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 「変革の時が来た」これは、前アメリカ合衆

国大統領バラク・オバマ氏の言葉です。教育要

領、学習指導要領が改訂され、教育内容や方法

が変わる、まさに「変革の時」です。 

 指導要領が変われば、様々変わります。古く

は小学校低学年の理科と社会が統合されて生活

科が誕生したり、「ゆとりの時間」が設けられ

たり、総合的な学習の時間が新設されたりしま

した。近年は小学校に外国語活動、外国語科が

新設されたり、道徳が特別の教科になったりし

ました。また、「○○教育（環境教育やプログ

ラミング教育等）」が次々に示され、学校はそ

の都度対応を迫られてきました。さらに、国が

推進する「GIGAスクール構想」で教科書、資

料集、ドリルなど、複数の役割を持たせたPC

という文房具を子どもたちが操る日がやってき

そうです。 

 一方、かつての「是」の崩壊も進んでいま

す。以前「置き勉」はとんでもないことでした

が、今では国を挙げて当たり前に。不登校は必

ずしも学校復帰が「是」ではなく、フリース

クールなど学校外の多様な学びの場が認知され

るようになりました。あらためて学校教育の在

り方を考える必要が出てきています。 

 科学の進歩で常識も変わり、私が子どもの

頃、部活動中は夏でも「水を飲んではいけな

い」が当たり前でした。今では水分補給は絶対

です。けがは洗って消毒が当然でしたが、消毒

は逆効果（ケースによりますが）になること

も。どの例も少し前には考えもつかなかった事

ばかりです。 

 子どもたちが生きる近未来の世界は、今の常

識や知見、経験が通用し

ない時代です。昨今、夏

は酷暑で風水害も苛烈化

しています。生物相も変

化し、農林水産業が打撃

を受けたり、新型ウィル

スが出現したりしていま

す。社会は人口減少時代

に突入し、人々の価値観も「超多様化」して、

考えの違いによる対立が先鋭化しています。だ

からこそ、他者との違いを尊重し様々な考えも

許容できる「寛容さ」と、柔軟に対応できる「適

応力」、話し合いによる問題解決経験が子どもた

ちに一層、求められるようになるでしょう。 

 長く書きましたが、変革は確実に深く広く、

私たちの身の回りに迫ってきています。今、改

めて「学校」とは何か、「教育」とは何か、そ

の価値や限界についてタブーなしで考え直さな

ければなりません。コミュニティ・スクールの

推進で地域や保護者の方の視点もいただきなが

ら、学校自身が主体的に変わっていかなけれ

ば、存在意義が揺らぎます。 

 一方で、こういう時代だからこそ「不易」が

大切だという意見もあるかと思います。しか

し、行列のでき続ける飲食店は「昔から変わら

ない味」を続けるために、常に少しずつ味を変

えているそうです。逆説的ですが、「変わらな

いでいるために変わらなければならない」とい

うことではないでしょうか。 

 明石で学ぶ子どもたちのために、新しい時代

にふさわしい新たな学校を、共に創っていけま

したら幸いです。どうぞよろしくお願いします。  



(1)安心・表現・絆の形成 

 「安全・表現・絆」は、児童虐待の研究で著

名な、アメリカの児童精神科医のジュディス・

ハーマンが示した「虐待を受けた子どもの回復

のプロセス」を示したものです。児童虐待の問

題は、子どもの生命に関わる喫緊の課題です。

幼少期に受けた心の傷は、その後の人生に大き

な影響を及ぼし、PTSD（心的外傷後ストレス障

害）を発症するゆゆしき問題です。いじめにつ

いても同じことが言えます。ノルウェーの犯罪

社会学者のダン・オルヴェウスは、「いじめは

虐待の一種で、同輩（仲間）による虐待であ

る」と述べ、いじめは人の心を傷つける行為で

あると指摘しています。「悪いのは自分だ」と

思い込まされ、つらいことを他の人に訴えるこ

とができず、ますます見えにくくなっていくの

です。回復には、人との信頼感をいかにつくる

か、『絆の形成』が大きな課題になります。心

に深く刻まれた不安や恐怖を、『安心』して他

者に『表現（表明）』し、心からそのつらさを

分かってもらえたと実感できるかが回復のポイ

ントです。自分は「大事にされている」「認め

られている」という関係づくり（絆の形成）を

普段からつくっておくことが求められるでしょ

