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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。 

 

「お父さんは、なぜ先生になったの？」「いつから先

生になりたかったの？」「他に何になりたかった

の？」「本当は私たちも先生になってほしいの？」と、

将来の夢の話題になると、３人の子どもからよく質

問を受けました。 

 

自宅の居間には、何かの拍子で子どもが出してき

た私の小・中学校の卒業文集が置いてあります。両

親が当時の思い出の品をしっかりと残しておいてく

れたおかげで、少し色褪せてはいるものの、それを

開くと当時の私に出会うことができます。昭和５６

年度の小学校卒業文集「びわこ」の表紙には、同級

生２クラス８６人の笑顔が掲載されています。私の

記憶は曖昧になっていましたが、３人の子どもと一

緒に確認できました。 

 

 「将来の夢！」 

 二年生ごろからだと思うが、「大きくなったら先生

になりたいなぁ～」という夢を持つようになった。

六年生を卒業する現在もその希望はかわっていな

い。六年間、いろんな先生に習ってきた。これから

もいろいろな先生に出会って、僕も、やさしい、厳

しい先生になりたいと思う。 

 

 私は本当に幸せ者だと思っています。素晴らし

方々とお出会いし、多くの刺激をいただき、年を重

ねてきました。小学校一・二年生を担任していただ

いた先生は、愛情溢れる、本当に優しくて厳しい先

生でした。今でも先生の優しいまなざしが目に浮か

びます。「様々な基礎・基本をみっちり教えていただ

いた。今のあなたがあるのは先生のおかげなのだ。」

と、何度も母が言っていました。また、本の面白さ

に気づかせ、私を本の世界に連れて行ってくださっ

た先生でもあります。先生の優しいひと言や心を揺

さぶるひと言が、私の『やる気スイッチ』を押し続

けたのだと思います。その後も、多くの素晴らしい

先生方にお会いし、厳しさと愛情を注いでいただき

ました。小学二年生時の将来の夢はその後も変わら

ず、夢を実現することができました。 

初任校で、「何がやってみたい？生徒と一緒に、今

までと違うことをやって、この学校の新しい歴史を

創っていこう。フォローはしっかりするから。思い

切ってやれ。」と、声をかけていただきました。教師

になれた喜びから、担任の面白さ、難しさ、やりが

いを感じ、本当に充実した毎日でした。当然、苦労

や上手くいかないことはありましたが、周りの先生

方にしっかりフォローしていただいたおかげで、少

しずつ成長し、今の私がいます。 

 

 １０年前から学校現場を離れています。市教育セ

ンター研究員となり、研究を進める中で、教師とし

ての自分を振り返る機会が多々ありました。教え子

の顔を思い浮かべながら、「あの時の私の言葉は、表

情は、態度は･･･。その時々を一生懸命にやってきた

つもりだが、教え子はどのように感じていたのだろ

うか？」そんな折、当時のセンター所長から腰塚勇

人さんの話を伺いました。腰塚さんは、首の骨折で、

首から下が麻痺されましたが、努力を積み重ね、現

場復帰された教師です。所長に書いていただいた次

の言葉を、今も家族写真と一緒に仕事場の机上に置

いています。 

 

復帰の日に誓ったこと 

・「口」は人を励ます言葉や感謝の言葉を言うため

に使おう 

・「耳」は人の言葉を最後まで聴いてあげるために

使おう 

・「目」は人のよいところを見るために使おう 

・「手足」は人を助けるために使おう 

・「心」は人の痛みがわかるために使おう 

 

 今この瞬間も多くの素敵な出会いが生まれてい

るはずです。私も『やる気スイッチ』 

を押し続けることのできる人でありた 

いと思います。 

「将来の夢！」     長浜市教育委員会  

教育指導課長    筧 敏弘 



今年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、 
可能な限りオンラインで研修会を開催しました。 

 

特別支援教育に係るシリーズ 全４回 
第 1 回は、特別支援教育全般について、第 2 回は体づくりの視点で、第３回は視機能トレーニングの

視点で、どの研修会も事例を交えながら、わかりやすく丁寧にご講演をいただきました。第 4 回は、１０

月に開催を予定しています。 

 
第１回：５月２７日（木） 
講師：中尾 繁樹 氏（関西国際大学教授） 
演題：「みんなの特別支援教育～コロナ下で大切なこと～」  
 
第２回：８月１８日（水） 
講師：中瀬 弘士 氏（作業療法士・米原市地域包括医療福祉センター「ふくしあ」） 
演題：「気になる子どもの基本的な捉え方・支援の考え方 

