令和２年度 南信教育事務所年度末のごあいさつ
南信教育事務所 所長

堀内 光雄

今年は，新型コロナウイルスへの対応に追われ，様々な場面で危機管理を意識する一年になりま
した。
３月の学校一斉休業にはじまり，４月以降，学校の行事が中止，延期される中，教育事務所では，
オンラインを活用した研修会を開催するなど感染防止を図りながら，事業を推進してきました。
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
実施にご理解とご協力をいただき感謝申し上げます。
学校では，教職員が保護者や地域の皆様と協力して，感染防止に取り組み，対応していたと伺い
ました。今後も，先生方，市町村や市町村教委，地域の皆様と課題を共有し，解決に取り組んでま
いります。

学校教育課 課長
矢野 勝彦

生涯学習課 課長
山田 典史

今年度の未曾有の出来事で，
事業のほとんどは， 計画変更を
余儀なくされましたが， 皆様の
ご理解とご支援によって推進す
ることができました。心より感謝
申し上げます。溢れる情熱を
もって教育に携わっておられる
実に多くの方々との出会いは，
私のかけがえのない宝物となり
ました。
「子どもたちの学び」の改善の
ために， 今年度いただいたご意
見やご要望を活かしながら，皆
様とのつながりをさらに一層大
切にし， お互いに「やっぱり子
どもっていいね！」と言い合える
よう，子どもを真ん中においた学
校づくりの支援に精進したいと
思います。来年度もよろしくお願
いいたします。

コミュニティスクールの活
動や公民館活動，生涯スポー
ツ，社会人権教育などで，地
域のみなさんのたくさんの笑
顔に接することができました。
コロナ禍のなか，例年どお
りの活動はできませんでした
が「人生100年時代」，学び
や活動を止めてはいけないと
いうことを肌で感じることが
できました。
今年度の生涯学習課の諸事
業に対しまして，ご理解とご
協力をいただきましたことに
深く感謝いたします。一年間
たいへんお世話になりました。
来年度もたくさんの笑顔に
出会えるよう，地域に出掛け
てまいりますのでよろしくお
願いいたします。

飯田事務所 所長
曽我 佳伸
飯田事務所は，飯田下伊那
地域の学校教育と生涯学習を
担当しています。
本年度は，第３回研究主任
会をオンライン研修で実施し
ました。そこで諏訪南中学校
と伊那東部中学校の実践発表
より，新たな学校づくりのヒ
ントを頂きました。また普段
は関わることのできな い諏
訪･上伊那の研究主任さんと
グループ懇談にて，共に学び
合うことができました。２年
次プログレス研修会も同様，
オンラインによる３地域合同
研修となりました。下伊那だ
けでは学べない貴重な経験で
した。ありがとうございまし
た。次年度も南信３地域で，
力を合わせ進みましょう。
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１

富士見町の
取組

一人一台端末の導入に向けて

南信教育事務所では，11月から3月にかけて10校の
小・中学校に訪問しました。その中で，町内すべての小中
学校で研修に取り組んだ，富士見町の事例を紹介します。

<富士見町の願い>
・子どもたちに一人一台タブレット端末を導入したことで，現場の先生方に「どう使っ
たらよいのか」といった不安があるのではないだろうか。すべての小中学校で先生方
の研修が必要だ。
・一人一台端末が富士見町の子どもたちの主体的・対話的で深い学びの一助になって欲
しい。
①環境整備と業者による研修

〈環境整備〉

富
士
見
町
教
育
委
員
会

〈業者による研修〉

・ネットワークの整備
教室棟，特別教室棟，体育館まで
Wi-Fi設備を拡充

・一人一台端末の導入
・ＧＩＧＡスクールサポーターの委託
端末の補修等のサポートの窓口
の一本化
・富士見町のすべての小・中
学校にデジタル教科書の導入
【学習者用】
小学校１教科
中学校２教科

【指導者用】
小学校３教科
中学校２教科

<富士見町の願い>
Googleを導入しようと思い，授業で
活用するためにはどうすればよいかと
思案していたところ県（教育事務所）
で出前講座をやっているということを
知り，是非連携して研修を行いたい。
②町教育委員
会から教育事
務所への要請

