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東信教育事務所長 挨拶
「一人ひとりの成長を願って」
東信教育事務所 所長 伝田 隆
平成 30 年４月に赴任してからの二年間で、東信地域の小中学校計 72 校を、
主幹指導主事とともに学校訪問させていただきました。日々の業務でお忙し
いなか、校長先生から学校運営について丁寧なご説明をいただき、教頭先生
のご案内のもと、先生方の授業を見学させていただきました。黒板とチョー
ク、机とイスに教科書という組み合わせは昔と変わらずそのままでしたが、
数人のグループに分かれ、友人と議論しながらグループとしての意見をまと
め、発表するという、対話を重視した授業風景に時代の変化を感じたところ
です。
小学校低学年のまだあどけない、とてもにぎやかな授業風景や、中学生の
一見大人びていながらも、どことなくこどもらしさを残した立ち振る舞いな
どを目にしながら、自分の小中学校時代のことを懐かしく思い出したりもし
ました。60 年生きてきた中で、わずか９年だけの「義務教育の時間」が、自
身の「人生の土台」となっていることを改めて実感した次第です。
最近、「社会思想の歴史」（坂本達哉 著）という本を読みながら、現実社
会の中で、人間はどう生きていくべきなのかについて考えさせられるところ
がありました。基本的人権の思想に裏打ちされた議会制民主主義と、科学技
術の進歩をベースに、より多くの人々を豊かにしてきた資本主義経済システ
ムは、私たちがこれまでに知る「相対的」にはベストな制度ではあります
が、決して完全無欠ではなく、大きな欠陥を包含しています。事実、福祉国
家を標榜する大きな政府は巨額の財政赤字にあえぎ、富の集中による経済格
差は拡大しています。私は、学校訪問で触れ合うことのできた児童生徒が、
授業を通じて知識と実行力を着実に積み上げながら、やがては、これからの
社会のありようをより良いものに変えていく行動主体としての「自由な個
人」に成長してくれるという、勝手な夢を思い描いているのです。
「『学び』の力で未来を拓き、夢を実現する人づくり」を基本理念とす
る、「第３次長野県教育振興基本計画」も、新年度から三年目となります。
東信教育事務所では、この基本理念のもと、「すべては子どもたちの笑顔の
ために」を常に忘れることなく、これからも、皆様のニーズに的確に応え、
支援ができるよう努めてまいりますので、引き続きのご理解とご支援をよろ
しくお願いします。本年度の東信教育事務所の諸事業に対する、ご理解とご
協力に心より感謝を申し上げ、最終号のあいさつとさせていただきます。大
変ありがとうございました。

東信教育事務所だより「響」
学校教育課長 挨拶
森泉

雄二

学校にとって最も大切な卒業式を迎えます。様々な制約のある中、卒業生
への思いが溢れる式をみんなの力で創り上げられていることでしょう。
さて本年度、学校教育課では、単元訪問・ゾーン訪問など、のべ約 900 回
の学校訪問を通して、学校のニーズに応じた継続的な支援に心掛けてまいり
ました。研究主任との懇談を大切に考えてきましたが、十分な関わりができ
たか心配なところです。次年度は、より具体的な提案をしながら各校の研究
推進を後押しできるよう努めてまいります。
また、研究主任１，２年目の先生とは「ゾーン訪問」で研究推進について
一緒に考えさせてください。初任や講師、育休明けの先生といった授業づく
り・学級づくりに不安を抱える先生とは、「単元訪問」で一緒に授業づくり
について考えさせてください。さらに、単にコンパクトに授業研究するので
なく、じっくりと授業改善を図りたい時は、「その他の訪問」で、多くの学
級を訪問し、ゆっくり話をさせてください。
本年度、第９号までの事務所だより「響」を発信しました。学校訪問や研
修会等の情報提供から学校づくり・授業改善の取組、先生同士の絆をつない
でいく紙面づくりを目指しましたが、いかがだったでしょうか。より活用い
ただける紙面を目指し、改良を重ねてまいります。ご愛読いただき、ありが
とうございました。

生涯学習課長 挨拶
白鳥

郷史

生涯学習課では、『生涯を通じた「学び」と「育ち」の環境づくり』をテ
ーマに学校訪問、出前講座、研修会を行って参りました。
「人と人がつながれば全ての課題が解決できる」「誰にでも居場所と出番
がある」そんな地域のコミュニティースクールは、子どもを中心によりよい
教育活動を行うツールとして、地域の方々や保護者の当事者意識につながり
始めています。企業、福祉施設、地区自治会の三者が集い、スポーツを通じ
て交流しながら、災害時の避難行動を確認する取組がなされました。人権三
法（障がい者差別解消法、ヘイトスピーチ解消法、部落差別解消推進法）に
ついて、多くの方々と共に学び合いました。
来年度も、誰もが生涯を通じた学びと育ちを目指す環境づくりに向けた事
業を進めてまいります。引き続きのご理解、ご協力をよろしくお願い致しま
す。１年間どうもありがとうございました。
が
お
え

今年度、「響」では、授業の様子や研究への取組、学校で生かせる内容、
先生方に知っていただきたい内容などを号ごとにテーマを設定し、特集を組
みながら発信しました。「日報の裏面に印刷した」「各校の研究の工夫が分
かる」などの声をいただき、大変励みになりました。来年度も資質・能力を
育成するための授業づくり、生涯にわたる学び等について、“つなぐ・つな
がる紙面づくり“を通して先生方にお伝えできればと思います。ご支援・ご
愛読をお願いいたします。

