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9. 地方的規模研究会発表・講演 

番 発表者 発表題目・演題 発表大会 発表場所 発表日 備

考 

1 玉井康之 演題「農業技術と地域生産活動−農村におけ

る情報交換と人間関係」 

北海道訓子府町教育委員会主催農業経営講

座 

於:訓子府町公民館 1991年2月8日  

2 玉井康之 演題「今こそ体験を基盤にした情報交流と

人間関係のネットワークを！」 

農山漁村文化協会主催道央地域学習会 於:札幌クリスチャンセンター 1992年2月12日  

3 玉井康之 演題「地域の見方・読み方・調べ方」 北海道教育大学釧路校現職教員対象公開講

座 

於:北海道教育大学釧路校 1993年8月5日〜7日  

4 玉井康之 演題「人が育つとはどういうことか」 北海道中小企業家同友会釧路幹部大学講座 於:釧路キャッスルホテル 1994年2月10日  

5 玉井康之 演題「学校教育と社会教育Ⅰ・Ⅱ」 北海道教育大学釧路校社会教育主事講習 於:北海道教育大学釧路校 1994年7月26日  

6 玉井康之 演題「人がやる気を出す瞬間」 北海道中小企業家同友会釧路幹部講座 於:釧路キャッスルホテル 1994年8月29日  

7 玉井康之 演題「青少年が育った環境」 北海道大学放送講座釧路スクーリング 於:北海道教育大学釧路校 1995年1月17日  

8 玉井康之 演題「ボランティア」 北海道知床野外体験指導者アカデミー後期

基礎研修 

於:羅臼町農林漁業体験実習館 1995年12月14日  

9 玉井康之 演題「これからの農村生活文化とまちづく

り」 

北海道標茶町主催ニューカントリーミニシ

ンポジウム 

於:標茶町コンベンションホール

ウィズ 

1996年1月25日  

10 玉井康之 演題「生きる・働く・学ぶことと中小企業」 北海道中小企業家同友会釧路幹部講座 於:ホテルレイトン釧路 1996年2月22日  

11 玉井康之 演題「働く、学ぶ、生きる」 北海道中小企業家同友会入社式記念講演 於:釧路キャッスルホテル 1996年4月1日  

12 玉井康之 演題「今、こどもは幸せか-北海道の開拓期

の教育と教育政策の歴史」 

平成8年度根室市婦人セミナー 於:根室市民文化会館 1996年6月20日  

13 玉井康之 演題「いじめの問題と死にいそぐ子ども達」 平成8年度根室市婦人セミナー 於:根室市民文化会館 1996年7月18日  

14 玉井康之 演題「生きる・働く・学ぶことと中小企業

Ⅱ」 

北海道中小企業家同友会釧路幹部講座 於:釧路キャッスルホテル 1997年1月30日  

15 玉井康之 演題「現代の若者の気質と対応」 北海道帯広興親会経営研修会 於:阿寒観光ホテル 1997年2月7日  

16 玉井康之 演題「女性の自立とありかたは」 平成8年度根室市教育委員会婦人セミナ

ー、 

於:根室市民文化会館 1997年2月20日  

17 玉井康之 演題「アラスカに学ぶ学校改革と生涯学習」 第9回現代生涯学習研究セミナー、 於:長野県阿智村昼神温泉鶴巻荘 1997年、3月24日  

18 玉井康之 演題「山村留学・体験学習の展開と農村活

性化における役割」 

農林省農村計画研究シンポジウム 於:農林省農業研究センター 1997年、3月26日  

19 玉井康之 演題「複式教育と地域社会」 北海道立教育研究所複式教育研修講座 於:北海道立教育研究所 1997年5月20日、  
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20 玉井康之 演題「山村留学とへき地教育」 北海道教育大学僻地教育研究施設公開シン