う。まさに、赤ちゃんがお母さんに優しく接し

てもらえることによって、「お母さんは私の味

方だ」「この人についていっていいんだ」と肌

で感じ、「愛着」を確信できるような関係づく

りが必要です。そのような肯定的な体験の繰り

返しによって、人を信頼し成長していくので

す。そのような場面に強い影響を与えるのが、

成長発達の段階で出会う親や身近な人々、さら

に先生や友人との関わりです。その中でも、学

校教育段階において特に大きな影響を与えるの

は「友人（ピア：Peer）」です。友人との情緒

的交流のなかで、人との関係づくりの在り方を

学び、友人は社会性や道徳性を育む重要なキー

パーソンとなります。人間関係が希薄になって

きている現在、子

ども同士の人間関

係の築き方などを

意図的に教え、育

てる取組がますま

す必要になってきて

います。 

 

 

(2)オーストラリアにおけるピア・サポート活動 

 ここで、2013年に国からの派遣事業で、日本

の先生方とオーストラリアのシドニー市内の

小・中学校併設校を訪問したときのエピソード

を紹介します。 

 校舎に入ると、ホールに、本校に在籍する子

どもの出身国、68ヶ国すべての国旗が飾られて

いました。日本の国旗もありました。研修会で

最も印象的だったのは、校長先生が我々に次の

ように話されたことです。「（日本の）先生方

は、学習指導において、計算のできない子ども

に計算の仕方を教えますよね」「では、行動が

うまくできない子どもには、先生方はどのよう

にされていますか」と質問されました。しばら

くして、「オーストラリアでは、これまで行動

がうまくできない子どもには、『罰』を与えて

きました」と話されたのです。このとき、少し

驚きの声があがりました。 

 生徒指導の先進的な取組を学ぶためにはるば

る日本からやってきたのに、意外といった感じ

です。続いて校長先生は、「現在はどうしてい

るかというと、行動がうまくできるように『よ

い行いの仕方を教える』という方法をとってい

ます」と話されたのです。これまで罰を与えて

きたことを正直に話され、その後の対応策にお

いて「なるほど」と腑に落ちる、インパクトの

ある発言でした。このときの日本の先生方の驚

きは、今でも覚えています。 

 具体的に言えば、例えば「人の悪口を言わな
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池島特任教授 

日本ピアサポート学会会長 

人間関係づくりの視点から、いじめ予防について考える 
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い」という否定的な表現で示すのではなく、

「思いやりのある言葉づかいをしよう（Use 

kind words）」という肯定的な表現で、よい

行いの目標を明示するという方法です。現に、

（写真）にみられるように、校舎内にポジティ

ブな内容の対処方法が貼り出されています。し

かし、教育現場では、「思いやりのある言葉づ

かいをしよう」といっても、その表現の仕方

（スキル）を知らない子どもたちがいるのも事

実です。そのため、よい行いの仕方を子ども同

士でロールプレイングなどの体験学習を通し

て、日常生活でも使えるように練習するので

す。さらに、振り返りの時間を設けて学んだス

キルが定着できるよう、学校全体で計画的に組

織的に教育的支援を行っています。いじめの未

然防止に役立つ、積極的な取り組みといえるで

しょう。 

 実は、このような取組はピア・サポート（仲

間による支え合い）活動と呼ばれ、オーストラ

リアでは60～70％の学校で実施され成果をあ

げています。訪問中、日本の保護者に尋ねたと

ころ、ピア・サポートのトレーニングを学校で

導入しているかどうかが、学校を選択する基準

にしていると回答される保護者が多いことが分

かりました。理由を尋ねると、我が子が現地の 

学校で適応ができるかどうか不安が大きかった

が、転校時に我が子の世話をしてくれた子ども

（ピア・サポーターと呼ばれている）が日本の

生徒で、その子も転校経験があり、とても親身

になって関わってくれたという話でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)心の扉をあけるマスターキー 

