平成 3１年３月 12 日（火）
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陽ざしの温かさに、春の訪れを間近に感じるこの頃です。
平成最後の年度となります 30 年度も年度末を迎えました。
「『学び』の力で未来を拓き、夢を実現する人づくり」を基本
理念とする「第３次長野県教育振興計画」がスタートとした本年
度、学校現場や地域の声を大切に、関係機関とも連携しながら、
学校訪問支援の充実、地域との連携・協働による学校づくりの
推進等に向け、しっかりと成果に繋がるよう各事業に取り組んで
まいりました。お陰様で計画していた事業を滞りなく実施するこ
とができました。ご支援、ご協力いただきました、関係市町村教
育委員会、学校、保護者、そして地域の皆様方に改めて心から感
謝を申し上げます。私が訪問した学校においても、「気軽に相談
し易い教育事務所の支援スタンスはありがたい」という嬉しいご
意見を伺うことも出来ました。
AI など技術革新の進展により、これまでにないスピードで変
化する社会の中、子どもたちが力強く生き抜いていくための新し
い学びの推進に向け、私たち教育に携わる者一人ひとりも「学び」
の姿勢を大切していきたいと思います。
今後も、子どもたちと先生方が元気に学びを深め、活力と笑
顔あふれる学校づくりの推進に向け、全力で取り組んでまいり
ますので、引き続きのご支援、ご協力を
よろしくお願いします。
一年間本当にありがとうございました。

全ての学校で
こうした笑顔があふれるように！

姨捨の棚田（千曲市）
平成 31 年３月

平成３０年度重点目標・キーワード
学校教育課
“語らい つなぐ”
生涯学習課
“学びをつなげて
人づくり 地域づくり”

１年間ありがとうございました。これからも子ども
たちの健やかな成長のために、ともに語らいましょう。
事務所だよりについて、ご意見・ご感想・ご要望等
ありましたら、お寄せ下さい。
（ﾒｰﾙhokushin-ｓ@pref.nagano.lg.jpまで）
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「つながる」支援をめざして
学校教育課長

こばやし

じゅんいち

小林

順一

満足度の高い「学び」を
生涯学習課長

やまざき

よし じ

山﨑

吉治

本年度、
「子どもに発し 子どもに還る 学校づく

生涯学習課がめざす地域社会の姿は次の通りです。

り・授業づくり」を目標に、
「語らい つなぐ」をキ

①子育て・まちづくり・生涯学習等が充実した、生き

ーワードとして学校訪問支援や事務所研修等に取り組

がいのもてる地域 ②日常的にスポーツに親しむこと

んできました。

のできる人的環境・施設環境の充実した地域 ③人権
を尊重する地域、地域の人権課題は地域で解決できる
地域 このような地域社会をめざし、三つの分野で満
足度の高い「学び」を提供してきました。
社会教育分野では、すべての学校がコミュニティス
クールとなり、学社連携が一層進んでいます。「地域
の子どもは地域で育てる」ために、ボランティアの方々
がつながり、子どもたちや学校のことを語り合う中で、
学校教育の充実と地域づくりが進むことを願っていま
す。今後もニーズに合った研修会の企画をしたり、コ
ミュニティスクールの支援と社会教育に関する人との

