御嵩町教育センターだより ・ 第１４２号

３ 月 号
【発行】 平成３０年３月１３日
御嵩町教育センター
可児郡御嵩町御嵩1239-1
TEL (0574) 67-2111 FAX (0574) 67-1902
Ｅ-ｍａｉｌ

m-kngnkk@town.mitake.lg.jp

夢は欠席者ゼロ
可児郡教頭会長
御嵩小学校教頭

長谷 川 清考

年度の終わりにはどの学校もその一年を振り

４月は欠席者数が一番少なかった。欠席者が３

返り、教育活動の評価を様々な評価項目から行
われたことと思う。改めて考える時、ひとつの

人というのが、４月から６月に数回あるが、そ
れ以降は、じわじわと右上がりの傾向となって

学校を評価するには、何を指標に見るとよいの
だろうか。

いく。
行事など楽しみな何かがある日は欠席者が少

時代の流れからすれば全国学力学習状況調査
が有力かもしれない。全国体力テストもそのひ

ない。欠席者数２人というのが今年度の最少記
録である。それは６月１５日（木）の修学旅行

とつ。中学校であれば部活動の成績などもあて
はまるかもしれない。

１日目であった。６年生は修学旅行、５年生は
不在の６年生の分団長代理として、休むわけに

では、その学校の明るさ、元気さ、健全さと
いった健康度的な指標としては、何があるか。

はいかなかったからだろう。
学校に居場所が見つけられない子は、怪我や

いじめや不登校の件数などは全国統計がとられ
ており、マスコミもよく取り上げている。まだ

病気でなくても登校を渋り、休んでしまうよう
になるのだと推察する。

メジャーにはなりきれていないが、歯のＤＭＦ
歯数＜過去にむし歯になったことがあるかどう
かを数値で表したもの＞も全国統計で公表され

今年度、御嵩小学校では「認める（価値づけ
る）」を最重要方針として教育活動を進めてき
た。すべての子どもたちに、自己有用感を持た

ている。他に、校内的な視点として、欠席日数
や給食の残菜量もそのバロメーターとなる。

せたいためであり、学校を楽しく安心して過ご
せる居場所とするためである。

そんな中で私は、自校の欠席者数にこだわっ
てみた。御嵩小学校では、欠席者がゼロであっ

本校職員は元気で健康的だ。職員の欠席ゼロ
の日は、ほぼ毎日である。よく食べよく笑いよ

た日は、残念ながら本年度一度もない。
欠席者がゼロにならない理由としてすぐに思

く遊ぶ。そしてよく働く。この仕事に誇りを持
ち、ふるさとに愛着を感じながら、子ども達と

いつくのは、不登校だろうが、実は数値的には
そうではない。不登校児童は毎年何人かはいる。

厳しく、そして優しく向き合っている。今年は
そんな職員の力や思いもまだ十分届かず、欠席

その子たちは、適応支援教室(オアシス教室)登
校で努力していたり、学校の組織が一丸となっ

者ゼロの日をつくり出すことはできなかった。
しかし、この職員ならば、次年度こそ欠席者ゼ

てその家庭の支援を行ったりしている。その中
で、オアシス登校は出席扱いとしているため、
不登校＝欠席とはならない。実際、欠席理由の

ロ、という日を達成できると実感した。これか
らも職員一同粘り強く粛々と教育活動を続けて
いく。

多くは、怪我や病気である。
今年度の欠席状況を見ると分かるが、緊張の
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■ Prize winners of the Educational Practice papers
平成２９年度
御嵩町教育センター
▲社会教育部門
田んぼの学校

