R1 南信教育事務所だより

令和元年 7 月 1２日
No,２
Small Talk は、既習表現を活用して定着を図ることを目的に行う言語活動ですが、児童の身近な話題
で、本当の気持ちや事実を伝え合うため、自分と共通することや異なることを楽しむ姿につながります。
＜好きな曜日についてのやり取りの場面で＞
Point1
担任: I like Wednesday. I watch soccer game.
自分の予想と違う友達の答えに驚く児童
How about you? What day do you like?
や理由を知りたくて次の質問を期待する
児童の姿が素敵ですね。
A 児：Wednesday! (「えっ」
「なんで」とつぶやき)
担任: Really? 同じだね。Why?
A 児：掃除がないから。
（
「あ～」とつぶやき）
Point2
担任：掃除がないからなんだ。
「掃除がない」って
最初からスムーズなやり取りにはなりませんが、
英語で何て言うのかな？
「伝えたい」ことを受け止め、時に日本語も交えて
B 児：クリーニングとか？
言葉を思い出し、続いていく活動にしていますね。
C 児：No クリーニング…
担任: あ～、No cleaning day ね。What day do you like, D 児？
D 児：えーと、I like Wednesday.
Point3
担任: Oh, you like Wednesdays too. Why?
続いていく会話の楽しさ
が、先生のつないでいく言
D 児：Swimming があるから。
葉でわかりますね。
担任: Ah, you go swimming on Wednesdays. Do you like swimming?

・「相手に興味を持って聞く」ためには、本当の気持ちや事実を伝え合える身近な話題を。
・「初めからうまくいかない」から、言えなかったことをみんなで考えて共通の財産に。
・
「Small Talk 知恵袋」を参考に、先生自身が児童と一緒に英語で楽しむおしゃべりを。
家庭学習の充実を考える①

夏休みの家庭学習を見直してみませんか？
新しい小学校（中学校）学習指導要領総則「主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善」に
おいて，
「児童（生徒）が自ら学習課題や学習活動を選択する機会を設けるなど，児童（生徒）の興味・
関心を生かした自主的，自発的な学習が促されるよう工夫すること」が示されました。
また，全国学力・学習状況調査の児童生徒質問紙の中の「家で，計画を立てて勉強していますか」に
ついて，長野県の子どもたちの肯定的な回答の割合は年々高まっています。
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平成 30 年度「夏休み期間のあり方検討委員会」では，夏休みが子どもたちの主体的，自律的な学び
の場となるよう，例えば，一斉一律の宿題を見直すことを提案しています。これから始まる夏休みの
家庭学習も一斉一律の家庭学習を見直すチャンスです。各自の課題に合わせて自分で計画して取り組
める家庭学習となるよう，教科会や学年会，職員会議等で検討を進めましょう。

算数が“嫌い”だったＹさんが“好き”になりだしてきたのはなぜ！？
算数の調査問題をやり終えた後，Ｙさんが「最後のポールの問題，
解いていて楽しかったです」と言っていたんですよ！
学習カードに考えを書くことができず，算数が嫌いだったＹさん
が書けるようになり，好きになりだしてきたんです。

Ｓ先生
（担任・研究主任）

Ｋ小学校で，全国学力・学習状況調査の早期採点研修会を行う中で，Ｓ先生がこのよ
うに語られ，同僚の先生と次のような会話が始まりました。
Ｓ先生，多くの子がよく書けていますね。授業で心がけていることはありますか？
毎回学習カードをチェックし，コメントを書いています
「自分の考えを書く」ことや「自分の言葉でまとめを書く」活
動を継続しています。途中まででもよいので書くように促し，
毎回チェックをして子どもに返しています。振り返りで出てき
た疑問点などを次時，みんなで解決することもあります。
同僚の若手の先生

毎時間の学習カードを見返すことで，
児童の“気付き”や“思考”の様子をつ
かんで授業に位置付けているのですね。
先生の修正や励ましのコメントも，Ｙ
さんをはじめとした子どもたちの自信に
つながりそうですね。どの子も安心して
学ぶ雰囲気が伝わってきました。
子ども同士の「学び合い」の時間を位置付けています
わからないときは「わからない」と言える雰囲気を大切にしています。最初
は「わからない」と言えなかったＹさんも，グループの友だちに聞き，考え方
や説明の仕方をまねしながら自分の学習カードに書くことができるようになる
と，次第に自信につながり，少しずつ自分で書けるようになっていきました。
学習カードへの先生の励ましのコメントや，
「学び合い」の学習を通して，学
級内の認めてもらえる雰囲気の中で，Ｙさんが，自ら疑問点を友だちに聞き，
友だちの考えから学ぼうとする自己解決力につながったのかもしれませんね。
早期採点研修会には，全学年の先生方が参加しました。実際に問題を解き，子どもたち
の誤答傾向を見ながら，上のように今後の授業改善に向けて語り合う姿がありました。
Ｓ先生は，日頃から若い先生方に積極的に声をかけ，自分の授業を公開したり，先生方
の授業を参観したりしています。Ｓ先生は「先生方が授業づくりを大切にし，互いの授業
を見合って研究する雰囲気が楽しいですね」と話されました。Ｓ先生を中心とした，日々
の授業を大切にしようとする学校全体の研究体制や先生方の思いが，子どもたちの学力向
上につながります。