～子どもへの理解の重要性～」 
 
第３回：８月２０日（金） 
講師：富永 絵理子 氏（オプトメトリスト「ジョイビジョン京田辺」所長） 
演題：「学習とみる力 ビジョントレーニング入門」 
 
 

ＩＣＴスキル向上のためのシリーズ 全３回 
 
第１回：７月２７日（火） 
講師：中川 和信 氏（大塚商会） 
内容：ｉPad標準アプリの活用法について 
 
第２回：７月３０日（金） 
講師：中川 和信 氏（大塚商会） 
内容：Google系アプリの活用法について 
 
第３回：８月 ２日（月） 
講師：野中 健次 氏（株式会社ロイロ） 
内容：ロイロノートの活用法について 
 

 

特設 新型コロナウイルス感染症に係る人権研修会 
  

６月２３日（水） 講師：田邉 九二彦 氏 

（長浜市商工振興課指導員、湖北じんけんネットワーク代表） 
 演題：「新型コロナウイルス感染症と人権 

～新しいものは何もない、今こそ人権学習を～」 

全研修とも講師の方のご了解を得たうえで、録画をさせていただきました。 
これは、オンライン研修を受講いただけなかった方のために、後日視聴いただける 
ようにするためです。公開期間は限られていますが、ぜひご活用ください。 
 

最後になりましたが、オンライン研修のために機器などを準備いただいた先生方、ありがとうございました。 

また、機器の不具合や準備不足で、音声が聞き取りにくい場面等があり、ご迷惑をおかけしたことをお詫びします。 

なお、10月 19日（火）のネットトラブルに関する研修は、見のがし配信はありません。    

  

【参加者の感想】 
特別支援教育において、どのよう

な視点で子どもたちを支えればよ
いのかを知ることができました。 

【参加者の感想】 
発達段階に応じた成長の姿、そし

て支援の仕方を学ぶことができま
した。 

【参加者の感想】 
まだ使ったことがないアプリ

を紹介していただいたので、ぜ

ひ使ってみようと思いました。 

【参加者の感想】 
見えないものへの不安や恐れにふりま

わされず、正しく知り、正しく行動するこ

と、これからも大切にしていきたいです。 

【参加者の感想】 
実際に iPad でロイロノートを
活用しながらの研修だったの
で、非常に分かりやすく、とて
も勉強になりました。 



令和 3年度、長浜市に新規採用された就学前教育職・小学校教諭・中学校教諭・義務教育学校教諭（前期・後

期）・養護教諭・事務職員の研修会を実施しました。第 1 回研修会では、教育長より「これからの教職員に期待

すること」についてお話しいただきました。また、初顔合わせの研修でしたが、積極的な意見交流ができました。

第 2回研修会では、長浜消防署・長浜警察署の方を招き、心肺蘇生法等の実習や園児・児童生徒の交通事故防止

と犯罪防止について学びました。研修を受ける新規教職員の真剣な眼差しがとても印象的でした。以下、研修会

の様子と受講者の感想の一部を紹介します。 

 

今後、第 3回 11月 2日（火）・第 4回 1月 27日（木）に研修を行う予定をしています。「長浜の歴史や義務

教育学校における系統的な学び」について学び、「各校園での実践」等を交流していきます。 

 

研究協力員会では各校園の取組を紹介しあい、意見交流することで「育てたい子ども像」を共有することができました。コロナ

下での研究推進は困難を伴いますが、オンラインで会議をするなど安全に配慮して研究を進めていきます。 
 

研究協力員の先生方（敬称略） 

 長浜南ブロック   めざす子どもの姿：自分の思いを表現できる子ども             

小山 まなみ（六荘認定こども園）  木村 悟  （長浜南認定こども園） 

       嶋田 紀子 （長浜南小学校）    山根 健太（南中学校） 
  

 び わ ブロック    めざす子どもの姿：主体的に自己発信し、意欲的に他者と学び合う姿 

廣部 美和子（びわ認定こども園）   前田 唯  （びわ北小学校） 

     武田 圭右  （びわ南小学校）    岡﨑 隆祥 （びわ中学校） 

       

