
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今月は「児童虐待防止推進月間」です。これは，急増する児童虐待問題に対する社会的関心の喚起を図ると

ともに，児童虐待防止対策への取組の推進と児童虐待防止のための集中的な広報・啓発活動を行うため，平成

16 年度から 11 月を推進月間と位置づけたことに拠ります。本年 3 月に東京都目黒区で発生した 5 歳(当時)女

児が虐待を受けて亡くなった児童虐待事案も，子どもの命を守ることを何よりも第一に捉え，あらゆる手段を

尽くすことの重要性を再認識させられる事案でありました。 

山梨県においても，今月 13 日(火)に「平成 30 年度 児童虐待防止研修会」を開催したところです。この研

修会では，認定 NPO 法人チャイルドファーストジャパン理事長 山田不二子先生を講師に迎え，具体的な虐

待事例をとおし，地域の関係機関の連携のあり方や虐待への気づきのポイント，子ども及びその家族への適切

な対応方法などについて学び，児童虐待防止への理解を深めることができました。この中で講師が特に強調し

ていたことは次のことでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもたちの掛け替えのない命を守るため，躊躇なく適切な対応が取れるよう心掛けていきましょう。 

 

 

 

 

 

 「若手教員グローアップ事業」アドバンスティーチャー（ＡＴ）による，第Ⅱ期巡回訪問指導に際し

ては，校長面談・校内担当者面談・対象者面談・授業参観等，日程調整や当日の御対応等に御協力いた

だきありがとうございました。 

今後 10年間で県内の教職員の約半数が入れ替わり，ベテラン教員が大勢退職することが見込まれる中，

若手教員の育成が急務であることを踏まえたＯＪＴ（学校内人材育成）の観点から，本年度はこの事業

の中で学校内での職務を通じた若手教員の育成もお願いしているところです。これにつきましても各校

におきまして丁寧に御対応いただきありがとうございました。 

 指導を受けている先生方から提出いただいた研修記録の一部を御紹介します。いずれも抱負に溢れ，

今後の実践が期待される内容です。 

・今の実践に自信をもてるような声かけをたくさんしていただき，これからの実践にも活かしていき 

たいという前向きな気持ちになった。子どもの可能性を信じ，さらにいろんな可能性を引き出せる 

よう，児童理解に努めていきたい。 

・第Ⅲ期は，Ⅱ期で挙げられた課題の解決を目指し，アドバンスティーチャーや校内の先生方の授業 

や学級経営のやり方を参考にしながら，より子どもに寄り添った指導ができるようにしていきたい。 

第Ⅲ期の巡回指導訪問は，年明け 1月 15日からとなります。今後も若い先生方が，目の前の子どもた

ちのために力量を高めていくことができますよう御協力を宜しくお願いいたします。 

は ぐ く み   No.９９ 

平成 30年 11月 21日発行  

http://www.pref.yamanashi.jp/kyoiku-hym/hagukumi.html 

 

 

『学校，児童福祉施設，病院その他児童の福祉に業務上関係のある団体及び学校の教職員，児童福祉

施設の職員，医師，保健師，弁護士その他児童の福祉に職務上関係のある者は，児童虐待の早期発見

に努めなければならない』（児童虐待防止法 第５条 「要保護児童の発見努力義務」） 

『児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は，速やかに，これを市町村，都道府県の設置する

福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村，都道府県の設置する福祉事務所若しく

は児童相談所に通告しなければならない』（児童虐待防止法 第６条 「要保護児童の通告義務」） 



 

 

 

 

 

 今回の「ふるさと山梨」郷土学習コンクールにも，管内の小中学校より多くの応募作品を寄せていただきま

した。各校でのこれまでの取組や御協力に心より感謝申し上げます。本コンクールの実践研究発表大会が１０

月３０日に開催され，大勢の受賞者が表彰されました。（入賞につきましては県ＨＰをご参照願います） 

【小学校】 

  優秀賞〔教育長賞〕  後屋敷小学校３年 岡村 隼 さん   塩山南小学校５年 反田雄一郎さん 

  優良賞〔推進委員長賞〕東雲小学校５年  小林 大敏さん   松里小学校６年  五味 華菜さん 

  学校奨励賞      神金小学校   勝沼小学校   石和東小学校  

石和北小学校  春日居小学校  芦川小学校 

【中学校】 

  大 賞〔知事賞〕   塩山中学校２年  古屋 葵衣さん（林部門） 

  優良賞〔推進委員長賞〕塩山中学校１年  那須友希乃さん（林部門）  

             春日居中学校１年 廣瀬こころさん（山部門） 

             塩山中学校２年  伊藤 朱菜さん（富士山部門） 

学校奨励賞      山梨南中学校  山梨北中学校  笛川中学校  塩山中学校  塩山北中学校 

    松里中学校   勝沼中学校    大和中学校  春日居中学校    

 

