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南信教育事務所だより

日( ) 発行

７月号
７月１１日（木）発行
本年度も３ヶ月を過ぎました。学校
生活の中で生まれた「共鳴」がますま
す広がっていることと思います。７月
号では「ねらい」と「見とどけ」の共

共鳴

鳴・各種研修で生まれた共鳴その２
と，学校と地域を結ぶ２つの事業の様
子についてお届けします。

ねらいと見とどけの共鳴

～子どもの目線に立つ～

学校訪問の中で「子どもの目線に立つ」ということが話題になりました。

子どもは自分の生活経験やこれまで培ってきたことをもとに，精一
杯にそしてよりよく生きようと願い学ぼうとしています。
「子どもの目線に立つ」とは，子どもに寄り添い，子どもの思
いや願いを共に感じようとすることではないでしょうか。
先生方はどのように考えられますか？学校でも話題にしてみて
ください。

思いや願い

読む目的を設定しましょう「国語科」
２つの流れを示しました。ねらいと見とどけが共鳴しているのは，どちらでしょうか？

「登場人物変身ボックス（人物の気持ちの変
主人公はどんな気持ちだろう。
化を表すもの）
」を作るために話し合おう。

がんばるって
「風の強い朝だった」とある
こわい。
いう気持ち。
から…
もう帰りたくなっちゃっ

それが最後には「ほくほ

たという気持ち。

くあったかかった」に…

今日は全員が発言して素晴らし

様子を表すところを主人公の気持ちと

かったね。

重ねて読むことができたね。

国語科のつける力に対応した見とどけではあり

国語科のつける力に対応した見とどけになって

ません。

います。

例えば，話合いをするときに，
「～のために」話し合うのだというねらいがないと，見とどけが国語
科のつける力から離れてしまいます。
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学習問題に立ち返った考察を 「理科」
①事象との関わりから
生まれる学習問題に。

自然事象

自分

食塩はモヤモヤして溶けたけ
ど，水の中にあるのかな。

えていたから，⾒えないけど，やっ

追究

重さをはかったら，食塩の分だけ増

学習問題

ぱり食塩はあるんだ。

②学習問題に
立ち返った考察を。

結果

溶けてもなくなってしまうんじゃ
ないことが実験で確かめられた。

考察

子どもに身体を重ねて見ましょう 「図工・美術科」
①「できたね！」と，できたことを子どもと共有しましょう。
② 姿，表現，言葉から，ねらいとした資質，能力を発揮している姿をとらえて子どもに
伝えましょう。

T：すごいねー，できたね。
T：ここは？
サメさんのどこですか？
C：くちです。
T：ぎざぎざしていて，すご
いね。
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ねらいを視点に見とどけを考える 「家庭科」
例えば，創意工夫する能力をねらう場合，そのねらいの視点から追究の支援と見とどけを行いましょう。

「お母さんが元気になるみそ汁の実は何がい
いかな？」
「体調を整える野菜を使ってみよう」

追究

共鳴

教師のねらい
・食品の
食品の栄養的な特徴をいかし，自分
食品の
なりに工夫して食品の組合せを考え
ることができる。

子どもの願い，問い

ねらいの視点から子どもの姿を見つけ・位置づけ・つなげる

子どものふり返り

「僕は，お母さんが元気になるように３
つの実を決めることができた」

「ほうれんそうと大根は，体の調子を整
えて，豆腐は，エネルギーや体のもと
になるから。
」

教師の見とどけ

「なぜこの３つだと元気になると思った？」

「体の調子を整えるもの２つ，エネルギーや体
のもとになるもの１つで，食べ物の栄養をも
とに食品を組み合せることができたんだね。
お母さんの好みも考えてあってお母さんが元
気になりそうだね」

Today’
Today’s Goal に沿って具体的に振り返る「英語」
に沿って具体的に振り返る
３年 LESSON３ Rakugo Goes Overseas を読む活動で

生徒が「どうしても読んで解決し
てみたい」と思える発問や導入を！

事実を問う質問，行間を
問う質問等に答えながら
個人・ペア・全体で追究

○きみ江さんは，自分の辛い思いをした経験から，海
外の人に，日本にも伝統的な笑いの文化があ るってこ
とを伝えようとして 英語で演じているんだね。
○ 聞き手の質問内容に着目したら， 理由を表してい
る箇所が見つけられた。
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「個別の指導計画」をもとに「ねらい」と「見とどけ」を考える 「特別支援教育」

子どものねがい

子どもの振り返り

（めあて）

自己評価
相互評価

活動
授業のねらい

「可能性の芽」を生かした
「できる状況づくり」で
子どもの活動を支援

見とどけ
子どもへフィードバック

教師の見とどけ
教師のねらい

可能性の芽

教育課題

支援の方向

「 個 別 の 指 導 計 画 」
～２号にわたりお届けした「ねらいと見とどけの共鳴」はいかがでしたか？ みんなで大切にしていきましょう！～

「授業づくりに共鳴！」 － おいなんよ授業づくり講座 －
5 月 27 日 飯田会場
研究主任研修会と併せて行われ，授業づくりに
ついて研究主任の先生と共に考えました。
先生方の経験より，いろいろなご意見をお聞
きすることができ大変良い機会でした。明日
からに生かしていきたいと思います。

5 月 28 日 伊那会場
たくさんの先生方にご参加いただき、授業
づくりの課題について懇談を行いました。
模擬授業に楽しく参加させていただきま
した。疑問を持てるような授業にしてい
きたいと思いました。心のもやもやが少
なくなったことがよかったです。
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が
～ 教科等指導研修Ⅰ・Ⅱ
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になるとき
初任者の声 ～