▲髙木教育長より
表彰状の授与

▲受賞者代表の言葉
後小路運営支援室室長
◆社会教育部門◆◆
【特別賞】
田んぼ の学校

田んぼの学校

御嵩公民館

アイガモ のちからを借 りて

アイ ガモと一緒 に

環境にや さしい

お 米作りに挑 戦

～平成１７ 年（第４回 ）～平成２ ９年（第１６ 回）の歩み ～

◆ 教職員部門 ◆◆
【優秀賞】
御嵩町学 校運営支援室

御嵩 町学校

後小路公人 他５名

運営 支援室

山田 康弘

伏見小

可児 芳恵

上之郷中

太田 晴花

上之郷中

学校 事務：学校 の組織力を支 える学校事 務共同実施 組織
～御 嵩町学校運営 支援室によ る教員の多 忙化解消への 取り組み～
社会 科：「社会 的事象の意味 を問い続け
自 らの生き方を つくり出す 子」が育つ 社会科学習
英語 科：主体的 に学び、学習 意欲と表現 力を高める 授業改善
～生 きた言葉で英 語表現でき る子をめざ して～
学校 事務：学校 の運営を支え るために

【優良賞】

名倉さおり
安達
大本

和秀
直人

伏見小
向陽中
共和中

総 合的な学習 ：環境モデ ル都市に生き る子ども達
～自 分の町の環 境について考 え、地球を守ろう とする子を 育む木育の 活動～
保 健体育科：「運動が好 き」と感じら れる体育の 授業づくり
～Ｉ ＣＴの活用 により仲間と 深く学び合 う授業を通 して～
社 会科：主体 的に課題解 決に取り組む ための授業 改善
～既 習事項を生 かし、主体的に社 会の形成に参 画する力を 育てる社会 科学習

【奨励賞】
健康安全 ：児童から 児童へとつ ながる歯と口 の健康づく りを目指し て

河瀬

桜

上之郷小

山本

清美

御嵩小

特別支援 教育：Ｍ児 とともに～ 絵日記・作文 の変容より ～

金子

慎一

御嵩小

特別支援 教育：発達 支援通級指 導教室におけ る「ペア学 習」の在り 方

村瀬

美保

御嵩小

大井
石橋
栗林
大城

陽子
弘匡
梢
真一

御嵩小
伏見小
伏見小
向陽中

中山雄一郎

向陽中

細井

共和中

一平

～７人の保 健委員を中 心とした歯科 保健活動の 充実を通し て～

特別活動 ：学級担任 とともに創 る“聴き手に 感動を与え る”学年合 唱
～学年・学 級経営を基 盤として音楽 担当教師と しての指導 のあり方～
理科:児 童の科学的 な見方や考 え方を育て 、「できた」「 わかった」 と学べる
授 業等の工夫 ～御嵩小で の理科学習を 振り返って ～
算数科：「できた！ わかった！ 」と学びを実 感できる子 の育成
～基礎学力 を付ける算 数授業の在り 方～
算数科：「できた」「 わかった」 と感じること ができる授 業づくり
～ペア交流 と終末の学 習活動から～
学級経営 ：認め合い 励まし合え る学級づくり
～より よい関わり 方を考え、よ さを認め合 う活動を通 して～
数学科： 学級全体に 知識・技能 の定着を図る 関数の指導 の工夫
～個別に支 援が必要な 生徒の対応を 通して～
特別活動 ：生徒が主 体的に動く 生徒会活動を 目指して
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■ The chief judge's comment
平成２９年度の

教育実践論文を読み終えて
教育実践論文審査員長
上之郷中学 校長
本年度も初任者からベテランの先生、社会
教育まで幅広く、計１８点の応募がありまし
た。それらの審査から感じたことを３点述べ
ます。
第一に「論文を作成するにあたって」です。
論文作成にあたっては、はじめに「研究」と
「実践」の違いを理解しておくとよいと思い
ます。研究論文では、まず、主題に基づく研
究仮説を設定して取り組み、そこから明らか
になった結果を基に相関関係や因果関係を読
み解き、あらたな問題点の提起や方法の提案
を整理してまとめることによって研究の成果
を明らかにしていきます。一方、実践論文で
は、実践に当たるための主題や仮説をもち、
それに沿った実践を行った結果、効果として
どのようなことが得られたのか、何が問題点
として提起されるか、などを結論として明ら
かにしていきます。実践したことの報告に終
始することのないように違いを理解して取り
組み、その中から教育的な課題や事実を見つ
け出し、提示していくねらいをもって取り組
むことが大切です。
第二に「主題と研究実践の必然性」につい
てです。主題は、具体的な取組や検証・評価
をするためにも焦点化された具体的なもので
ありたいです。焦点化された端的な主題を導
き出す過程で、取組の骨子が見えてくるはず
です。論文の主題としては、４つのことが大
切だと思います。はじめに、今までに行われ
ていることにとどまらず、新しい開発や創造
性、すでに知られている事柄から導き出され
た新しい事実や解釈などのオリジナリティが
あること。２つ目に、主題には、教育を取り
巻く現在の課題や現任校の課題など、現実的
な必然性があること。３つ目に、主題の具現
に向けて必要十分な実践と記録が提供されて
いること。４つ目に、誰もがやってみたくな
るような視点や方法に工夫があることです。
研究や実践が総花的で焦点がぼやけたものに

