
 

 

 

 

 

 

『つなぐ力 つながる未来』のための 

近江八幡市教育研究所の取組 

教育研究所  所長  森   茂次 

 

校園所での保育・教育活動も３カ月が過ぎました。この２年間できなかった活動が少しずつできるようになってき

ました。市立の学校では、すべての中学校で、泊を伴う修学旅行を２泊３日の行程で行うことができました。小学校

ではすでに１校が終えています。水泳授業も始まりました。感染症対策に気を遣いながら、少しでも子どもたちにと

って実りある保育・学習となるよう工夫してくださっていることに感謝申し上げます。 

 さて、令和４年度の近江八幡市教育行政基本方針等をもとに、教育研究所の３つの役割の中で、特に重点として

いることについてお示しします。 

 

（１）教育研究活動 

就学前施設と小学校との接続が全国的に課題となっており、文部科学省は「架け橋プログラム」としてアプロ 

ーチカリキュラムとスタートカリキュラムの整備に取り組んでいます。本市でも、就学前施設の運営や規模等が多 

様化し、いろいろな施設から小学校に入学している実態があり、子どもの育ちと学びをつなぐ滑らかな接続が実 

現できるように、幼小接続カリキュラム（幼には幼稚園の他、保育所やこども園も含む）の整備が急務となってい 

ます。そこで、昨年に続き、教育研究所の研究員が本テーマで研究を進めており、学校教育課や幼児課とも連携 

し、取組を進めています。 

 

（２）研修・普及活動 

教員免許更新制が、この 7月 1日をもって廃止されることになり、現職の皆さんの免許状は手続きなく有効期 

限のない免許状となります。一方、来年度からは、研修記録を義務付ける新たな研修制度が始まると言われてい 

ます。社会構造が変化し技術革新が進む中、新たな教育課題が生じ、また教員に求められるスキルも変化してお 

り、学び続けるために研修は大切なものであるということに異論はないと考えます。 

しかしながら、現場の働き方改革が急務であり、その一つとして、しっかり休んでいただく手立ても必要です。ま

た、先生方の中に素晴らしい実践をお持ちの方もおられます。互いに学びあえる環境をつくることで質の高い保

育・教育が実現できると思います。 

そこで、今年度から、教職員等全員研修会の持ち方を見直し全員悉皆であったものを変更します。また、保育・

授業力アップ講座「ネタの種講座」には、現場の先生方が講師をしてくださる講座を８講座用意しました。指導主

事も４講座行います。この他、他市の研修も紹介します。このように、研修機会を確保し、主体的に学びを深めてい

ただけるようにします。 

 

（３）教育支援活動 

本市では、不登校児童生徒の在籍割合が、国や県と比較し、多いという課題があります。また、このコロナ禍も

輝動 
（きどう：子どもが輝き、躍動するまち） 
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要因の一つと考えられるが増加傾向にもあります。 

本教育研究所では、教育相談室（電話・面談）や適応指導教室の運営、ホームスタディアドバイザーや訪問教 

育相談員の派遣およびスクールソーシャルワーカーの配置を行っています。その教育支援活動の拠点としてマナ

ビィ（旧南中校舎）があります。そこで、各種の支援活動を、校園所・教育委員会・マナビィが連携しながら、個々

の子どもの実態に応じて効率よく活用できるように、昨年度まで八幡小学校長でありました森本 眞左子先生を

相談業務統括員として配置し、教育相談体制を強化しています。 

また、学校での支援体制を充実させるために、学校でのケース会議に相談業務統括員や臨床心理士等が参

加し、研修の場ともなるような手立てを行っています。 

 

令和４年度の近江八幡市教育行政基本方針のスローガンは「つなぐ力 つながる未来」です。校園所それぞれ

が、また校園所と教育委員会・教育研究所がつながり、子どもたちの輝く豊かな育ちや学びのために、教育研究所

の役割を果たしていきたいと考えています。 

 

【会議・研修事業報告】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

  

 

              

                                            

