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ＡＫＢ総選挙 
土岐市教育研究所長   本 多  直 也  

先日ＡＫＢ総選挙がＴＶ放映されていました。

その視聴率はかなりのものだったとか。 
この総選挙の注目度が高いのは、今までその道

のプロの方が歌唱力や表現力等を総合的に判断し

てタレントの発掘やプロモーションをしていたこ

とを、ファンの投票によりその仕組みをつくった

ということです。 
この総選挙が始まった時、第一位に選ばれたタ

レントは 
「プロデユーサーにセンターで歌えといわれても、

どうして自分だろうという不安があった。でも

ファンに選んでもらってここにいてもいいと

思った。」 
とコメントを出しています。 
 裏を返せば、アイドルグループを全国に名を広

める神的存在のプロデユーサーからの評価であっ

ても、アイドルの絶対的自信になっていないとい 

うことです。逆に根拠のない評価がかえって不安

にさせているともいえます。 
教師は子どもの学習や生活の状況を把握し、認

め励ましています。「先生からの一言で私はかわっ

た！」ということは今でもありますが、ＡＫＢ総

選挙と重ねても、以前より自分のよりどころとし

て教師の言葉を受け止めることは少なくなってい

るような気がします。それは、教師の指導力では

なく、世の中の価値観の多様化がそのように感じ

させ、その変化を子どもたちは大人よりも敏感に

とらえていると思います。教師よりも自分と同じ

立場や年代にいる他者の評価にすがることで、自

らの選択の客観性を担保しようとしているのです。 
 「いいね！」 
他者からのコメントで安心する心がどんどん

大きくなっているのではないでしょうか。 
（参考資料 「日本教育」 筑波大学 土井隆義） 
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【はじめに】 

〇今年度の園長会について  

今年度、新たに３人の園長を迎え、男性５名、

女性２名の体制で園長会が出発しました。この今

までにない体制をチャンスとして、7 園の園長の

それぞれの持ち味を生かし、笑顔あふれる幼児教

育を進め、幼稚園経営をしていきたいと思ってい

ます。 
 

【幼児教育とは何でしょうか】 

今年度、子ども・子育て新制度が施行され、幼

稚園では預かり保育の長時間保育や、職員の人員

不足など課題が山積みです。また、社会環境では、

家庭や地域社会の教育力の低下が顕著となり、子

育て中の母親の孤立や負担感も増加しています。

だからこそ、笑顔あふれる幼児教育は大切です。

そしてどんなに制度が変わっても、今まで大切に

してきた基本的な教育をしっかりと位置づけ、子

ども達のために、また、これからの先生達のため

にも何が教育に必要なのかを伝えていくことが私

達園長の責任ではないかと思っています。 
 

〇幼児期における教育の重要性について 

 人の一生において、幼児期は、生涯にわたる人

間形成の基礎が培われる極めて重要な時期です。 
 また、幼児期は、知的・感情的な面でも、人間

関係の面でも、日々急速に成長する時期です。 
この時期に発達を助長する好ましい経験を十

分に行わせることは、将来、人間として充実した

生活を送る上でとても大切なことです。 
 

〇幼児期に発達を助長する好ましい経験とは

どんな事なのか。２つの点を考えてみました。 

①幼児期は身体運動の充実期です。身体を動かし

夢中になって遊ぶことです。夢中になって遊ぶ

ことは、いろいろなことに興味・関心を示し、

意欲的に笑顔で生き生きと遊びます。 
また、夢中になって遊ぶことは、友達関係が広  

 
 
 
 
 
 
 
 

