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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。 

 

私は、今年４月の人事異動により、初めて教育委員

会に配属されました。今まで教育関係の部署での勤務

経験はなく戸惑いもありましたが、そんな中まず初め

に学校訪問に行かせていただきました。私には３人の

子どもがおります。子どもが小さい時にはＰＴＡの役

員をしており、奉仕作業の草刈りや運動会等の時には

学校に行きましたが、教室で行う授業参観等の学校行

事は妻に任せきりで、今回教室に入らせていただいた

のは自分自身が学校を卒業して以来でした。私が学校

に通っている頃は、教室にあった吊り下げ式のテレビ

で授業を受けることがとても楽しかった記憶がありま

す。今は大型モニターやiPadを使っての授業がされて

いて、大きく授業の進め方も変わりましたが、子ども

たちの笑顔や元気な姿は、いつの時も変わらないなと

自分が小さかった頃の思い出と重ね合わせながら、感

慨深く授業を拝見しました。 

教育を取り巻く環境は、刻一刻と変化しています。

文部科学省は2015年以降、教育現場におけるICT化を

積極的に推進しています。その目的としては、教職員

の長時間労働の解消、生産年齢人口の減少による教職

員不足の解消等が挙げられています。ICT化の取り組

みの一つであるGIGAスクール構想はコロナ禍で加速

し、本市でも今年8月には、全ての児童・生徒にiPad

を配布し、その活用を図ることで教育の可能性は大き

く広がりました。 

デジタル機器を授業の中で使うことで、児童・生徒

がどのように考えているのかリアルタイムで見ること

ができるようになりました。今まで見えなかったもの

が見え、手の届かなかったところに手が届くようにな

り、クラウドを活用した資料作成やコメントの共有な

ど、使い方次第でより効果的に学びを提供することが

可能となります。 

 

これは授業スタイルの大きな転換期であり、教職

員の方々の負担は大きいかと思いますが、大きなチャ

ンスではないでしょうか。 

また、新型コロナウイルス感染症対策下における

学校行事の見直しは、教職員の働き方を見直すきっ

かけにもなりました。今まで当たり前だった学校行

事が見直され、これまで疑いなく継続してきた各行

事が本当に必要なものなのか、オンラインなど別の

方法を用いて実施できるのではないか等を考える良

い機会になりました。 

学校にとって、先生にとって、そして何より子ど

もたちにとって何が大事かという観点から、これま

で積み重ねてきた業務の在り方や教育活動の見直し

を図ることが大切であると思います。見直しをする

ことに賛否両論があるものも含まれるかもしれませ

ん。これまで学校で積み重ねてきた教育活動は、必

ず何かしらの教育的意義があって実施してきたこと

ばかりであり、その活動自体が否定されるものでは

ありません。しかし、ヒト・モノ・カネ・時間とい

う限りある資源を有効活用するためには、業務に優

先順位をつけて精選を進めていく必要があります。 

教職員の方々の働き方改革が進み、時間的余裕が

生まれ、子ども一人一人と向き合う時間が増えるこ

とで、学力向上につながると考えます。働き方改革

には特効薬があるわけではないため、小さな取組を

積み重ねることが必要ですが、各学校や地域の実情

を踏まえながら、教職員の方々があの頃とは変わっ

たなと実感していただけるような、働き方改革を一

緒に推進していければと思います。 

 

長浜市教育委員会事務局 

次長   堤 幹広 

 

働き方改革 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆年間指導講師  滋賀文教短期大学 小林雅彦教授 ・ 松宮孝明准教授 

研究協力員の先生方  

長浜北小学校 曽我 摩優 先生 浅井小学校 森 大地 先生 

南郷里小学校 藤田 真哉 先生 高月小学校 森川 乃理子 先生 

長浜南小学校 𠮷田 教人 先生 富永小学校 鳥居 誉 先生 

●第 1回研究協力員会 11月 7日(月) 【長浜市役所 本庁】 

 

 