東信教育事務所だより「響」

すべては子どもたちの笑顔のために
ご案内
令和２年度
学校教育課
主な研修会
・事業

各校の研究推進を進めるために具体的な手
まずは参加してみてください！教科別分科会、そこから新たな一歩が始まります
◆ 研究主任研修会 ◆
立てが見える研修会を考えています！

他校の情報を得ながら、自校の研究推進・授業改善を進めるリーダーに！

他校の情報を得ながら、自校の研究推進・授業改善を進めるリーダーに！

各回の研修会では、テーマ別や同規模校でグループをつくり、小・中学
校間や他地区の学校間での情報交換の場を設けます。
第１回 (5/21)： 「取組の具体化と方策の見通しをもつ」
第２回 (8/28)： 「全国学調の結果をどのように授業改善に生かすか」
第３回 (2/ 4)： 「他校の実践に学ぶ」

◆ 英語教育 ◆

実践や演習を通して語り合い、これからの英語
教育について考え合います！

専門性を磨き、授業や評価のあり方を各校での実践につなげてください
対象

３つの
『UP』 を大切
に，つなぎ・つ
ながる訪問や研
修会にしていき
ます！
BACK UP
～支える～

研修名

小学校英語専科教員

小学校専科教員研修(悉皆)

小学校中学年希望者

教材活用研修

小学校高学年希望者

教科書活用研修

中学校希望者

テスト改善・補助教材活用研修

中学校希望者

テスト改善研修

◆ 授業づくり学級づくり研修会 ◆

期日
4/21 午後
7/30 午前
7/31 午前
7/30 午前
1/28 午後
5/22 午後
7/31 午後
1/19 午後

参加される先生方のニーズに
応える研修にします！

まずは参加してみてください！教科別分科会、そこから新たな一歩が始まります
第 1 回：5/18

第 2 回：8/21

第 3 回：11/16

第 4 回：1/29

○仲間と意見交換しながら、授業づくり・学級づくりの基本を学びます。
○全体研修では、信州型 UD カードを使った意見交換も取り入れます。
○保健指導の分科会も設けます。

FOLLOW UP
～補強する～

GROW UP
～育てる～

◆ 学校訪問支援 ◆

子どもたちの資質・能力の育成のための授業づ
くり、学校づくりを支援します。

授業が変われば、子どもが変わる そんな学校づくりの支援をします！
【単元訪問】
教科担当による、単元構想からかかわる、授業づくりの複数回訪問
単元・授業構想から懇談し、授業改善の支援をし、得られた成果や課題
を学校全体につなげていく支援をします。
【ゾーン訪問】
ゾーン担当による、学校づくりのニーズに応え研究主任も支援する訪問
研究主任との懇談や、信州型ＵＤの推進に係る授業参観や研修会への参
加など、目指す学校づくりを支援します。

令和２年度

東信教育事務所 生涯学習課

社

会

教

育

子どもが育つ地域共育フォーラム（兼 学社連携・協働意見交換会）
１０月２１日（水）東御市中央公民館 「人とつながる」「家庭とつながる」「学校とつながる」「地域
とつながる」
。
【つながる】をキーワードに講演会と分科会を行います。【つながる】ことの大切さや意味を、
参加者みなさんと分かち合えるようなフォーラムにしていきたいと考えています。

学校支援コーディネーター研修会

１２月７日（月）東信教育事務所

※日程変更

今回は各学校で活躍されているコーディネーターのレベルアップとなるような特別な企画となります。コ
ーディネーターの方をはじめ、運営委員会・学校運営協議会の方にも参加していただくことで、学校と地域
をつなぐ担い手の方が皆さんの地域に増え、地域学校協働活動がさらに進んでいくことを支援していきます。

生涯スポーツ振興
東信地区クラブネットワークアクション

９月４日（金）東信教育事務所

総合型地域スポーツクラブが、地域のスポーツ振興をしていく上での課題解決に向けた研
修や情報交換を行います。子どもたちのスポーツ環境を整えていく為にはどのような連携
ができるのか、学校を中心とした地域のスポーツ振興をみなさんと一緒に考えます。

東信地区スポーツ指導者連携会議 １０月３０日（金）東信教育事務所
東京オリンピック、パラリンピックを一過性のイベントとせず、障がい者スポーツをいつ
でもどこでも誰とでも楽しめるスポーツとする為に、学校や行政、地域のスポーツ指導関
係者が一堂に集い、情報交換や連携を図ります。

社会人権教育
東信地区人権教育研修会

６月２５日（木）佐久市佐久平交流センター

全体講演はアイヌの人々の人権として二川舞香さんをお招きします。分科会は、同和問題、高齢者、
障がい者、性的マイノリティ、外国人、人権ワークショップを予定しています。

東信地区人権教育スキルアップ講座

７月２８日（火）御代田町（第１回）
９月１６日（水）上田市 （第２回）

７月は、御代田町にある「まちの縁側なから」にて子どもの居場所づくりに関わる現地研修を行います。
９月は、高齢者に関わる取組の見学を上田市内で行います。

人権教育リーダー研修会

８月４日（火）

松本合同庁舎

学校と地域の人権教育担当者が一堂に集い、課題解決に取組む人権リーダーの指導力向上を目指します。

出前講座・学校訪問

通年 各学校へ出向きます

社 会 教 育：ＣＳに関する出前講座を学校の要望に応じて実施します。また、ＣＳの取組の良さを共有
するために学校訪問をします。
生涯スポーツ：運動あそびや体つくり運動、体力・運動能力向上に関する実技指導、職員研修・親子レク
ＰＴＡ研修・部活動運営委員会等、学校の要望にお応えして出前講座します。
社会人権教育：様々な人権課題に関する研修や参加体験型の人権学習、職員研修・ＰＴＡ研修等、
出前講座を学校の要望に応じて実施します。

