１ ３３

５４ ５１０ ９．４ １１３ ６．３ ２２ ６０

４４ ６２７ １４．３ １６４ １１．７ ２３ ４３

４１ ６５６ １６．０ １１６ ５．５ ２４ ５１

４１ ５７５ １４．０ ２５５ ６．５ ２５ ６４

１６ ４６４ ２９．０ １８７ ８．９ ２６ ２４

２３ ５５７ １８．２ １８５ ５．７ ２７ ４３

４２ ５０６ ９．８ ２４９ ５．５ ２８ ５１

八潮市

宮代町
広報部 副部長

　全事研担当役員

  埼事研派遣役員                  

監事 春日部市

市町名役職名

市町名役職名

久喜市

常
任
理
事

２７

加須市

会長 蓮田市

副理事長

春日部市

越谷市

２４

１８

１７

松実高等学園理事長

初代会長

２０

１５

１４

１２

１３

三郷市

幸手市

幸手市理事長

八潮市

研修担当

研究担当

常任
理事

第二代会長

会　　長

副会長

顧　　問

参　　与

知識共有部 副部長

監　　事

理事長

研修部 副部長

特別会員

三郷市

上・初級合計
採用者数

春日部市

上　　　　　　級採用試験
実施年度

採用
年度

加須市

合格者

加須市

副会長

幸手市

総務部 副部長

久喜市

役職名

越谷市

加須市

越谷市

研究部 副部長

役職名 所属名

市町名

春日部市

役職名

役職名

Ⅵ．平成２８年度役員

为　な　経　歴

久喜市

２３

１６

１１

２６

２５

２１

１９

１０

春日部市

１６

２１

２７

２７

２２

２２

３２

２７

３９

理事

１１

１８

１４

２１

２９

１２

東部教育事務所

３９

２１

初　　　　　　級

１６

２４
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Ⅷ．埼玉県東部公立小中学校事務研究協議会会則抜粋

第一章 総則

（名称及び事務所）

第一条 本会は埼玉県東部公立小中学校事務研究協議会と称し、事務所を会長在勤校に置

く。

（目的）

第二条 本会は学校事務の研究を行い会員の資質向上を図るとともに、教育活動に寄与

することを目的とする。

（事業）

第三条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

（１）学校事務に関する研究及び調査

（２）研究会・研修会等の開催

（３）会報の発行

（４）その他本会の目的達成に必要な事項

Ⅸ．組織図

議決機関 監査機関

総会・評議員会 監事

執行機関

理 事 会

会長 副会長 理事長 副理事長 理事

常任理事会

会長

副会長

理事長

副理事長

常任理事

総 務 部

研 究 部

研 修 部

広 報 部

知識共有部

（各部の代表は常任理事）



そうだ！ あなたの知識が ともに成長！

Ｊ－ＢＯＸに みんなの知識 Ｊ－ＢＯＸ

聞いてみよう １５年度 １６年度

１４年度

磨き合おう！

Ｊ－ＢＯＸで 見せよう！

１７年度 話そう！

みんなが Ｊ－ＢＯＸで

見える！ 会員による ２０年度

魅せる！ 知識共有ページ

Ｊ－ＢＯＸ 「Ｊ－ＢＯＸ」

１８・１９年度 キャッチフレーズ

東部事務研

ホームページ

東部公立小中学校事務要覧
平成２８年 ６月３０日 発行 第１８号

発行責任者 越谷市大林５８０

越谷市立大沢北小学校

櫻井恵美子

編集企画 糸井 隆之 中島 麻子

本橋 憲治 生松 朋大

つなごう！

仲間の輪・

知識の輪

２３年度

つなげよう

知識と経験 Ｊ－ＢＯＸ

２２年度

つくろう

知識

あふれる

Ｊ－ＢＯＸを

２１年度

知識と絆 Ｊ－ＢＯＸ

２４年度

いいね！

つながる知識

Ｊ－ＢＯＸ

２５年度

知識共有 広がる輪

２６年度

シェアしよう！

みんなの知識

２７年度

小さな知識で広がる大きな輪

２８年度


