
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

できることから、少しずつ、可能な限り 
                        教育研究所 相談業務統括員  森本 眞左子      

 

4月に着任し、教育相談体制の充実に関わる職責の重さを強く感じています。 

本市の不登校児童生徒数が県や全国平均よりも高いことは以前から課題ですが、8 月に開催された教育相談

講座で、教育相談室の 吉山 宜秀 専門員から「全数割合は全国平均を超えている。しかし、９０日以上の長期欠

席者の割合は、小学校、中学校ともに全国平均よりかなり率が低い」という分析結果が紹介されました。「欠席日数

が１５０日を超えていた生徒が別室登校するようになった」「家庭訪問をして少しずつ勉強を教えながら関係づくり

をし、短い時間であっても登校できるようになった」「別室で過ごしながら、好きな教科は教室で授業を受けるよう

になった」等々の状況が月例報告から読み取れます。ここに至るまでに、朝の登校状況を確認し迎えに行ったり、駐

車場で対応したり、家庭訪問を繰り返したり、保護者や子どもと何度も話し合ったりと、本人の頑張りを支える多く

の先生方のきめ細やかな配慮と粘り強い関わりが伝わってきます。 

適応指導教室「よしぶえ」やホームスタディの活用にあたって行う連携会議の場でも、一人一人に応じて教育相

談担当や管理職の先生方を中心にして学校が懸命に対応してくださっていることを感じます。小学校では別室対応

が難しく、保健室が大きな役割を担っています。養護教諭の先生方の柔軟で細やかな配慮も確かな支援につなが

っています。 

今年度、不登校対策チーム会議では、「日常連携とは異なる担任や担当が変わっても切れ目なく続けることがで

きる『私の学校の不登校対策』の構築」をめざし、具体的な支援策を生み出すケース会議になるよう、各校を訪問

しミニケース会議に参画させていただいています。 

ケース会議の実際を見たうえで、より分析的に効率的に進むよう、本市で長く不登校対策に関わっておられる相

談室の 吉山専門員 が助言してくださっています。私自身も、八幡小学校で３年間、吉山専門員にケース会議の指

導を受けた経験から、不登校対策におけるケース会議の重要性を実感しています。支援目標や支援方法を共有し、

組織として子どもに関わることで的確な支援を生み出せることに加え、ミニケース会議を繰り返しているうちに少し

ずつ会議の質も変わることを実感しました。登校日数が少ない子どものアセスメントは難しく、決してうまくいくこと

ばかりではありませんが、修正しながら積み重ねることの意味は大きいと思います。 

一方で、小学校 6年生から中学校１年生の継続率の増加や、新規の不登校児童生徒の増加が見られます。また、

子育て不安をはじめ、多様な悩みを抱えておられる保護者も増えています。 

教育相談は抱えこんでしまう前に、「つないでいく」ということが重要な鍵となります。市の教育相談室や適応指

導教室「よしぶえ」、そして全国的に見てもまだ珍しいアウトリーチ型のホームスタディ、訪問教育相談員等にタイミ

ングを見計らってつなぐなど、うまく活用していただければと思います。できうる限り、学校を支援したいと思います

ので、躊躇せずご連絡ください。 

今年度の教育委員会のスローガン「つなぐ力、つながる未来」の実現に向け、子どもや保護者、先生方にとって

少しでも利用しやすい相談機関となるよう、関係者とともに工夫・改善していきたいと考えています。 

輝動 
（きどう：子どもが輝き、躍動するまち） 
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              ◆保育・授業力アップ講座 「ネタの種講座」◆ 

講座１：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！ 

講座２：チャレンジ鳥獣人物戯画 

７月２８日(木)  会場：八幡小学校 ７月２８日(木)  会場：八幡小学校 

講師： 八幡小学校 

谷口 美樹 教諭 

講師： 八幡小学校 

塚本 有貴 教諭 

【参加者の感想】 

○単元構想シートや授業ナビシート、マネジメントシートなど、

すぐ生かせる！役立つ！と感じるものを数多くいただけ

たなと思います。教科担任制だと、きっちり単元の構想を

練って向かえる良さがあると思いました。ゴールを児童と

共有して、児童も何のために今この学習をしているか目的

意識をもてるようにしたいです。 

 

 

 

【参加者の感想】 

○自分の授業を振り返ってみると、鑑賞というと「みる」だけに

なってしまっていたが、今日の講座で「みて描く」という鑑賞

の方法もあると分かり、おもしろかった。また、このような

講座があれば参加して学んでいきたい。 

◆教育相談講座◆（全３回） 

「不登校支援対策」 

講座１：不登校の子どもの支援をいかにしていくか 

講座２：データから見る不登校の現状 

講座３：アセスメントと見立てのための視点 

7月２６日(火)・８月２日(火)・９日(火) 

＠桐原っ子ホール・桐原コミュニティセンター 

講師： 本市教育相談室 専門員 吉山 宜秀 先生 

【参加者の感想】 

○細かいデータによる詳しい解説で大変分かりやすかったで

す。学校の努力で、少しでも学校へ足を運ばせること、その継続

がその後に大きく影響することも分かりました。 

○ASD、ADHD、HSPの特性や具体的な子どもの姿をていねい

にお話していただき、参考になりました。一人ひとりの児童の実

態をしっかりと把握して、よりよい支援ができるように心がけてい

きたいと思います。 

 

本講座は、本市教育相談室の専門員である吉

山先生から、不登校の状況を示すデータを基に、

不登校支援のあり方についてお話していただい

ています。 

今年は、データの分析や行動分析の考え方、ま

た発達障害の特性の表れ方やなぜ生じるかの仮

説について具体的な事例を基に、全3 回にわた

り具体的に教えていただきました。 



 

 

              ◆保育・授業力アップ講座 「ネタの種講座」◆ 

講座３：理科を楽しもう！！ 講座４：Let’s enjoy English!! 