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

第２回市初任者研修 
日時  ６月２日（木） 

場所  桐原コミュニティセンター 

【教育長の講話を聴いて】 参加者の振り返り 

・私は、教育長の話を聞いて、改めて近江八幡市の教員となったことの責任を強く感

じました。子どもたちが安心して楽しく学校生活を送っていくために、子どもの声を聞

き逃さないように心掛けていきたいと思います。 

・予測困難な社会状況が続く時代を力強く生き抜く子どもたちの成長に少しでも力

になれるよう、全力で向き合い、 

全力で関わっていける教師を目 

指したいと思います。 

 

日時  ４月２６日（火） 

場所  岡山コミュティセンター 

 

不登校対策支援チームの全

体会では、臨床心理士の吉山 

宜秀 専門員より、「問題解決

型ケース会議の進め方」につい

て研修を受けました。子どもの

強みを知り、それを支援に生か

していくことなど、具体的なポイ

ントを教えていただきました。 

第 2回の初任者研修では、はじめに教育長の講話を聴きました。その後、「学校

事務と給与制度等」について、桐原小学校 永野ともこ主任事務主査、赤部大介主

任事務主事より講義を受け、最後は、学校教育課 中村 理恵指導主事による「心

肺蘇生法講習」でした。半日の研修でしたが、実り多い研修になりました。 

【研修を受けて】 参加者の振り返り 

・学校事務と給与制度の話から、学校事務の共同実施について、また

給与明細の見方について理解を深めることができました。事務の方々

が、よりよい学校づくりのために様々な役割を担ってくださっていること

を理解して、日々の指導にあたりたいです。 

・心肺蘇生法講習では、普段のけが等の対応や止血法、心肺蘇生法、

AED の使用方法などについて学びました。講習を受けて、初期の対応

を冷静に正しく行うことが大切だと分かりました。これからプール指導も

入ってきたり、普段の生活でいつ対応したりするか分からないので、定

期的に方法等練習したいです。 

 



         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

積極的なご応募ありがとうございました。 

種別 研究主題 研究者 所属校園 

団体 

心も体ものびのび すくすく 『キラッと輝く金田っ子』 

～幼児が安心して自分を表し、 

園生活を主体的に楽しむようになるためには～ 

〇藤池 真実  

森口 芽久美 

横川 愛実 

金田幼稚園 

個人 情報を関連付けて説明的文章を読むための授業づくり 岩瀬 聖矢 八幡小学校 

個人 
主体的に運動に取り組む子どもを育む体育科授業 

～対話的な活動を取り入れた授業づくり～ 
浦谷 稜河 島小学校 

個人 
「子どもが学びを実感できる」授業づくり 

―めあての言葉の精選を通して― 
山際 萌恵 岡山小学校 

個人 
実生活を振り返りながら進める道徳学習 

―道徳的価値と生活の結び付け― 
伊藤 遥 金田小学校 

団体 
自ら考え学び合い 共に伸びる子の育成 

～自分から みんなと 最後まで～ 

代表 

林 大貴 
桐原小学校 

個人 
ICT機器を用いた社会科の授業づくり 

～児童が楽しく学べる実践方法の探求～ 
川崎 晃 

桐原東 

小学校 

個人 
小学校３年生社会科における消費者教育のあり方 

～自立した消費者の育成に向けた取組～ 
坂本 潤 武佐小学校 

個人 

「器械運動領域―跳び箱運動（遊び）」における 

系統立てた体育科指導の実践 

～「安小体育カード」の開発～ 

平井 至 安土小学校 

個人 
算数科での話し合い活動の充実 

～対話型授業をめざして～ 
田井中 新 老蘇小学校 

団体 
即共有の研究授業 

～ICTを活用した授業参観～ 

代表 

尾﨑 翔太 
八幡中学校 

個人 
説明的文章の読解力を高める教材開発と学習指導の研究 

―独自教材『読書課題ブック』を用いた読解力向上の取組― 
寺澤 哲 

八幡東 

中学校 

個人 タブレットを活用した英語アウトプット活動の充実 川上 順紀 
八幡西 

中学校 

第１回就学前教育協議会
日時   ６月３日（金） 

場所   岡山コミュニティセンター 

令和４年度 教育研究奨励事業の応募者及び研究主題一覧 （順不同・敬称略） 

第１回の就学前教育協議会では、

各校区の担当の先生方から、昨年度

の取組や今年度の予定を報告してい

ただきました。コロナの影響で例年通

りの活動が制限される中、ICTを活用

し、入学前の 5歳児の子どもたちに動

画で小学校の紹介をしたという校区も

あり、工夫して幼小連携・接続の取組

をされていることが分かりました。 



 