単元訪問支援では、先生方から学んだ事を次の単元

つながりを支えたりして、学校を応援していきます。

に生かそうとする意欲ある感想をいただきました。全

スポーツ振興では、総合型地域スポーツクラブの運

校の先生方や複数の学校の先生方が共通の願いの元に

営にかかわったり、指導者育成セミナーや出前講座を

集い、ゾーン訪問を活用していただきました。初任者

行ったりして、地域のスポーツ環境づくりに寄与して

研修では自分の実践を力強く語り、課題に向かおうと

きました。特に２回目の「わくわくスポーツセミナ

する成長していく姿がありました。研究主任研修では

ー」では、障がいの有無にかかわらず誰でも楽しめる

他校の実践を自校の取組に生かし、研究を推進する姿

スポーツ環境をめざし、スポーツのユニバーサル化に

に出会えました。また、ＳＳＷやいじめ・不登校相談

対応できる指導者育成の研修講座を行いました。今後

員、特別支援教育推進員が、学校・家庭と連携した適

もスポーツ指導者の育成と地域のスポーツ環境づくり

切な支援をめざし、相談対応をしてまいりました。

の支援をしていきます。

学校訪問でも事務所研修でも、先生方が課題に対し

社会人権教育では、人権教育リーダーの育成のため

て見通しを持てた表情に出会うことが私たちの願いで

の講座を開催したり、様々な人権課題の学習会を地域

あり喜びです。そのために、本年度の取組を振り返

や学校に出向いて行ったりしました。差別解消３法案

り、個々の課題や組織としての課題に向き合って、何

の周知を図り、学校人権教育と連携した取組を進めて

をしなければならないか明らかにして、来年度の具体

きました。今後も多様性を認め偏見や差別をしない人

的な支援につなげていきます。

権感覚あふれる地域づくりを支援し、各市町村がめざ

今後も先生方の自己課題や学校の教育課題の解決に

す「差別のない明るいまち」づくりのお手伝いをして

向けて、先生方と語らいながら取り組んでまいりま

いきます。

す。

２０１９年度も、地域や学校に、社会教育・スポー

一年間、ありがとうございました。

ツ振興・人権教育を通して、生涯学習の満足度の高い
「学び」を提供いたします。
一年間ありがとうございました。
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平成 30 年度の学校訪問から見えてきたこと
単

元 訪

問

３回の訪問（構想・授業・まとめ）により、内容や時間のまとまりを意識し、共に単元を構想することで
○1 時間の授業の良し悪しでなく、育成を目指す資質・能力や問題解決の過程を意識した授業改善
○子どもが主体的に活動する場面と教師が積極的に教える場面とを見極める単元構想
□単元の流れを俯瞰し、各教科等の特性を踏まえ、主体的・対話的で深い学び深い学びの視点に立ったさらなる授業改善
□心を寄せる子の姿を継続的に見つめ、多角的に捉え直す、
「教師の目」を育んでいくこと

その他の訪問

ゾーン訪問
各校・地区の希望や課題に応じることにより
○どの教科等にも通じる学びの過程や初任者指導など、授業の基礎基本
の確認
○カリキュラムづくり・全国学調分析等を通した、全職員で目指す授業
改善の方向や方法の共有
□ゾーン内の学校がつながっていく、より一層の学校伴走型支援の充実

１時間の授業での子どもの姿を
共有することにより
○多様な子どもの学びの姿に触れ、子ども観や
授業観の深まり
○個に応じた手立てや支援方法等、多様な考え
を生かす支援の在り方の共有

来年度は…
平成 31 年度の方向
～単元訪問・ゾーン訪問の更なる充実～
○継続的に授業づくりに関わる、単元訪問支援
・子どもの姿から見直す継続的で系統的な授業づくり
・多様な教科領域をつなぐカリキュラム等について、教科等
横断的な視点に立った資質・能力の育成やその方法が見え
てくる指導主事の支援

○学校や人がつながっていく、ゾーン訪問支援
・学級づくり、初任者の授業づくり、各校の悩みや課題に応じる
・郡市単位、中学校区単位での研修会等、各地域の要請に応じる
（全国学力学習状況調査の早期採点、学力向上に向けた授業改善等）