ポジウム 

於:北海道教育大学岩見沢校 1997年、11月22日  

21 玉井康之 演題「いじめ、その向こうに見えるものは」、 平成9年度根室市婦人セミナー、 於:根室市民文化会館 1997年11月27日  

22 玉井康之 演題「子供の遊びと地域」「家庭教育の役割

と地域」他全4回 

釧路市教育委員会釧路市民大学講座 於:釧路市生涯学習センター 1997年11月毎水曜日  

23 玉井康之 演題「生涯学習計画と学校との連携」、 北海道大学リカレント教育講座--生涯学習

計画セミナー、 

於:標津町公民館 1998年2月21日、  

24 玉井康之 演題「今の子ども達の心とそれを取り巻く

環境」 

中標津中学校子育て学習会 於:中標津中学校 1998年3月5日  

25 玉井康之 演題「地域社会と生涯教育」 釧路市教育委員会コミュニティリーダーク

ラブ 

於:釧路地域婦人会館 1998年6月15日、  

26 玉井康之 演題「親子と心の交流を深めるために、学

校・家庭で今大切にしたいこと-家庭教育と

マスコミ文化の影響-」 

釧路市立光陽小学校PTA 研修会 釧路市立光陽小学校 1998年9月5日  

27 玉井康之 演題「経営者・幹部に求められる人間力」 みけた会研修会 於:弟子屈町川湯観光ホテル 1998年11月7日  

28 玉井康之 演題「複式教育の現状と課題Ⅰ・Ⅱ」 北海道立教育研究所複式教育研修講座 於:北海道立教育研究所 1998年11月9日  

29 玉井康之 演題「幹部に求められる人間力・共育力-

生きる力を育てるために-」 

北海道中小企業家同友会幹部講座 於:釧路文化会館 1999年1月29日  

30 玉井康之 演題「子どもが育つ場としての農村」 北海道鹿追町留学制度と地域を考えるつど

い 

於:鹿追町瓜幕地域集会所 1999年2月13日  

31 玉井康之 演題「子どもが育つ場としての農村」 北海道士幌町教育委員会生涯学習講座 於:士幌町総合研修センター 1999年2月23日  

32 玉井康之 演題「なぜ地域の教育力が低下してきたか-

これでいいのか、人・モノ・地域-」 

根室管内社会教育主事会・社会教育関係職

員研修会 

於:羅臼町公民館 1999年3月27日  

33 玉井康之 演題「青少年と社会教育ⅠⅡ」 北海道教育委員会社会教育主事講習 於:北海道教育大学釧路校 1999年7月20〜21日  

34 玉井康之 演題「これからの地域教育」 釧路市教育委員会コミュニティリーダーク

ラブ育成支援事業 

於:釧路市福祉会館 1999年9月14日、  

35 玉井康之 演題「言葉と生きる力と図書委員の役割」 北海道高等学校文化連盟学校図書研究大会 於:釧路市福祉会館 1999年9月17日  

36 玉井康之 演題「青少年の人間関係の実態と課題」 北海道標津町主催標津の子どもを育てる町

民の集い 

於:標津町生涯学習センターあす

ぱる 

1999年9月28日  

37 玉井康之 演題「地域に根ざした教育の持つ可能性」 根室管内社会教育関係職員研修会兼生涯学

習研修会 

於:中標津町東洋グランドホテル 1999年9月29日  
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38 玉井康之 演題「ふるさと教育を考える」 北海道通信社釧路の教育を考える座談会 於:釧路東急ホテル 1999年10月4日  

39 玉井康之 演題「農業小学校・山村留学などをめぐる

近年の教育界の動き」 

農村生活総合研究センター主催農村地域振

興講演会、 

於:東京都農業総合研究センター 1999年10月18日  

40 玉井康之 演題「ボランティアの基礎を学ぶ」 

演題「ボランティア活動の現状と課題」 

釧路市ボランティア活動リーダー講座 於:釧路市生涯学習センター 1999年10月20日、1999年

10月27日 

 

41 玉井康之 演題「複式教育の現状と課題」 北海道立教育研究所複式講座Ⅱ 於:北海道立教育研究所 1999年10月25日  

42 玉井康之 演題「白糠町ふるさと教育の意義と可能

性」、 

北海道白糠町ふるさと教育研究集会 於:白糠町立白糠中学校 1999年11月19日  

43 玉井康之 演題「幹部の指導力を磨く」 中小企業家同友会釧根支部幹部講座 於:釧路市生涯学習センター 2000年1月28日  

44 玉井康之 演題「総合的な学習と社会教育」 北海道教育委員会根室教育局根室管内生涯

学習研究会主催第14回研修会 

於:根室グランドホテル 2000年2月10日  

45 玉井康之 演題「別海町型学社融合の方向性につい

て」、 

北海道別海町教育委員会生涯学習研究所研

修会 

於:弟子屈町摩周子宝ホテル 2000年2月25日  

46 玉井康之 演題「学社融合とボランティア」 北海道遠軽町教育委員会生涯学習指導者研

修会 

於:遠軽町生涯学習地域集会セン

ター 

2000年3月12日  

47 玉井康之 演題「開拓時代の北海道の学校と地域社会」 北海道鶴居村教育委員会高齢者大学修了記

念式 

於:鶴居村役場 2000年3月24日  

48 玉井康之 演題1「生涯学習施設としての学校の機能

と社会教育」、演題2「生涯学習時代の社会

教育・学校教育」 

北海道斜里町教育委員会主催教育委員会職

員・社会教育委員研修 

於:斜里町立ゆめホール知床 2000年3月28日  

49 玉井康之 演題「生涯学習社会における教育関係委員

会の役割」 

北海道中標津町教育委員会生涯学習委員

会・教育行政職員研修会 

於:中標津町役場 2000年5月26日  

50 玉井康之 演題「学社融合と社会教育委員の役割」 網走管内紋別地区教育委員会社会教育委員

等研修会 

於:雄武町民センター 2000年6月18日  

51 玉井康之 演題「17歳の心-若者は今何を考えている

のか-」 

北海道中小企業家同友会釧根支部教育セミ

ナー 

於:釧路市生涯学習センター 2000年7月25日  

52 玉井康之 演題「学校経営と学校図書館」 現職教員対象学校図書館司書講座 於:北海道教育大学釧路校 2000年8月7日  

53 玉井康之 演題「子ども達の現状とへき地教育の可能

性」 

高知県教育委員会複式学級担任者学習指導

研修会 

於:高知県教育研究センター 2000年8月16日  

54 玉井康之 演題「教育改革プログラムを読む」 根室管内生涯学習推進研究協議会 於:根室市総合文化会館 2000年9月1日  

55 玉井康之 演題「生涯学習と地域活動」 釧路市教育委員会コミュニティリーダーク

ラブ(地域教育指導者支援事業) 