当センター研究・研修室の事業等についての調査を実施いたします。新型コロナウイルス感染

症対策下における今後の研修のあり方について検討を進めてまいります。ご多用の中ですが、ご

協力賜りますようよろしくお願いします。 
                        

１ 目   的  研究・研修室の事業についての意見、要望をいただき、次年度事業策定の資料とする。  

２ 調査対象  長浜市立公立園幼児教育職員（会計年度任用職員フル含む）および長浜市内の小学校、中学校、 

          義務教育学校の教員（常勤講師を含む）、事務職員、養護教諭、栄養教諭 

３ 調査方法  次のアドレスまたはＱＲコードをパソコンやタブレットに取り込み、 

ご回答ください。 

           https://forms.gle/E2FsirGVdaKpyizh8 

 

４ 調査期間  １０月１５日（金）までにご回答をお願いします。 

第１回 ５月２５日（火）浅井支所 

第２回 ６月１７日（木）長浜市役所 長浜市新規採用教職員研修

～受講者の感想～ 

〇児童生徒に寄り添い、信頼される教師を目指して 

一歩一歩努力していきます。 

〇他の先生方と交流することで、不安や悩みが解消 

され、自分も頑張ろうと思えました。 

〇冷静で適切な判断ができるように、自分自身が普 

段から気を付けて生活していきたいです。 

 

 

 

https://forms.gle/E2FsirGVdaKpyizh8


長浜市教育センターカウンセラー 

臨床心理士  髙田 裕子 

 

適切にストレスを軽減し、安心感を高めるバタフライハグ 

 

災害・事件・事故・PTSD等のトラウマに有効な治療法に「EMDR」があります。1989年に Francine 

Shapiro によって提唱され、2013 年には WHO(世界保健機構)でも効果的な治療法であることが認定さ

れています。その EMDR の治療法の 1 つに、自分自身でトラウマやストレスを処理する「セルフケア」

の技法として「バタフライハグ」があります。バタフライハグは自身の胸の上の辺りに両手を交差して置

き(バタフライ)、自分自身をハグする手法です。コロナ禍によるストレス過多な現状において、今回、こ

のコラムではバタフライハグの「スタンダードバージョン」と「コロナ禍バージョン」を紹介したいと思

います。不安や心配、ストレスに圧倒されそうな時には、是非一度試していただけたらと思います。 

 

【スタンダードバージョンのバタフライハグ】 

① まずは自分を抱きしめるように、両腕を胸の前で交差します。両手のひらは軽

く肩に添えます。 

② 次に「安心を感じるもの」を思い浮かべます。安心を感じる場所や人、ものや

思い出、イメージなどを思い浮かべます。 

③ 思い浮かべたら、そのまま目をつむり、左右の肩を両手の指先で、優しく交互

に「トン・トン・トン・トン」とゆっくりタッピングします。 

④ 1～2分したら、一度動きを止めて、目をつむったまま、ゆっくり深呼吸しま

す。これを数回繰り返します。 

 

上記の写真は、イギリスのハリー王子が、ご自身の EMDRセラピーの体験を語り、バタフライハグを

行っている写真です。YouTubeで「Prince Harry EMDR」で検索すると、ゆっくりと交互に優しくタッ

ピングされているハリー王子の動画を観ることができます。この様にバタフライハグは、いつでもどこ

でもできる技法です。 

 

【コロナ禍バージョンのバタフライハグ】 

① まずは自分を抱きしめるように、両腕を胸の前で交差します。両手のひらは軽く肩に添えます。 

② 目をつむり、左右の肩を両手の指先で、優しく交互に「トン・トン・トン・トン」と、ゆっくりタッ

ピングします 

③ 自分の役に立ちそうなフレーズを同時に唱えます。不安・無力感・パニック・恐怖・孤独感・抑うつ・

怒りを軽減し、コントロール感と穏やかさを高めるには、以下のようなフレーズがあります。「私は

無理のない範囲でコントロールすることができます」「私はこの状況に対処できるようになります」

「私が現在生活している中にも選択肢があると学ぶことができます」「他の誰かが、どう考え、感じ、

話し、行動するかについては、私はコントロールできません」または自責・後悔・不全感を軽減し、

自己受容感を高めるフレーズには「何が起こったとしても、それは起こったこと。今後それに対処し

ていけるようになりますよ」等があります。また、自分に必要なフレーズをつけ加えます。 

④ 数回繰り返したら、一度動きを止めて、目をつむったまま、ゆっくり深呼吸します。 

もし、不快な記憶を想起したり、不快な感情が湧いてくる場合は、タッピングを中止して

ください。ストレス過多な状況の中で、子ども達や、子ども達を育む大人の方々が、1 つ

でも多くのストレス対処法と出逢える機会となることを、心より願っています。 