○その他の訪問
・単発の教科等指導は、各地域の指導者となる校長、教頭先生への要請も可能に
教育事務所研修会等を振り返って
今年度、北信教育事務所では、
「先生方が実践を語らう中で、事例に学び、子どもの姿から省察を深め、
次の実践につなぐ」ことを目指し、研究主任研修会や初任者研修等を行ってきました。
個へのねらい、集団へのねらいをどう考えるか、難しいと感じていましたが、ねらいを整理
しつつ、単元展開を考えていくことができました。グループの先生方と話し、校種は違っても
授業づくりに共通する部分がありました。
【第２回日々の授業改善研修会の感想より】
「こんなことを考えたい」という願いをもって研修に参加さ
れ、語らう中で、先生同士がつながる姿が見えてきました。そ
して、自校へ持ち帰る収穫があったという感想を多く寄せてい
ただきました。来年度は、研究主任研修でテーマ別の分散会を
予定したり、日々の授業改善研修で産育休明けや養護助教諭の
先生方にもご参加いただけるようにしたりするなど、さらに先
生方の願いを中心に据え、ニーズに応えていきたいと考えてお
ります。学校同士がつながり、地域や校内で自立的な研究サイ
目の前の子どもを見つめたことで生まれた願い、 クルが充実していくよう、願いをもった先生方がつながる研修
そこから語らいつながる姿がありました。
会を目指します。
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～各種会議や相談会、派遣事業を振り返って～
いじめ・不登校相談員・ＳＳＷによる学校訪問

のべ１５６回（内８１回ＳＳＷ参加）

ＳＳＷが校内会議（スクリーニング会議）へ参加させていただくこともありました。まず、校内支援会議に参
加させていただき、必要に応じてＳＳＷ相談申込書やアセスメントシート等を送付していただくようにしたこと
は、早期対応はもちろん、未然防止の観点からも非常に有効でした。

不登校生等のための高校別進学相談会

４２校、２００名以上の参加

今年度は長野合同庁舎と長野市古里総合市民センターの２会場で開催いたしました。
保護者・生徒のみなさんと３３０件を超える相談をいたしました。来年度は 10 月 30 日（水）に長野合同庁
舎で、１１月５日（火）に北信合同庁舎で開催する予定です。

キラッ☆と笑顔わくわく講座

昨年度を上回る計２０回開催

中には、校外の中間教室と学校の相談室の両方で同じお子さんがわくわく講座に参加したということもありま
した。担当の先生と語らう中で、それぞれの教室でのお子さんの様子を共有することもできました。来年度も、
子どもが学ぶ楽しさや仲間と活動するよさを感じられるよう、一緒に活動して参ります。

社会教育
各校、各地域のコミュニティスクールの更なる充実に向けて、本年度もセ
ミナーや研修会等を開催しました。先生方はもちろん、地域関係者・市町村
担当者・保護者の皆さん等、多くの皆さんにご参加いただきました。先進事
例発表や意見交換を通し、学校・地域・家庭が連携・協働して子どもたちを
育んでいくことの大切さや連携・協働のよりよいあり方について学び合うこ
とができました。
今後も、コミュニティスクールが充実し、学校・地域・家庭の連携・協働
が進むよう、質の高い研修の場を提供していきます。

障がいの有無に関わらず、誰もがスポーツを楽しむことができる（スポー
ツのユニバーサル化）指導者の資質向上・育成を目指し、わくわくスポーツ
セミナーを開催しました。講師の先生方から、実技を通して、障がい者スポ
ーツの理解や運動の工夫、指導法などを学ぶことができました。
今後、このようなスポーツのユニバーサル化を進めていく中で、年齢・性
別・障がいのあるなしに関わらず、全ての人にスポーツ・運動の楽しさを実
感していただけるような指導者を育成する研修会の場を提供していきます。

人権教育推進のために、地域の人権リーダーや学校職員の方を対象とした
研修会を実施し、有識者から正しい知識を学んだり、当事者から差別の事実
や願いを生の声を通して学んだりする場を提供することができました。人権
教育実践力スキルアップ講座では、「同和問題」について、地域の方と学校
職員とが共に学び、知識や思いを共有することができました。
差別解消のために、今後、地域と学校がさらに連携・協働しながら人権教
育を推進していくことが望まれます。社会人権と学校人権がつながることが
できる研修の場を提供していきます。
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期日は平成 31 年３月 12 日現在
のものですので、今後変更されるこ
とがあります。
※は初任者の研修ではなく、初任者研修指導教員や関係学校長等に関わる研修会・連絡協議会です。