  私は、子どもの心の扉をあけるマスター

キーは何かと問われれば、相手を「尊重する

（Be respetful）」態度であると答えます。

尊重する態度で関わっていくと、「私のことを

大切に思ってくれている」「とても心配してく

れている」と子どもが実感し、自然と心の扉を

あけようとします。ところで、私は「尊重す

る」ことを具体的に表現している言葉として、

「ねぎらい」「いたわる」の和語がぴったりだ

と考えています。ちなみに、ねぎらいの漢字は

「労い」、「いたわる」の漢字は「労る」で、

両方とも「労」の漢字が当てられています。

「労い、労る」の言葉を子どもの行動に当ては

めることで、心の扉をあけるヒントが見つかり

ます。 

 例えば、「先生、宿題忘れました」と言いに

来た子どもがいたとします。そのとき、この子

のよさに着目し、「正直によく言いに来たな

あ」と労いの言葉、つまり相手を尊重する言葉

を見つけることができます。当人にとっては

「正直に話して叱られたらどうしよう」といっ

た不安感が解消され、褒められ体験が増えたこ

とになります。教室のガラスを割ってしまった

子どもに「けがはなかった？」と労ってやるこ

とができる。人から嫌なことを言われたことを

言いにきた子どもに「つらいことをよく先生に

話してくれたね」と、本人の行動を労い、賞賛

することができる。苦戦していることを受け止

めてくれる先生の言葉は、必ず生徒の心に届き

ます。やる気を奮い立たせる不思議な力を持っ

ています。認められている、愛されているとい

う「愛着」に関する実感と確信は、人として成

長する「一丁目一番地」であるとつくづく思い

ます。 

 

 

          

オーストラリア・シドニー市内の小・中学校の掲示物 

                （池島先生提供） 
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代表校園長による教育随想 

「先生！幼稚園が赤い！」年長５歳児秋、花園

幼稚園の２階の保育室から 真っ赤に色づいた桜

の木を見て、教え子の男児が発した言葉です。そ

の光景が今も目に焼き付いています。 

子供たちからたくさんの感動をもらい、共に笑

い共に考え共に生活を創り、とても幸せな日々を

送らせていただきました。 

質はともかく（それではいけないのですが…）

自分なりに“教師”として、又“全体の奉仕者”

として職務に全うしてきたと思っております。 

たくさんの人との出会いがあった事で、教師と

しても人としても自分自身が成長できたと思いま

す。子供たちをはじめ、たくさんの人との出会い

に感謝の気持ちでいっぱいです。 

私が勤めた当初は、裸保育やマラソンが流行っ

ていました。学生上がりの私は、喜んで子供達と

走りました。清水・二見北時代は、小学校の体育

館で生活発表会をしましたし、谷八木や大久保南

では、入園式・修了式も小学校の体育館でしまし

た。（道具や子供の移動が大変！）人丸では、現

在の園舎建て替えの為に、小学校の北校舎を間借

りしました。どれもいい思い出です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１９年度から「こども局」と、また管轄名

が変わり益々幼稚園の置かれる環境は変化しそう

です。今年度からは全園で預かり保育が始まりま

したし、来年度からは給食が始まったり 幼稚園

内に幼稚園と連携した小規模保育事業が参入する

園があったりと、ここ数年は、現場の状況が目ま

ぐるしく変わる事でしょう。明石市の幼稚園が、

学校教育課の管轄からこども局こども育成室に変

わっても、教育・保育で大切にすることは変わり

ません。大人のニーズに合わせて保育時間や受け

入れを拡大する事は、次代の流れに沿って必要な 

事だとは思いますが、そこで生活する子供の最善

の利益を求める事を忘れてはならないと思いま

す。これからも子供達の幸せを願っています。 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 夢見た職業が三つあります。「大工・板前・先