5 月 14 日（火）
，６月 11 日（火） 授業づくりについて先輩の授業から学ぶ研修が行われました。
「いつか
自分も…」と憧れ，
「自分もこんなふうに子どもとかかわっていこう…」と，きっと今，授業作りに取り組ん
でいることと思います。

「終始笑顔で
終始笑顔で子どもたちのつぶやきを
認める先輩
める先輩の
先輩の先生の
先生の姿が印象的
で，大変参考になった
大変参考になった。」
になった。」

「しどろもどろであっても，
しどろもどろであっても，自分の
自分の
中にある思
にある思いをなんとか表出
いをなんとか表出さ
表出さ
せた『
せた『子ども自身
ども自身の
自身の言葉』
言葉』をくみ
とっていける教師
とっていける教師でありたいと
教師でありたいと
思った。」
った。」

「発問のあり
発問のあり方
のあり方，道徳におけるわ
道徳におけるわ
かりやすい板書
かりやすい板書の
板書の仕方，
仕方，子ども
に寄り添った個別指導
った個別指導を
個別指導を学ぶこ
とができた。」
とができた。」

（授業を
授業を見て）「自分は
自分はどれだけの
子どもと関
どもと関わろうとしていた
わろうとしていたのか，
のか，
その結果
その結果が
結果が子どもたちの姿
どもたちの姿に表れ
ているのではないか…
ているのではないか…と，振り返
ることができた。」
ることができた。」
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生涯学習課

地域と共にある学校づくり「地域学校サポート推進意見交換会」開催される！
生涯学習課

「学校支援ボランティアのこれから」－講話－
支援ボランティアの活動が求められ
る背景は多様（右図参照）です。また、
実際の支援活動も学校や地域ごとに
多岐にわたります。各校では、地域の
多くの方が子どもと関わることで、豊
自立し生きる力
多様な家庭環境

かな学習活動が展開され、地域とつな
がる子どもたちの育ちが期待されてい
ます。「できる人が、できる範囲で、無
理なく、楽しく」支援活動に関わること
が、ボランティアさん自身の学びにな

子縁社会
生涯学習

り、生きがいにもつながる。そんな互
恵関係が育まれつつあります。

資料提供：中原敏主任指導主事

講師の中原先生は、学校は、地域の背景や願い、良
さや課題を理解することが大事で、
「子どもの真剣
な姿を、学校と地域の方が共有する機会があ
な姿を、学校と地域の方が共有する機会があれば、
学校と地域の方が共有する機会があれば、
信頼は築ける。
」と訴えます。

「課題を共有し、解決の道をさぐる！」－市町村ごとの分散会－
「学校の外で声をかけられるのが
○企業の方（児童のお父さん）
一番嬉しい。」地域コーディネーター
が、ロボットクラブの指導をし
さんが語ります。「この地域の方は、
てくれて、活動の質が高く、専
お世話になった学校に貢献したいと
門的な指導はすごい。
（地域
いう意識が本当に強いんです。」参
コーディネーター）
加した先生がつぶやきます。活動が
広がれば、課題も出てきますが、市
町村教委の担当者と直接、課題に
○ボラさんはお願いすると快

ついて話し合えたことが成果という

く受けてくれます。先生方の

声もありました。また「地域コーディ

要請が多くなると調整が必

ネーターさんの配置を是非お願いし
たい。」という声も聞かれました。

要。コーディネーターさんが
必要です。
（教頭）
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テーマ「心で向き合えていますか」
－家庭で、学校で、
地域で共に育つために－
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「家庭や学校や地域が、
子どもとどう向き合ったらよいか。
」
子どもとどう向き合ったらよいか。
学び合う講演会となりました。

「学習の原点は家庭にある」

講演会
「今、次代の担い手を育てるた
めに」－家庭に期待すること－
めに」
講師
松下俱子さん
（恵泉女学園学園長）

○子どもには、
“本物”の体験が必要
○小さい時ほど“本物”に触れさせる
○せかさず手を出さず気長に見守る
○将来まで考えた
○将来まで考えた長期的な視野で
まで考えた長期的な視野で
物事を見る

ＰＴＡのののの方々とととと先生方がががが、、、、家庭教育のののの大切さを学学学学んんんん
だだだだ基調講演とととと、、、、具体的なななな手立てを考考考考ええええ合合合合った分科会
でででで、、、、家庭とととと学校、、、、地域のののの横横横横のつながりなど、ＰＴＡ
活動のあり方方方方をををを考考考考ええええ合合合合うことができたことは大大大大きな
成果となりました。。。。

考え合った分科会
○ＰＴＡ会長の役割
ＰＴＡ会長の役割
○家庭教育について
家庭教育について
○メディア教育（教育問題研究委員会）
○食育（上伊那地区
食育（上伊那地区）
地区）
○読書・読み聞かせ（諏訪地区
読書・読み聞かせ（諏訪地区）
地区）
○母親委員会（諏訪地区
母親委員会（諏訪地区ﾜｰﾙﾄﾞｶﾌｪ）
地区ﾜｰﾙﾄﾞｶﾌｪ）
○運動遊び（体力向上）

今後のＰＴＡ活動のよりよいあり方を求め、
「家庭と学校が地域の横のつながりを支えていく」

学校が開かれ、地域の人とふれあうことは、子どもたちの
成長にとって、大切なことです。
この研修会を今後のＰ Ｔ Ａ 活動に生かし、分科会で考え
合ったことを、それぞれの立場で役立て、学校の活性化に
結びつけていきましょう。