於:釧根社会福祉会館 2000年9月13日  



 4 

56 玉井康之 演題「複式教育の現状と課題」 北海道立教育研究所複式教育(学級経営)講

座 

於:北海道立教育研究所 2000年10月16日、  

57 玉井康之 演題「教育改革の動向—学校教育で何が変わ

るのか変えられるのか」 

北海道標津町教育委員会地域生涯学習策定

講座 

於:標津町生涯学習センター 2000年10月17日  

58 玉井康之 演題「地域に学ぶ総合的な学習—小学校・中

学校を中心として」 

釧路市学校教育研究会平成12年度教育講

演会 

於:釧路市教育研究センター 2000年10月18日  

59 玉井康之 演題「生きる力を育むために-学社融合と総

合的な学習-」 

網走教育局管内社会教育委員等研修会 於:斜里町公民館ゆめホール 2000年11月15日  

60 玉井康之 演題「現代の子ども達の状況を考える-遊び

の変化から考える子ども達-」 

網走地区子ども会育成連絡協議会主催子ど

も会育成者研修会 

於:北海道常呂町多目的研修セン

ター 

2000年12月3日  

61 玉井康之 演題「地域に学ぶ総合的な学習」 鶴陵会網走支部総会 於:網走湖荘 2001年1月7日  

62 玉井康之 演題「総括講評--学社融合と体験学習」 第16回根室管内生涯学習研究会研修会・第

4回根室管内社会教育関係職員研修会、共

催研修会 

於:根室北方四島交流センター 

ニホロ 

2001年2月15日  

63 玉井康之 演題「学校教育が今、変わる」 中標津町教育委員会主催女性活き活き講座 於:中標津町総合文化会館 2001年2月15日  

64 玉井康之 演題「総合的な学習が目指すもの-その方策

と課題」 

北海道釧路町学校教育一斉研究集会 於:釧路町立富原小学校 2001年2月21日  

65 玉井康之 演題「地域素材による総合的な学習の支援」 釧路市立新陽小学校研修会 於:釧路市立新陽小学校 2001年3月2日  

66 玉井康之 演題「家庭・地域・学校が子ども達にでき

ること」 

根室市立花咲小学校PTA研修会 於: 根室市立花咲小学校 2001年3月8日  

67 玉井康之 演題「くしろ子どもプランを実行に移すた

めに」 

釧路市教育委員会「くしろ子どもプラン」

策定記念フォーラム 

於:釧路市生涯学習センター 2001年3月24日  

68 玉井康之 演題「北海道における複式教育の現状と課

題」 

北海道立教育研究所複式学校経営講座、 於:北海道立教育研究所 2001年5月15日  

69 玉井康之 演題「『総合的な学習』に対応する公民館の

役割」 

平成13年度釧路・根室公民館長研修会 於:中標津東洋グランドホテル 2001年6月4日  

70 玉井康之 演題「学校・家庭・地域のネットワーク化

と社会教育の役割」 

平成13年度道東ブロック社会教育主事等

研修会、 

於:弟子屈町御園ホテル 2001年6月11日  

71 玉井康之 演題「地域指導者の役割」 釧路市教育委員会地域指導者支援事業 於:釧路市交流プラザさいわい 2001年6月27日  

72 玉井康之 演題「総合的な学習が目指すもの」 北海道弟子屈町学校教育研究会研修会 於:北海道弟子屈町公民館 2001年7月5日  

73 玉井康之 演題「学校経営と学校図書館」 北海道学校図書館司書講座 於:北海道教育大学釧路校 2001年7月31日〜8月1日  
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74 玉井康之 演題「学びを地域づくりに役立てよう」 釧路市教育委員会市民学園友の会団体会員

研修会 

於:釧路市生涯学習センター 2001年9月9日  

75 玉井康之 演題「学社融合時代の地域・学校・行政の

役割-地域は学校のために、学校は地域のた

めに-」 

北海道教育庁釧路教育局地域教育セミナー 於:標茶町開発センター 2001年10月17日、  

76 玉井康之 演題「子どもが元気なまちづくり-手をつな

ぎあう地域ぐるみの子育て-」 

北海道置戸町教育委員会生涯学習セミナー 於:置戸町中央公民館 2001年11月15日  

77 玉井康之 演題「生涯学習社会におけるネットワーク

型行政の今後の展望」 

北海道教育委員会全道社会教育主事研修会 於:札幌市かでる2.7 2001年11月21日  

78 玉井康之 演題「今日本の教育に求められるもの-理

念・人・教育環境・地域連携-」 

平成13年度北海道高等学校総合学科教育

研究大会 

於:北海道標茶高等学校 2001年11月29日  

79 玉井康之 演題「総合的な学習の時間のあり方」 北海道中札内高等学校研修会 於:北海道中札内高等学校 2001年12月5日  

80 玉井康之 演題「地域と連携した教育課程の創造と学

校評価」 

文部省平成13年度新教育課程研究協議会 於:北海道教育大学釧路校 2001年12月8日  

81 玉井康之 演題「学校と地域の連携を強める」 北海道中標津町教育委員会幼小中高校教育

研修会 

於:北海道中標津高等学校 2001年12月17日  

82 玉井康之 演題「国際理解教育の基本課題と方策」 釧路地方国際理解教育研究会研修会 於:釧路市教育研究センター 2002年1月18日  

83 玉井康之 演題「これからの学校教育と家庭教育」 苫小牧市PTA連合会研究大会 於:苫小牧市文化会館 2002年2月8日  

84 玉井康之 演題「新学習指導要領下の課題-学校・課

程・地域の役割」 

十勝教育局管内市町村教育長・教育委員長

研修会 

於:幕別町緑館 2002年2月15日  

85 玉井康之 演題「学校5日制について考える」 釧路市PTA連合会会長・事務局長研修会 於:釧路市パシフィックホテル 2002年2月18日、  

86 玉井康之 演題「現代の若者の特性と生きる力」 足寄町の教育を考える会、 於:足寄町銀河ホール 2002年2月26日  

87 玉井康之 演題「地域の特色をいかした総合的な学習」 第6回根室管内社会教育主事会・第18回生

涯学習研究会合同研修会 

於:根室市北方四島交流センター 2002年3月1日  

88 玉井康之 演題「学校5日制の課題と対応策」 釧路市東栄小学校PTA研修会 於:東栄小学校 2002年3月5日  

89 玉井康之 演題「山村留学の意義と課題」 北海道占冠村教育委員会山村留学研修会 於:占冠村占冠小学校 2002年4月13日  

90 玉井康之 演題「北海道における複式・小規模校の現

状と課題」 

北海道立教育研究所複式・学校経営研修講

座 

於:北海道立教育研究所 2002年5月8日、  

91 玉井康之 演題「なぜ地域教育指導者が必要か-子ども

たちの現状からさぐる」 

釧路市教育委員会地域指導者支援事業・コ

ミュニティリーダークラブ 

於:釧路市交流プラザさいわい 2002年6月27日  

92 玉井康之 演題「ゆとりの中で真の学力を」 平成14年度網走東部地区PTA研修会 於:網走市立潮見小学校 2002年8月25日  
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93 玉井康之 演題「山村留学の現状と課題」 北海道庁研修会 於:北海道自治政策研修センター 2002年9月2日  