がり、友達のよさや友達と関わる楽しさやルー

ルを知り、「共生力」「自己実現力」を身に付け

ていきます。 
②幼児期は基本的生活習慣の自立をする時期です。

自分で考え、自分でできることを一つ一つ増や

して自信をもち、「自立力」を身に付けていき

ます。そのためには、幼児期に好ましい経験が

できる教育（環境・援助）をしていき、心豊か

でたくましい子どもに育てていきたいと思っ

ています。 
 
〇幼児にとって幼児教育とは何か 

幼児が生活するすべてが教育です。 
具体的に言えば、 
＊幼稚園（保育園）における教育 
＊家庭における教育 
＊地域社会における教育 

が幼児教育だと思います。だから、私達は、幼

児に関わるすべてに、連携、つながりをつくって

いき、大切にしていかなければいけないと思って

います。そうしたつながり、連携をしていくこと

が、笑顔あふれる幼稚園経営になっていくのだと

思います。 
そのためにも基本的なこと 
〇あいさつをする 
〇話を聞く（自分の思いが言える） 
〇命を大切にすること 

今、子ども達に身に付けさせていくことを基本

的なこととして、毎日継続して伝え、 
子ども達が自分の力として 
身に付け育ってくれたらと願います。 
 
子ども達に愛を 

保護者に誠意を 

仕事に情熱を 

りんごの木 幼稚園園長  
柴田愛子さんの言葉より 

～笑顔あふれる幼児教育～ 
      泉小学校附属幼稚園 園長 渡辺伊津子 

 



 
 
 
      

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
先日、第１回学力向上推進委員会が開催され、

土岐市内各校のミドルリーダーの先生方が集まら

れました。『学力向上推進委員』という立場から、

数名の方に各校の様子を伺いました。お話から、

今現在の構えや各校の取組等を聞かせていただき、

各々の意識の高さを感じました。やはり、世の中

の動きに対応していくべく学力向上の校務分掌を

任された先生方でした。 
 駄知小学校でもこの春から、様々な取組に挑戦

しています。４月は、全国学力・学習調査の自校

採点や昨年度実施された県学習状況調査の問題を

実際に教職員で見て、自校の児童の正答率の高い

問題、または正答率が低い問題等を確認しました。

５月は、４月作成してきた指導改善プランの確認

や今後の実践について研修しました。また、今現

在は、家庭学習についての実態調査も実施し、傾

向をつかんでいます。各校でも同様の取組が開始

されてきたところだと思います。そこで、リーダ

ーのみなさんや各学校にまずお願いしたいことは、

教職員の『共通理解』です。「児童生徒に力をつけ

る」「力をつけることは、学校・教職員の責務」と

いったことを一部の教師が理解をしている…とい

ったことでなく、全教職員の共通理解の基、各校

での取組を実施していく必要があります。どの児

童生徒にも本当に力をつけていくためには、当た

り前のことですが、学校が組織として責任をもち 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
継続した授業改善等の取組が必要です。日々の授 
業の在り方・取組の『共通理解』を常に図ること

が、今一番大切なことではないでしょうか。児童

生徒の実態を把握した地道な日々の努力こそが必

要で、それらを実施しながら検証していく…。こ

のようなことを繰り返しながら、それぞれの教職

員の「やる気」「アイディア」を生かしながら、実

践していきたいものです。この推進委員の先生方

は、校長先生をはじめ管理職の先生方に支えてい

ただきながら、各校の動きを具体的に創り出して

いく、自動車でいえば「エンジン」の役割を担っ

ていただくことになります。すでに動きを開始し

ているところが多いかと思いますが、『共通理解』

『共通行動』で「学力向上」に挑戦していきたい

ものです。 
さて、本年度より土岐市では独自にこの委員会

が開催されます。県・東濃教育事務所でもこうい

った研修会が開催されます。しかし、この委員会

の開催の意義は大きく、“土岐市として”の「学力

向上」をねらっています。この研修は、２年計画

で立ち上がっています。本年度は、特に NRT・
Q-U アンケート等の生かし方、分析の仕方の研修、

市内の各校の取組の交流、先進校の視察などが計

画されています。これからの研修を実りあるもの

とし、各校へ持ち帰りそれを生かし、土岐市の児

童生徒の学力向上をめざしましょう。 

土岐市では、今年度から市学力向上推進委員会を立ち上げました。次頁のように研修を中心として、学

力向上推進委員が調査の分析方法や活用方法を学びます。研修したことは各校に持ち帰り、授業改善サイ

クルを推進していくことをねらいとしています。駄知小学校の石山教頭先生は、市の学力向上を推進して

いくために各校の授業改善や土岐市の取組について指導・助言などを行う学力向上推進リーダーの役割を

担っています。 

 

共通理解の基の学力向上   

                       駄知小学校    石山 文香 

 

 

「確かな学力の育成」に関わって 

平成２７年度学力向上推進委員会の活動より 
 

 
市学力向上推進リーダーより 

 

