
教学半也８号 教うるは 学ぶの半ばなり -もくじ-

１．ごあいさつ P２

２．初任1年目の成長「自己課題をもち,学び続けているA先生」 P３

３．再会した仲間に刺激を受けて「2年次プログレス研修」 P４

４．今年度の学校訪問・各種研修を振り返って P５

５．総合的な学習の時間のカリキュラムづくり P７

６．来年度の事務所主催研修会等の予定 P９

南信教育事務所だより「教学半也」これまでのバックナンバーはこちらからご覧になれます。
本誌掲載の実践などのより詳しい内容については，南信教育事務所までお問い合わせください。 1

「教学半也」（教うるは学ぶの 半ばなり）
「教える」ということの意味を問う

一年間，たくさんの教室を訪問させていただきました。ありがとうございました。
そこには，考え合ったり，伝え合ったりして学んでいる子供たちに温かい視線を向けながら，

学ぼうとしている先生の姿がありました。そして，そんな先生と子供たちとのひとつのひとつの
やりとりの中から，私たちは教えられてきました。

教えているようで，実は，教
えられ学んでいることが多くあ
るということに気が付きます。
教えることは学ぶことのひとつ
であって，それは，同時に行わ
れているものなのではないで
しょうか。
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学校教育課 課長
有賀 稔

学校にとって，先生方に

とって，「教育事務所学校

教育課，そして指導主事は

どんな存在であるべきか？

何ができるのか？」そんな

問いに向かい合いながら，

一年間模索して参りました。

明確な答えは出ない問いで

はありますが，来年度も問

い続けることで，求められ

ている部分を敏感に感じと

ることができる教育事務所

でありたいと考えます。

今年度の学校教育課の事

業にあたり，先生方のご理

解とご協力に深く感謝いた

します。ありがとうござい

ました。

飯田事務所 所長
賜 正俊

今年度も「学校・地域に

密着した支援」を重点とし

て掲げ，授業づくりや文

化・スポーツ活動，人権教

育の推進等のお手伝いをさ

せていただきました。その

中で「見えないところで踏

ん張っておられる方々に

よって見えるところが本物

になっている」事実に出会

い，そうした「子供に応え

続ける」方々の情熱から多

くのことを学ぶことができ

ました。

次年度も地域と共にある

事務所を胸に一層の充実に

努めて参ります。今後とも

よろしくお願いします。

生涯学習課 課長
古清水 巌

長野県の学校教育の理念

のひとつに「地域と共に歩

む学校」が掲げられていま

す。そして，コミュニティ

スクールの実践は，正にそ

れを具現化しています。

地域の方・保護者の皆さ

んが積極的に学校に入り，

学校と願いを共有する中で，

子どもの成長を見守り，協

働する地域を目指していく。

たくさんの素敵な実践を

本年度も拝見することがで

きました。ありがとうござ

いました。今後も継続した

取組みをお願いいたします。

本課も一緒に歩ませていた

だきます。

南信教育事務所 所長 堀内 光雄

「令和」の元号になった今年度も残りわずかとなりました。市町村教育委員会をはじめ学校
関係者や，保護者，公民館など地域の皆様には，県事業の円滑な実施に当たり，ご理解とご
協力をいただき感謝申し上げます。
この一年，私も管内の小・中学校への訪問や，研修会などに参加し，家庭や地域が様々な

形で教育活動に関わっている様子を拝見しました。
少子高齢化が加速する中，地域社会において，未来の担い手である若者をいかに育ててい

くかが問われています。これからも，より学校や地域に密着し頼られる教育事務所を目指し
て，学校の先生方，市町村や市町村教委，さらに地域の皆様と一緒になって，課題に取り組
んでまいります。

