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令和３年５月１４日発行 

長浜市教育センター 
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～タイトル「玉燈」によせて～

「玉」は立派なものに磨きあげる、「燈」は教え、照らすを表し、

「子どもへの愛育」と「情熱に満ち溢れる教師道」をイメージし

ています。また、「玉燈」は、郷土の先人 國友一貫斎の代表的発

明品としても知られています。 

 

最近耳にすることが多い語句に「非認知的能力」

があります。非認知的能力とは、自分を動機づけ

る能力、長期的な視野で行動する能力、自分を信

じる能力、他者を信頼する能力、自己の感情をコ

ントロールする能力、簡単に言うなら「忍耐力、

あきらめない、粘り強い、他を思いやる、こつこ

つ努力する」ということになるのでしょう。 

 

現行の幼稚園教育要領や保育指針、幼保連携型

認定こども園教育・保育指針では、「学びに向かう

力、人間性等」とも表現されています。幼児教育

では集団での生活や遊びを通じて、このような力

つまり非認知的能力を育むことが目標の柱の一つ

であり、それをベースに「幼児期の終わりまでに

育ってほしい 10 の姿」として具体的に提示され

ています。この非認知的能力に対して認知的能力

があり、発達検査等で測定されるいわゆるＩＱと

されています。学習とＩＱは大きな関連がありま

すが、この二つの能力にも密接な関係があること

は言うまでもありません。 

 

日本は、伝統的にこの「非認知的能力」を重ん

じてきました。教育の分野でも「心情・意欲・態

度」、さらに「知・徳・体」や「心・技・体」とい

ったこの両方の能力を重要と考えてきたのが、我

が国の伝統的な教育・文化の強みです。また、私

たちが感動を覚え、共感する歴史上の人物や物語

には「逆境に負けず、目標に向かって努力を積み 

 

重ねる人物」が多く登場します。最近では難病と

闘い、見事復活を果たした競泳の池江璃花子選手

に日本中が喝さいを送ったことがよい例です。 

 

今どの学校園でも、このような力つまり非認知

能力が十分養われていないと感じるこどもを挙げ

るとしたら、ほとんどの先生がさほど苦労せずと

も何人かのこどもの顔が思い浮かぶと思います。

このようなこどもたちに発達上の課題や不適切な

養育環境が重なると、解決に多くの時間と労力が

必要となります。そして、その背景には必ず同じ

課題を持つと思われる親の存在があります。 

 

それではこのような課題を解決していくために

は何が求められているのでしょうか。私は、幼小

連携・小中連携という前に、小学校の先生は「保

育指針、幼稚園教育要領」を、中学校の先生は「小

学校学習指導要領」を必ず読む必要があると思い

ます。そして実際の現場でのこどもの姿を見るこ

とです。さらに逆方向（就学前→小学校、小学校

→中学校）も重要です。それが出発点だと思いま

す。こどもの成長は、それぞれの校園で完結する

ものではなく連続しています。今こそ「連携」か

ら脱却し、「協働」する時だと考えます。そのよう

な体制構築に本腰で 

取り組んでいきたい 

と考えます。 

 

連携から 

協働へ 
長浜市教育委員会 

教育長   板山 英信 



 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上記の内容以外にも校園内OJT研修や教育研究奨励事業等があります。 

教育研究発表大会  日時：令和４年 2月９日（水） 

就学前からつなぐ「ことばの力」育成に関する研究発表です。オンラインによる開催となる

場合もあります。 

 

研修テーマ 

 

優れた教育文化の継承と新しい時代への前進 

－０歳から１５歳までの一貫した保育・教育－ 

保育力・授業力 

〇生きる力を育む保育・授業改善 

〇自ら学ぶ姿勢の育成 

〇学力二極化への対応 

マネジメント力 

〇学級経営力・集団指導力 

〇地域との連携 

〇経営への参画意識 

課題解決力 

〇園児・児童・生徒理解力 

〇生徒指導力 

〇保護者対応力 

使命感 

〇教職への意欲・情熱 

〇自己研鑽の姿勢 

〇教育理念の確立 

人間性 

〇豊かであたたかい人間性 

〇幅広い見識と社会性 

〇コミュニケーション能力 

学び続ける…                                研究・研修室長  樋口 孔司 

今年度より、当センターの研究・研修室を担当させていただきます。どうぞよろしくお願いします。 

研修や研究が先生方のニーズや教育課題にあったテーマや内容になるように企画・運営を目指し

ます。ご意見やご要望がありましたらご連絡ください。また、実践に結びつき、子どもたちに還元さ

れていく研修内容にしていきたいと考えています。 

子どもの学力向上、豊かな心の育成のためには、教職員の指導力や人間力の向上が欠かせませ

ん。そのためには、常に私たち教職員が学び続けることが大切です。そのために充実した研究・研修

に取り組んでまいります。 

教育課題・自己啓発研修 

保育指導・学習指導・学級経営・生徒指導・児童理

解など、教職員の資質・力量を高めるための自主参

加型研修です。「特別支援教育講座」「ICT にかかる

研修」「園小連携講座」「読み聞かせ講座」「運動あそび

講座」等の開催を予定しています。  

※詳細は、後日お知らせします。なお、新型コロ

ナウイルス感染症の影響により、開催できな

い場合があります。 

指導力向上校園支援事業 

若手教職員の保育力・授業力等の向上およ

び、集団研究を通した保育力・授業力の向上を

目的として講師派遣を行う事業です。 

 ・個別支援（保育力・授業力向上支援） 

 ・短時間支援（業務アドバイス） 

 ・研究・研修支援 

（組織的な保育力・授業力等の取り組み支援） 

があります。 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

専門家が児童生徒の観察とアセスメントを行い、指導や支援に対する助言をしたり、直接 

子どもの指導を行ったりします。 

 