生」です。中でも、学校が好きで、人とのふれあ

い・子どもたちとの成長に魅力を感じていたた

め、中学・高校時代には「先生、特に小学校の先

生」が夢になりました。大学受験が「共通一次試

験」が始まる端境期だったので、「中・高の教員

免許を取得して、卒業後に通信教育で小学校教員

免許を‥‥」という選択肢も自分の中にあったこ

とから、教育大学を目指しての浪人はせずに、私

立大学に通い始めました。この選択が、結果的に

夢への情熱を高めることにつながったとも言えま

す。教員志望者のサークルに入り、思いを同じく

する新たな友を得て、最上級生の時には、地域の

集会所を借りての「無償の学習塾」を立ち上げて

運営し、夢の実現に近づこうと、みんなで熱心に

取り組みました。 

 大学を卒業して１年。念願叶って、小学校の先

生になってからは、子どもたちとのどっぷりの生

活を送りました。学級での指導はもとより、土日

や休日、盆・正月も、少年サッカーの指導に明け

暮れて、保護者の方々からも様々なことを学ばせ

ていただき、とてもすばらしい経験ができまし

た。その後、教育行政に携わるようになったこと

で、１７年もの間、小学校を離れることになり、

担任もできずに寂しかったのですが、その代わり

に、県内の様々な地域で、様々な分野の仕事をさ

せていただくことにより、本当に多くのことを学

べました。また、それに付随するかのように、た

くさんの方々との出会いがあり、いろいろなこと

を教えていただけて、学ぶことの喜びとその大切 

さを実感しました。 

「多くの出会いに感謝！ 

そして子供の未来に幸あれ！」 

二見西幼稚園 園長 鷹江 美鈴 

 未来に羽ばたけ明石っ子！ 

      （鷹江園長提供） 

「学ぶ喜び 夢の大切さ」 

中崎小学校 校長 佐伯 和樹 

桃始笑ころ、 

   胸をよぎる思い……



 

 

 ここ５年間は小学校に戻り、また子どもたちと

過ごすことができて、幸せです。しかしながら、

研修を受け、研究会に参加する度に、校長として

の力量不足を実感し、「もっと、しっかり学ばね

ば‥‥」との思いの積み重ねでもありました。十

分なことができず、自責の念に駆られることも多

いのですが、それでも、「学ぶことは喜びにつな

がる」と思えます。そして、「夢のために学ぶこ

との大切さ」を身に染みて感じています。今まで

のお世話に心から感謝しつつ、「４月からは、ま

た、大工・板前・先生に共通する『クリエイティ

ヴな営み』という昔からの夢を大切に、自己の成

長に向かって、学び続けられれば‥‥」と願って

いる今日この頃です。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回、この原稿の依頼をいただいたとき、教師

