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自動販売機 
土岐市教育研究所長   本 多  直 也

道を歩くと、至る所に清涼飲料水やお酒、雑誌、

場所によっては、卵のような生鮮食料品に至るまで、

今や商品販売の重要な手段として、自動販売機が置

かれています。 

さて、この自動販売機、コインの投入口に二つの

種類があることにお気づきでしょうか？それは、コイ

ンを“たて”に投入する形式と、“よこ”に投入する形

式があることです。缶コーヒー等を買うために、自動

販売機を利用された方は、横にコインを入れた方が

多かったのではないでしょうか。そして、今ある自動

販売機の大半がコインを横向きに投入しています。 

では、縦型の投入口の自動販売機はどこにあるの

でしょうか。自動販売機の構造からみると、縦にコイ

ンを入れる方式は、コインの回転による遠心力が働き、

コインが早く落ちて識別装置に早く到達します。そこ

で、急いでチケットを買いたい人が並ぶような場所、

例えば駅の乗車券販売機などに適しているそうです。

しかし、その識別装置は大型になる短所もあります。    

一方で、町中に普及している清涼飲料水等の自

動販売機は、通行人の邪魔にならないスペースが要

求されます。そのため、滑り落ちていくのに多少時間

はかかっても、コイン収納ボックスのスペースをあまり

取らないですむ横入れ方式が適しているそうです。 

校内研究や研究発表会で「導入」を研究の視点に

進められることがあります。その際、「導入」の部分だ

けを話題にするのではなく、どんな力を身につけ、何

ができるようにしたいのか、そのためにどんな「導入」

をするのか、単位時間の出口を見通して、もっと言え

ば指導計画全体から授業の検討をすることが大切に

なってきます。 

乗車券と缶コーヒー、必要なものが違えば、入口

ばかりでなく、大きさなどの形状も違います。 

「導入」の一部分だけをみていては授業改善は進

みません。 
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 警察では、少年の非行を防止し、少年を犯罪被

害から守るために、少年補導、少年相談、少年の

立ち直り支援活動、非行防止教室（情報モラル教

室・薬物乱用防止教室等）の開催、広報啓発活動

等、様々な活動に取り組んでいます。 
 中でも、少年補導活動については、喫煙・深夜

はいかい等不良行為を発見した段階で、早期に少

年に適切な指導・助言を行うことが重要であるた

め、かつては、少年が立ち入る可能性が高いゲー

ムセンター、カラオケルーム、コンビニエンスス

トア等を巡回して行う街頭補導に重点を置いてい

ました。 
 しかし、近年、スマートフォン等の普及に伴い、

インターネットに起因する少年の福祉犯被害が増

加しています。特に、中学生や高校生（中には小

学生も）が、スマートフォンなどを利用して、イ

ンターネット上のウェブサイトなどを介して行う

援助交際が多発しており、さらには、その勧誘を

装って組織的な児童買春の周旋を行うといった事

犯をはじめとする悪質な福祉犯の要因となってお

り憂慮すべき状況となっています。 
 ところが、このような援助交際は、従来のよう

な街頭補導では発見しにくく、福祉犯被害の防止

を図ることが困難な状況にあります。 
 このため、警察では、平成２５年１０月から、

インターネットの使用に起因する福祉犯から児童

を保護し、その健全育成を図るため、サイバーパ

トロールによって、児童が援助交際を求めるなど

のインターネット上の不適切な書き込みを発見し、

書き込みを行った児童と接触して直接注意・指導

する「サイバー補導」を実施しています。 
 この「サイバー補導」では、警察が保有する携

帯電話から、接続が可能なコミュニティサイトや

電子掲示板などにおいて、児童による援助交際な

どを求める不適切な書き込みを発見します。 
                         

 
 
 
 
 発見後、その書き込みを行った者（対象者）に

対し、警察職員であることを伏せ、対象者と接触

を図るための必要な交信を行い、対象者と接触す

る日時、場所を設定します。そして、対象者が女

子児童の場合は女性警察職員が立会うなど補導体

制を整えた上で対象者と接触し、対象者を警察に

同行し注意・指導を行うこととなります。 
 また、保護者に対しても、対象者の不良行為の

事実を説明し、必要な監護または指導上の措置を

促しています。 
 平成２６年中、全国で４３９人の児童をサイバ

ー補導しました。 
 警視庁では、援助交際の書き込みをしていた中 
学２年生の女子児童を補導した際、保護者から、 

との謝辞が寄せられるといった事例がありました。 
 「サイバー補導」は、児童買春等の被害に遭う

おそれのあった児童を保護するだけでなく、補導

後も児童への助言・指導を継続的に実施すること 
で、児童の問題行動が改善される等、児童の立ち

直りに効果的な活動の１つです。 
 さらには、悪質性の高い福祉犯被疑者の検挙に

も繋がる活動であることから、今後も、実施方法

を工夫するなどして、さらに積極的に活動を推進

していきます。 
 「サイバー補導」については、各小・中学校で

実施している情報モラル教室において紹介させて

いただいていますが、各学校においても、インタ

ーネットの危険性を指導する中で広報・啓発して

いただくとともに、この活動に対するご理解、ご

協力をよろしくお願いいたします。 
 
 