 

 

♦授業中落ち着いて座っていることができない 

♦姿勢保持が苦手 

♦粗大運動や協調運動が苦手 

♦黒板の字を写すのに時間がかかる 

♦音読の時、行を飛ばしてしまう 

♦漢字をよく間違える 

 

オプトメトリスト：富永 絵理子先生 

主に目の使い方（視機能）の視点からの助言 

作業療法士：中瀬 弘士先生 

主に体幹や体の動き等の視点からの助言 

専門家や関係機関と連携し、不登校や発達に関する教育相談を行うとともに、 

児童生徒の社会的自立を目指し、個に応じた指導や支援を行います。 

ひらがな清音の確実な習得・読み書きに 

課題がある子の早期発見・早期支援を目 

的に取り組みます。 

 

 

【プログラムの一例】 

 

不登校の未然防止を目的に専門相談員 

の池添素先生との相談を実施します。 

不登校の児童生徒の社会的自立を目指し、 

個に応じた支援を実施します。 

♦ 学習支援 

♦ 体験・創作活動 

♦ ソーシャルスキルトレーニング 等 

 

 

 「適切な支援につなげるために」 

  教育相談室長 北川 聡子 

 子どもたちの問題行動の背景には、発達障害や家庭的な

問題、感覚過敏、協調運動の問題等様々な要因が複雑に絡

んでいることがあります。適切な支援を行うためには、生

育歴や周りの人との関係、いつ、どのような場面と関連し

て問題行動が起こるのか等、たくさんの情報を集めて総合

的にアセスメントする必要があります。背景を考える一つ

の手立てとして発達サポート事業、不登校早期支援訪問相

談事業等を活用し、専門家の意見も参考にしていただけれ

ばと思います。 

 本年度も「教育相談室」をよろしくお願いいたします。 

 

 

♦ 50音表の自動化 ♦ 聴覚法 

従来の書きチェックに加え、つまずいた子ど

もに対するフォロー内容を強化しています。 

 

 

  



             
 

 
所 長  織田 恭淳 

【研究・研修室】               【教育相談室】 

  室 長        樋口 孔司         室 長        北川 聡子 

主 幹（幼児課兼務） 主馬 崇行       《発達支援グループ》 

  研究員        上橋 敏勝           主 幹        堂村 佳子 

                          相談員・指導員    川瀬 久栄 

                           心理判定員      水谷 ゆかり 

                         心理判定員      伊吹 秀世 

                        《登校支援グループ》 

                          主 幹        嘉瀬井 弘美 

                          相談員・指導員    橘  憲照 

                          相談員・指導員    沢田 浩臣 

                          指導員        宮村 弘子 

                          指導員        𠮷川 周良 

                          指導員        井上  望 

                          指導員        岡田 彩音 

                          指導員        山岡 大護 

                          カウンセラー     田中  泉 

カウンセラー     髙田 裕子 

 

 

 

指導力向上学校・園支援事業指導員 

（非常勤）〈敬称略〉 

〈就学前〉 

藤墳 みち子   土川 将代  傍島 伸子 

渡   享子     森田 恭子  矢田 美春 

松井 智津子  田中 壽子    北川 真智 

宮崎 妃登美 

〈小学校・義務教育学校前期課程〉 

布本 喜代子  大森 孝一  八木 正隆 

片桐  宏   中川 順博    藤居 政子 

織田しげみ   水谷 素子  日比 浅嗣 

〈中学校・義務教育学校後期課程〉 

藤井 秀文   谷本 邦雄  山岡 浩次 

芳沢 淳宏      

〈養護教諭〉 〈特別支援〉 

中山 秀子     藤井 孝雄 

 

「生きる力」の実践           所長  織田 恭淳 
 

校長時代、「2050問題を考える」という少子高齢化を題材にした講義を生徒に行ったことがあります。

その時に出たグローバリゼーションや IC技術の進歩、定年延長に至るまで的確でアイデアあふれる意見に

は驚かされたものです。子どもたちには、日々の学習を重ねることによって、課題や困難に立ち向かいそ

れを解決しようとする、いわゆる「生きる力」が身についていると感じました。 

さて、コロナ禍により現在は、暮らしや経済が大きく制限されています。それは学校教育においても例

外ではありません。しかし、前述のように皆で想像力を働かせ、知恵を出し合い、工夫をすればこの難局

を乗り越えられるのではないでしょうか。 

教育センターにおきましても、「リモートによる教職員研修」、「カウンセリング、教育相談の一部デジタ

ル化」で withコロナの取組を進めていきます。また、昨年度に引き続き、「指導力向上校園支援事業」、

「子どもサポートルームなないろ」、「発達検査の実施やチェックリストの見立て」、その他学校訪問や専門

家による指導等により保護者や先生方を支援していきます。どうぞ、今年度も教育センターの事業にご理

解ご協力をお願いします。 

昨年センバツが中止になった時、智辯和歌山高校元監督の高嶋氏は、「試合に勝つ 

ためではなく、こういう困難を乗り越えるために毎日練習をしてきたんだ。」と球児 

達を励ましていました。長浜の教育も同じで、これまで積み上げてきた「生きる力」 

を今こそ発揮する時だと思います。皆で一丸となって頑張りましょう。 