94 玉井康之 演題「生涯学習社会において期待される社

会教育関係職員とは」 

平成14年度十勝管内社会教育施設職員・生

涯学習推進アドバイザー研修会 

於:幕別町百年記念ホール 2002年9月11日  

95 玉井康之 演題「地域教育指導者になるために-地域の

実践活動に役立てよう」 

平成14年度コミュニティリーダークラブ 於:釧路市交流プラザさいわい 2002年9月26日  

96 玉井康之 演題「幼稚園・保育園から小学校へのバト

ンタッチ—幼・小・中・高一貫教育を目指し

て」 

平成14年度標茶町保育園・幼稚園研修会 於:標茶町コンベンションホール 2002年9月28日  

97 玉井康之 演題「子ども・学校から見たまちづくり」 平成14年度釧路市職員研修会 於:釧路市役所 2002年10月17日  

98 玉井康之 演題「北海道の教育を考える」 平成14年度北海道教育振興会シンポジウ

ム 

於:釧路市パシフィックホテル 2002年11月12日  

99 玉井康之 演題「限界過疎地域における山村留学の意

義と課題」 

平成14年度農林水産省特別研究会 於:農林水産省霞ヶ関庁舎 2002年11月23日  

100 玉井康之 演題「少年の問題行動の背景を考える」 平成14年度釧路保護観察所研修会 於:釧路合同庁舎 2002年12月17日  

101 玉井康之 演題「学校との連携を通じた行政課題解決

方策について--行政は『総合的な学習の時

間』をどのようにうけとめるか？〜」 

平成14年度埼玉県自治体職員研修会 於:埼玉県県民健康センター 2003年1月24日  

102 玉井康之 演題「子ども達のための土曜日」 釧路市PTA連合会Aブロック研修会 於:釧路市プラザさいわい 2003年1月25日  

103 玉井康之 演題「地域と学校が連携した奉仕活動・体

験活動のために」 

平成14年度十勝社会教育委員長等研修会 於:十勝 ホテル緑館 2003年2月13日  

104 玉井康之 演題「学校五日制と通学合宿が求められる

背景」 

北海道本別町教育委員会研修会 於:本別町公民館 2003年6月27日  

105 玉井康之 演題「北海道教育の現状と課題」 北海道教育委員会十勝教育局教育職10年

経験者研修 

於:十勝教育研修センター 2003年7月15日  

106 玉井康之 演題「通学合宿の全国的傾向と課題」 北海道本別町教育委員会研修会 於:本別町公民館 2003年7月25日  

107 玉井康之 演題「学校経営と学校図書館」 現職教員対象学校図書館司書講座 於:北海道教育大学釧路校 2003年7月30日  

108 玉井康之 演題「学社融合と社会教育」 北海道教育委員会委託社会教育主事講習 於:北海道教育大学岩見沢校 2003年7月31日  

109 玉井康之 演題「地域の教育力を生かした学校づくり」 帯広市学校教育研究会 於:帯広市市民文化センター 2003年9月10日  

110 玉井康之 演題「介護福祉と地域コミュニティ」 釧路ホームヘルパー1級養成講座 於:交流プラザさいわい 2003年9月22日  

111 玉井康之 演題「通学合宿の今後の課題」 北海道本別町教育委員会研修会 於:本別町公民館 2003年9月23日  

112 玉井康之 演題「学校五日制下の学社融合の課題」 別海町生涯教育研究所研究会 於:別海町役場 2003年10月17日  
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113 玉井康之 演題「学校・家庭・地域の連携による豊か

な学びの実現」 

北海道根室教育局教育振興会研修会 於:別海町マルチメディア館 2003年11月27日  

114 玉井康之 演題「教員養成系大学と地域の連携を考え

る」 

東京学芸大学カリキュラム開発センター連

続セミナー 

於:東京学芸大学 2003年12月26日  

115 玉井康之 演題「教師に期待するもの-家庭や地域社会

との連携を図った学校教育の在り方」 

北海道教育庁釧路教育局平成15年度10年

経験者研修会 

於:釧路教育研究センター 2004年1月6日  

116 玉井康之 演題「親と子の共育、共に育む人間力-見つ

め直そう「生きる力」「豊かな心」」 

釧路青年会議所平成15年度研修会 於:道東地域経済センター 2004年2月6日  

117 玉井康之 演題「ボランティア実践の成果」 新潟大学教育人間科学部公開シンポジウム

「学生の学校支援と教員養成」 

於:新潟大学教育人間科学部 2004年2月28日  

118 玉井康之 演題「スポーツを通して生まれる考える力、

生きる力」 

誠心塾空手道少年団・釧路市民総合型スポ

ーツクラブ 

於:釧路市立コア大空 2004年4月25日  

119 玉井康之 演題「学校教育と地域社会」 北海道教育庁根室管内高校教員初任者研修

会 

於:中標津町総合文化会館 2004年5月13日  

120 玉井康之 演題「今なぜ家庭教育支援が必要なのか」 北海道教育庁道南ブロック社会教育主事等

研修会 

於:長万部町生涯学習センター 2004年5月29日  

121 玉井康之 演題「学校評価の在り方」 札幌市教育委員会新任校長研修会 於:札幌市生涯学習総合センター 2004年6月14日  

122 玉井康之 演題「北海道教育の現状と課題-へき地教育

を踏まえて」 

北海道教育委員会根室教育局教育職10年

経験者研修 

於:北海道立農業試験場中標津研

修所 

2004年7月9日  

123 玉井康之 演題「青少年と学校教育」Ⅰ〜Ⅳ 北海道教育委員会社会教育主事講習 於:北海道教育大学釧路校 2004年7月27日・28日  

124 玉井康之 演題「学校教育における今日的課題」 北海道立教育研究所釧路会場研修講座 於:釧路教育研究センター 2004年8月9日  

125 玉井康之 演題「現代の教育改革とくしろ子どもプラ

ンの役割」 

北海道都市教育委員会定期総会記念講演会 於:釧路全日空ホテル 2004年8月31日  

126 玉井康之 演題「学校改善の視点と方策」 平成16年度北海道立教育研究所学校経営

（高校教頭）研修講座 

於:北海道立教育研究所 2004年9月7日  

127 玉井康之 演題「これからの地域と家庭の子育て」 別海町PTA連合会大会 於:別海町上春別小学校 2004年9月12日  

128 玉井康之 演題「ボランティア実践の方法と課題」 宮城教育大学将来計画委員会研修会 於:宮城教育大学 2004年9月21日  

129 玉井康之 演題「児童館の役割と在り方」 児童館職員研修会道東ブロック 於:根室市民文化会館 2004年10月21日  

130 玉井康之 演題「見えていますか思春期の子どもの世

界」 

網走市教育委員会・網走市立第一中学校共

催 

於:網走市エコーセンター 2004年11月5日  



 8 

 