令和元年度南信教育事務所
年度末のごあいさつ

学校ごとに様々な像が子供たちを迎えていました。



飛躍の２年目に向けて

「初任１年目の成長」
自己課題をもち，学び続けているＡ先生

授業をすることが初めてだったので，すごく
不安でした。課題ができないでいる生徒の様子
を見て，「このような授業づくりで本当にいい
のかな…」「英語が定着しているかな…」とい
う思いをもっていました。

自分なりに試行錯誤しながらの取組の積み重ね

校外では
同期の仲間と
共に学ぶ

２月【自己課題を振り返る】

めあてを明確にすること，授業の見通しがもて
るようにすることは，小学生であろうと中学生で
あろうと絶対に大事だなあと改めて感じました。
生徒たちが安心して授業を受けられるように，授
業についてこれからも考えていきたいです。
また，生徒との関係づくりも授業づくりの一部

であると学びました。お昼休みなど，なるべく生
徒と一緒にいるようにしていきたいです。自分の
核となる部分が改めて分かりました。

６月【自己課題を決めだす】

「英語は苦手だ」と思っている生徒が，一人でも多く「英語は面白い」と感じる授業をする。

スタート時の不安や悩み

飛躍の２年目に
向けて

校内では
教頭先生や

校内の先生方と
共に学ぶ

校
内
の
先
生
方
と

会
話
し
な
が
ら

授業を重ねながら

４月

３月

仲間の実践等を聞き，
メモをとりながら

初任研１年次プログレス研修の中で

授業づくりや生徒理解等について
グループで話し合いながら

英語の授業づくりに向けて，研修をしたり，先生方に聞
いたりして自分なりに勉強しながら，“こんな学習活動を
やっていけばいいんだな”というものが「形」として見え
てきています。生徒は自分たちで勉強するなど，自分でや
れる力があり，その姿に励まされました。

3



再会した仲間に刺激を受けて
～２年次プログレス研修～

これからも学び続ける教師であるために，

「校内で」 「校外(センター研修等)で」
「子どもと共に」 「同僚と共に」 「地域と共に」

学ぶ場を自ら求めて

３年目へ

「それは本当に子どもたちが話したいこと
なのだろうか」と言われてハッとした。
子どもの本当の声を聴ける教師になってい
きたいな。

久しぶりに会った仲間と共に語り合いながら…

５月の全体研修以来約８ヶ月ぶりに集まったプログレス研修。２年目の自分の

成長，同僚の成長を互いに語り合い，改めて自分自身を見つめ直しました。

学習課題設定の場面では，子ども
たちの「分からない」を明確にして
いくことが大事なんだ！

失敗を恐れることよりも，時には「しくじり先生」になること。
そんな姿も，子どもにとっては大事な学びになるかもしれませんね。

(有賀 稔 学校教育課長の講話より）

これまでの自分の成長と課題を再確認し，
これからの教師生活への新たな決意をもつ

グループの先生方は，子どもたちのことを常に考えている
ことが伝わってきました。自分が行う手立てや教材研究など
により，子どもたちの学習への取組が違うことを改めて実感
しました。見通しをもった学習活動の設定や言葉がけなど，
様々なことが勉強になりました。
２年次に取り組んできたことや３年次に向けてぼんやりし

ていた課題が，自分の中で整理することができました。

１月28日実施
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教科が違っても同じ子どもを育てているという思いを基盤に，授業づくりの視点

