
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夏季休業中には，県内外でたくさんの研修会が開かれましたが，笛吹市では８月４日（金）に教育協議会が教育

研究セミナー（講演会）を開催し，市内教職員全員が３つの分科会に分かれて研修を深めました。以下，それぞれの分

科会の様子について，簡単に紹介いたします。 

 講 演 会 の 主 な 内 容 と 様 子 

第
一
分
科
会 

第１分科会は，横浜国立大学名誉教授の髙木展

郞先生を講師に，「これからの時代に求められ

る『資質・能力』・授業改善～具体的な実践

から学ぶ～」と題した講演が開催されました。 

 中教審教育課程部会の委員として新学習指導

要領の作成に深く関わってきた髙木展郞先生

からは「日本の未来を担う子供たちに育む

べき学力」と「これから求められる『チー

ム学校』の具体的な取組の授業づくり」につい

て，より具体的な事例を通したお話があり

ました。中でも，小学校６年間，中学校３年間

で育てるという意識と全教職員で教育活動を行

っていく必要性を再認識することができました。 

第
二
分
科
会 

第２分科会は，元一宮北小学校校長の齊藤文栄先

生による「子どもたちへの平和な世界を～私の平

和教育実践より～」と題した講演でした。 

齊藤先生から「38年間の教師生活の中で，いつ

も大切にしてきた『平和教育』とはどんなもの

なのか，先輩方から語り継がれた教えや数々の

実践について，熱い思いが語られました。今，

平和が脅かされ，尊い子供の命が奪われている

この時代だからこそ，子供たちに伝えていかな

ければならないことがあります。子供たちの前

に立つわたしたちができることについて，一人

一人が改めて真摯に考える機会となりました。  

第
三
分
科
会 

第３分科会は，市内小中学校の保護者にも参加

を呼びかける「地域開放講座」として，鈴木秀彰

先生（御坂町福光園寺住職，理学療法士，心理カ

ウンセラー ）より「あなたが機嫌良く幸せに

過ごすために」とのお話を拝聴しました。  

 笑顔で人と接する“わげんせ”という仏教の教

えの基，「毎日を生き生きと幸せに過ごすにはど

うしたらよいのか」について，楽しい演習を交え

ての講演となりました。家庭でも職場でも，みん

な人と人とのつながりの中で生きています。支え

合いながら生活していることを実感すると共に，

こころとからだの調和を保ちながら生活してい

く大切さについて学ぶことができました。 
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◇◆初任者研修企業等体験研修◆◇ 
今年度も８月４日（金）に初任者研修の一つ，企業等体験

研修が甲州市勝沼町菱山の（有）ぶとうばたけ・菱山中央醸

造（有）において行われました。 

この研修の趣旨は，①企業の体験研修を通じて広く職業や

社会に対する認識をもち職業人としての自覚をさらに高める

こと，②峡東地域の産業としての果樹栽培の状況や現場を実

際に体験してふれることにより教材にいかしていくことや地

域と教育の関連性などについて実践的な研修をすること，の

２点でした。 

研修では，「青デラの収穫作業」「手入れ」という作業体験

とともに，併設されている醸造蔵を見学させて頂いたり，『農

業から教育を学ぶ』という演題のお話を聞かせていただいた

りしました。本年度は採用も増え，初任者３２名の参加と，

昨年より大幅に増えました。慣れない作業で疲れている様子もありましたが，普段の生活やこれまでの歩みからは

見られなかった面や，感じられなかったことに接することができていたようです。初任者の今後の教師としての生

活や視野を幅広いものにしてくれた研修でした。講師を務めて下さった三森ご夫妻様には，忙しい時期に入ってき

ている中にもかかわらず，作業体験をさせていただいたり，貴重なお話をお聴かせいただいたりと大変お世話にな

りました。本当にありがとうございました。 

◇◆甲州市「確かな学力」育成プロジェクト学習会のお知らせ◆◇ 

はぐくみ №89（平成 29 年７月 10 日発行）でお伝えしました甲州市「確かな学力」育成プロジェクト学習会

ですが，今回は次の内容で開催されます。 

〇 日 時 ：平成２９年１０月１８日（水）１４：００～＜受付１３：４０～＞ 

〇 場 所 ：甲州市立塩山北小学校 体育館 

〇 講 師 ：筑波大学附属小学校教諭 盛山隆雄 先生 

       明星学苑 教育支援室長・明星大学客員教授 細水保宏 先生 

〇 内 容 ：（１）６年算数公開授業（塩山北小学校児童：盛山先生） 

       （２）授業研究会「子供たちが意欲を持って取り組むことができる授業づくり」（仮題） 

           盛山先生，細水先生，甲州市の先生方によるディスカッション 

 〇 参加申込：甲州市教育委員会教育総務課（℡：0553-32-1412）那須指導主事まで 

 