131 玉井康之 演題「確かな学力の向上の課題」 北海道教育委員会網走教育局教育課程研究

協議会 

於:留辺蘂町温根湯大江本家ホテ

ル 

2004年11月10日  

132 玉井康之 演題「地域と結び、心を響かせ、豊かに生

きる生徒の育成」 

羅臼町立春松中学校研究大会 於: 羅臼町立春松中学校 2004年11月12日  

133 玉井康之 演題「学校と地域社会の連携が生む新しい

学校づくり」 

宇都宮大学生涯学習講座 於:宇都宮大学生涯学習研究セン

ター 

2004年12月15日  

134 玉井康之 演題「学校教育への期待」 北海道教育委員会釧路教育局教員10年目

研修 

於:釧路パシフィックホテル 2005年1月4日  

135 玉井康之 演題「子どもたちの心を見つめる大人の役

割」 

釧路市子どもプランフォーラム基調報告 於:釧路市文化会館 2005年1月29日  

136 玉井康之 演題「学校改善に生かす学校評価」 帯広・十勝教育振興会講演会 於:帯広寿御苑 2005年2月5日  

137 玉井康之 演題「別海の子どもは別海で育てる-生きる

力を育む具体的な切り込み口」 

別海町教育委員会 於:別海町役場 2005年2月8日  

138 玉井康之 演題「少年非行と地域社会」 釧路家庭裁判所 於:釧路家庭裁判所 2005年2月25日  

139 玉井康之 演題「学校教育と地域社会」 北海道教育庁根室管内高校教員初任者研修

会 

於:中標津経済センター 2005年5月19日  

140 玉井康之 演題「地域の特色を生かした学校・公民館

の連携活動」 

北海道公民館協会道東ブロック研修会 於:鶴居村総合センター 2005年6月10日  

141 玉井康之 演題「いじめ・不登校の生徒指導上の課題

と今日的対応」 

十勝教育局管内生徒指導部会研修会 於:十勝教育研修センター 2005年6月22日  

142 玉井康之 演題「北海道教育の現状と課題-いじめ・不

登校の生徒指導上の課題と今日的対応」 

根室教育局教育職員10年目研修会 於:根室教育研修センター 2005年7月4日  

143 玉井康之 演題「住みよいまちをめざして」 釧路市東雲小学校区運営協議会 於:釧路市東雲小学校 2005年7月27日  

144 玉井康之 演題「子ども・学校・地域」 北海道教育大学免許法認定講座 於:北海道教育大学釧路校 2005年8月4日  

145 玉井康之 演題「生徒指導と子ども・学校・地域」 北海道教育委員会釧路・根室管内10年目研

修委託講座 

於: 北海道教育大学釧路校 2005年8月8日〜10日  

146 玉井康之 演題「地域に根ざした聖籠中学校の先進性」 新潟県聖籠町立聖籠中学校コミュニティス

クール推進委員会基調提案 

於: 聖籠中学校コミュニティス

クール推進委員会 

2005年8月18日  

147 玉井康之 演題「携帯電話-便利さに潜む危険性」 網走市立第一中学校PTA研修 於: 網走市立第一中学校 2005年9月26日  

148 玉井康之 演題「発達障害を持つ子どもの困り感に寄

り添う支援」 

釧路市特別支援教育事業研修会 於: 釧路市生涯学習センター 2005年10月9日  
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149 玉井康之 演題「スポーツ・文化活動によるコミュニ

ティづくり」 

第47回全国社会教育研究大会 於: 帯広市民文化ホール 2005年10月27日  

150 玉井康之 演題「子どもたちの心を見つめる大人の役

割」 

第17回全国青少年補導センター研修大会 於:釧路市立生涯学習センター 2005年11月10日  

151 玉井康之 演題「地域研究と地域調べ学習の意義と方

法」 

第26回釧路管内高等学校地理歴史科・公民

科教育研究会 

於:北海道立釧路工業高等学校 2005年12月2日  

152 玉井康之 演題「子どもの発達環境と確かな学力の育

成」 

学力向上拠点形式事業推進学習会 於:鶴居村立鶴居小学校 2005年12月6日  

153 玉井康之 演題「いじめ問題と生徒指導」 北海道教育大学免許法認定講座 於: 北海道教育大学釧路校 2006年1月4日〜5日  

154 玉井康之 演題「児童生徒の心理と行動及び児童生徒

理解の技法」 

北海道教育委員会十勝教育局教員10年目

研修生徒指導講座 

於: 十勝教育局教育研究センタ

ー 

2006年1月13日  

155 玉井康之 演題「学力の基盤形成と指導課題」 学力向上拠点形式事業推進学習会 於:鶴居村立鶴居小学校 2006年1月18日  

156 玉井康之 演題「介護福祉と地域コミュニティ」 高齢者ケアマネージャー講座 於:釧路市コア鳥取 2006年1月29日  

157 玉井康之 演題「子どもの生活習慣・生活環境から考

える確かな学力の育成」 

鶴居村幌路小学校学力向上研修講座 於:鶴居村立幌呂小学校 2006年2月6日  

158 玉井康之 演題「スポーツ・文化活動によるコミュニ

ティづくり」 

遠軽町社会教育委員研修講座 於:遠軽町社会福祉センター 2006年3月19日  

159 玉井康之 演題「自己成長力を高めるチェックリスト

の開発」 

信州大学教員養成GPフォーラム 於:東京丸ビル 2006年3月25日  

160 玉井康之 演題「学校教育と地域社会」 北海道根室教育局高校初任者研修 於:中標津経済センター 2006年5月10日  

161 玉井康之 演題「青少年問題と家庭教育支援」 北海道釧路市青少年問題協議会大会 於:釧路市プラザさいわい 2006年6月13日  

162 玉井康之 演題「基本的な生活習慣と学力の向上」 北海道鶴居村学力拠点形成事業学習会 於:鶴居村鶴居小学校 2006年9月27日  

163 玉井康之 演題「人事管理から始まる心の健康」 北海道根室管内校長会教育経営研究会 於:中標津町トーヨーグランドホ

テル 

2006年10月2日  

164 玉井康之 演題「青少年問題と家庭への指導支援の課

題」 

北海道帯広市青少年健全育成協議会総会 於:帯広市役所 2006年10月13日  

165 玉井康之 演題「コミュニティスクールの意義と可能

性-東雲小学校を媒介に」 

文科省研究指定東雲小学校コミュニティス

クール構想研究発表大会 

於:釧路市立東雲小学校 2006年11月9日  

166 玉井康之 演題「地域社会における社会教育主事等の

役割」 

北海道十勝管内社会教育主事協議会研修会 於:足寄少年自然の家 2006年11月22日  

167 玉井康之 演題「子どもの家庭と遊びと生活」 釧路市公立保育園園長会 於: 釧路市プラザさいわい 2006年11月27日  
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168 玉井康之 演題「生きる力を育む学力とは何か」 北海道教育大学生涯学習センターシンポジ