を全校で共有しました。授業者の先生方が「問いが生まれた」とか「見えてきた」

と感じられた背景には，研究主任の先生が各教科会に日常的に顔を出し，「子ども

の問い」「意識のつながり」といった研究の方向をつないだ姿があります。

授業づくりの視点が「１つの教科から全体につながる」大切さを学びました。

「授業づくりの視点を全校で共有したい」という願いの実現へ（中学校）

今年度の学校訪問・各種研修を振り返って

先生方の姿から「授業づくり」や「還元研修」の良さを学ぶ

【２回目訪問】

社会科
授業公開

授業者（授業後）

問いは生まれた。
もっと子どもを引
き付けたかったな。

子どもの意識のつな
がりを考えてみるとい
いかもしれませんね。

○単元や授業のはじめに子どもがどんな問い
をもつのかを考える。

○子どもの意識を大切にした単元を構想する。

２点について，
どの教科でも考えて
いきましょう。

【３回目訪問】理科教科会
○授業者の願い「前時までの学びを活用する授業をしたい」
○そのために「前時までの意識とつながる事象提示」が話題に。

【１回目訪問】社会科教科会
○授業者の願い「歴史に興味をもって学んでほしい」
○そのために「問いが生まれるような教材の提示」が話題に。

研究主任

全校で共有

研究主任

【４回目訪問】

理科
授業公開

授業者（授業後）
事象提示の中身

によって，どんな
問いをもちそうか
が見えてきました。

授業づくり
の視点を全校
で共有したい。

社会科指導主事

研究主任

道徳科 家庭科 数学科 美術科他教科でも授業公開音楽科
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「研修会で得たことを校内に還元し，授業改善を進めたい」

という願いの実現へ（小学校）

プログラミング教育研修会（視聴覚係Ａ先生が参加）

【１回目訪問】校内研修

自分が意図した一連の動きを

作り出すために試行錯誤する体験

（ scratch ，Micro:bit ）

【２回目訪問】理科授業公開（授業者Ｃ先生）

Ａ先生は，校外の研修会に参加し，試行錯誤する力を伸ばせそうだと感じ，研

修で得たことを校内に広げたいという強い気持ちをもちました。Ｂ先生が，「で

きそう」や「イメージが湧いた」と感じられた背景には，Ａ先生が校外で研修し

たことを校内の先生方と共有して授業につなげようと，段階的に研修内容を還元

していった姿がありました。指導主事として，Ａ先生の「校内に広げる」ことや

「授業につなげる」という見通しをもった取組の大切さを学びました。

理科授業構想

Ａ先生

ゾーン担当
指導主事

【相談】
①校内研修会の内容と役割分担
・プログラミング教育のねらいについて（指導主事）
・パソコン体験（Ａ先生）

②授業公開の構想

試行錯誤する
子どもの姿を見
ることができて，
授業にプログラ
ミングを取り入
れるイメージが
湧きました。

Ａ先生

研修に参加したＢ先生

難しいと思って
いたけれど，こ
れならできそう
です。

授業を参観
したＢ先生

今日の授業に習って、プログラミング教育
が行えそうな教科，学年，単元を年間計画に
位置付けてみて、少しずつ授業を行っていき
ましょう。

・校内の先生方にもパソコンを使った体験を
してほしい。

・授業の中にプログラミングを位置付けて
みたい。

校内に広げたい

授業につなげたい

Ｃ先生（授業後）

想像以上に子ど
もに関わり合いが
ありました。Ａ先生

Ａ先生
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計画的な実践の為に，全校の職員で協力し各種指導計画を作成，確認をしましょう！

各学校の総合的な学習の時間での取り組み
を通して，どのような資質・能力を育てよう
とするのか目標を位置付け，その目標を実現
するにふさわしい探究課題と，その解決を通
して育成を目指す具体的な資質・能力を定め
ることが大切です。

総合的な学習の時間の内容として，
目指す子どもの姿をイメージしながら，
以下の２つを設けましょう。

・ふさわしい探究課題
・育成を目指す具体的な資質・能力

新学習指導要領の全面実施に向けて，「総合的な学習の時間」の計画を全て最初から立て直すのではな
く，各学校や学年が今まで積み上げてきている学習活動を活かし，子どもたちに資質・能力が育成される
ようにするにはどのように見直したらよいか考えてみましょう。

改訂保存版

「総合的な学習の時間」の全体計画の見直しのポイントは何ですか？Ｑ2

探究的な学習の過程は，いつも順序よく繰
り返されるわけではなく，順番が前後したり
一つの活動の中に複数の過程が一体化して同
時に行われたりする場合もあります。
教師自身が各過程における学習活動への見