友と関わり，先生から認められるなかで，自己解決力を身に付けたから！

教師として，1 歩・２歩・３歩！

～初任者研修スタート～

初任研スタート研修(４月)～「教師」の心得を学ぶ～
初任の先生方の思い：決

意

期待と不安を胸にスタートした初任の先生方の教師生
活。研修を通して“自分はこんな教師になりたい！”と
決意している姿がありました。
「子 ども一 人 一 人 と同 じ視 点 に立 つということについて改 めて考 えるきっかけをいただ
きました。子 どもたちとかかわる中 で，気 になる言 葉 遣 いや行 動 があった時 ，その子 の
気 持 ちのある場 所 に私 の気 持 ちも置 いて話 せるような教 師 になりたいと思 います。」
（Ｓ小 学 校 Ｙ先 生 ）

授業力向上研修Ⅰ(５月)

～先輩の先生に学ぶ～

初任の先生方の思い：憧

れ

子どもたちの前に立って１ヶ月が経った初任の先生
方。授業や学級経営等，少しずつ悩みが出てきたよう
です。先輩の先生の授業を参観し，自分の授業に生か
していこうとする姿がありました。
「ただ『楽 しい』だけでなく，『何 ができたのか』や『どんな力 が身 に付 いたのか』を子 ど
もたちが実 感 できていたように思 います。ものすごいエネルギーをもった子 どもたちの
やる気 や勇 気 を抑 えるのではなく，引 き出 す姿 は，初 任 の私 たちのお手 本 でした。 」
（Ｔ小 学 校 Ｓ先 生 ）

教師力向上研修Ⅰ(６月)～授業にかかわる自己課題を設定～
初任の先生方の思い：共 感
“思うように授業準備や教材研究の時間がとれない…”“もっと
子どもと遊ぶ時間が欲しい！”…。初任者同士お互いに話をする
中で，同期の思いに共感したり，お互いの実践に学んだりしなが
ら，自己課題を設定していました。
「何 人 かの先 生 と話 をさせていただきましたが，（私 と）同 じようなことでどうしようかな
と思 っている先 生 が多 いことを知 りました。そのような先 生 と話 をしていく中 で，自 分
もやってみよう，取 り入 れてみようと思 うことがいくつもあったので，そのままにせず，
明 日 の授 業 から取 り入 れていこうと思 います。」
（Ａ中 学 校 Ｉ先 生 ）

いじめ・不登校地域支援チームからのお知らせ
○スクールソーシャルワーカー（SSW）が電話対応できる日
南信教育事務所

毎週火曜日・金曜日 10 時から 12 時

南信教育事務所飯田事務所

毎週火曜日 10 時から 12 時

電話 ０２６５－７６－６８６０
電話 ０２６５－５３－０４６１

○南信地区の保健福祉事務所開催の保健相談・思春期相談
＜諏訪地区の方対象＞
こころの健康相談
内

容 いらいらする,眠れないなどの悩みがある ひきこもり,発達障がいに関する相談がしたい など

場

所 諏訪合同庁舎２階

日

時 偶数月：原則第１火曜日

第２相談室 （思春期相談も同様）
奇数月：原則第１金曜日（1 月は第２金曜日）
午後２時から午後５時相談終了

思春期相談（概ね 25 才まで）
内

容 学校に行けない,勉強に集中できない,誰かの視線を感じる,友達の目が気になる
他人に言われたことがいつまでも頭から離れない

日

時 毎月原則第４金曜日

など

午後２時から午後５時相談終了

◎予約申し込み・問い合わせ先：諏訪保健福祉事務所

※１２月は第３金曜日

健康づくり支援課

相談は予約制です。相談日の前日までに申込みをしてください。

電話 ０２６６－５７―２９２７

＜上伊那地区の方対象＞
精神保健相談（＊思春期精神保健相談を含む）
対象及び内容 心の悩み・不登校・ひきこもり・家庭内暴力・依存症問題・認知症などの
精神的な悩みや不安のある方やその家族

場

所

伊那保健福祉事務所

日

時

毎月

第３金曜日

精神科医師による個別相談

診察室
午後２時から４時まで（担当の都合により変更する場合もあります。）

◎予約申し込み・問い合わせ先：伊那保健福祉事務所

健康づくり支援課

相談は予約制です。相談日の２日前正午までに申し込みをしてください。

電話 ０２６５－７６―６８３７７

＜下伊那地区の方対象＞
児童思春期精神保健相談
対象及び内容 こころの問題を抱える児童思春期の子供，その家族及び関係者
精神科医師による個別相談

場

所 飯田保健福祉事務所

診察室

日

時 奇数月 第２火曜日午前９時から 11 時（要予約）
※担当医の都合により変更する場合もあります。

◎予約申し込み・問い合わせ先：飯田保健福祉事務所

電話

健康づくり支援課

０２６５－５３―０４４４