「最近、携帯ばかりいじっていて、何をやってい

るかも聞けなかったが、今回の件をきっかけに娘

としっかり話をしていきたいと思っています。 
ありがとうございました。」 

警察による「サイバー補導」の推進について 

多治見警察署生活安全課 少年補導官 佐藤 由美 

関係機関より 



Ｚ 
 
 
 「地域の人々、親、子どもが主体的に取り組む中

で、互いの支えに感謝し、共につながり成長する姿

を確かめ合いましょう。」をテーマとして、１１月７

日に泉校区で、第６回目の「夢と絆のつどい」が開

催されました。 
 
 
 

 

１ 当日の日程と内容 

 

 

 

 

 

 

【全体会の様子】 

○育成会の代表の方が、進行役の中学生からの質問

に応えて、泉町の地域活動について詳しく説明して

くださいました。泉町では、地域の活動を大人と子

どもが一緒に

つくりあげて

いくことで、

子どもたちの

主体性を育て

ていることが

分かりました。 

 

○泉小学校は、

５年生児童が、

総合的な学習の

時間の「名人学

習」について発

表しました。 

教えてくださ

った地域の方に

感謝の気持ちを述べたり、歌声を贈ったりする姿に 

子どもたちが体験を通して大きく成長していること 

が感じられました。 

 

○泉西小学校は、

６年生児童が、

今年度で３２回

目を迎えるミュ

ージカルの取組

について、発表

しました。 

代表児童が、今までの伝統を受け継いで、自分た

ちも真剣に取り組んでいくことを力強く話した後、

練習を重ねて磨きをかけている歌声を披露しました。 

 

○泉中学校は、３年生生徒の代表者が、「生徒会活動」

と「自分たちで作り上げる授業」について発表しま

した。 

自分たちの手

で自分たちの生

活を向上させて

いる自治力を身

に付けており、

頼もしさが感じ

られました。 

 

○会の終わりには、泉町青少年育成会が企画してい

る活動に絡めて、泉中卒業生が書いた「１５年後の

自分に向けて書いたメッセージ」と笑顔の写真をス

クリーンに映し出し、中学３年生が「手紙～拝啓十

五の君へ～」の合唱を披露しました。体育館に響き

わたる歌声と卒業生の笑顔があいまって、感動に包

まれたフィナーレとなりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夢と絆のつどいは、今回で全ての校区での開催が

できました。それぞれの地区のよさやつながりを再

認識する機会となったことに感謝しております。こ

のつどいをよい機会としてさらに地域の絆が深まる

ことを願います。 

 
土岐市教育委員会 

 

【第６回「夢と絆のつどい」（11/7）・内容】 
Ⅰ 授業公開 

・泉小学校、泉西小学校、泉中学校 
Ⅱ 全体会  
 ・趣旨説明（教育委員会） 
 ・泉町活動発表（泉町青少年育成会） 

・泉小学校の発表（５年生児童） 
・泉西小学校の発表（６年生児童） 
・泉中学校の発表（３年生生徒） 

 ・意見交流 
 ・講評（東濃教育事務所） 

<アンケートのご意見より＞ 

・子どもたちの発表する姿、聞く態度に感動し

ました。自分の思っている以上に地域、学校

のみなさんに支えられ、成長していることを

感じました。 

・「夢と絆のつどい」をしめくくるすばらしい

発表でした。土岐市の各地区の絆の強さを感

じました。 

・発表後の意見交流で発言をした男子中学生の

「地域の人に支えられていることがよくわ

かった。」に感動しました。 

・小中と伝統がつながって、いずれ泉町民につ

ながっていくのだと感じました。子どもを見

守っていくということは、大人が学んでいく

ということ、子どもも大人もつながって生き

ていくことを改めて思いました。 



研究授業 ２年生 国語 きずなを読む「字のない葉書」 

ねらい：娘を大切に思う気持ちをえがくためにかぼちゃを登場 
させた筆者の意図を理解する。 

視点１ 研究内容３「評価の工夫」にかかわって 

 めざす姿に全員が到達できるように手立て①構造的な板書 

手立て②まとめの形式やキーワードの統一は有効であったか。 

→板書が行動描写と道具立てで２分割されていて分かりやすかった。キーワードを使ってまとめを行うこと

は、書くことが苦手な生徒にとっては有効であった。 
視点２ 研究内容３「評価の工夫」にかかわって 
 終末「確かめの活動」で、手立て③ミニテストを２種類（ヒントありなし）作成したことは、２４名中、５