通しをもちましょう。

「総合的な学習の時間」で資質・能力が育成されるにはどんなことが大切ですか？Ｑ1

問題解決的な活動が発展的に繰り返さ
れるように，「探究的な学習の過程」が
大切となります。

作成には，次の点について留意しましょう。
・子どもたちの学習経験
・季節や行事など適切な活動時期
・各教科等との関連
・外部の教育資源の活用及び異校種との連
携や交流

① 全体計画に示されている，育成を
目指す具体的な資質・能力を基に
計画し，学習活動や子どもたちの
意識が，連続し発展するように構
想しましょう。

② 横断的・総合的な学習を行う観点
から，各教科等で身に付けた資
質・能力を把握し，関連を図りま
しょう。

「総合的な学習の時間」の年間指導計画の見直しのポイントは何ですか？Ｑ3
例 Ｈ中学校３学年の年間指導計画(一部分)

４月 ５月 ６月 ７月

総
合
的
な
学
習
の
時
間

学
年

学
級

情報の収集

課題の設定

整理・分析

まとめ･表現

学習対象との直接的
な関わりから課題意
識を高めていく。

必要な情報を収集す
るために，体験・調
査活動等を行う。

情報を分類・関連付けするために，
思考ツール等を活用する。

課題を更新したり考
えが明らかになった
りするようなまとめ
を工夫する。

問い
子どもたちの
興味や関心から

自己の生き方

探究的な学習の過程

例 Ｈ中学校の全体計画(一部分)