稲垣

隆幸

なることを防ぐためにも「論は単純に、実践
は豊かに」を心がけるとよいです。そして、
その内容に必然性をもたせることが必要だと
感じました。いきなり、自身の主題や実践で
はなく、現在の社会や学校に係る実態や課題、
文部科学省、県や市町村教育委員会が示す指
針、各部会の主題、現任校の状況などを整理
して関連させることで、取組に必然性や整合
性が生まれます。日々行っている自身の取組
を改めてこれらとの関連から整理してみるこ
ともとても有効です。
第三に「研究実践の内容・評価」について
です。取り組む内容については、主題をより
どころにして、どのような視点から組み立て
ていくのかを精選し、研究実践については、
具体的なことがらでその検証や評価ができる
ことが大切です。たとえば、「がんばらせた
い・がんばっていた」では、何がどうであっ
たかわかりません。「何をどのくらいにした
いのか・どんな手立てが講じられ、その結果
として、児童生徒のどの姿や事実からどのよ
うな伸びや改善が図られたのか」を数値や変
容で示すことで、より説得力のあるものに変
わります。いずれにおいても「自分自身のと
らえ方と解釈・結論」の主張が必要です。
また、わかりやすい言葉で表すとよいです。
資料を読み、情報を集め出すと、難しい言葉
や抽象的な表現、今時の英語表記など、その
内容が不明瞭なものが多くあることに気づき
ます。自校の実態を踏まえて、わかりやすい
言葉に置き換えていくことが大切です。そう
することで、目指すものや成果がより具体的
なものになっていきます。
今回、入賞された論文の多くは、研究実践
の内容や評価がとても具体的でわかりやすく
まとめられていました。学校種を越えて大変
参考になるものです。是非多くの先生に目を
通していただけるとよいと思います。
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■ Introduction of the excellent papers
☆優秀論文の中から、１点の論文の概要を紹介します。御嵩町の事務職員のみなさんが、どんな思い
で、どんな内容に取り組んでくださっているのかよくわかります。詳しくは、３月中に発行する優秀論
文集をご覧ください。