名の生徒がヒントありのプリントを活用した。穴埋め問題のすべてを記入することは難しかったが、ヒントあ

りのプリントを作成したことにより、意図的な机間指導を行うことができた。しかし、確かめの活動を仕組む

ことにより、生徒の多様な意見を生み出す時間の確保ができず、全体交流の時間が短くなってしまった。 

学力向上の取組から 

平成２７年度「学力向上計画訪問」の実践紹介    土岐市立土岐津中学校 

 
Ⅰ 学力分析による生徒の実態について 

全国学力・学習状況調査（Ｈ２５、Ｈ２６、Ｈ２７の４月）と県学習状況調査（Ｈ２６、Ｈ２７の１月）の結

果から把握した各教科の生徒の実態は、県や全国と比較すると、以下の通りです。 
 
 
 
 
 
 
 
  
 また、学校評価や生徒に対する学習アンケートの結果から、家庭学習の習慣の定着度や取り組み方法にやや不

安を感じるということが分かった。 
 
Ⅱ 分析結果から、指導改善の重点として（共通理解として取り組んでいること） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ⅲ 学力向上計画訪問の視点と具体的な指導・援助などの手立て 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ⅳ 学力向上計画訪問において成果と課題 

成果 
・学力に関する分析結果等を全職員で共有するよい機会となった。 
・視点を終末の活動にしぼってあり、分かりやすかった。 
・視点に「本時の目指す姿」を具体的に示したことで、授業者と参観者の共通理解を図ることができた。 
課題 
・指導しきる授業を行うために、『３つの見届け』を具体的にしていく。また、見届ける場の設定を増やす。 
・ねらい－課題－まとめの整合性を図る。 

・県、全国とほぼ同じかやや高い。 
・どちらかというと活用の方が高い。 
【国語】知識、活用ともに平成２５年度はほぼ同じ、２６年度は高い、２７年度は低い。 
【数学】知識、活用とも、やや低い。 
【理科】高い。 
【社会】ほぼ同じ。 
【英語】やや高い。 

授業の充実（教師の指導力と授業の質の向上） 

・ねらいの明確化 
・見通しをもち、系統性を踏まえた指導計画  

の作成 
・生徒同士が関わりあって学ぶ学習の位置付け 
・終末の在り方を工夫（付けたい力が身に着い

たかの確実な見届け） 

家庭学習の充実（生徒の学習意欲と主体性の向上） 

・生徒、保護者アンケートの実施及び分析 
・手引きの活用 
・教師の見届けと指導 
・生徒自身の自己分析と目標設定の工夫 

行動描写 道具立て 



「私の授業づくり」 

分かった「つもり」をなくす 
駄知中学校 教諭 伊藤 友子 

 

生徒にとって楽しい授業とは、分かる授業だと    する時間を十分に取るようにすること。自分の意 
思う｡そして、「分かる」ということは、正しい言   見がまとまってから全体交流をすると、仲間の発 
葉を使って表現できるということだと考える。    表内容がよく分かり、発言にうなずく生徒が増え 
生徒達は実験に積極的に取り組み、結果から分      る。 

かることを、学習した内容を用いて説明しようと     二つ目は、モデルや具体物など、目に見えるも 
する。しかし、言葉の捉えや表現方法があいまい   のを提示すること。イメージがもてるので、互い 
だと､うまく表現することができない。「よく分か   に説明するときの共通の道具として用いることが 
らない」の一番の原因は「つもり」だと思う。        できる。 
意見交流によって分かった「つもり」でいる生     三つ目は、説明に使う道具を準備しておくこと。 

徒は、文章で表現することができない。教科書や   紙や、ホワイトボード、実験図など自由に使える 
資料を読んで分かった「つもり」でいる生徒は、      ようにしておくことで、意見交流をするときの説 
ノートに文章は書かれているが、それがどういう      明の幅が広がる。 
ことなのか説明することができない。                  自然に「分かった」「そういうことか」という 
そこで、授業中の「つもり」がなくなるように、  声が聞こる授業を目指していきたい。 

次の三点を意識している。一つ目は、意見交流を                                                                      

 

「私の学級づくり」 

一人一人の心に響く言葉を 
泉小学校 教諭 板倉 みゆき 

 