【Ｈ中学校の総合的な学習の時間の内容】

ふさわしい
探究課題

育成を目指す具体的な資質・能力

Ａ知識及び技能 Ｂ思考力,判断力,表現力等 Ｃ学びに向かう力，人間性等

地
域

・ふるさと
の身近な自
然環境，歴
史産業の特
色。
・他地域と

ア 身近にある豊か

な自然や歴史，産業

を知り，自分たちの

生活と関連付けて考

えることができる。

ア 対象にふれ，興味・疑

問から追究の視点をもち課

題を見付け，解決するため

の学習計画を立てることが

できる。

イ 課題解決に向け

ア 友だちや対象となる人

の考えを認め，自分の考え

や思いと比較し，似ている

ところや違いを明確にしな

がら自分の考えを深めてい

くことができる。

【生徒の実態】
○友だちと役割を分担しながら意
欲的に活動することができる。

△友と語り合ったり，深め合った
りすることに消極的である。

【Ｈ中学校の総合的な学習の時間の目標】
○身近な地域の「ひと・もの・こと」について自ら課題を見つけ，探究の

プロセスを踏まえながら主体的・協働的に解決していく力を育てる。

○学び方，ものの見方，考え方を身につけ，学習の成果を分かり

やすくまとめたり発表したりする力を育てる。

○調査したこと，体験したこと，学習したことを自らの生き方に結

びつけ，自己実現に向けて考える力を育てる。

【教育目標】
やさしさ
かしこさ
たくましさ

【地域のひと・もの・こと】
ひと･･･地域の農家，企業会社で働く人々

もの･･･若沢寺跡・田村堂，サラダ街道 等
こと･･･仁王尊股くぐり祭り，スイカ栽培

【願い】
○保護者
・基礎学力と社会規範を身につけ，
思いやりの心を持ってほしい。

○地域
・地域のひと・もの・ことと存分
に関わりながら自らの体験を通
して学ぶことで地域のよさを感
じてほしい。

スイカを育てるために必要なこ
とを話し合おう（５ｈ）
→スイカを作るために必要なこ
とは何か

・育て方を教えてくれる人はい
るかな
・スイカ農家の人にスイカの育
て方を教えてもらいたい

資質･能力 Ａイ・Ｂア

地域の農業に環境について
関心をもとう（４ｈ）
→今年度はどんな活動を行
うのか

・スイカを育てることで
スイカ農家の大変さや，
なぜ甘いのか知りたい

資質･能力 Ｂア･Ｃア

スイカを植えて育てよう（１５ｈ）
→畑をどのように作り，スイカをどのよう
に植えて育てればよいか

・苗をどのように用意すればよいか，農家
の野村さんに聞いてみよう

・畑の大きさを野村さんの畑と比べてみた
いな

資質･能力 Ａイ・Ｂアイ・Ｃア

【３学年の目標】・ふるさとと自分の生き方を関わらせて，どのように歩んでいくか自分の考えがもてる。

スイカプロジェクト（ふるさとに伝える）

※次ページに，実際のＨ中学校の全体計画
が掲載されています。

古都奈良･京都を知る（６ｈ）

修学旅行でどのような調査
を行うのか見通しをもとう
→奈良･京都の特色は何か

資質･能力 Ａイ･Ｂア

学んだことを自己の問いと関わ
らせながら考えをまとめよう
→どのようにまとめ発信するか

資質･能力 Ｂウ･Ｃア

私の将来（14ｈ）

自分の将来像や夢をもとに，進路について，
自分なりの考えをもとう
→自分が描く生き方や夢に向け何が必要か

資質･能力Ａカ･Ｃウ

各教科と
の関連

国語:話し合って提案しよう 理科:生命の成長と生殖
遺伝の規則性

社会:地方自治を考えよう 技術:植物の生育
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【生徒の実態】
○人の話に，素直に聞き入ることができる。
○友達と役割を分担しながら意欲的に活動するこ
とができる。

