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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。 

 

前任校で同僚の勧めがあったことから、数年前より

サイクリングを始めました。この夏も休日を見つけて

は、市内各所をめぐっておりました。自分の健康増進

とストレス解消という目的で始めたのですが、訪れた

長浜の町の中では、子どもたちの学びについて改めて

発見させられる出来事に連続して出会いました。 

近所の川で仲間と一緒にたわむれる子ども、地域の

公園で額に汗してスポーツに熱中する子ども、祭りな

どの行事に笑顔で参加する子ども…。外で遊ばなくな

ったと久しく言われているものの、依然ふるさと長浜

には、豊かな自然や魅力ある歴史と伝統文化、そして

人の力を土台とした学びの場が広がっているのです。 

 国においては、令和３年１月に「令和の日本型学校

教育」の答申がありました。そこでは２０２０年代を

通じて実現すべき姿として、全ての子どもたちの可能

性を引き出す「個別最適な学び」と「協働的な学び」が

示されています。また、２０１５年に国連で採択され

た世界の指針「持続可能な開発目標」【SDGs】には、

「誰一人取り残さない」という基本理念が出され、国・

県・市において、それぞれ具体的な施策に取り組んで

きました。 

こうした中、その切り口となるのが、GIGA スクー

ル構想に基づく ICTを活用した教育活動の推進です。

本市においても、学校で１人１台端末を配備すること

から、「一人一人の子どもが主語となる教育」の全面展

開を目指しています。特に、①「個別最適な学び」とし

て、個々の興味・関心に応じた探究的な学習活動や、教

員が子ども個々の理解や学習進度に応じた学びを実現

すること。 

②「協働的な学び」として、子ども同士による意見

交換などを通じて、一人一人の考えを共有し、思考

力・判断力・表現力等を育成することを意図してい

ます。ICT活用が、「主体的・対話的で深い学び」の

実現に向けての、学びの転換につながることを願っ

ています。 

一方、ICTはツールでしか過ぎません。使用すれば

必ずよい成長が生まれるといった魔法の道具でもあ

りません。教職員がその有用性を理解した上で、より

効果的に活用する必要があり、これまでのアナログを

ベースに、デジタルを高い次元で融合させた授業が展

開されなければなりません。 

「誰一人取り残さない」理念のもと、個を生かす教育

活動がますます必要となってきます。大切なことは、

学校・園だけが課題に向き合うあまり、独善的に終始

してしまうのではなく、家庭・地域・行政など子ども

を取り巻く社会が一体となって、お互いの役割を認識

し、連携・協働を推進することだと考えます。場合に

よっては、ICTはそれらをつなぐ重要なカギとなる可

能性を秘めています。 

そう考えると、今夏のサイクリングで見かけた風景

が思い出されるのです。まさに、ふるさと長浜ならで

はの「土徳」を生かした社会活動が基盤となり、不易

と流行の両面から総合的な学びの場づくりが、現代社

会で求められている「誰一人取り残さない」教育につ

ながると言えるのではないでしょうか。 

 

「誰一人取り残さない」学びの場の実現に向けて 

長浜市教育委員会 次長 東野 裕賢 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

講師：野中 健次 氏 [ 教育 DXプロデューサー 株式会社わけわけ代表取締役 ]  

 

2019 年に発表された GIGA スクール構想の実現に向け、長浜市・彦根市・米原市の 3市合同で ICT 教育

の推進リーダーとなる教員養成講座を進めています。講座を受けられた先生方が本市の中核となって活躍

されることが期待されます。 

●任命式 6月 20日(月)【本庁】 

          本市からは 10名の小・中学校教員が任命され、 

ICT活用を牽引していくリーダーとして意欲的 

に講座に参加しています。 

          教育長から任命書が手渡されたあと、先生方 

お一人おひとりが決意や抱負を述べられました。 

  

推進教員の先生方 (敬称略) 

長浜小学校 島内 佑祥 浅井小学校 森 大地 

長浜北小学校 宮川 翔 びわ南小学校 田中 雅人 

神照小学校 布施 志郎 木之本小学校 𠮷田 源太 

南郷里小学校 田口 未菜 北中学校 森 雅樹 

湯田小学校 小多 拓斗 虎姫学園 間所 忠昌 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

●第１回養成講座 7月 26日(火)【滋賀文教短大】 

・GIGA スクール構想と教育情報化概論 

・今後の進むべき社会・学校の姿とは 

・上越教育大学附属中学校の取組み紹介 

大崎先生(同中学校教諭)とオンライントーク 

●第 2回養成講座 8月 8日(月)  【滋賀文教短大】 

・ICT活用先進地の事例紹介  

・ICTを活用した PBL(問題解決型)授業づくり 

・オンラインで上越教育大学附属中学校大崎先生の PBLの授業実践の紹介 

・プチ PBLの授業案をグループで作成 

①ミッションの設定 ②成果物の設定 ③探求のサイクル 

 
 

受講者の声 

★担当している教科での活用がイメージでき、2 学期以降の授業をアレンジしてみようと思う。とてもワク

ワクするような事例を教えていただき、子どもたちが「やってみたいな」と思える授業を考えていきたい。 

★とても勉強になりました。校種が違うと、こんなにもやっている内容から考え方まで違うのかと参考にな

りました。 

★「授業」を考えることで、具体的にどう単元計画をしたら良いかが分かり理解が深まった。ミッションを

考えるときに、狙いとずれないように気をつけたいと思った。子どもたち主体的に学びたいと思える授業づ

くりを考えていきたいと思う。 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7月 25日(月)・26日(火) 【 長浜バイオ大学 】 