☆校園種を問わず、ご参加いただけます。ぜひ、この機会に、新しい経験を積んでいただきたいと思っていま 

す。参加を希望される方は、学校園所を通じて申し込みを行ってください。お待ちしております。 

 

講座名 開催日時・会場 講  師 内容等 

教
育
相
談
講
座 

１ 
７/２６(火)９：３０～１１：３０ 

桐原小学校 桐原っ子ホール 滋賀県 

スクールカウンセラー 

市教育相談室２ 専門員 

吉山 宜秀 氏 

【滋賀県小学校教育研究会 教育相談部会と共催】 

事例発表「近江八幡市の教育相談の現状と課題」 

提案：教育研究所長 森 茂次 

講演「不登校の子どもの支援をいかにしていくか」 

講師：吉山 宜秀 氏 

２ 
８/２(火)10:00～11:30 

桐原コミュニティセンター 

不登校支援対策 

～行動分析の視点から不登校を考える～ 

３ 
８/９(火)10:00～11:30 

桐原コミュニティセンター 

不登校支援対策 

～アセスメントと見立てのための視点～ 

保
育
・授
業
力
ア
ッ
プ
講
座
「
ネ
タ
の
種
講
座
」 

１ 
７/２８(木)１３：２０～１４：３０ 

八幡小学校 
八幡小学校 

谷口 美樹 先生 

授業が変わる！子どもが変わる！ 

２学期に向けてのステップアップ！ 

２ 
７/２８(木)１４：５０～１６：００ 

八幡小学校 
八幡小学校 

塚本 有貴 先生 
チャレンジ鳥獣人物戯画 

３ 
8/１(月)９：20～１０：３０ 

馬淵小学校 理科室 

馬淵小学校 

三輪 真幸 先生 

島小学校 

佐伯 岳彦 先生 

理科を楽しもう！ 

科学の世界の楽しさ、面白さ、「なぜ？」の答えを見つ

けるうれしさを体験しよう。 

４ 
８/１(月)１０：５０～１２:００ 

馬淵小学校 

安土小学校 

北畑 千咲子 先生 
Let’s enjoy English! 

５ 
8/3(水)９：００～１０：１０ 

金田幼稚園 

金田幼稚園 

藤池 真実 先生 

(協力者：金田幼稚園職員) 

素材とであう 小さな科学者 

～みて・ふれて・やってみよう・もっとやってみよう～ 

「泡でたのしむワンダーランド」 

６ 
8/３(水)1０：３０～1１：４０ 

金田幼稚園 

老蘇こども園 

北村 友紀 先生 

(協力者：金田幼稚園職員) 

もの・場・人と関わるごっこあそび 

～やりたい！から始まる お店やさんごっこ～ 

７ 
8/４(木)13:２０～1４:３０ 

金田小学校 

安土中学校 

前川 順子 教頭 
小中学校における家庭科の授業づくり 

８ 
8/４(木)１４：５０～１６：３０ 

金田小学校 多目的ホール 

学校教育課 

岡本 賢治 指導主事 

P．A（プロジェクトアドベンチャー）の手法を使った学

級づくり、集団づくり 

９ 
8/２３(火)13:２０～１４:３０ 

岡山小学校 

岡山小学校 

石垣 雅也 先生 

「わたしたちの近江八幡」を使った 

社会科授業のつくり方 

１０ 
8/２３(火)１４：５０～１６：００ 

岡山小学校 

生涯学習課 

国本 遼太 指導主事 

ブックトーク研究会 

ぶっくあい 

市島 恵子 氏 

読書を通して子どもたちと楽しもう！学ぼう！ 

本と子どもをつなげるコツを大公開 

１１ 
8/２４(水)１３:２０～１４:３０ 

金田小学校 

学校教育課 

尾本 康暢 指導主事 
MESHを使ったプログラミング学習 

１２ 
8/２４(水)１４:５０～１６:００ 

金田小学校 

学校教育課 

西川 剛史 課長補佐 

松本 猛   指導主事 

ブラックBoxをつくろう 算数科の教材づくり 

◆講座案内◆ 夏休みを中心に下記各種講座を開催しますので、ご参加ください。 


