
《「インクルーシブな学校づくり」研修推進事業》

第１回 全体研修会（４月27日実施）

本年度の指定校である松原市立河合小学校、松原東小学校、天美北小学校、松原西小学校より各
校の支援教育の取組みと今後の計画について発表いただきました。この日は、60名を超える参加と
なりました。
梅花女子大学の伊丹先生からは、「インクルーシブな学校づくり」のためにというテーマで、「

インクルーシブ教育の実際」、「ビジョントレーニング」や「アセスメントシート」など具体的な
事例も含めて、心温まるお話をたくさんいただきました。
今年度も、子ども達の関わりで悩んでおられる先生方に一人でも多くインクルーシブ教育の視点

を学んでいただきたいと思います。

今後の指定校研修予定
６月１１日（木）

天美北小学校

６月２４日（水）
松原西小学校

＊詳細は、後日メールで
教頭先生にご案内いたし
ます。
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《授業づくりセミナー小学校国語》（５月2２日実施）

大阪府教育センター 飯野 卓 指導主事を講師に、「単元を貫く言語活動」をテ
ーマに小学校国語の授業づくりセミナーを行いました。
参加していただいた先生方が、子どもたちが取り組む実際に課題に取り組む形で研

修が行われ、明日からの授業づくりに活かせる研修会となりました。

・教師自らやってみる
今回のように、実際に、子どもにさせることを自

らやってみる機会がもてると、何を大事に授業でお
さえ、どんなかく力、活用力をつけるべきかがみえ
てくる気がしました。
そのゴールのパターンを色々紹介してもらえたこ

ともとても参考になりました。
１つの教材をとりあげ、セミナーをしていただけ

るのは、すぐ活用できるので、とってもありがたい
です。模擬授業形式の研修もやっていただけると、
いいと思います。

・「教科書を」ではなく「教科書で」教える
「教科書を」ではなく「教科書で」ということに、
はっとしました。学習したことをさらに活かしてい
くために、本作りをしたり説明文をつくったり、い
ろいろ練って考えていたつもりでしたが、教科書を
学習した思います。
今回、自分で説明文を書いてみて、第３次から授

業のプランを組み立てる意義がよく分かりました。
学校へ戻って、他の先生たちにも返していこうと思
います。ありがとうございました。

・教材を読む必然性
説明文指導では表現とつなげることが大切だと考

えてきました。そして教材文があるからそれを使う
というのではなく、その教材を読む目的、必然性を
もたせなければ単元を貫く言語活動の授業はできな
いなと思いました。

・子どもにつけたい力
「すがたをかえる大豆」という具体的な教材を使っ
て学習活動をどう設定していけばいいのかを考える
ことができ、イメージがしやすかったです。
本文の読み取りをすることにたくさんの時間を費

やしてしまったこともありましたが、「教科書で教
える」という言葉を常に心に置きながら授業を考え
ていくことを大切にしたいと思います。
その単元でつけたい力を自分の中で明確にして、

また、子どもたちが、「自分はこんな力がついた」
と、はっきり分かるようにしたいと思います。

・指導計画の立て方
“単元を貫く言語活動”や“教科書を教えるので

はなく、教科書で教える”というのは、よく言われ
ていて、意識しなければと思いながらも、教科書を
教えてしまっていることがあると反省しました。
その単元で子ども達につけさせたい力は何かを明

確にし、単元のゴールから授業を組み立てていくと
いうことの大切さを改めて感じました。
子ども達が、楽しみながら学べる国語の授業づく

りをこれからも意識して取り組んでいきたいです。

・子ども主体の授業づくり
今２年生でたんぽぽのちえを学習しているのです

が、どうやって進めたら子どもたちにとってよい学
びになるのかと迷いつつも、他の教科や取り組みも
あり、なかなか学年でゆっくり交流することができ
ないなと思っていました。こうして先生に教えても
らったり、教師同士で交流できることはありがたい
と思いました。第3次にゴールを設定することは、
これからの国語の学習を進める上ですごく自分の中
で役に立つと感じました。子どもたちが主体的に活
動できるよう、がんばりたいと思います。

・子どもの視点に立った教材研究
普段の授業の中で子どもたちが楽しいと思える授

業づくりをするための言語活動を学ぶことができた
ので、実践していきたいと思います。「教材を」で
はなく「教材で」を大切にしていきます。
また実際にワーク活動を行った感想としては、大