△学びとる（受信する）ことは意欲的だが，伝え
る（発信する）ことには消極的な面がある。

△友と語り合ったり，深め合ったりすることに消
極的である。

【学校教育目標】
やさしさ
かしこさ
たくましさ

【地域のひと・もの・こと】

ひと･･･地域の農家，企業会社で働く人々

もの･･･若沢寺跡・田村堂，神社，サラダ街道，

上高地線 市立病院，しだれ桜

こと･･･仁王尊股くぐり祭り，スイカ栽培

全体計画の必須の３要件
① 学校教育目標 ② 各学校の目標
③ 各学校の内容
（ふさわしい探究課題 育成を目指す具体的な資質•能力）

【Ｈ中学校の総合的な学習の時間の目標】
全校テーマ「ふるさと」

○身近な地域の「ひと・もの・こと」について自ら課題を見つ

け，探究のプロセスを踏まえながら，主体的・協働的に解決

していく力を育てる。

○学び方，ものの見方，考え方を身につけ，学習の成果を分か

りやすくまとめたり，発表したりする力を育てる。

○調査したこと，体験したこと，学習したことを自らの生き方

に結びつけ，自己実現に向けて考える力を育てる。

総合的な学習の時間の学習指導要領の目
標

探究的な見方・考え方を働かせ，横断的・総合

的な学習を行うことを通して，よりよく課題を

解決し，自己の生き方を考えていくための資

質・能力を次のとおり育成することを目指す。

(1) 探究的な学習の過程において，課題の

解決に必要な知識及び技能を身に付け，課

題に関わる概念を形成し，探究的な学習の

よさを理解するようにする。

(2) 実社会や実生活の中から問いを見いだ

し，自分で課題を立て，情報を集め，整

理・分析してまとめ・表現することができ

るようにする。

(3) 探究的な学習に主体的・協働的に取り

組むとともに，互いのよさを生かしながら，

積極的に社会に参画しようとする態度を養

う。

【願い】

○保護者

・基礎学力と社会規範を身につけてほしい。

・いのちの大切さ，思いやりの心を育ててほ

しい。

○地域

・地域のひと・もの・ことと存分に関わりな

がら自らの体験を通して学ぶことで地域の

よさを感じてほしい。
【目指す子どもの姿】

○直面した事象に関心をもち，自ら課題を設定し，追究の見通しを持
つことができる子ども。

○課題解決のための調査・情報収集を自ら進んで行い，友の意見を受
け入れながら考えを更新していく子ども。

○学んだことを効果的にまとめ，相手を意識しながら自分なりに表現
し，つたえることができる子ども。

○地域に触れ，人とかかわり，学び方やものの考え方を身につけ，自
己の生き方を考えることができる子ども。

【学習の評価】
【評価】○自己評価 相互評価

教師による評価 外部評価

【方法】○学習カード・ポートフォリオ

○活動観察（様子・発言・呟き）

○意識・意欲の変化，アンケート

【指導体制】
・担任以外の副担任，職員や地域ボランティア，外

部講師などの地域における教育力を積極的に取り

入れていく。

・職員の研修や教材研究の場を既存の会議の中に設

定する。

【指導方法】
・教師の教材研究を蓄積し，興味・関心を広げる

課題の提示を行う中で，生徒自らが課題を設定
しながら課題意識をつなげていくことができる
学習の場を設定する。

・「ひと・もの・こと」を年間計画に位置づけ，直
接体験ができる学習を用意する。

ふさわしい探究課題
育成を目指す具体的な資質・能力

A 知識及び技能 B 思考力,判断力,表現力等 C 学びに向かう力，人間性等

地域

・環境
・歴史
・産業

・ふるさとの身近
な自然環境・歴
史・産業の特色。

・他地域とふるさ
との歴史・環境・
産業の違い。（各
学年行事）

ア 身近にある豊かな自然や歴史，
産業を知り，自分たちの生活と関
連付けて考えることができる。

イ 地域活性化のために努力して
いる人の活動を見聞きしたり，活
動に参加したりして，地域の人々
の思いや願いを知ることができる。

ア 対象にふれ，興味・疑問から追

究の視点をもち課題を見付け，解決

するための学習計画を立てることが

できる。

イ 課題解決に向けて意思決定をし，

学んだことを自分の生活や進路に生

かしながら，よりよく生活する方法

を考え，行動することができる。

ウ 体験や情報をもとに自分の考え

の根拠を明確にしてまとめたり伝え

たりすることができる。

ア 友達や対象となる人の考えを認め，

自分の考えや思いと比較し，似ている

ところや違いを明確にしながら自分の

考えを深めていくことができる。

イ 身近な地域と様々な地域を環境・

歴史・産業などの視点から比較しなが

ら，ふるさと地域の文化や産業の特色

に気付き，ふるさとのよさや社会の一

員であることを自覚することができる。

ウ よりよい町作りのために努力して

いる地域の人々の思いや願いに寄り添

い，自分もふるさとのために地域の一