〈学校 事務〉学校 の組織力を 支える学 校事務共同 実施組織

～御嵩町学校運営支援室による教員の多忙化解消への取組～
御嵩町学校運営支援室

室長

後小路公人

他５名

１．主題設定の理由
御嵩町教育委員会は，平成24年度に「御嵩町

全員が持ち，主体的で協働的なチームとして学
校運営支援室が機能できるようにしているのが，

学校事務職員の共同実施要綱」を定め，御嵩町
学校運営支援室を新たな教育行政組織としてス

事務共同実施協議会である。支援室のメンバー
に加え，顧問校長と教育委員会指導主事と学校

タートさせた。「事務をつかさどる」「共同学
校事務室」という平成29年度に改正された学校

教育係長が参加し，それぞれの立場や視点から
の助言や，連携を深めるための話し合いを行っ

事務職員に関する法律の考え方を先行している
ものである。何より子ども達の豊かな育ちを支

ている。問題解決に向かう学校運営支援室のモ
チベーションを高めている。

援するため，学校運営支援室をただの事務処理
協力体制に留めず，各学校で運営の支援ができ

②研修
地域との連携を意識した接遇研修として，他

る仕組みにしたいと考えた。学校事務職員が共
同実施を通して，学校全体の事務機能だけでな

市町村から取り寄せた電話対応や来客対応のテ
キスト，町職員の接遇マニュアルを活用した。

く，組織力を支えることで，学校がより円滑に
回っていくこと，すなわち教員の多忙化解消へ

「応対される側の感じ方がわかった」「不審電
話対応がわかった」など，応対に自信を持つこ

つながると考え，主題を設定した。
２．研究仮説
(1)学校運営支援室で，同じビジョンを基にチー

とができた。
また、町内の特別支援学校・特別支援学級に通
う児童生徒及びその家族との交流事業「手をつ

ムで解決する意識を育む組織開発と研修を行う
ことで，学校の教育目標を具現する組織の一員

なぐ育成会ふれあい活動」に希望参加した。支
援室のブースを出し交流を行った。子ども達や

として貢献する人材の育成を図ることができる。
(2)学校事務機能評価を活用したPDCAサイクルを

保護者，教員との距離が近づき，学校での会話
も増えた。

確立することで，学校全体の事務機能を向上さ
せるとともに，教員の事務負担軽減による多忙

(2)学校事務処理機能評価を使ったPDCAサイクル
の確立

化解消へとつなげることができる。
３．研究内容

平成26年度より学校事務処理機能評価を町内
の全教職員を対象に実施している。教員が行な

(1)人材を育成する組織開発
(2)学校事務処理機能評価を使ったＰＤＣＡ
サイクルの確立
(3)多忙化解消へ向けた支援
４．研究実践
(1)人材を育成する組織開発
①ビジョンの浸透
学校運営支援室は「正確・迅速な事務処理」を
求めるためだけの共同実施ではなく，「問題発
見・解決能力」を高め，「学校運営の支援」を
行うための組織である。このビジョンをメンバー
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▲学校事務処理機能評価を使ったPDCAサイクル

■ Introduction of the excellent papers
う教務事務を含めた学校全体の事務処理が，各学
校でうまく機能しているかどうかを評価してもら
う。
評価を起点としたPDCAサイクルになっている。
事務処理機能評価の向上や学校運営支援のための
手立てとして，支援室のメンバ―に担当業務を割
り振る業務担当制を導入している。
業務担当制には，以下のようなねらいがある。
・事務改善の担当者としての「その道のプロ」の
育成
・疑問点等を町内のメンバーが問い合わせること
のできる窓口づくり
・何でも広く浅くできる個人の集まりではなく，
共同実施組織の中で同僚性を活かし，全体でより
深い取り組みができる支援体制づくり
帳簿点検や事務処理ソフト等の統一（学費SYS，
備品ソフト，一括文書受付，学年会計ソフト，児
童生徒名簿の活用による効率化），支援室だより
「きゃめーる」の発行に取り組んだ。担当者の資
質向上により，町全体の確実な処理能力向上へつ
なぐことができた。
(3)多忙化解消へ向けた支援
分かりにくい事務処理については，支援室開始
当初から教員に向けて，様々な支援を行なってき
た。事務処理そのものの支援だけではなく，学校
運営への支援の視点で，さらに踏み込んだ取組を
行うことにした。
①勤務時間の見える化 【個人結果のデータ出力】
日常的に教員自らが現状を把握する環境づくりの
ため，平成27年度にエクセルで専用のソフトを開
発した。記録するだけでなく，職員全体の平均残
業時間と本人の残業時間の比較など，自己管理に
役立てられるよう，個人毎の1ヶ月分の結果をグ
ラフで印刷して，毎月示した。平成29年度には御
嵩町内のどの学校でも出勤と退校時刻の入力率が
90％以上になった。また，学校運営支援室だより