変難しく、教師側からではなく子ども側の視点にた
った形でいくつかの段階に分けて行っていかなけれ
ばいけないと感じました。

《髙阪教育長 訪問授業》（５月実施）
髙阪教育長が市内４つの小学校の５年生を対象に社会の授業をされました。

「都市の名前を覚えよう」という授業で、５年生のそれぞれのクラスで、子どもたちが意欲的に活動に取

り組み、日本にある約８００の市の中から、教科書に掲載されている市を中心に、地図帳とフラッシュカー

ドを使って学習が進められました。

それぞれの学校に教育長自作のフラッシュカードが贈られ、子どもたちからは、「またやりたい」「もっ

と覚えたい」と前向きな言葉がたくさん聞かれました。

みなさんは以下の市の名前をご存じですか？興味のある方は調べてみてください。

①日本で面積の一番広い都市は何市ですか。

②日本で面積が一番狭い都市は何市ですか。

③大阪で面積が一番狭い都市は何市ですか。

④日本の県庁所在地で、県名と違う都市を１０市あげてください。

平成27年６月４日(木） No.2松原市教育委員会 学校教育部



≪松原市学校管理職（校長）研修会≫（４月２８日）
第一部 澤井市長挨拶

教育長、教育委員会事務局より講話

第二部 (株)幸南食糧 川西 修 会長 より講演

大阪府教育委員会 和田 良彦 教育監より講演

・共感できることが

企業と学校現場との違いはありますが、共感でき
る事が多かった。分かりやすく、身近に感じること
ができた。初任者のニーズがよく分かりました。研
修や日頃の助言に生かしたいと思います。

•リーダーとして何を大切に
組織のリーダーとして

何を大切にしたらいいか、
教えてもらうことがたく
さんありました。初任者

を含め、人材育成、課題
の見とおしが見えました。
最後にリーダーとしての

自分をふりかえることが
でき、肯定的に考えることができました。ありがと
うございました。

•市長の熱意
和田教育監の言葉にあった「先生を好きになるこ

と」については、正にその通りであり、教師は子ど
もにとってあこがれる存在となれるように指導して
いきたいと感じた。…川西氏の「あおいくま」はと
ても参考になり、その通り実践していきたいと感じ
た。市長の熱意には驚き、又話を聞かせていただき
たいと感じた。

・自ら聞いていこう

あいさつとともに、一言評価を加えること大事だ
と思いました。さっそくやっていきたいと思いまし
た。初任者の育成についても、もっと彼らの声を自
ら聞いていこうと強く感じました。

•努力するものは希望を語る

川西会長の「努力するものは希望を語る。努力し
ないものは不満を語る」という言葉が心に残ってい
ます。松原の子どもたちのために努力をしつづけて
いこうと思えた研修会でした。ありがとうございま
した。

４月２８日（火）、市立全小中学校の校長を対象に、管理職研修会を行いました。
冒頭、澤井市長からは、安心安全なまちづくりのためのセーフコミュニティの意義や、職員自ら地域に

入り、スピード感を持った情報発信、情報共有を行い、「松原の未来と、子どもたちのために、市民協働
のまちづくりを共にがんばりましょう！」という熱い激励のメッセージをいただきました。
髙阪教育長からは、教職員がお互いに力量を高めあっていくために必要な「覚えておきたい言葉」とい

うテーマで講話がありました。

午後には、幸南食糧株式会社 川西会長より「職場に笑顔を！職場に活力を！」というテーマで『（Ａ
）明るく・（Ｔ）楽しく・（Ｍ）前向きに（＝ＡＴＭ）』の具体的な会社経営の教訓から、人を育てるリ
ーダーのあり方についてご講演がありました。
最後に大阪府教育委員会 和田教育監より、今の大阪の教育力についての本当に必要なものは何か、そ

のために管理職として必要な資質について講演がありました。
松原の教育、子どもたちのために、行政・教育委員会・学校が気持ちを一つにできた研修会となりまし

た。

組織のリーダーのあり方ばかりでなく、学校園運営を担う教職員一人ひとりの自覚を高める意味でも、
多くの示唆のあるお話が聞けました。校長先生、事務局職員の感想を掲載しますので、日々の業務、学校
園運営に活かしていただければと思います。

・人間関係の大切さ
職場の人間関係の大切さを改めて感じました。

電話対応やあいさつなど相手のことを考えた対応
を心がけたいと思います。

・人に気を配れるリーダー
大きな夢、理念を持ち、

かつ具体的な行動指針を
設定して経営者自らが先
頭をきってやりぬく川西
会長の姿勢に感銘を受け
ました。また成績よりも
社員のがんばりや人に気
を配れるリーダーの育成など悪い子しんどい子を
育ててなんぼという和田教育監のお話と通じる所
があり、人事を担う者として、人材育成に主眼を
おくという点で大変勉強になりました。

