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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。 

 

４月の始業式から 1 週間ほどしたある日、近所に住

む低学年の女の子と話をする機会がありました。私が

「学校は楽しいですか。」とたずねると、彼女は「あ

んまり。去年のほうがよかった。でも、友だちが３人

できました。」と答え、「よかったね。」という私の言

葉に、彼女は「６年生までに１００人つくりたい。」

と笑顔で返してくれました。 

「一年生になったら」の歌詞を思い出したのか、ち

ょっと嫌だけど前向きに頑張っていこうという、彼女

の内面から湧き出る思いに頼もしさを感じました。 

令和３年度の長浜市教育研究発表大会の記念講演

で、岡山大学の中山芳一准教授から、非認知能力(メン

タルの力)の重要性を教えていただきました。同准教授

と現役東大生の共著『東大メンタル』という著書の中

に、東大生は受験勉強を通じて「生きる力」を身につ

けているとあります。なぜなら、前述の小学生のよう

にちょっと嫌だなと思うことや、やりたくないことで

も厭わずに取り組み、結果を出せるように努力してい

るからです。そのためにメンタルの力（自制心、忍耐

力、回復力、意欲・向上心、自信・自尊感情、楽観

性、共感性、コミュニケーション力、チームワークな

ど）が大いに影響していることを明らかにしておられ

ます。 

内容を少し紹介しますと、やりたくないことでも結

果を出すために、次の４つの壁を越えなければならな

いと述べておられます。 

１つ目は「目的」の壁です。やりたくないことで

も、まず〝やろう〟と思わないといけません。〝やろ

う〟と思うために目的を持つことが、最初に乗り越え

るべき壁です。２つ目は「やるべきことがわからな

い」という壁。〝やろう〟と思ったものの、何から手 

 

 

をつけていいのかわからない。そういう状態だと、

やる気が空回りしてしまいます。３つ目は「モチベ

ーション」の壁。やる気が続かないと、物事は継続

できません。〝やりたくない〟ことを〝やりはじめ

た〟だけでは不十分で、〝やり続ける〟ことが壁に

なります。４つ目は「戦略」の壁。モチベーション

を持続させて、いいところまできても、あと一歩、

もう一歩というところでうまくいかないという局面

が必ず出てきます。そこを打開していくための戦略

性であると示されています。 

さて、前述の小学生は、友だちを１００人つくる

という大きな目標を叶えようと、これから様々な工

夫と努力を重ねながら４つの壁を乗り越えていくで

しょう。その過程で身につける力はまさに「生きる

力」です。自らの人生を力強く生き抜いていく力な

のです。 

今、社会は、コロナ、災害、戦争などにより分断

や排除、貧困や格差などの様々な問題が生じ、先行

き不透明な混迷の時代を迎えています。しかし、逆

の視点に立ってみれば、今までとは違う革新的な取

り組みや生き方を創出できる大きな可能性を秘めて

いるとも言えるのです。 

壁は我々の外に立ちはだかるものではなく、すべ 

て我々自身の心の中にあるものです。今こそ、市内

各学校園に携わる英知を結集し、「みんながつくる、

みんなの学校園」を実現していきましょう。そし

て、思い切った大胆な発想でもって、日本の未来を

担う子どもたちの「真の学力向上」という目標に、

ともに挑んでいこうではありませんか。 

友だち１００人 

  つくりたい 
長浜市教育委員会 

教育長   織田 恭淳 

 

 



 

 

 

 

研修のテーマ 

 

 

 

向上させる３つの力 

   

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 教育研究発表大会   

日時：令和５年２月８日（水）午後 

就学前からつなぐ「ことばの力」の育成に関する研究発表（２年次）です。 

 

つながりあい、学びあい、豊かに生きる子どもを育むための指導力の向上 

保育・授業力 

〇主体的・対話的で 

深い学びの実現 

〇ICT教育の推進など 

〇学力二極化への対応 

生徒指導力 

〇園児・児童・生徒理解力 

〇コミュニケーション力 

 など 

学級経営力 

〇集団指導力 

〇特別支援教育の推進 

〇高い人権意識 など 

 

教育の目的とは…                        研究・研修室長  樋口 孔司 

「教育の目的とは」と問われたら、みなさんはどのようにお答えになるでしょうか。 

教育を通して、どのような子どもたちを育てたいのか。子どもたちにどのような力を、どの

ようにしてつければよいのか。 

今年度の研修が有意義な研修になれば幸いです。研修への積極的な参加をお願いします。 

シリーズ研修として、「教師力向上研修」や「授業力向上研修（小学校国語科）」、「ICT 研修」を開

催します。また、「園小連携講座」や「読み聞かせ講座」、「運動あそび講座」の開催を予定していま

す。皆様の参加をお待ちしております。                                           

 

 

  

 
 

今年度も教育研究論文を募集します。たくさんの応募をお待ちしております。 



 

 