生活３８年間は長かった？短かった？ 文章に記

す何かを取り組んできた？ と自問自答してみま

した。 

振り返ってみる、あの時、あの場面では○○先

生に助けられ、この時この場面では△△先生と意

見を交わして、その時、その場面では□□先生に

頼ってと、結局自分一人では何もできず、周囲に

支えられ、諸先輩方や同僚（時には後輩）に助け

ていただいて今があるんだと感じています。教師

としての経験を１０年・２０年と続けていくと

様々な課題に直面し、あたかも自分の力で乗り

切ってきたかのように振る舞い、後輩の先生方に

先輩面をして教育論を語ってきたんではと少し心

配になっている自分がいます。実際は、自分の力

ではなく、どの学校においても組織（ワンチー

ム）として、課題克服に努めてきたことは間違い

ありません。 

この原稿が掲載されるころは、退職までのカウ

ントダウンも進み、自然と顔に余裕が出てきてい

ることを願い、続きを書きたいと思います。 

教頭になってからの４年間は、苦情処理や実務

については、大忙しの毎日でしたが、老若男女を

問わず先生方といろいろな会話を通してよい経験

もさせていただきました。私にとっては、一番充

実した４年間だったと思います。仕事が少し早く

終わっても世間話に花が咲き、いつも以上に帰宅

時間が遅くなったことも多々あったと思います。 

校長としての６年間は、「責任」の２文字が常

に頭のどこかにあり、何もない日が一番「ほっ」

とした時間で、「不安」な表情を見せないように

心がけてきました。 

世間一般でよく「もう一度生まれ変われ

ば……」とありますが、自問自答すると「やっぱ

り教師しかできない？」と答えそうな自分に「本

当？」と聞き直す自分がいる。そんな職業が教師

かなと思います。 

日々、様々な課題に直面し、人間関係に苦労

し、授業づくりや担当の分掌で悩んでいる先生方

もいらっしゃると思いますが、肩ひじを張らず

「できることを精一杯やる」をモットーに頑張っ

ていただければと思います。「すべての人が人生

の初心者」なんですから。    
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「３８年間を振り返ってみると？」 

望海中学校 校長 小林 久展 

桃始笑ころ、 

胸をよぎる思い…… 



明石市の人口は約30万人、小学生は約1万6千人

だそうです。その中で、偶然同じ学校、同じクラ

スになった仲間。その仲間を大切にしていこうと

いう話を、校長先生が３学期の始業式に全校児童

に向けてされました。 

私は、多くの方々に支えてもらったり、教えて

もらったりして今まで教師を続けてくることがで

きました。同じ職場の先生方には本当にお世話に

なりました。何もかもが思うようにいかず、何度

か辞めようと考えたことがありました。しかし、

その度に相談に乗ってもらったりアドバイスをも

らったりして助けてもらいました。また、授業に

対する姿勢や子どもたちに対する接し方も教えて

いただきました。今も、授業研究の考え方、時に

は子どもに寄り添い、時には離れて見守る大切さ

など、日々色々な先生方から学んでいます。 

本当にたくさんの方々、仲間に支えられて今日

の私があると思っています。全国の教職員数は約

46万人、明石市の小学校の教職員数は約900人だ

そうです。その中で、出会えた確率は奇跡に近い

ものだと思います。出会えたことに感謝し、これ

からも仲間を大切に一日一日を過ごしていきます。 
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 指導主事として３年を終えようとしています。