員として社会を創造していこうとする

気持ちを育てる。

福祉

交流

・地域に暮らす高
齢者や福祉施設で
出会うお年寄り・
保育園の年少者と
その暮らしを支援
する仕組みや人々。

ウ 高齢者や年少者について体験
を通して理解を深めながら，それ
ぞれの存在の価値に気付くことが
できる。

エ 全ての人が生き生きと安心し
て生活できる社会について考え，
自分たちができそうなことを実践
することができる。

職業

将来

・地域で働く人々
と仕事の種類。

・仕事（はたらく
こと）に対する自
分の考えの更新。

・進路の自己決定。

オ 職場体験学習を中心に，職業
の種類や進路との関係を知り，働
くことの意義を知る。

カ 自己の生き方・在り方につい
て考えを深める。

【Ｈ中学校の総合的な学習の時間の内容】

各学年の

題材例

１学年（50時間）「ふるさと」を知る ２学年（70時間）「ふるさと」に学ぶ ３学年（70時間）「ふるさと」に発信する

・地域の文化財や自然（乗鞍登山）
・地域の匠に学ぶ（地域の達人）
・学級総合

・はたらくことの意味を考える
（キャリアスタートウィーク）
・はたらく現場を知る（1日駒ヶ根学習）
・学級総合（2・3年の連続性）

・古都奈良・京都に学ぶ地域の特色
（修学旅行）

・進路学習（卒業と新たな進路へ）
・学級総合 ・奉仕活動

Ｈ中学校 総合的な学習の時間 全体計画

よ
り
よ
く
課
題
を
解
決
し
自
己
の
生
き
方
を
考
え
て
い
く
こ
と
に
結
び

付
く
こ
と
が
で
き
る
探
究
課
題
を
設
定
す
る

学
習
対
象

自分自身に関すること
と ,他者や社会との関
わりに関することを意
識する

課題解決に向けた探
究的な学習の過程を
意識する(学習方法)自校の探究課題に

応じて「知識及び
技能」を設定する

資質・能力の３つの柱で設定

8



R2 南信教育事務所主催の研修会の予定（※初任研以外）

対象：臨時的任用教員臨任研

対象：研究主任，ミドルリーダー等研究主任研修

研修会名 期日 会場

諏

訪
研究主任研修会

第１回４月30日（木）

諏訪合同庁舎第２回７月30日（木）

第３回１月29日（金）

上
伊
那

研究主任研修会

第１回４月30日（木）

伊那合同庁舎第２回７月30日（木）

第３回１月28日（木）

下
伊
那

研究主任研修会

第１回５月１日（金）

飯田合同庁舎第２回７月29日（水）

第３回１月29日（金）

外国語・国際理解教育 対象：外国籍等児童生徒の指導に携わる担当者・学級担任等

研修会名 期日 会場

外国籍等児童生徒指導研修会
第１回 ５月11日（月） 伊那合同庁舎

第２回 11月５日（木） 伊那市立東部中学校

人権教育 対象：学校人権教育に携わる教職員・社会人権教育担当者等

研修会名 期日 会場

第１回学校人権教育研修・連絡協議会（諏訪・上伊那） ５月18日（月） 総合教育センター

第１回学校・社会人権教育研修・連絡協議会（下伊那） ６月８日（月） 飯田合同庁舎

第２回学校・社会人権教育研修・連絡協議会（下伊那） 10月19日（月） 飯田合同庁舎

第２回学校人権教育連絡協議会（諏訪） 11月 ６日（金） 富士見町立本郷小学校

第２回学校人権教育連絡協議会（上伊那） 11月20日（金） 伊那市立伊那西小学校

生徒指導 対象：不登校や不登校傾向等の中学生・保護者等

研修会名 期日 会場

高校進学説明会「個別学校説明会」（下伊那） 10月23日（金） 飯田合同庁舎

高校進学説明会「ほんわか相談会」（上伊那） 11月 ４日（水） 伊那合同庁舎

高校進学説明会「ほんわか相談会」 （諏訪） 11月20日（金） 諏訪合同庁舎

研修会名 期日 会場

諏

訪

・

上

伊

那

第１回授業づくり研修会（諏訪・上伊那） ５月19日（火） 伊那合同庁舎

第２回授業づくり研修会
６月23日（火） 伊那合同庁舎

６月25日（木） 諏訪合同庁舎

第３回授業づくり研修会
７月28日（火） 伊那合同庁舎

８月28日（金） クリーンレイク諏訪

第４回授業づくり研修会
11月10日（火） 伊那合同庁舎

11月19日（木） 諏訪合同庁舎

下

伊

那

教師力ちょっとアップ研修会
(※小・中・高・特別支援学校の教員も対象)

第１回５月22日（金）

飯田合同庁舎
第２回６月22日（月）

第３回７月29日（水）

第４回11月 9日（月）

先生方の実践に生きる研修を計画していきます。
子どもたちや学校のために一緒に考えていきましょう。

第２～４回は同じ内容を別日に実施します。
参加しやすい日時，会場を選んでご参加ください。

来年度は3回実施しま
す。研究主任以外の先
生も大歓迎です。複数
での参加もできます。
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