長浜バイオ大学 宇佐美昭二先生・力石正弘先生にご指導をいただき、

水溶液の性質についての実験をしました。リトマス試験紙の代用紙を紫

キャベツから作りました。また、実験器具(ビーカー・シャーレ・ガラス

棒など)を 100 円均一ショップで格安に数多く手に入る透明カップやマ

ドラー、パレットなどを代用品として使用することで、手軽に実験を行

うことができました。小学校の理科の実験について様々な意見交流がさ

れ、有意義な研修となりました。 

 

 

 

 

 

 

8月 9日(火) 【 高月支所 】 

滋賀短期大学 松村都子教授にご講義をいただき、園小の接続に向けて

求められている保育者の専門性について詳しくご教授いただきました。

また、令和４年度から実施されている『幼保小架け橋プログラム事業』

についても言及され、「橋は片側から作るものではなく、両側から建設

されていくもの」、園と小学校の両方が一体となって実施していく必要 

 

 

があるとして、「スタートカリキュラム」の取組みが一層充実したものになるよう、「小学校生活科教科書

(上)」に記載されている内容等を取り上げ、具体的な話をしていただきました。 

 

 

 

8月 29日(月) 【さざなみタウン】 

長浜図書館 図書館司書 江﨑直子さんにご指導をいただきました。「良い絵本は、絵と

言葉がそれだけで十分に内容を物語っています。だから、私たちが読み終わったすぐ後

に『○○先生、上手に読まあるわ』ではなく、『あー楽しかった』という子どもたちの感

想が聞けることが大事です」と言われた言葉が印象的でした。 
 

★読み聞かせのポイント★ 

①間の取り方や読む速さ…何度も黙読をして、話の流れをじっくりつかむ 

②絵本の画面が平面で出るようにする…本を損なわないように開きグセをつける 

③本をめくったあと間をおく…子どもがどんな絵なのかをじっくり見られるように 
 

④絵本を読む場所と座らせ方…子どもたちが絵本に集中できる場所で、あまり広がらず絵本の正面になる

ように座らせる 

 

 

【場所】「あざい」(浅井体育館の東側) 

 

 

 
飲み物やお菓子は 

各自でご持参ください 

・教職員同士の情報交流 

・困りごとの相談 

・授業に関するアイデア など 

 

各校園の若手教職員の交流の場を設けました 

お気軽にお立ち寄りください。 
10月は19日(水)の開催予定 

時間 18:00 ～ 20:00 

申込み不要です。 



 

 

 

 

    

 

全国的に児童生徒が自ら命を絶つケースが増えています。以前は年間 200 件前後で推移していた日本の児童

生徒の自殺は、令和 2年に急増し 415件（令和元年より 98名増）となりました。特に女子の増加が顕著です

（警察庁調べ）。ちなみに、若者の場合はどうかというと、日本で 15 歳から 3４歳の人が死亡する原因の 1 位

は「自殺」で、これは主要先進国 G７の中で日本だけです（WHO調べ）。 

未来ある若者の自殺は、一人でもあってはなりません。文部科学省が 2014 年に「子どもに伝えたい自殺予

防」を作成するなど、学校では自殺予防教育の実践が求められ喫緊の課題となっています。こうした予防教育は

児童生徒の命を将来にわたって守ると考えます。 

 そこで、今回は自殺予防教育のポイントや、役立つ資料をご紹介します。まず大切なことは、多くのカウンセ

ラーが経験から学んでいる以下の 2点の事実です。 

 

 

 

 

このことから、死にたい気持ちを抱える本人や、その打ち明け話を聞いて心配している友だちが、周囲の信頼

できる大人に伝え、相談することで子どもたちの命を守ることにつながることがわかります。 

「迷惑をかけたくない」、「心配させたくない」といった理由で、大人に伝えられない子どもたちがいます。さ

らに、信頼関係があったとしても、子どもたちにとっては伝えたり、相談しづらいのが実情のようです。だから

こそ、大人に伝えることの大事さを子どもたちに教える必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 児童生徒の自殺予防について 

長浜市教育センターカウンセラー 

公認心理師・臨床心理士 

髙田 裕子 

 

１．児童生徒は「死にたい」気持ちを限られた友達には伝えていることがある。 

２．保護者や教職員などの大人にはそれが伝わっていないことが多い。 

 

 

右にご紹介する「学校における自傷予防」(金剛出版)という本では、「気づき、か

かわり、つなぎ」という３つのポイントが強調されています。自死や自傷といった

助けを求めるサインに気づき、適切な関わりをもち、信頼できる大人にうまくつな

ぐことについて書かれています。また、教職員や児童生徒を対象としたドラマ仕立

ての短い動画DVD（10分×３本）もついています。学校の授業で活用されると良

いのではないでしょうか。 

 自殺予防教育については、有名な「TALKの原則」に加え、「つなぎ」を意識す

ることが重要です。そのほか役立つ資料は、下記に示しておきます。 

 

教師・児童生徒向け 

DVD プログラム付

き 

Webサイト 

・子どもの自殺がおきたときの緊急対応の手引き（2010）文部科学省 

・子どもに伝えたい自殺予防（2010）文部科学省 

・教師が知っておきたい子どもの自殺予防（2009）文部科学省 

「第 2章 自殺のサインと対応」 

書籍 

・学校における自傷予防 監訳：松本俊彦（2010）金剛出版 

・学校コミュニティへの緊急支援の手引き（2007）金剛出版 

一人でも多くの児童生徒の

命が、未来へとつながり、そ

の人生がより良きものとな

りますように、心から願って

おります。 

 