まだまだ分からないことも多く、学び続ける日々

を送っています。この３年間で、教師の立場とは

違った視点で教育を見つめることができました。

当たり前のように行っている事業一つにしても、

教育行政の様々な立場の人が様々な形で関わって

います。私も自然学校や教育実習、人権教育など

多くの担当をさせてもらいましたが、失敗や成功

を繰り返しながら教育という仕事が責任ある仕事

であるとともにやりがいのある仕事だとあらため

て感じています。   

 学校の教師であれ、教育行政の指導主事であ

れ、見つめる先には未来の地域や社会を担う子ど

もたちの成長があります。指導主事として大切に

しなければいけないことは、学校やこどもたちの

ために汗をかいて仕事をすることです。子どもた

ちを取り巻く社会環境が大きく変化し、学校に求

められることも増えています。また、学習指導要

領の完全実施をはじめとして、教育の変革期も迎

えています。指導主事として学校に寄り添い、学

校の課題解決に向けて、これまで以上に支援して

いくことが大切です。これからも実際に学校に出

向き、学校の声をしっかりと聞くとともに、指導

主事としての力量を高め、学校のために、子ども

たちのために汗をかける指導主事を目指していき

たいと思います。 

教育随想シリーズ 先輩教師・指導主事として 

   仲間を大切に               高丘西小学校 教諭 花房 宏栄  

   中体連とクラブチーム       江井島中学校 教諭 切山 慎也 

本校の３年生２名がサッカー競技の国体候補選

手に選ばれました。１人は中学校サッカー部の生

徒、もう１人はクラブチームの生徒です。中学校

３年間、別々のチームでしのぎを削りながら兵庫

県を代表する選手として現在一緒にプレーをして

います。サッカーに携わっている者として非常に

喜ばしいことですし、誇らしいことです。この２

人の中学校３年間については非常に考えさせられ

るものがあります。 

中体連から継続して良い選手を輩出していくと

いうことは、指導者として大きな課題です。この

中学生の年代の指導では、勝ち負けだけにこだわ

らず選手を育成していくことが大切です。決めら

れた活動の範囲の中で、部員たちを成長させてい

くためには指導者の育成力を上げていかなければ

いけません。クラブチームにも素晴らしい指導者

や選手がたくさんいます。指導力、育成力もしっ

かりと備えた魅力あるチームがたくさんあるので

非常に勉強になります。これからはよりお互いの

共存が求められるのではないでしょうか。すでに

子どもたちはうまく共存しています。部活動を指

導している我々もうまく共存していかなければ、

今後の日本のスポーツ界は衰退していってしまう

のではないでしょうか。難しい課題ではあります

が、共に努力していきましょう。 

「学校のために 子どものために」    学校教育課 指導主事 千原 啓輔 
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 授業中、手遊びしているAさんをどうしたら授業

に参加させることが出来るかな…困り感を抱えてい

るBさんをどうすれば「わかった！」「できた！」

と言わせることが出来るかな…そのような困り感を

抱えた先生方と共に、「わかる・できる」授業をA

さんやBさんの立場から本気で考え、全員が参加・

理解できる授業を目指しているのが「授業のユニ

バーサルデザイン研修講座」です。 

「ユニバーサルデザイン」という言葉が目新しい気

もしますが、特別なことをするのではなく、当たり

前のことを丁寧にすることを目指しています。 

 まずは、授業に参加するために、それぞれの子ど

もがもつ実態をしっかり見取り、必要な教室環境・

人的環境をどのように整えていくかを、考える。彼

らが過ごしやすい教室は、すべての子どもが過ごし

やすい教室なのです。このあたたかい学級経営と、

わかる授業の両輪をいつも大切に考えています。 

 そして、この授業で身に付けることはこれ！とめ

あてを焦点化したり、学びを板書等で視覚化（見え

る化）したり、一時間に何度も学びを表現させる場

面を作ったり（共有化）して、子どもたちが「楽し

い！」と授業に参加し、内容が「わかる！」と言え

る、理解へ引き上げていけるような授業づくりを目

指して、研究授業を積み重ねています。その中で、

自分の学級に、学級にいるあの子に必要な手立てや

配慮を考えたり見つけたりして、先生方の前向きな

笑顔が毎回増えていく、そんな講座でありたいなと

思っています。 

 

    

全員参加・全員理解の授業を目指して 
       ～子どもも教師も笑顔になる授業づくり～   

            授業のユニバーサルデザイン研修講座 沢池小学校 教諭 佐々 直子 

「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けて      
     研究グループ・問題解決学習を考える会 谷八木小学校 主幹教諭 後藤 重彰 