 私は、「学級」がどの子にとっても「安心でき    庭環境や心の有り様、発達障がいに関わるものも 
る居場所」であることを大切にしています。      あり、学校や担任ができることに限界を感じ、も 
・困っている友だちに気づき、声をかけ、手をさ    どかしい思いをすることがたくさんあります。 
 しのべることができる。                私自身がくじけそうになることもありますが、 
・個人・学級のめあてに向かって、精一杯取り組    どんな子であっても、担任として、あきらめずに 
 むことができる。                 小さな成長を見逃さず、必要な時に適切な言葉を 
・友だちの良さに目を向け、広めていくことがで    かけたり、手をさしのべたりできるように，大勢 
 きる。                      の先生や関係機関に相談をし、できることは行動 
 これらを達成するために、学習や行事、係・委    に移すようにしています。また、どんな言葉をか 
員会活動において、見通しをもたせ、めあて達成    ければ一人一人の心に響くのか、今まで以上に自 
までの過程を具体的に示し、「できることはやりき   分の心に問うようにしています。 
る」「良さ見つけ」を大切にしてきました。        一人一人の心を見つめ、タイミングを逃すこと 
 しかし、いろいろな児童と関わる中で、「やりた   なく心に響く言葉を発するには、まだまだ修行が 
い」と思っていても「やれない」子がいることが    必要ですが、個や学級の成長のために、担任であ 
分かってきました。それは、その子を取り巻く家    る自身の成長のために、頑張っています。 

 



「心にひびく言葉」 

子どもに聞かせたい親からの言葉 

    

 
 
 
 
 

映画「おくりびと」のもとになった（原作では

ない）青木新門の「納棺夫日記」の一節。＜妻や

親戚からやめるように言われている納棺夫の仕事

を続けていた彼のもとに、偶然、昔の恋人の家で

の仕事がきた。彼女の父親の亡骸を敬意をもって

手際よく納棺する新門の額の汗を、目一杯に涙を

ためた彼女が拭いていた。「…涙の奥に何かがあっ

た。…軽蔑や哀れみや同情など微塵もない、何か

を感じた。私の全存在がありのまま認められたよ

うに思えた。そう思うとうれしくなった。この仕

事をこのまま続けていけそうな気がした。」＞ 
 ありのままの自分が無条件で受け入れられてい

る、という実感ほど、人に安心・勇気・活力を与

えるものはないと思っています。私は、今でも、

そんなことを言われたいし、言われたら、どれだ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

肥田小学校 校長 加藤 源也 

 
け元気が出ることでしょう。 
 こんな言葉を、一番親から子どもにかけてほし

いです。「生まれてくれて、ありがとう。」「あなた

が、お父さんとお母さんの子どもで、うれしいよ。」 
「…。」この一言で、子ども達は、安心して元気に

自立の道を歩んでいくことができます。 
 そういう私も、自分の子ども達に面と向ってこ

んな言葉をかけたことはありません。けれど、た

まにカラオケで中島みゆきの「誕生」を歌うとき

は、子どものことを思いながら歌います。 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

remember 
けれどもしも 思い出せないなら 
私いつでも あなたに言う 
生まれてくれて welcome！ 

掲  示  板 

◇第５４回全日本学校歯科保健優良校表彰 

 優秀賞『文部科学大臣賞』土岐市立肥田小学校 ※土岐市立の小学校では初めての受賞！ 

◇東濃地区教育推進協議会 平成２７年度「教育実践研究奨励賞（教材・教具の部）」入賞作品 

土岐津小 杉本 繁征  社会 「３年生 社会 地域教材開発実践のまとめ」 
下石小  佐々木 美樹 算数 「わり算の筆算 提示・説明資料」 
妻木小  渡邉 宏彦  体育 「超低平均台（差し込み式３種）」 
泉小   山本 千奈美 日本語指導 「初期日本語指導教材」 
泉西小  久保岡 紘代 算数 「体積・複合立体ヒントコーナー」 
土岐津中 水野 智恵子 健康安全 「歯肉炎の発生過程理解のための巨大模型」 
泉中   小池 智明  美術  「鑑賞『尾形光琳に学ぶ』教具」 
東濃教育事務所ホームページに詳しい作品の説明や写真が掲載されています。 
是非！参考にしてください。 
http://www.pref.gifu.lg.jp/kyoiku/kennai-gakko/sho-chugakko/27125/kyouzai.html 

◇第３５回岐阜県中学校英語弁論大会 

 最優秀賞 テーマ“BOTCHI” 木股 快斗（肥田中３年） 全国大会出場 
◇中学生『ものづくり』作品コンテスト県審査会 

 最優秀賞 作品名「鎧」 早川 咲葵（西陵中１年） 全国展へ出品 

 