Chromebook研修
・パソコンの業者による基本的な操作

研修

Googleアプリの研修
・Googleが委託する業者によるアプ
リの基本的な使い方の研修
※Google for Education Kickstart Program
（Chromebookを採用する全国の教育機関を
対象にした無償研修）

富
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見
町
の
小
・
中
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校

デジタル教科書活用研修
・授業での活用の仕方の講習
（各教科書会社による研修）

４
校

＜学校のニーズ＞
・子どもたちの意見を全体で共
有するときに，集計するアプ
リを授業で使ってみたい。
・教科等でのクラウド活用につ
いてもっと知りたい。

南信教育事務所

③教育事務所
と学校との日程
調整・内容確認

④南信教育事務所による教育クラウド研修の実施へ
２

④南信教育事務所による富士見町のすべての小中学校での教育クラウド研修
保健体育科「がんについて知ろう」
💻子どもたちが“がん”に対する既有の知識を記述。授業導入時と
終末時にどのような単語が多く出現しているかを解析する方法
（テキストマイニングツール）を用いて知識の変容を可視化する。

＜終末時＞
＜導入時＞
テキストマイニングツールを単元や
１時間の授業の前後で使うと，考え
や思いの変化を視覚化できそうだね。

国語の物語教材で，主人公への子どもたちの
思いの変容を単元の始めと単元終末で比較し
て考えることに使えそう。

「クラウドを使ってこれからの授業を考えよう」
💻デジタル模造紙（ジャムボード）を用いて，班ごとアイディアを出し合う。
ジャムボードを使うと，複
数人と同時に付箋を動かしな
がら考えることができるんだな。
他のグループの考えも瞬時に
見ることができて，考えが深ま
りそうだな。模造紙と違って，タ
ブレット端末で見ることができ
るから発表の時に重宝しそう。
<研修に参加しての感想>
実際の授業の状況を想定した研修
となっており，参加した先生方も授
業での使い方が具体的にイメージで
きているなと思いました。
（富士見町教育委員会子ども課河西さん）

富士見中学校では，
各教科でＩＣＴ活用に
取り組む中、実際に授
業で活用した内容を
理科の先生が他の先
生方に紹介しました。

<研修会を終えて>
研修前は，「いよいよ一人一台端末導入か」という腰が重い雰囲気がありましたが，業者
の研修も，事務所の研修も楽しんで取り組めました。子どもたちに端末を渡し，授業で活用
してみると，嬉々として取り組む姿が見られました。例えば，体育で自分の動きを動画に取
り，確認する活動では，子どもたちが楽しみながら端末を活用していました。そのような子
どもたちの姿を見て，先生方の「授業で活用したい」という気持ちが高まりました。子ども
たちと使っていく中で，先生方のアイディアと共に要望も出てきます。富士見町教育委員会
と連携して取り組めるようにしていきます。（本郷小学校教頭先生より）
来年度は，
一歩前へ！

学校，市町村教育委員会，教育事務所の３者が連携を取ること
で，各学校のニーズに合った研修会を行うことができたと思いま
す。目の前の子どもたちの学びを充実させるために，授業でのさ
らなるＩＣＴの活用について共に考え，実践していきましょう。

３

令和２年度

第３回研究主任研修会（オンライン研修会）(1/28,29)

～オンライン研修だからこそ，できることがあった～

実践発表

第３回研究主任研修会は，オンラインでの研修でした。グループ協議の
時間が十分に確保できなかったのですが，「発表の画面が目の前で見やす
かった」「他地区の先生と情報交換をすることができてよかった」など，
オンライン研修ならではのよさに触れた感想をいただきました。

諏訪市立諏訪南中学校

伊那市立東部中学校

研究授業が授業改善につながらない。子ども
を出発点に子どもに返る研究を目指したい。
そこで…
印「授

生徒的視点から，家庭学習が与えられた課題
をこなすだけの作業的な学習になっている。
そこで…
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（参加者の感想・中学校）東部中の実践は，家庭学習

（参加者の感想・小学校）諏訪南中の「キラリ探偵」と

のあり方という点で本校の課題とも通じるところがあ
り参考になりました。生徒が主体的に学ぶためには，
教師目線の手立てではなく，生徒目線の手立てがカギ
になると思います。共感しました。