管内小中学校の応募数 

【小学校】             【中学校】          【総  数】 １１８２点 

  低・中学年部門  ９４       風部門   １７９     

  高学年部門   １９６       林部門   ３１０    【参加校数】 小学校２９校  

  富士山部門    １９       火部門   １３４           中学校１２校 

   小計     ３０９点      山部門    ６３ 

                    富士山部門 １８７  

                     小計   ８７３点          

 

◇◆11月の要請訪問◆◇ 

 
※要請日の重なりや指導主事の業務の都合から，要請通りにうかがえない場合があります。御理解の程宜しくお願いいたします。 

月　日 学校名 訪問内容 教科 学年 単元・題材，学習内容等
11月2日 日川小学校 研究授業 算数 ５年 図形の角を調べよう
11月2日 境川小学校 研究授業 体育 ４年 跳び箱運動　（初任者研修授業研修会）
11月7日 勝沼中学校 研究授業 英語 １年 Unit7 ブラジルから来たサッカーコーチ
11月7日 日下部小学校 指導案検討 算数 ３年 「まるい形を調べよう」(主体的・対話的で深い学び推進校拡大校内研）
11月7日 塩山北小学校 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」
11月7日 奧野田小学校 研究授業 国語 ５年 理由づけを明確にして説明しよう　グラフや表を用いて書こう
11月7日 山梨南中学校 学習会 道徳 道徳教科化学習会，評価や年間指導計画の作成上の留意点
11月8日 塩山南小学校 研究授業 外国語活動５年 Where is the treasure? We can 1
11月9日 山梨南中学校 研究授業 国語 １年 書写「行書の特徴を知る」（初任者研修授業研修会）

11月12日 岩手小学校 研究授業 図工 3・4年Ｉ made Art Museum 本日オープン！
11月12日 石和南小学校 研究授業 国語 ２年 まとまりに分けて，お話を書こう　「お話のさくしゃになろう」
11月13日 一宮西小学校 研究授業 道徳 ６年 寛容な心（道徳教育研究推進校）
11月13日 一宮西小学校 研究授業 道徳 ４年 友達との信頼ときずな（道徳教育研究推進校）
11月13日 一宮西小学校 研究授業 道徳 １年 みんの役に立ちたい（道徳教育研究推進校）
11月14日 後屋敷小学校 研究授業 道徳 ２年 「素敵な学級」「楽しい学校」　資料名「大なわ大会」
11月14日 勝沼中学校 学習会 ＩＣＴ 先進的なICT環境（edutabや同期型CSCL）の学習会
11月14日 笛川小学校 研究授業 国語 １年 じどう車くらべ
11月14日 勝沼小学校 研究授業 算数 ５年 「比べ方を考えよう（１）」（単位量あたりの大きさ）
11月14日 春日居小学校 研究授業 国語 ３年 れいをあげてせつめいしよう　食べ物のひみつ教えます
11月14日 八代小学校 研究授業 算数 ５年 平行四辺形の面積

11月19日 春日居中学校 指導案検討 国・数 ２年
「表現を見つめて『走れメロス』」
「三角形と四角形」　(主体的・対話的で深い学び推進校拡大校内研）

11月21日 富士見小学校 研究授業 国語 ３年 ３年とうげ
11月26日 御坂東小学校 研究授業 道徳 ３年 国や郷土を愛する
11月26日 石和西小学校 研究授業 国語 ６年 やまなし
11月26日 八代小学校 研究授業 算数 １年 どちらがひろい
11月26日 東雲小学校 研究授業 算数 ５年 図形の角を調べよう
11月28日 一宮南小学校 研究授業 算数 ２年 かけ算

 