ウム 

於: 旭川市パレスホテル 2006年12月2日  

169 玉井康之 演題「児童生徒理解の方法」 北海道教育委員会十勝教育局 於: 十勝教育研究センター 2007年1月12日  

170 玉井康之 演題「地域と共に元気な子どもと学校をつ

くる」 

新潟市教育委員会「教育がかわる」フォー

ラム基調講演 

於:新潟市芸術文化ホール 2007年1月25日  

171 玉井康之 演題「子どもの家庭生活から学力を考える」 北海道厚岸町立教育研究所研究講演会 

 

於:厚岸町立厚岸小学校 2007年2月6日  

172 玉井康之 演題「家庭生活の改善および校内研修と学

力の向上」 

北見柏陽高校アカデミープロジェクト研究

大会 

於:北見柏陽高等学校 2007年2月7日  

173 玉井康之 演題「学校経営に活かす教員評価システム

のあり方」 

北海道日高教育振興会研修会 於:日高管内浦河町総合文化会館 2007年2月10日  

174 玉井康之 演題「子どもを取り巻く社会問題」 標茶町民生児童委員協議会研究会 於:標茶町コンベンションホール

ウイズ 

2007年3月16日  

175 玉井康之 演題「『子育ての引き継ぎ』のすすめ」 標茶町小中学校校長会 於:標茶町役場 2007年3月16日  

176 玉井康之 演題「現代の子どもの生活と学力」 新潟県聖籠町教育委員会プログラム策定研

修会 

於:聖籠町役場 2007年4月21日  

177 玉井康之 演題「学校教育と地域教育」 根室教育局高校初任者研修 於:標津町生涯学習センター 2007年5月10日  

178 玉井康之 演題「地域社会における学校運営協議会の

基本的役割と課題」 

別海高校文科省コミュニティスクール指定

研修会 

於:別海高校 2007年6月7日  

179 玉井康之 演題「いじめ防止と豊かな人間関係づくり」 大空町学校教育研修会・北海道教育大学生

涯学習教育研究センター出前講座 

於:大空町役場東藻琴支所役場 2007年7月24日  

180 玉井康之 演題「子どもの居場所づくりの必要性と放

課後子どもプラン（1）」 

北海道教育庁生涯学習推進局・網走教育局 於:網走合同庁舎 2007年9月7日  

181 玉井康之 演題「家庭・地域の教育力のために今でき

ること」 

稚内市教育委員会学校教育研修会 於:稚内市立図書館 2007年9月11日  

182 玉井康之 演題「子どもの居場所づくりの必要性と放

課後子どもプラン（2）」 

北海道教育庁生涯学習推進局・渡島教育局 於:渡島合同調査 2007年9月13日  

183 玉井康之 演題「家庭教育・地域教育・学校教育の連

携」 

八雲町教育委員会研修会 於:八雲町役場 2007年9月13日  

184 玉井康之 演題「児童生徒の生活と現代の教育課題」 北海道教育研究所連盟道東研究大会 於:釧路市生涯学習センター 2007年9月27日  
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185 玉井康之 演題「高校生の生活力・学力と個に応じた

指導」 

北海道私立学校協会全道研究大会 於:釧路プリンスホテル 2007年9月28日  

186 玉井康之 演題「生活改善から考える学力の向上と

個々の生徒の生活指導」 

北海道根室高校学力指定プロジェクト研究

会 

於:北海道立根室高校 2007年10月24日  

187 玉井康之 演題「子どもの生活改善と学力」 北海道教育大学生涯学習研究センターシン

ポジウム 

於:札幌かでる2.7 2007年10月26日  

188 玉井康之 演題「子どもの生活をいかに改善していく

か」 

別海町全小中学校PTA連合会研修会 於:別海町中春別センター 2007年12月2日  

189 玉井康之 演題「学校に於ける評価と授業改善」 北海道釧路明輝高校授業改善プロジェクト

研究会 

於:北海道立明輝高校 2007年12月12日  

190 玉井康之 演題「子どもを伸ばす着眼点」 聖籠町家庭・地域教育審議会中間報告 於:聖籠町町民会館 2008年1月26日  

191 玉井康之 演題「学生の地域教育実践と大学の地域貢

献活動-釧路校の教育フィールド研究・特別

支援・環境・へき地の特色づくりの活動を

通じて」 

北海道教育大学の機能を活かした学校・地

域・家庭の教育力を高める総合的な研究事

業報告会 

於:北海道教育大学本部会議室 2008年3月7日  

192 玉井康之 演題「総括協議 学校教育と地域社会」 北海道教育委員会根室教育局主催10年目

研修 

於:標津町生涯学習センターアス

ペル 

2008年5月23日  

193 玉井康之 演題「生徒・保護者を取り巻く現代的課題

と教師」 

武修館中学高校全校研修会 於:武修館高校 2008年6月5日  

194 玉井康之 演題「生徒指導上の今日的な課題と対応に

ついて」 

北海道教育委員会釧路管内生徒指導研究協

議会研修 

於:釧路市教育研究センター 2008年6月23日  

195 玉井康之 演題「教育課程編成・実施上の諸問題」 北海道教育委員会網走教育局公開講座 於:網走支庁合同庁舎 2008年7月29日  

196 玉井康之 演題「いじめ問題と保護者ができること」 釧路市PTA連合会健全育成講演会 於:釧路市プラザさいわい 2008年9月24日  

197 玉井康之 演題「地域づくりとネットワークの役割」 釧路管内社会教育主事会研修会 於: 釧路市プラザさいわい 2008年10月16日  

198 玉井康之 演題「今学校がしなければならないこと」 石狩教育局社会教育協働フォーラム 於: 北広島市ふれあい学習セン

ター 

2008年11月28日  

199 玉井康之 演題「コミュニティスクールから見える地

域連携の在り方」 

弟子屈町コミュニティスクール推進事業研

修会 

於: 釧路管内弟子屈町立川湯中

学校 

2008年12月10日  

200 玉井康之 演題「山村留学の意義と教育効果」 鹿追町瓜幕小学校山村留学講演会 於: 十勝管内鹿追町瓜幕ホール 2008年12月13日  
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201 玉井康之 演題「新学習指導要領の基本的な考え方と

