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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。 

 

所属長になれば、軽いものから重いものまで、様々

なケースに“判断”や“意思決定”が求められます。判

断や意思決定には、決まった答えがなく、同じ事案で

もその時々の情勢次第で対応が変わることもあります。

そこで、良い判断や意思決定をするには、どのような組

織、人材が求められるのかを考えてみました。 

昨年、意思決定と行動に関する理論「OODA ルー

プ」について研修する機会がありました。OODA ループと

は、Observe（観察）、Orient（状況判断）、Decide（意思

決定）、Act（行動）の 4 つの頭文字をとったビジネス、

政治等の幅広い分野で活用されている理論で、戦争

下において航空戦に挑むパイロットの戦術をベースに

編み出されたものです。刻一刻と変化する戦況下で

は、上司の命令を待っている余裕はありません。“パイ

ロットが状況を見て、自らの判断で行動する”その時の

行動の流れをビジネス等の場面で幅広く活用できるよ

うにしたものが OODA ループです。 

10 年程前に長浜病院で勤務していた時に、当時

の院長先生がゲリラ戦での対応を例に、「目まぐるしく

変化する医療情勢下において、これからの病院経営

は最前線で最も状況が分かっている者が判断し、行

動できる組織や人材が求められる」と話されたことを思

い出しました。当時、私は意思決定過程に積極的に

関与するよう努めていましたが、院長が求めていたよう

な行動が取れていたかは疑問です。 

では、今日のような OODA ループによる意思決定と

行動が求められる時代に、どのような人材が求められ

るのでしょうか。 

OODA ループが注目される背景には VUCA と呼ばれ

る社会情勢があるようです。VUCA とは、Volatility(変動

性 )、Uncertainty(不確実性 ) 、Complexity(複雑性 )、

Ambiguity(曖昧性 )の頭文字をとった言葉です。

Volatility(変動性)とは AI、IoT、５G 等の技術革新による 

激しい変化、Uncertainty(不確実性)とは新型コロナウ 

イルス感染症のように数年先すら予測できない状況、

Complexity(複雑性)とは例えば業界、国境の壁を超え

て市場を奪い合うような状況、Ambiguity(曖昧性)とは、

絶対的な正解が見つからない状況とされています。

アップル社では、事業計画は 3 か月、中期計画は 1

年と位置づけ、3 年計画はドリームとしているようです。

技術革新のスピードが早く、3 年後がどうなるのか予

測できないため、ドリームと表現しているようです。 

このような時代に求められる人材は、「解決すべき

問題や課題を発見できる人材」「これまでの常識等に

とらわれず、自由な発想で新しい価値を生み出せる

人材」「幅広いことを一定以上のレベルでこなせるゼ

ネラリストよりも、特定の分野における高度な専門性を

持つ人材」とされています。 

テストに例えるなら、平均 80点以上のバランスの取

れた人材で構成する組織よりも、特定の分野で 100

点が取れる多様な人材で構成する組織が求められ

るのかもしれません。改めて、子ども達の教育や職場

での人材育成等が変わっていくことを感じると共に、今

を生きる私たちには、様々な事柄に興味・関心を持

ち、学び続け、常に自分自身をアップデートしていくよう

な生き方が求められているのではないかと感じていま

す。 

これからの組織には、働き方改革により職員一人

ひとりにアップデートの時間や機会を作り出し、多様性

や創造性に富んだ多士済々の人材育成を図る中

で、上司とも対等に意見を交わし、議論するなど、個

性が発揮できる環境が求められるのかもしれません。

また、所属長には、多様な価値観や意見を取りまと

め、活かすことができる力が求められるのかもしれませ

ん。微力ではありますが、各所属長と協力して、こうし

た組織づくり、人材育成に尽力してまいります。 

新しい時代に 

求められる組織と人材 
長浜市教育委員会  

次長   鵜飼 康治 



長浜南小学校体育館

　「落ち着きがない」「姿勢がくずれる」「体の動きがぎこち
ない」「不器用」・・・。これらの原因として、体幹や体の動
かし方、無意識に使っている感覚が十分に育っていないことな
どが考えられます。子どもの学習や集団生活を支える土台が体
であるという視点から、一斉指導でできる体づくりや環境調整
について、事例を用いてわかりやすく教えていただきます。

    読み聞かせ実践講座 体育に活かす運動あそび講座

中瀬　弘士　氏

８月１８日（水）
オンライン研修

８月２０日（金）
オンライン研修

１０：００～１２：００１4：3０～１６：3０

　「マスから書く文字がはみ出してしまう」「文字を書き
写すことが苦手」「文章をとばして読んでしまう」…。そ
れは、もしかしたら視覚認知の問題かもしれません。見え
方に課題がある子どもたちのビジョントレーニングや環境
調整などについて事例を交えながらわかりやすく教えてい
ただきます。