 シリーズ    教科等研修講座・研究グループの紹介  

 今回の学習指導要領の改訂では、全ての教科

等の目標及び内容を「知識及び技能」「思考

力・判断力・表現力等」「学びに向かう力・人

間性等」の三つの柱に再整理されました。そし

てそれらの育成をしていくためには「主体的・

対話的で深い学び」の実現があると示されてい

ます。これらの目標を学習過程のなかで達成し

ていくためには、それぞれの視点で考えていか

なければならない面と関連性を考えなければな

らない両面があると考えます。そして育成をめ

ざす能力とその関連を十分に考えた授業改善が

必要だと思います。 

 本年度は、富山県南砺市松本謙一教育長にお

越しいただき、「主体的・対話的で深い学びの

実現に向けて」という内容で講義していただき

研修しました。また、明石市立沢池小学校辻勝

由教頭にも「主体的・対話的で深い学び」に関

する講義をしていただきました。改めて単元の

作り方や児童に必要な能力の育成について研究

することで、自分たちの指導計画や授業を見直

し考えることができたように思います。 

 児童が自分たちの力で自己と他者を高めてい

くために対話していくように、私たち教師もこ

うして研究をしながら対話し、お互いを高めて

いくことが大切だと感じています。 

 

 

 

 

           （後藤主幹教諭提供） 

 

   

  



 今年度も、年次研修、ライフステージ研修、専

門研修、講座・グループによる研修など、様々な

研修を行ってきました。時間を調整し、受講いた

だきありがとうございました。 

 当センターでは、研修終了時に「研修評価」を

記入していただいています。県教育委員会から示

された「教員資質向上指標」に基づき、研修が時

機にあったものだったか。一人一人のニーズに応

じたものだったのか。この研修を今後どう生かす

かなど、４段階の自己評価をお願いしています。 

 「研修評価」を見せていただいて、『そうなん

だ』と思ったことがあります。中堅から若手へと

授業力を伝承する「教えて先輩！」（授業力向上

講座）の「研修評価」では、受講者として参加し

た若手の先生方よりも、講師として伝承する側に

なった中堅の先生方の方が「学び」が多かったと

自己評価しています。そういえば、この講座には

当日を迎えるまでのエピソードがあります。１学

期に中堅教諭が集まり、教職１０年を節目に、若

手に何を伝えるのか、どのように伝えるのか、時

間配分はどうするかなどを話し合ってきました。

中堅メンバーからもたくさんの刺激を受けたよう

です。その中で「学びの質」が変化してきたので

しょうか。当日、講座を運営する中堅教諭の姿に

頼もしさを感じました。 

 教員へ注がれる目が厳しくなっている昨今、研

修で学んだことを教室の子どもたちへ還元してい

くという地道な積み重ねを大切にしていきたいも

のです。次年度も「学びがいのある研修」を目指

して取り組んでいきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   授業力向上講座「教えて先輩！」算数科 
                     Ｒ元.８.１９ 
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 本年度、全６回の『あかし若手教師塾』のう

ちの３回を「学級づくり」に関する内容で実施

しました。様々な個性をもった子どもたちに寄

り添いながらも学級集団づくりに悩み格闘して

いる若い先生に、何かヒントをつかんでもらい

たいと考えたからです。研修では、子どもに寄

り添う視点、具体的な支援の方法、子どもをつ

なぐ手立て、トラブル対応、感動体験などにつ

いて、仲島正教先生、松久眞実先生、池島德大

先生に講義していただきました。延べ１４９名

の参加者のうち、臨時の先生を含め５年目まで

の先生が７割近くを占めたことから、若い先生

からのニーズが高かったことが伺えました。 

 『あかし若手教師塾』は、時間外に行う自主

参加型の研修ですが、なかなか多忙極める職場

を定時には離れにくいのが本当のところだと思

います。あらかじめ仕事をマネジメントして時

間をつくったり、周りの後押しを得たりされて

いることでしょう。 

 研修センターは、そうやって自分の時間を割

いて参加された皆さんの期待を裏切らない研修

をこれからも企画していきます。「はっとする

ことがありました」「来てよかったです」「明

日から実践します」「子どもたちに会うのが楽

しみです」「自分がやってきたことが間違いな

いと自信がもてました」そんな先生方の感想が、

私たちの原動力です。  

「学びがいのある研修を目指して」              

                    あかし教育研修センター 研修指導員 丹谷 雅之 

     「世は業務改善なのですが…」 
 

                   あかし教育研修センター 課長 廣岡 正明 

修 研 

の 雫 

 