対応方法-生きる力をベースにした学校・家

庭の役割」 

釧路町立教育研究所一斉研究集会 於: 釧路町コミュニティホール 2009年2月10日  

202 玉井康之 演題「青少年の心理・行動と児童生徒理解」 釧路市青少年問題協議会研修会 於:釧路市生涯学習センター 2009年7月2日  

203 玉井康之 演題「山村留学の現状と教育効果」 韓国NGO地域振興協会 於:韓国ソウル 2009年8月21日  

204 玉井康之 演題「地域に根ざした北海道の学校の歴史」 釧路市市民大学講座 於:釧路市生涯学習センター 2009年8月25日  

205 玉井康之 演題「携帯電話の危険性と人間関係のゆが

み」 

釧路市生徒指導推進協議会 於:釧路市教育研究センター 2009年11月13日  

206 玉井康之 演題「家庭教育に関する親の学び」 帯広市社会教育委員研修会 於:帯広市十勝プラザ 2009年11月27日  

207 玉井康之 演題「地域で学び、地域で育つ-親・学校・

地域ができること」 

幕別町小中高校PTA連絡協議会研修会 於:幕別町町民会館 2009年11月27日  

208 玉井康之 演題「外から見た標茶町」 標茶町地域連絡協議会研修会 於:釧路管内標茶町町民研修セン

ター 

2009年12月3日  

209 玉井康之 演題「生活科は、あらゆる生きる力の土台

として」 

釧路市生活科総合研究会冬期研修会 於:アクアベール 2010年2月6日  

210 玉井康之 演題「学校と地域を結ぶ地域コーディネー

ター・ボランティアの役割」 

別海町生涯教育研究所研修会 於:根室管内別海町役場 2010年2月19日  

211 玉井康之 演題「へき地教育は何が優れているか」 斜里町ウトロ小学校PTA研修会 於:網走管内斜里町ウトロ小学校 2010年2月19日  

212 玉井康之 演題「北海道教育大学釧路校の教員養成の

新たな取り組み」 

教育再考国際シンポジウム2010-オランダ

の教師教育者とともに 

於:武蔵大学50周年記念ホール 2010年2月20日  

213 玉井康之 演題「地域コーディネーターの役割」 奈井江町教育委員会研修会 於:奈井江町役場 2010年2月26日  

214 玉井康之 演題「へき地教育の可能性と地域の心がま

え」 

岡山県笠岡市教育委員会島力回復フォーラ

ム 

於:笠岡市勤労福祉センター 2010年3月7日  

215 玉井康之 演題「教師の資質の向上と研修と協働性」 武修館高校教員研究会 於:武修館高校 2010年3月16日  

216 玉井康之 演題「生徒の学習意欲を高め、指導改善に

役立つ学習評価や授業評価」 

釧路江南高校研究会 於:釧路江南高校 2010年3月26日  

217 玉井康之 演題「今日的な教育課題-子どもの家庭環境

変化の下での社会関係と学力」 

北海道教育委員会釧路教育局10年経験者

研修 

於:釧路教育研究センター 2010年7月13日  

218 玉井康之 演題「子どもの成長と地域活動－学校と地

域で支える生徒指導」 

標茶町生徒指導研究協議会 於:標茶町開発センター 2010年10月5日  
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219 玉井康之 演題「教育に関する今日的課題-新たに出て