・参考になる話が多くあり
参考になる話が多くあり、よかったです。市長

の安心安全への方針は、よくわかってよかったで
す。

・心あたたかい学校づくりにつとめます
一回、改めて自分をふりかえるいい時期となり

ました。あたり前のことをつづります。心あたた
かい学校づくりにつとめます。

・人材育成の具体的な方策が聞けた
人材育成の具体的な方策が聞けた事がとてもよ

かったです。まとめ方や導入の仕方など、研修会
そのもののあり方を勉強させていただきました。

・学校のあり様について考えさせられました
一般から考えた学校のあり様について考えさせ

られました。また、必要な研修を用意する必要性
も感じました。

・現場に生かしていきたい
二人の講師の方とも学びがありました。現場に

生かしていきたいと思いました。

・先生たちと話をしたくなりました
民間の方にお話を聞くのはとてもいい。また

日々におわれるが、大事な提案ありがとうござ
いました。和田教育監のお話は、現場の課題克
服や校長のあり様を考える機会となりました。
早く学校にもどって、若い先生たちと話をした
くなりました。

・生徒に対しても教員に対しても
講演の内容はどちらもよく理解でき、早速取

り入れたいと思います。（生徒に対しても教員
に対しても話せることばかりで）ありがとうご
ざいました。

・私自身も更に研修を重ねて
教員養成について、領域ごとの項目があり、

フローチャート図にして分析することで、自己
の課題について自覚を持つことに大へん効果的
であると思いました。…分析、検証をあらゆる
場面において活用していくことが、必要になっ
てきていることも再確認しました。…重ねて、
私自身も更に研修を重ねて、多くの課題点につ
いて改善、向上が必要であると考えました。

・笑顔で元気にやれたら
講演の内容もよかったが、お二人とも講師の

たたずまいや話し方など、そのものが勉強にな
った。客観的な事業、できごとを大切にして、
具体的に取り組みを設定していきたい。それを
笑顔で元気にやれたら最高だと思います。今日
はありがとうございました。

・元気になる話でした
人を元気にする人、ＡＴＭ・・こちらがすご

く元気になる話でした。また和田教育監の人材
育成、配慮と対話も改めてリーダーに求められ
ていると実感しました。ありがとうございまし
た。

・当たり前のことをやり続ける
川西会長には業種・職種を超え、普遍的に大切

にすべきことをお教えいただきました。「当たり
前のことをやり続けることが一番難しい。しかし
、それをやり続けられる人が一流になる方法であ
る」「リーダーは率先垂範すること」学校マネン
ジメントにとっても人材育成
する上でとても大切な視点で
した。…教育センターとして
多くを占める若手教員の育成
が子どもの成長に直結すると
いうことを忘れず、充実した
研修を実施していかなければと思いました。

・人材育成の具体的な方策
人材育成の具体的な方策が聞けた事がとてもよ

かったです。まとめ方や導入の仕方など、研修会
そのもののあり方を勉強させていただきました。

・人を生かし、育てる学校組織に
学校の教職員の一人ひとりの姿を思いうかべな

がら研修をうけました。人を生かし、育てる学校
組織にしていきたいと前向きな思いにさせて頂き
ました。事務局の皆様、お疲れ様でした。

・元気な人と、人を元気にする人とは違う
川西会長の「元気な人と、人を元気にする人と

は違う」という言葉に共感しました。「ちょっと
言葉を加えて、その人の心に火をつける」という
ことは、それだけその人のことを良く知り、思い
を込めて、伝えることが求められると思います。
又、和田教育監が元校長の言葉を引用し「患者を
治すのが医者の仕事、わるい子を直すのが教師の
仕事」とおっしゃっていましたが、我々公立学校
に勤める者の思い、スピリットを表現した。とて
もいい言葉をもらえたなと思いました。今日の研
修が明日の元気につながると感じました。

評価（４つの観点）

編集後記
今回は、“人材育

成”をテーマに、講
演をしていただきま
した。「人を生かし
育てる学校組織」「
元気な人と、人を元
気にする人とは違う
」「人に気を配れる
リーダー」「努力す
るものは希望を語る
」等々、「公立学校
に勤める…スピリッ
ト」、子どもの前に
立つ教職員のあり方
、また、組織のリー
ダーの有り様につい
て考える、貴重な機
会になりました。

１，本日の研修は、あなたの期待やニーズに
こたえていると思いますか。

２，研修の内容は、理解できたと思い
ますか。

３，研修の内容は、充実していたと思い
ますか。

４，この研修で得たことを、今後の職務
に活かすことができると思いますか。

6月の市教委主催研修会・各種会議予定
６月12日（金）情報教育推進会議 15：45～布忍小学校
６月16日（火）人権教育研修（セクハラパワハラの防止）15：40～ 市役所803会議室
６月22日（月）授業づくりセミナー「小学校算数」15：40～ 市役所803会議室
６月23日（火）2年目研修社会体験研修事前説明会16：15～ 市役所801会議室
６月26日（金）授業づくりセミナー「中学校国語」15：40～ 市役所803会議室

授業づくりセミナー「中学校数学」15：40～ 市役所802会議室
道徳教育研修② 15：45～ 市役所大会議室Ａ

６月29日（月）初任者研修「師範授業」 14：15～ 松原第六中学校