１ 確かな学力の育成に向けて 

～学力向上推進委員会開催より～ 



２ 土岐市学力向上推進委員の紹介 
 

顧問校長         成瀬 英員 校長 （駄知小） 

市学力向上推進リーダー  石山 文香 教頭 （駄知小） 
 

 道下 容子（土岐津小） 佐々木美樹（下石小） 小栗 博之（妻木小） 

中根のり子（濃南小） 土本 高夫（駄知小） 服部明日香（肥田小） 

西  雅昭（泉小） 廣島由美子（泉西小）  

 横田美奈子（土岐津中） 奥谷 治由（西陵中） 加藤 宏峰（濃南中） 

田中 靖治（駄知中） 柳河瀬 直（肥田中） 西尾  新（泉中） 

 

３ 平成２７年度学力向上推進委員会実施計画 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

児童の目線にたった 

改善方法を学ぼう 
・分析をもとにした指導改善について 
・児童生徒の目線にたった指導改善について 
・授業改善の実践例について 
・力のつく家庭学習について 
そのために学力向上推進委員会では？ 

○授業改善についての講習 
○具体的な実践例の紹介 
○家庭学習の実態調査と分析 

 

学習・学力状況調査等からの 

分析方法を学ぼう 
・学力分析の方法について 
・学力と学習状況などとの関連について 
・学力と授業内容との関連について 
 
そのために学力向上推進委員会では？ 

○ＮＲＴの分析と活用についての講習 
○具体的な分析の実践例の紹介 
○大学との連携についての紹介 

 
 
 

 

 

継続的、連続的な 

授業改善サイクルを学ぼう 
・ＰＤＣＡサイクルについて 
・検証する場について 

そのために学力向上推進委員会では？ 
○ＰＤＣＡサイクルについての講習 
○検証する場の交流 

Ⅰ 研修 

研修したことをいかし、中心になって 

推進していこう！ 
・全職員に対して授業改善プランの共通理解を図る！ 
・全職員による児童生徒への共通指導を図る！ 
・推進力を高める組織の体制を整える！ 
 

Ⅱ 実践 

そのために学力向上推進委員会では？ 
○共通理解、共通指導していくことについての講習 
○各校への指導・助言 

 

今年度の学力向上推進

委員会は、研修を中心と

し、授業改善プランの推

進を支援していきます。 
その中で、土岐市とし

て学力向上のために共通

指導していく重点を次年

度に向けて方向づけてい

きます。 

  

※管外研修を含めて年６回の委員会を予定しています。 

 



 
土岐市 小・中学校 

 

ニューフェイスの紹介 

その１ 
 

 

※今年度、土岐市へ着任

しました新規採用者は

９名です。今月号から２

回に渡って紹介します 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆土岐津小学校   八槇  匠 

          「守破離」恩師からいた 

          だいた大切な言葉です。

師の流儀を習い、励み、 

          他流をも学ぶことを意味 

          しています。赴任先の土

岐津小学校では、自分の

考えをもち、表現できる

子どもが多いと感じてい 

ます。諸先輩の先生方が根気強く、指導されて 

きた賜物であると思います。そんな先生方から 

の教えを学び、晴れて一人前の土岐市の教員と 

なれるよう、日々精進したいと思います。 

 