きた家庭・地域問題と生活指導-」 

鶴陵会中堅リーダー研修会 於:北海道教育大学釧路校 2010年11月13日  

220 玉井康之 演題「学力向上のための家庭教育」 武修館中高校・教員・PTA合同研修会 於:武修館中高校 2010年12月16日  

221 玉井康之 演題「教育課程編成・実施上の諸問題」 オホーツク教育局10年経験者研修・公開講

座 

於:オホーツク教育局合同庁舎 2011年1月5日  

222 玉井康之 演題「子どもの生きる力を育てよう-地域で

育む子どもの生きる力」 

北海道社会福祉協議会・札幌市社会福祉協

議会主催『平成22年度全道福祉の学習推進

セミナー』 

於:札幌市かでる2.7 2011年1月7日  

223 玉井康之 演題「地域と学校を結ぶ学校支援ボランテ

ィアの今後の役割」 

別海町教育委員会学校支援地域本部事業研

修会 

於:別海町役場庁舎 2011年2月17日  

224 玉井康之 演題「子どもの安定・安心した生活の確保

と遊びを通した子どもの育成」 

弟子屈町子ども支援センター研修会 於:弟子屈町子ども支援センター 2011年3月11日  

225 玉井康之 演題「学校における組織的な教育相談の展

開」 

北海道立教育研究所教育相談活用研修講座 於:北海道立教育研究所 2011年5月20日  

226 玉井康之 演題「地域社会における学校経営」 北海道立教育研究所・校長の学校経営力研

修講座 

於:北海道立教育研究所 2011年6月22日  

227 玉井康之 演題「学力向上と生きる力のための家庭教

育」 

北海道教育委員会釧路教育局10年経験者

研修 

於:釧路教育研究センター 2011年7月11日  

228 玉井康之 演題「小中学校の親が心がけなければなら

ないこと」 

斜里町ウトロ小中学校PTA研修会 於:ウトロ小中学校 2011年11月4日  

229 玉井康之 演題「子どもの豊かな成長を目指した関係

機関の連携および円滑な接続について」 

鶴居村生徒指導推進協議会研究会 於:鶴居村幌呂小学校 2011年11月14日  

230 玉井康之 演題「家庭での生活習慣作りと学力-親の働

きかけの役割」 

白糠町PTA連合会研究大会 於:白糠町社会福祉センター 2011年11月18日  

231 玉井康之 演題「いじめ-学校と関係機関が一体となっ

た子どもへの支援のあり方」 

根室管内いじめ・不登校対策本部会議 於:別海町役場 2012年2月16日  

232 玉井康之 演題「地域教育力・地域安全力の向上と活

力ある街づくり-スクールガードボランテ

ィアのいる風景」 

稚内市教育委員会スクールガードボランテ

ィア研修会 

於:稚内総合文化センター 2012年3月10日  

233 玉井康之 演題「学校における組織的な教育相談の展

開」 

北海道立教育研究所教育相談担当者研修講

座 

於:北海道立教育研究所 2012年5月18日  
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234 玉井康之 演題「地域社会における学校経営」 北海道立教育研究所・校長の学校経営力研

修講座 

於:北海道立教育研究所 2012年6月12日  

235 玉井康之 演題「学級崩壊現象から見た学級づくりの

基礎」 

むかわ町教育委員会主催むかわ町教員研修

講座 

於:むかわ町役場産業会館 2012年7月26日  

236 玉井康之 演題「コミュニティスクールの基本的な考

え方」 

釧路市教育委員会コミュニティスクール推

進委員会研修講座 

於:釧路市阿寒まりむ館 2012年9月26日  

237 玉井康之 演題「学級経営と学級づくり」 えりも町教育委員会主催えりも町学校教育

研究大会 

於:えりも町立えりも中学校 2012年11月22日  

238 玉井康之 演題「地域格差問題と地域づくり教育」 北海道開発協会研究会研修講座 於:北海道開発協会開発調査総合

研究所 

2012年12月13日  

239 玉井康之 演題「学力問題と学校・家庭・地域」 厚真町立厚南中学校主催研究会 於: 厚真町立厚南中学校 2012年12月25日  

240 玉井康之 演題「コミュニティスクールの意義と課題」 釧路市立阿寒湖小学校コミュニティスクー

ル研修 

於:釧路市立阿寒湖小学校 2013年4月23日  

241 玉井康之 演題「学力向上のための家庭・地域との連

携-内発的な動機づけから出発する学力」 

根室管内教育振興会講演会 於:中標津町立中標津小学校 2013年5月11日  

242 玉井康之 演題「今日的ないじめ問題の理解と対応」 室蘭市教育委員会主催「室蘭市いじめ問題

講演会」 

於:室蘭市文化センター 2013年6月27日  

243 玉井康之 演題「対人関係職としての教育学部におけ

るSEQ導入の実践事例」 

大学におけるEQ活用フォーラム 於:東京大学駒場キャンパス 2013年8月5日  

244 玉井康之 演題「へき地の子どもの社会性・言語・コ

ミュニケーション力をいかに育むか-極小

規模校のメリットを活かしたこれからのへ

き地教育」 

全国へき地教育研究連盟主催「全国へき地

複式教育全国大会基調講演」 

於:三重県文化センター 2013年11月7日  

245 玉井康之 演題「学力向上のためにできること-中学生

のやる気を高める学校と家庭の連携」 

中標津中学校・広陵中学校PTA研修会 於:中標津中学校 2013年11月14日  

246 玉井康之 演題「子どもたちの潜在的な心のゆれにつ

いて」 

北海道青少年育成協会平成25年度青少年

問題を考える地域懇話会 

於:網走市オホーツク文化交流施

設 

2013年11月20日  

247 玉井康之 演題「子どもは家庭・地域全体で育てる」 釧路市教育委員会・釧路桂冠会主催「第14

回語ろう会」 

於:釧路市生涯学習センター 2014年1月25日  

248 玉井康之 演題「ふるさと教育をどのように取りあげ

発信していくか」 

北海道白糠町教育研究所教育研究集会 於:白糠町立白糠小学校 2014年2月3日  

249 玉井康之 演題「鶴居村の教育の特性と成果」 北海道鶴居村教育研究所教育研究集会 於:鶴居村立鶴居小学校 2014年2月5日  
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250 玉井康之 演題「児童生徒の心理と人間関係づくり」 北海道教育委員会釧路教育局生徒指導研究

協議会 

於:釧路教育研究センター 2014年6月11日  

251 玉井康之 演題「地域と共に子どもを育てる」 北海道公立学校教頭会第47回全道大会 於:弟子屈町摩周文化センター 2014年9月20日  

252 玉井康之 演題「学校・家庭・地域-それぞれの役割と

責任」 

浜中町PTA連合会研究大会 於:浜中町文化センター 2014年11月9日  

253 玉井康之 演題「教員養成教育認定評価（アクレディ

テーション）の活用可能性と発展条件」 

日本型教員養成教育アクレディテーション

システムの開発研究フォーラム 

於:学術総合センター一ツ橋会館 2015年9月6日  

254 玉井康之 演題「これからのコミュニティスクールの

あり方と可能性-すべての公立学校が目指

すべき努力目標となった現代の中で」 

釧路市公立学校教育研究会平成28年度大

会 

於:釧路市文化会館 2016年5月11日  

255 玉井康之 演題「次期学習指導要領の目指すもの-学校

全体で取り組むカリキュラムマネジメン

ト」 

十勝管内教育研究所連盟教育研究所所員研

修会 

於:十勝管内上士幌町生涯学習セ

ンター 

2017年7月5日  

256 玉井康之 演題「教育内容と地域の教育資源の効果的

な組み合わせによる教育課程の編成と実

施」 

第46回教育調査研究所「教育展望」セミナ

ー 

於:東京市ヶ谷アルカディア 2017年8月8日  

257 玉井康之 演題「コミュニティスクールが目指す地域

づくりと子どもの発達」 

中標津町教育委員会町内教員研修会・コミ

ュニティスクール研修会 

於:中標津町立中標津小学校 2017年8月15日  

 