早期採点についてなど、

実施日：平成 31 年４月 18 日（木）
内

容：国語、算数・数学、英語（中学校）の３教科

学力担当指導主事まで。

及び 質問紙調査
対

お問い合わせは、学校教育課

象：小学校６学年、中学校３学年の児童生徒
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北信教育事務所 生涯学習課

2019 年度の主な事業予定
信州型コミュニティスクール推進セミナー（～学社連携・協働意見交換会～）
６月 ６日（木） 会場：長野市ふれあい福祉センター（長野地区対象）・・・長野市教育委員会との共催
６月２７日（木） 会場：北信合同庁舎（飯水地区、中野・下高井地区、上水内地区対象）
７月 ４日（木） 会場：千曲市総合教育センター（更埴地区、上高井地区対象）
※他地区の会場への参加も可能です。

信州型コミュニティスクールコーディネーター研修会
１２月１９日（木） 会場：長野合同庁舎

地域ぐるみの子育て研修会

ＰＴＡ指導者研修会

◇地域ぐるみの共育フォーラム（兼：北信地区社会教育研究大会）
１１月２日（土） 会場：中野市豊田文化センター

◇日時・会場
７月２０日（土） 会場：中野市豊田文化センター
７月２７日（土） 会場：千曲市総合観光会館
※どちらの会場への参加も可能です。

◇放課後子ども総合プラン研修会
１０月３日（木） 会場：長野合同庁舎

わくわくスポーツセミナー

中学校スポーツ活動の環境作り支援

（スポーツ活動指導者講習会）（午前開催）
◇ ５月１９日（日） 会場：長野市柳原公民館・体育館
◇ ８月３日（土）会場：県障がい者福祉ｾﾝﾀｰｻﾝｱｯﾌﾟﾙ
生涯にわたりスポーツに親しみ、障がいの有無に関わ
らず、誰もがスポーツを楽しめる環境を作るためのインク
ルーシブな指導の研修を行います。

子どもたちにとって適切なスポーツ活動を、学校が
家庭や地域との連携を図りながらつくるうえでの情報
提供や連携のサポートを行います。
要請に応じて随時訪問します。

学校と総合型地域スポーツクラブとの連携
地域に住むすべての人たちが生涯にわたってスポーツを楽しむことができる総合型地域スポーツクラブ（以下 総合
型クラブ）が北信管内には１９クラブあります。総合型クラブは「誰でも」「どこでも」「世代をこえて」「好きなレベルで」ス
ポーツを楽しむ場として、地域住民が主体的に運営しているクラブです。子どもたちの運動離れや
体力向上にかかわること、中学校部活動との連携にかかわること等を地域とともに考えていくため
に学校と総合型クラブとのつながりを支援します。要請に応じて随時訪問します。
参加の申し込み方法等については各地域の総合型クラブへお問い合わせください。

北信地区人権教育研修会

長野県人権教育リーダー研修会

◇７月 ９日 （火 ） 会 場 ：飯 綱 町 民 会 館
◇午 前 ：講 演 会
「性 的 マイノリティー(LGBT)の人 権 」
◇午 後 ：分 科 会 （実 践 発 表 及 び基 礎 講 座 ）
①同和問題の学校実践 ②外国人の人権
③女性の人権
④企業における人権
⑤ワークショップの基礎講座
学校、ＰＴＡ、行政、企業、地域などの様々な実践に
学びながら、地域ぐるみの人権教育について様々な
立場の方と情報交換できると好評です。
ご参加お待ちしています。

◇８月２９日（木） 東北信会場：千曲市更埴文化会館
◇午前：講演会 午後：分科会
キャリアアップ研修Ⅱの現代的な諸課題への対応Ⅱ
及び選択研修Ⅲに指定されています。
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人権教育実践力スキルアップ講座(北信)
① ６月 ７日（金） 会場：長野市中央隣保館
②１０月 ８日（火） 現地研修（須坂市方面）
③ １月１６日（木） 会場：長野合同庁舎
同和問題を中心に様々な個別の課題についての講
座を開設予定です。各講座の開催要項は、各学校に１
ヶ月前までに通知します。