いう子どもや先生方のよい姿を紹介し合うという視点，
研究が日常で前向きな考え方が素晴らしいと感じた。本
校でも授業を公開した先生方が「公開してよかった」と
思える研究会，よい姿を伝える場にしていきたい。

今回発表していただいたスライドは，「まなびすけ信州」（教職員向けサイト）南信教育事務所のページで視聴する
ことができます。（３月15日～４月末まで視聴可能予定）

グループ協議

Web会議のグループ分け機能を使って，「研究のまとめ
方」「ICT活用」「学調や諸検査の活用」「授業公開・
研究会のあり方」の４つのテーマに分かれてグループ
協議を行い，各学校の取組を共有しました。

（参加者の感想・小学校）グループ協議では，２校の先生から
お話をお聞きし，「日々の授業に返る研究」「全職員に返る研
究」という課題が浮き彫りになりました。来年度に向けて，今
年度の課題を明確にし，あらためて児童に付けたい力を決めだ
していくようにしていきたいと思います。
来年度も参集型やオンライン型，それぞれのよさを生かした研修を考えています。自校にいかせる情報を
共有できる研究主任研修会にしたいと考えていますので，積極的なご参加をよろしくお願いします。

ゾーン訪問を振り返って
教師の力・子どもの力を伸ばす学校づくりへの挑戦！
～ミドルリーダーなど校内の先生方の「やりたい」「考えたい」から始まる～
南信教育事務所だより第７号～第９号では、単元訪問の様子から、各学校の「授業づくりへの挑戦」について紹介
しました。今号では、ゾーン訪問の様子から、校内の先生方が主体となり学校づくりのサイクルを回す「学校づくりへの
挑戦」について紹介します。

１ 研究主任のＡ先生が主体となり、合理的配慮の理解を深めたＫ小学校

チーム会議（ゾーン訪問１回目）

チーム会議

願い：子どもの多様性に着眼した授業づくりをしたい。
決まったこと：
「合理的配慮について理解を深めよう」というテーマで、校内研修を行う。

Ｋ小学校の
学校づくりの
サイクル

Ａ先生

校内研修（ゾーン訪問２回目）
語り合ったこと：「学びにくさのあるそれぞれの子どもに対する支援」

振り返り

図書館や音楽専科の先生が
目にしているＢ児の姿を聞き、
普段目にしているＢ児の姿と
の違いに気付きました。また、
Ｂ児のきょうだいを担任する先
生から見えるきょうだい間の共
通点を知ることもできました。

校内研修

Ｋ小学校の学校づくりのサイクル
は、Ａ先生の願いからスタートしまし
た。校内研修を通して、例えば「何
Ｂ児の担任
をするんだっけ？と聞いてくる子」の
の先生
背景について複数の目で実態を語
り合いました。その中で「授業の流れの提示や手順カードの利用」等の、見通しをもって学習に取り組むことができる状
況づくりを見付けることができ、校内の先生方の合理的配慮についての理解が深まりました。

２ 初任研メンターリーダーのＣ先生が主体となり、初任者の実践力向上を支えたＭ中学校

チーム会議①（ゾーン訪問１回目）

初任者の授業実践・研修

願い：校内のメンターチームの活動を振り返り、
今後の支援の方向を見いだしたい。
決まったこと：初任者の短期の課題を明らかし、初任者が課題解決の
見通しや振り返りを主体的にできるようにする。

チーム会議②（ゾーン訪問２回目）

Ｃ先生が作成し、初任者が使用した
「初任者研修カード」の内容
Ｃ先生

チーム会議

語り合ったこと：「初任者の成長の姿」
初任者の生徒の見方が変わり、
自信が感じられました。

メンターチーム
の先生

Ｍ中学校の
学校づくりの
サイクル

校内研修 △月の課題（ ）
初任者○○先生
・短期課題（
）
・どなたに（
）
・どのような方法で（
）
・どんな指導をお願いするか
（
）
・指導を受けた先生からの
アドバイス
（
）
・メンターリーダーから
（
）
・研修コーディネーターから
（
）