　　　       　　園小連携講座
～数量・形を窓口にお互い何が変わらなければ
　　　　　　　　　ならないのかを考える～

特別支援教育講座④

滋賀短期大学

視覚トレーニングセンター
富永　絵理子　氏

米原市地域包括医療福祉センター
「ふくしあ」

「ジョイビジョン京田辺」所長小児科主任／作業療法士

特別支援教育講座② 特別支援教育講座③

自己啓発研修は希望者参加型の研修です。全講座、校園の種別や担当教科
などの枠に関係なく、どなたでも参加していただけます。

和歌山大学教育学部
　　　米澤　好史　氏

８月20日（金） 高月支所
３Ｆ　３－Ｂ会議室

１４：３０～１６：３０

（検討中）１5：0０～１６：４５ 　愛着の問題を抱えたこどもへの支援、愛着障害への対
応、愛着障害への支援、攻撃行動への支援についてご講演
いただきます。特に、愛着修復は、保育、教育の現場で、
「いつでも」「誰にでも」できるの視点から、愛着形成・
修復の支援の可能性を教えていただきます。

久米　央也　氏
心理学教室　教授

幼児教育保育学科　准教授 １０月１１日（月）
オンライン研修

　教育要領の改訂により、より一層保幼小の滑らかな接続が重
要視されてきました。ここでは、特に算数に焦点を当て、遊び
を通して算数の土台を育む環境構成や援助の在り方、また幼児
教育のよさを取り入れた算数科授業改善について一緒に考えて
いきましょう。

長浜市立図書館
伊藤　直美　氏 運動指導員

丸岡　京子　氏
上田　加奈子　氏図書館司書

　就学前教育で行ってきた運動あそびを通して、子どもの
育ちを小学校に滑らかにつなぐための保育、授業を目指
し、小学校の体育の授業で研修を行います。是非、いろん
な校種の先生にきていただき、保育、授業で取り組める内
容を学んでいただけたらと思います。

　　　　　　　　　　【第１回】
日時：７月２７日（火）10：00～11：30
　　　　70分の研修と20分の質疑応答
内容：iPad標準アプリの活用方法
　　　　(keynote,iMovie,Clips等)
講師：中川　和信 氏
　　　　大塚商会エデュケーションセンター

３回のシリーズ研修です。研修内容をご確認の上、ご参加
ください。なお、Zoomに接続するための端末と研修で使
用するiPadにつきましては、各自でご用意ください。

　                   【第３回】
日時：８月２日（月）10：00～11：30
　　　　70分の研修と20分の質疑応答
内容：ロイロノートの基本操作
講師：野中　健次 氏
　　　　株式会社ロイロ

この他にも10月19日（火）にネットトラブルの防止についての研修（講師：小木曽　健氏　グリー株式会社）を予定しています。

　　　　　　　　　【第２回】
日時：７月３０日（金）10：00～11：30
　　　　70分の研修と20分の質疑応答
内容：Google系アプリの活用方法
　　　　(Meet,カレンダー,ドキュメント等)
講師：中川　和信 氏
　　　　大塚商会エデュケーションセンター

8月25日（水）
１５：００～１６：４５ さざなみタウン

　
　子どもたちにとって、絵本はどのようなもので
しょうか？読み聞かせをすることの意味や重要性に
ついて教えていただきます。また、年齢や発達段階
に合った絵本の選び方や読み方等についても紹介し
ていただきます。

10月28日（木）
１３：１５～１６：００



 

 

去る５月２７日（木）に、本市の発達支援事業スーパーバイザーとして活躍されて

おられる中尾 繁樹教授（関西国際大学）を講師にお迎えし、「みんなの特別支援教育

～コロナ下で大切なこと～」という演題でオンライン研修を開催しました。 

支援の方法を考える上で正確な実態把握や複眼的な視点が必要であること、また子

どもの背景を理解する術や学級経営について、写真などを

用い、事例を交えてわかりやすく教えていただきました。本研修には全校園種

から 70 名以上の参加があり、サテライト会場の浅井支所では、先生方が講師

の言葉に耳を傾け、メモを取りながら真剣に考えておられる姿が印象的でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先生方が自らの研究テーマに基づき、研究仮説を立てて実践し、結果の分析と考察を行うことで、日々

の教育活動の見方が深くなり、また、次につながる貴重な自分の財産を作ることになります。  

研究意欲の高揚および資質向上を図るためにも、ぜひ、本事業にご応募ください。 

昨年度はコロナ禍の中でしたが、４３編もの応募があり、先生方の教育に対する熱いおも

いを感じました。今年度も入賞者のお名前や表彰式の様子を 2 月の教育研究発表大会で紹介

させていただく予定をしています。 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年度の教育研究事業は、2 つの研究指定校区内で園小中の縦と横の連携を深めることで、子