８月１日(月)  会場：馬淵小学校  ８月１日(月)  会場：馬淵小学校  

講師：     馬淵小学校 三輪 真幸 教諭 

         島 小学校 佐伯 岳彦 教諭 

講師： 安土小学校 

北畑 千咲子 教諭 

【参加者の感想】 

○理科は準備が大変というイメージをもっていて、なかなか

教材研究に時間を割くことができなかったが、本来実践と

いう体験がで

きるので楽し

いものである

ことを再認識し

た。 

 

【参加者の感想】 

○スモールステップと温かい（楽しい）場づくりの中で、私も苦

手な英語を楽しむことができました。活動に意味をもたせる

一工夫、大変勉強になりました。また、評価の話では、どの教

科も同様に

大切にして

いかないと

いけないと

改めて考え

ることがで

きました。 

 

講座５：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 

講座６：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～ 

８月３日(水)  会場：金田幼稚園 ８月３日(水)  会場：金田幼稚園 

講師： 金田幼稚園 藤池 真実 教諭 

（協力者：金田幼稚園職員） 

講師： 老蘇こども園 北村 友紀 教諭  

（協力者：金田幼稚園職員） 

【参加者の感想】 

○実際に遊ぶことで、子どもの気持ち・立場になって考えるこ

とができて良かったです。また、遊びの中で、たくさんの 

１０の姿があり、 

日々子どもたち 

は「遊びの中で 

の学び」を深め 

ているのだなと 

思いました。 

 

【参加者の感想】 

○十分な量、色々な 

材料が用意してあ 

り、“これを作りた 

い”と思って探しに 

行くと、作りたい物 

の材料を見つける 

ことができました。 

子どもの姿を見通し、準備をしておくことで、子どもたちが 

楽しく作れる環境にしておく大切さを感じました。 

講座７：小中学校における家庭科の授業づくり 講座８：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 

８月４日(木)  会場：金田小学校 ８月４日(木)  会場：金田小学校 

講師： 安土中学校 前川 順子 教頭 講師： 学校教育課 岡本 賢治 指導主事  

【参加者の感想】 

○家庭科の授業の流れや相手意識をもって学習することな

ど、「なるほど」と思うことばかりでした。実技を交えなが

らの研修だったので、とても楽しかったです。２学期からの

授業がとても楽しみになりました。 

【参加者の感想】 

○初めて会った大人同士でも楽しく活動できて、どんな動きや 

言葉かけが大切なのかを学ぶことができてよかったです。 

本だけでは分かりにくいのもあるので、実際にしてみるの 

が大切だと思いました。 

 



 

 

８月１８日（木）に開催された教育重点取組研修会。 

今年度の重点である読書について、神戸教育短期大学の尾野 

三千代 先生のお話の中で、本には子どもの心の根っこを育てる力

があるとお聴きしました。２学期も、子どもたちが本に親しむ時間が

充実したものになりますように。そして、これから涼しく過ごしやす

い季節です。大人も、“読書の秋”を楽しめたらいいですね。 

 

 

 
【お詫びと訂正】 

令和４年７月号にて、「講座案内」掲載の 

講師所属名に誤りがありました。 

（誤）八幡小学校 北畑 千咲子 先生 

（正）安土小学校 北畑 千咲子 先生 

お詫びして訂正いたします。申し訳ありませんでした。 

              ◆保育・授業力アップ講座 「ネタの種講座」◆ 

講座９：「わたしたちの近江八幡」を使った社会科授業の 

つくり方 

講座１０：読書を通して子どもたちと楽しもう！学ぼう！ 

本と子どもを繋げるコツを大公開 

８月２３日(火)  会場：岡山小学校 ８月２３日(火)  会場：岡山小学校 

講師： 岡山小学校 

石垣 雅也 教諭 

講師： ブックトーク研究会 ぶっくあい 市島 恵子 氏 

          生涯学習課        国本 遼太 指導主事 

【参加者の感想】 

○わた八を見れば見るほど奥が深く、まとめ方や問いかけな

ど、全てに意味があり、１学期の授業の反省するところばか

りでした。見方・考え方を意識して、２学期の授業に生かして

いきたいです。 

 

 

【参加者の感想】 

 

 

 

 

 

 

 

○本の持つ力について、短時間の中でたくさん教えていただく 

ことができました。アニマシオン７５の方法、やってみたいな 

と思いました。今年の重点に読書があがっているので今日教 

えていただいたことを参考に学校で検討していきたいと思い 

ます。 

講座11：MESH を使ったプログラミング学習  
講座１２：ブラック BOX をつくろう 

算数科の教材づくり  

８月２４日(水)  会場：金田小学校 ８月２４日(水)  会場：金田小学校 

講師： 学校教育課 尾本 康暢 指導主事 講師： 学校教育課 西川 剛史 課長補佐 

             松本 猛   指導主事 

【参加者の感想】 

○6 年生で使うことを知り、受講させていただきました。簡単

な操作で様々なことができ、大変おどろきました。子ども

に戻った気分で楽しませていただきました。使い方を工夫

するだけで、授業の幅が大きく広がると思いました。 

 

 

 

【参加者の感想】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○算数の関係の考え方につながるブラックBOXを作れて、楽し

みながら制作できた。教師が楽しんでつくったものは、子ども

たちも楽しんで理解できるはずだと思う。 

講師をしてくださった先生方、ありがとうございました。 