◆妻木小学校   平野 智帆 

4 月から妻木小学校に

赴任し、慣れ親しんだ土

岐市ですが、初任者とし

て気分新たに毎日を過ご

しています。目まぐるし

く過ぎていく毎日です

が、先輩の先生方に支え

て頂きながら毎日を過ご 
すことができています。先輩の先生方から沢山

のことを学ばせて頂き、それを子どもたちに返

していくことが恩返しだと思っています。元気

いっぱいの 2 年生の子どもたちと共に、自分も

成長していきたいと思います。 

◆駄知小学校   粟野 明子 

元気な子どもたちと過 
ごす毎日は『初めて』の

連続で、本当に充実して

います。大人になってこ

んなに多くの『初めて』

に出会うとは夢にも思わ

ず４月１日から､衝撃     

を受けています。 
これからも、『初めて』を楽しみ、先輩の先生

方の素晴らしい実践をたくさん吸収して、子ど

もたちと一緒に成長できる教師を目指して、

日々を過ごしていきたいと思っています。 
           

◆泉小学校   藤滝 雄申 
出会い。私の腰ほどの

背丈の元気いっぱい２年

生。子どもたちとの生活

が始まって、２カ月が経

ちました。子どもたちは、

やる気いっぱい、笑顔い

っぱいの姿を見せてくれ           

ます。そんな子どもたちと共に学習、生活して

いく中で、教師としての力を高めていきたいと

いう思いが強くなります。多くの先生方から学

ばせていただき、１歩１歩確実にステップアッ

プしていきたいです。 

◆泉西小学校   林﨑 伸吾 

はじめまして。泉西小 
学校に赴任してきまし

た、林﨑伸吾です。土岐

市に勤める職員の一員と

して、地域に貢献できる

よう努めていきます。出

身は岐阜県の関市です。 
関市は刃物づくりを伝統としています。ここ土

岐市も、陶器の町として栄えていると聞きまし

た。子どもたちが地域の良さを知り、自分の住

む地域をもっと好きになれたらと思っていま

す。よろしくお願いします。 
           

 

 

 



「心にひびく言葉」 

『平生往生（平成業成）』（へいぜいおうじょう） 

 
 

    
 
 
 

 
 
 
 

３０年も前、当時の校長先生が、突然私に「保護

者や子どもに『こたえる』とは、どんな文字を書く

といいか？」と尋ねられました。｢『応える』でしょ

うか」と答えますと、顔をほころばせて「そうやな。

『心』があるからな」とおっしゃいました。また、

その校長先生は、｢『平生往生』が大切やぞ｣とも話

してくださいました。 

 「往生の一路は平生に決す」・・・親鸞聖人の「平

生業成」の教えです。人には生きる目的がある。そ

れは生きている時に達成できる。だから早く達成で

きるよう日々努力せよ、というのです。その校長先

生は、私に日々の積み重ねが大切であること。また、

事に当たる際にレディネスが大切であることを教え

てくださったのだと思います。 

 

 教員生活初めての学級懇談会で、未熟な私は、あ 

ることで出席された保護者の方から猛烈な抗議を受

けました。けれどもその窮地を救ってくれたのは子

どもでした。数日後の家庭訪問で、その中心となっ

た保護者の方が、「私が、学校の様子を娘に確かめ

ましたら、『先生は何も悪くないから！』と怒って

部屋を出ました。私たち親が先生のことを話すのを

聞いていて、小さな心を痛めていたのです。今まで

親に逆らったこともない娘のそんな姿を見て、親と

して反省させられました」と丁寧に謝罪されました。 

 日頃、汗まみれになって子どもたちと遊んだり、

たくさん語り合ったりする中で、自然と心のつなが

りができていたのです。子どもに感謝するとともに、

「平生往生」の大切さを改めて感じました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

下石小学校 教頭 大嶋 裕雄 

掲 示 板 
＜土岐市中学校総合体育大会が７月４日（土）～７月５日(日)に開催されます。＞ 

種  目 月 日 開会式 会  場 雨天・警報順延時 

軟式野球 

     決勝戦 

７月４日（土） 

７月５日（日）   

8:00～ 大徳原野球場 

  同 上  

雨・警7/6大徳原 

ソフトボール ７月４日（土） 8:20～ 土岐津中グランド 雨・警7/5 

サッカー ７月４日（土） 8:30～ 駄知中グランド 警・大雨7/5 

バスケットボール ７月４日（土） 8:50～ 泉中学校体育館 警報時7/5 

バレーボール男子 ７月４日（土） 8:30～ 土岐津中学校体育館  警報時7/5 

バレーボール女子 ７月４日（土） 9:00～ 肥田中学校体育館 警報時7/5 

ソフトテニス 

 

７月４日（土） 

７月５日（日） 

8:40～ 総合公園テニスコート 雨・警7/11 

男･女：総合公園 

卓  球 ７月４日（土） 9:00～ セラトピア土岐 警報時7/5 

陸  上 ７月４日（土） 8:30～ 土岐市陸上競技場 警・大雨7/5 

剣  道 ７月５日（日） 9:00～ 駄知中学校体育館 警報時7/6 

中学生が頑張ります。応援お願いします。（雨天で予定が変更になる場合があります） 