10月 7日(金)【Web研修】 

奈良教育大学の中澤静男先生に ESDの授業づくりについて講義をしていただ 

きました。SDGs が目指す持続可能な社会にするための必須条件の 1 つに挙げられているのが、「人々の能

動的な参加や協力」です。この人々の社会づくりに関する価値観や行動の変革を促すため教育が ESDであ

ると言われます。「持続可能な社会の創り手を育成する」ための教育です。 

中澤先生がポイントとされていることの 1 つは、「Think Globally Act Locally」という言葉もあるよう

に、身の周りの地域社会を学びながら SDGs を関連づけていく、地域に目を向けていくことだとおっしゃ

います。例えば、長浜には「長浜曳山祭」に代表される数多くの文化遺産がありますが、その地域の文化遺

産に目を向け、地域を教材化した ESD授業づくりを提案されていました。 

 

 

   

研究研修室より 

 

 

 

11月 16日(水)【Web研修】 

鳴門教育大学の藤村裕一教授に GIGA スクールの教育改革について講義をしていただきました。教育改

革を実現していく上で最も大切なことの一つとして、教育改革の理念(人材像・学力観・授業観)と理論をし

っかりと共有し、教員全員が必要性を感じて取り組んでいくことであると述べておられました。 

 

 

 
 

－持続可能な社会の創り手の育成－ 

－効果的に ICTを活用した授業改善・教育改善－ 

東野裕賢 次長より、研究の推

進にあたって「激励の言葉」を

いただきました。 

研究協力員の先生方で、算数の授業について日頃の実践事例や

ICTの効果的な活用等の情報交流を行い、小林・松宮両先生か

ら今後の研究に向けての助言をいただきました。 

参 加 者 の 感 想 
学校を挙げて研修しておられた

ところがありましたが、本校も

オンデマンドでの研修を勧めま

した。目線が変わり、全員の共通

理解が必要だと感じました。 

自分の授業実践をどのように
変えていくのか、具体的なイメ
ージが掴める研修だった。研修
での学びや気付きを今後の授
業改善に活かしていきたい。 

日本の情報教育の遅れにびっく

りしました。少しずつでも遅れ

を取り戻せるように日々の取組

を頑張っていこうと思います。 



 

 

 

               検証保育・授業を各校園で実施しました。  

また、各ブロックで 1回ずつ授業研究会を行い、奈良教育大学の赤沢先生から指導助言をいただきました。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

びわ南小学校 武田圭右先生 

２年生 国語科 

いろんなペアで伝え合いの活動を

した後、「振り返りの視点」を事前

に提示して、より具体的な学習の

「振り返り」になるように工夫を

した授業でした。 

 

びわ北小学校 西尾修平先生 

４年生 国語科 
 
グループ活動で自分の考えと友
達の考えをくらべ、考えを深めた
り広げた後、考えがどう変わった
かをロイロノートで全体共有を
し、思考の深まりや広がりが確認
できました。 

 

 

びわ中学校 岡﨑隆祥先生 

３年生 国語科 

考えを深めたり広めたりする効

果的な質問について、グループで

取り組みました。自己肯定感を高

めるという非認知能力にも焦点

をあてた授業でした。 

 

 

六荘認定こども園 小山まなみ先生 

５歳児 保育 

友だちとお気に入りの遊びをした

後の「振り返り(発表)」では、園児

の言葉を巧みに引き出す言葉かけ

や受け止めをされ、園児からたく

さんの笑顔があふれていました。 

 

びわ認定こども園 松山茉以先生 

５歳児 保育 
自然物を用いた遊びや制作遊び、
お話し遊びなど、園児たちがさま
ざまな工夫をして楽しんでいま
した。最後の発表では、友だちど
うしで感想を口にする姿も見ら
れました。 

長浜南小学校 近藤由美先生 

１年生 国語科 
ペアで「友だちの楽しいこと」を聞
き合う活動をしました。どのペア
も相手が知らせたいこと、自分が
聞きたいことを上手に聞いていま
した。児童全員がもっと時間が欲
しい、もっと伝えたいという感想
をもっていました。 