どもたちの豊かな心と学力向上をはかる取組をします。奈良教育大学の赤沢 

早人教授に指導を仰ぎ、連携して「ことばの力」育成についての共通実践を行

うことや他校園での取組を知り、自校園に取り入れることで進学時のギャップ

を軽減し、あらゆる学習、生きる力の土台となる「ことばの力」を育てること

について研究を行います。 

  

【参加者の感想】 
子どもたちを取り巻く環境が変
わってきている面もありますが、そ
れでも変わらず続けていくべきこ
とは「子どもをしっかりと見る」「た
くさんの視点で見る」ということだ
と感じました。 

【参加者の感想】 
本人の乳児期から今に至るまで
の発達状況や家庭環境を踏まえて、
本人をどう支えていくのかを学年・
学校・地域・家庭が忌憚なく話し合
える関係でありたいものです。 

【参加者の感想】 
個別指導ではなく、指導の個別化

を図るという視点が大切だという

ことを学べました。 

子ども一人ひとりの実態把握を

細かくすることで、輝いて生きる子

どもを育てたいです。 

長浜南ブロック 
・南中   ・六荘認定こども園 

・長浜南小 ・長浜南認定こども園  

びわブロック 
・びわ中  ・びわ北小 

・びわ南小 ・びわ認定こども園  

 

 



  

 

 

 

 教育センター教育相談室では、発達支援を考えるために

様々な種類の検査を用意しています。発達検査は、「子ども

の持つ認知の特性を知り、よりよい支援に活かすため」に

行います。もっともよく利用されるのはWISC-Ⅳという検

査ですが、子どもの困り感や状況に合わせて、更にいくつ

かの検査を組み合わせることがあります。 

 今回は、教育センターで取り扱っている代表的な検査を

紹介します。 

【知的水準・認知能力の特徴を知りたい時には…】 

① WISC-Ⅳ（ウィスク・フォー） 

 全検査 IQ：全体的な認知能力を表す数値です。 

言語理解指標：言語による理解力・表現力に関する指標で

す。知識や語彙力など、日常生活や教育を通して身につ

く部分が大きい力です。 

知覚推理指標：視覚的な情報を把握し推理する力や、視覚

的情報にあわせて体を動かす力に関する指標です。新

しい情報に対する解決能力や対応力にも影響すると考

えられています。 

ワーキングメモリー指標：一時的に情報を記憶しながら処

理する能力に関する指標です。読み書き、算数といった

学習能力や、集中力に大きくかかわります。 

処理速度指標：視覚情報を処理するスピードに関する指

標です。マイペースで切り替えが苦手である場合、書字

が苦手である場合などは得点が低くなることがありま

す。 

② KABC-Ⅱ 

脳の処理機能としての認知能力「認知尺度」と学力の基

礎となる習得度「習得尺度」が測定でき、教育的支援・指

導に役立てることができます。検査時間は少し長めにか

かるので、2日に分けて検査することが多いです。 

 

【言語理解の力に疑問を感じたら…】 

③ PVT-R絵画語い発達検査 

 言語の理解力の中でも特に基本的な「語彙の理解力」

の発達度を短時間に正確に測定します。 

 

 

 

 

 

 

【生活面が心配…。日常生活への適応能力を知りたい時に

は…】 

③ Vineland-Ⅱ（ヴァインランド・ツー）適応行動尺度 

保護者（や関係者）からの面接を通じて、子どもの適応

（＝実生活の中でどれだけうまくやれているのか）のレベ

ルを明らかにできる検査です。検査を通して、保護者が家

庭での子どもへの接し方の問題点に自ら気づく場合もあ

ります。 

 ④ S-M社会生活能力検査 

社会生活能力を「自立と社会参加に必要な生活への 適

応能力」と定義し、子どもの日頃の様子から社会生活能力

の発達を捉える検査です。 知的障害や発達障害などの特

徴のある子どもたちの指導への手がかりが得られます。

子どもの日常生活をよく知っている保護者や担任教師が

回答します。 

 

【板書をにらみつけるように見ている…。ボールがキャッチ

できない…。 見る力が気になるときには…】 

⑤ 『見る力』を育てるビジョン・アセスメント 

WAVES（ウェーブス） 

３領域（視知覚、目と手の協応、眼球運動）の視覚関連基

礎スキルをアセスメントして、弱い部分を見つけだします。

弱点がわかったところでドリルによってトレーニングを行

い、弱点の改善を行う教材もついています。 

 

【発言は鋭いのに、漢字が覚えられない…。音読がたどたど

しい…。読み書きの苦手さを感じる時は…】 

⑥ STRAW-R（ストロー・アール） 

標準読み書きスクリーニング検査 

音読速度を調べることのできる速読課題や、漢字の音読

年齢が算出できる漢字音読課題、中学生用の漢字単語課

題などを検査することにより、ひらがな、カタカナ、漢字の

どの表記から練習したらよいかの指標が得られます。 

 

教育相談室より  ― 発達検査は何のため？  

どんなアセスメントをすれば 

よいか、検査の必要性も含め、

お気軽にご相談ください。 

 