教育相談 ※ 校内で支援のあり方に悩んだときには、教育相談室にご連絡ください。 

          ・学校を休みがち。今、学校でできる支援は？ 

          ・朝、保護者の送りで登校。車から降りるのに一苦労。無理矢理引っ張るのは逆効果？ 

          ・授業中すぐに離席。指導が入らない…。要因は何？ どうすればいい？ 

          ・学習内容が定着しない。自己肯定感が下がる一方。発達検査を勧めるべき？ 

          ・予期せぬきっかけで急にキレてクールダウンに支援を要請。医療を勧めるべき？ 

 

           こどもサポートルーム なないろ 

※ 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 （本人の課題に合わせて…） 

・体験・創作活動 （体力づくり・趣味や得意なことを見つける・極める…） 

・ソーシャルスキルトレーニング（自分と向き合う・人と関わる・折り合いをつける…） 

ひらがなの読み書きプログラム 
※ 今年も市内 1年生児童を対象に実施します。プログラムに 

基づいた支援についてセンターも協力させていただきます。 

① ひらがな清音の確実な習得をめざし、その後の様々な学習上のつまずきに軽減を図る 

② 発達上の課題を早期に発見し、個に応じた早期支援につなげる 

発達サポート事業（視機能・体の使い方） 
※ 視機能や体の使い方に課題がみられる児童に対し、専門的な立場から 

年間を通して指導方法等の助言や早期支援を行います。 

富永絵理子 氏 （オプトメトリスト…視機能・目の使い方の専門家） 

中瀬  弘士 氏 （作業療法士…………体全般の使い方の専門家） 

カウンセリング（巡回・センター） 
※ カウンセリングの必要性を感じた時には、校内で検討の上ご連絡ください。 

巡回カウンセラー   （田中 泉）  配置校６校に加えて対応可 

センターカウンセラー(髙田 裕子) 浅井支所 2階にて 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

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。 

教
育
相
談
の
例 

 

活
動
内
容 

 
目
的 

 

講
師 

 

 

♪ 相談しよう そうしよう ♪            教育相談室長  堂村 佳子 
「花いちもんめ」の一節です。私は幼少期によく遊びました。教員になってから

もクラス遊びでやると高学年でもかなり楽しんでいた記憶があります。それはさ

ておき皆さん、相談できる場はありますか？ 落ち込んだときや怒りに震えると

き、気持ちを吐き出せる場があるだけで、冷静さを取り戻したり力が湧いてくる

ものです。教育相談室では、先生方と共に悩み考えながら子どもや保護者や先

生方がまた前を向けるよう今年度も取り組みを進めてまいります。  

どうぞ上記の各種事業をご利用ください。 



 

                               所長 橘 憲照 

  

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

所 長  橘 憲照 

【研究・研修室】              【教育相談室】 

 室 長        樋口 孔司          室 長        堂村 佳子 

主 幹（幼児課兼務） 主馬 崇行         《発達支援グループ》 

 研究員        水口 信也          主 幹        天野 真知子 

                          相談員・指導員    川瀬 久栄 

                          心理判定員      伊吹 秀世 

                         心理判定員      戸田 潔 

                         《登校支援グループ》 

                          主 幹        嘉瀬井 弘美 

                          相談員・指導員    栗林 孝行 

                          指導員        沢田 浩臣 

                          指導員        梶浦 恵子 

                          指導員        宮村 弘子 

                          指導員        𠮷川 周良 

                          指導員        大川 彩音 

                          カウンセラー     田中  泉 

 

指導力向上・園支援事業指導員 

（非常勤）〈敬称略〉 

〈 就学前 〉 

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 

 

〈 養護教諭 〉 

中山 秀子 

 

自身の教員時代、授業の構想を練る時間がないことから職員室から教室に向かう中、教科書を開いて展

開を考えることがありました。『廊下カリキュラムだ』と揶揄されたものですが、現在の学校現場はそれ

にも増して息つく間もないのでしょう。若手の先生が、研究授業を行っても教師用指導書に沿った展開が

手一杯とこぼして苦悩されている姿を拝見しました。もはや目の前の子どもたちに合わせて授業を展開

する余裕も教材研究の時間もないのかと案じます。これまで授業研究を行うことを通して諸先輩方から

受け継がれてきた指導観が継承されなくなることを危惧します。 

 しかし、見方を変えてみると、この状況はこれまで指摘されながらも改善できずにいた教師主導の授業

から脱却する機会となるかもしれません。教育的価値を伝承することに重きをおいた授業観から、２１世

紀型学力を育む授業観へとパラダイムシフトできるチャンスにすることができそうです。IPS研究所の山

中伸弥教授は、自身の経験からよく故事の「塞翁が馬」を例えに挙げて、苦境は転機となるものであるこ

とをお話しされます。学びの変革が求められている現在、当センターはそのきっかけを現場の教職員の皆

様に提供していくことを使命としています。長浜の子どもたちの未来に向け、ともにがんばっていきまし

ょう。 

 

 

その次を目指しましょう 

カウンセラー     髙田 裕子 