 

長浜南中学校 岸田昂大先生 

       ２年生 理科 
グループで自分の意見を伝え合い
ながら、考えを整理していました。
積極的に発言する生徒が多く、ク
ラスに自分の意見を安心して伝え
ることができるとても良い雰囲気
がありました。 

奈良教育大学 赤沢早人教授 

授業研究会 

「ことばの力」の育成について認知

能力面だけでなく、非認知能力面か

らどのようにアプローチしていく

と良いのか、ご指導やご助言をいた

だきました。 

 

 

長浜南認定こども園 木村 悟先生 

５歳児 保育 

 

神田山の「基地」で自然物を使って
「テントづくり」などの遊びをし
ました。友達の発言に対して一緒
に考えたり、感じたことを伝えら
れる環境づくりや援助に意識をお
いた保育をしておられました。 

 

 

 
  



 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長浜市巡回カウンセラー 

臨床心理士・公認心理師 田中 泉 

 

コロナ禍でスクールカウンセラーの相談件数が増えています。また、若年層の自殺者数も増加しています。この

現実を何とかしたいと、国をあげて相談の窓口を増やしています。でも、いつも悩ましいのは、本当に困っている人

がなかなか相談につながらないということです。 悩みの渦中にある人が相談を拒否してしまう心理状態…。何が

おこっているのでしょうか。 

 

以下にご紹介するのは、いじめに関する事例の一つです。 

 

A さんは B さんと気が合うのでよく一緒にいましたが、ある時 A さんは、Bさんの言動にかすかな“とげ”を感じ

ました。いつものように交わされる遊びの延長でのちょっとした“いじり”がいつの間にかエスカレート。でも、A さん

は、Bさんの言葉のちょっとした“とげ”を心の中で否定していました。そのうち Aさんは、Bさんといること自体がし

んどいことに気が付きました。こうなると、関係を改善していくためには第三者の関与が必要です。しかし、A さん

が、B さんとの関係に疑問を感じていないうちは相談につながりません。また、B さんからの“いじり”を否定した

い、B さんが親しい仲間であることを信じたいと思う気持ちが、相談することを拒否してしまうのです。 

 

困っているにも関わらず、相談を拒否してしまう心理メカニズムを知ることは、相談機関のスタッフだけに必要な

ことではありません。人は悩んだら、視野狭窄に陥ってしまうこと、自分もそうなる可能性があること、そして、そんな

時こそ、誰かに相談することが必要なんだということを、すべて人に、心が苦しくなる前に知ってもらいたいと切に

思います。 

 

  
  

不登校や行き渋り傾向のある児童生徒数は、全国的にも長浜市内でも増加傾向にあります。不登校の児童生徒を

対象に、学校以外の安心できる場の一つとして「こどもサポートルーム なないろ」を開設しています。なないろに通室

し、指導員やケアサポーターの大学生と関わったり、自分の興味のあることに取り組んだりすることで、自己肯定感が

高まったり、自分自身を理解したり、相手と信頼関係を築いたりしながら少しずつ学校復帰や社会的自立につなげて

いきます。 通室を検討される場合、まずは見学・体験から始めるのですが、「人との関わりを避ける」「外に出たがらな

い」等の理由からそれが難しい場合もあります。そのような子たちにも「こどもサポートルーム なないろ」という場所を

知ってもらい、通室へのきっかけとなればと、今回紹介動画を作成しました。QR コードを読み取っていただくだけで、動

画を見ることが可能です。また、「こどもサポートルーム なないろ」と検索するだけでも見ることができます。 

 

＜動画の内容＞ 

「こどもサポートルーム なないろ」の紹介 

＊「大地の家」を見てみよう！ 

＊ なないろってどんなところ？ 

＊ なないろでどんなことをするの？ 

＊ 卒業した先輩たちの声！   

長浜市 HP なないろ紹介動画 

こどもサポートルーム なないろ 

気軽にご相談ください。 

 

「こどもサポートルーム なないろ」の紹介動画を作成しました！ 

 