Ｍ中学校の学校づくりのサイクルは、Ｃ先生の願いか
らスタートしました。Ｃ先生は独自の「初任者研修カード」
授業実践・研修
を作成しました。初任者は、月毎に自らの自己課題を
設定し、誰にどのような指導をいただくかを記入します。それを見たＣ先生は、指導をいただく校内の先生とのパイプ役
となり、初任者が授業参観や直接指導により自己課題解決に向かうように校内体制づくりを行いました。カードにするこ
とで、全ての先生と初任者の自己課題を共有することができました。多くの先生が、自分の取組と重ねて初任者の実践
力向上を支えました。
Ｋ小学校やＭ中学校において、ゾーン担当指導主事は、ミドルリーダーの先生の願いをチーム内で共有したり校内
研修の具体的な進め方を考えたりするチーム会議に参加し支援をしました。また、ミドルリーダーが行う校内研修に参
加して、教師の力・子どもの力を伸ばす学校づくりの良さを校内の先生方と共有しました。

令和３年度も、校内の先生方の「やりたい」や「考えたい」から始まる学校づくりへの挑戦について、学校の
５
意向に寄り添いながら、共に考えさせていただきます。必要なとき、必要な場面で学校訪問支援にお伺いします。

R３ 南信教育事務所主催の研修会の予定（※初任研以外）
対象：（諏訪・上伊那）臨時的任用教員
（下 伊 那） 臨時的任用教員・小・中・高・特別支援学校の教員
研 修 会 名
期
日
会
場
５月17日（月）
諏訪合同庁舎
第１回授業づくり研修会
５月18日（火）
伊那合同庁舎
６月22日（火）
伊那合同庁舎
第２回授業づくり研修会
６月25日（金）
諏訪合同庁舎

臨任研

諏
訪
・
上
伊
那

第３回授業づくり研修会
第４回授業づくり研修会

下
伊

教師力ちょっとアップ研修会

那

研究主任研修

伊那合同庁舎（午前）
諏訪合同庁舎（午後）

11月18日（木）

伊那合同庁舎

11月26日（金）

諏訪合同庁舎

５月25日（火）

南信消費生活センター

６月21日（月）

飯田合同庁舎

７月28日（水）

飯田合同庁舎

11月15日（月）

飯田合同庁舎

対象：研究主任，ミドルリーダー等

研修会名
諏

７月29日（木）

研究主任研修会

訪
上
伊
那

研究主任研修会

下
伊
那

研究主任研修会

期日
第１回 ５月14日（金）
第２回 ７月30日（金）
第３回 １月13日（木）
第１回 ５月14日（金）
第２回 ７月28日（水）
第３回 １月14日（金）
第１回 ５月21日（金）
第２回 ７月28日（水）
第３回 １月14日（金）

外国語・国際理解教育

外国籍等児童生徒指導研修会

第１回
第２回

伊那合同庁舎

飯田合同庁舎

期日
会場
６月７日（月）
オンライン
10月７日（木） 飯田市立旭ヶ丘中学校

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
第１回学校人権教育研修・連絡協議会（諏訪・上伊那）
第１回学校・社会人権教育研修・連絡協議会（下伊那）
第２回学校・社会人権教育研修・連絡協議会（下伊那）
第２回学校人権教育連絡協議会（諏訪）
第２回学校人権教育連絡協議会（上伊那）

生徒指導

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。

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

人権教育

会場
茅野市中央公民館
諏訪合同庁舎
諏訪合同庁舎
上伊那教育会館

期日
会場
５月12日（水） 総合教育センター（午前）
６月７日（月）
飯田合同庁舎
10月18日（月）
飯田合同庁舎
11月５日（金） 岡谷市立岡谷東部中学校
11月29日（月） 南箕輪村立南箕輪中学校

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
高校進学説明会「個別学校説明会」（下伊那） 10月22日（金）・25日（月）
高校進学説明会「ほんわか相談会」（上伊那）
11月 ２日（火）
高校進学説明会「ほんわか相談会」 （諏訪）
11月19日（金）
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。

会場
飯田合同庁舎
伊那合同庁舎
諏訪合同庁舎
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