◇◆指導主事学校訪問要請 １０月◆◇ 
月 日 　学　校　名 形態 教科等 学年 研究内容等
10 5 甲州市立神金小学校 研究授業 外国語活動 ５年 「アルファベットの大文字の読み方,書き方に慣れ親しむ」
10 6 笛吹市立一宮南小学校 研究授業 国語 １年 海の生き物カードをつくろう
10 6 笛吹市立石和北小学校 研究授業 特別活動 ３年 学級活動　　みんなの力でよりよいクラスをつくろう　～わくわくスター大作戦～
10 11 甲州市立塩山中学校 研究授業 道徳 ２年 集団生活での協力[（Ｃ－15)集団生活の向上]
10 11 山梨市立加納岩小学校 研究授業 算数 ６年 形が同じで大きさがちがう図形を調べよう
10 11 甲州市立菱山小学校 研究授業 社会 ４年 昔から今へと続くまちづくり　～ぶどう・ワインづくりの発展に尽くした先人の働き～
10 11 笛吹市立御坂西小学校 研究授業 算数 ３年 算数科「はしたの数」
10 11 笛吹市立石和東小学校 研究授業 社会 ５年 大単元「工業生産を支える人々」　小単元「自動車づくりにはげむ人々」
10 13 甲州市立塩山南小学校 研究授業 道徳 ４年 題材名「心と心のあく手」
10 13 笛吹市立一宮中学校 研究授業 社会 １年 世界の諸地域
10 16 笛吹市立御坂西小学校 その他 道徳 ２年 指導案検討，及び，「特別の教科　道徳」 本実施に向けた授業づくりについて
10 16 笛吹市立御坂東小学校 研究授業 総合的な学習の時間 ３年 地域のお年寄りとの交流をしよう
10 16 笛吹市立春日居小学校 研究授業 国語 ２年 音読発表会をしよう　「お手紙」
10 18 山梨市立日川小学校 研究授業 算数 ５年 分数をもっとくわしく調べよう
10 18 山梨市立山梨小学校 研究授業 算数 ５年 分数のたし算とひき算　「分数をもっとくわしく調べよう」
10 18 山梨市立岩手小学校 研究授業 国語 ２年 お手紙
10 18 山梨市立山梨南中学校 研究授業 理科 １年 物質のすがた
10 18 笛吹市立一宮北小学校 研究授業 生活 １年 「秋とあそぼう」
10 18 笛吹市立境川小学校 研究授業 算数 ４年 「広さを調べよう」
10 18 笛吹市立境川小学校 研究授業 特別活動 １年 えがおいっぱいのクラスをつくろう
10 18 笛吹市立石和中学校 研究授業 社会 ２年 「東北地方」～東北地方の気候，「やませ」が吹く理由とその影響～
10 18 笛吹市立石和中学校 研究授業 理科 ２年 「電流とその利用」
10 20 山梨市立日下部小学校 研究授業 算数 ４年 計算のきまり
10 20 甲州市立大和中学校 研究授業 国語 １年 国語　矛盾
10 20 甲州市立東雲小学校 研究授業 算数 ３年 かけ算の筆算としかたを考えよう　　　　　かけ算の筆算（１）
10 23 笛吹市立御坂中学校 研究授業 道徳 １年 道徳　「郷土の伝統と文化の尊重」　
10 23 笛吹市立石和南小学校 研究授業 特別活動 ４年 学級活動：第２回スマイルタイム「目指す学級にするために」
10 25 山梨市立笛川小学校 研究授業 道徳 ２年 たすけ合う友だち　２－（３）友情・信頼，助け合い
10 25 山梨市立八幡小学校 研究授業 算数 ３年 時刻と時間（活用学習）
10 25 甲州市立松里中学校 研究授業 社会 １年 第３章　世界の諸地域（進度によって州が決まります）
10 25 甲州市立勝沼小学校 研究授業 算数 ３年 小数　「はしたの大きさの表し方を考えよう」
10 25 甲州市立大藤小，神金小，玉宮小 研究授業 道徳 ６年 主題名「働くことの意義」C-14勤労・公共の精神 　資料名「カメラマンの選択」
10 27 甲州市立井尻小学校 研究授業 社会 ５年 自動車づくりにはげむ人々