▲勤務時間の見える化

【個人結果のデータ出力】
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「きゃめーる」で，学校事務職員の目線で，「働
きやすい職場」「健康」「時間への意識」といっ
た，教員へ大事にしてほしい思いを伝え続けた。
②時間のマネジメント
勤務時間記録ソフトのデータを使い，年間の忙し
さのリズムの見える化を図った。最も忙しい時期
だけでもどうにかしたい，と以下の取組を学校事
務の立場から提案した。
ア. 会計報告時期の変更
各学期末は，成績処理等で教員の事務作業が多く
発生する。学校徴収金に関する規約をひも解き，
会計報告書を次の学期の初めに出せるよう，校内
外で調整をした。教員が比較的余裕のある長期休
業中に落ち着いて会計事務ができるようになった。
イ. 学校評価集計システムによる負担軽減
学校評価は25項目の質問が保護者と児童を合わせ
て全校で約1,000枚ある。1問あたり1秒かかると
して，25,000秒(417分)が集計のためにかかって
いた。フリーの集計システムと，学校にあるスキャ
ナーを使うことにより，事務職員１人で簡単に集
計を終わらせることができた。また，集計に関わ
ることで，事務職員自身が学校評価をより身近に
感じられるようになった。

５．成果と課題
○ビジョンの統一と，地域・保護者・児童生徒を
意識し，メンバーの学校運営を支援する自覚と視
野を広げることができた。同僚性と政策形成能力
を育成する組織として確立してきた。
○勤務時間の可視化や，前年度との比較など，管
理職と多忙化解消策について検証・提案する役割
の一端を担うことができるようになった。
▲組織の一員として教員と協働を進め，学校の組
織力を支えることは，教員の多忙化解消だけでな
く，子ども達の豊かな育ちにつながる。教育課程
の理解を深め，マネジメントをさらに進めたい。

■ The award ceremony
■ Explore cultural Assets

文化財探訪

御嵩町教育委員会では、スポーツや学芸等の各種
大会やコンクールで 優秀な成績を収めるなど、教
育の推進に功績が顕著である場合、表彰を行ってい
ます。2月２３日に、５名の児童生徒が表彰されま
した。
◆上野 心花さん 山崎 麻衣さん （伏見小６年）
★社交ダンスに励み、昨年岐阜県チームの一員
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国指定重要文化財(願興寺本堂)を
みんなの力で守ろう その７
御嵩町国指定重要文化財願興寺本堂修理保存会
総決起大会を盛り上げよう！！

として全国大会に出場するなど、他の模範と
なる活躍
◆金澤 朱里さん 鈴木 凱也さん 三輪奈央花さん
（向陽中１年）
★岐阜県教育委員会主催「中学校学校給食選手
権」にふる里御嵩をテーマにしたメニュー
「鉄カルたっぷり御嵩給食」を考案し、チー
ムワークでつくり上げ、グランプリを受賞

３月１７日(土)午後２時より、中公民館にて、願興寺本堂修
理保存会の総決起大会を下記のように実施します。寄付金にご
協力いただける方々の多くのご参加をお願いいたします。
１
２
３
４
５
６

開会の言葉
保存会会長挨拶
町長挨拶
来賓挨拶 国会議員・県会議員・町会議員
来賓紹介
講 演
演題「願興寺本堂の国重文指定に関わって
講師 元岐阜県博物館館長 高橋宏之 氏
７ 願興寺本堂修理について
８ 決意表明・頑張ろうコール・写真撮影
９ 閉会の言葉
決意表明
私たち保存会は、みたけの宝である国指定重
要文化財願興寺本堂を解体修理し、後世へと守
り・引き継ぐために、心を一つにして、事業主
体願興寺の負担額一億円の浄財を集めさせてい
ただく決意であります。
皆様のあたたかいご支援・ご協力を心からお
願い申し上げます。

▲渡邉教育委員からそれぞれの表彰状
が読み上げられ、手渡されました。

平成３０年３月１７日
国指定重要文化財願興寺本堂修理保存会一同

３月の主な行事
オアシス教室 3月

３月中に、教育センター発行｢優秀論文集｣ 及び
「調査･研究員会 提言集｣を発行します。
優秀論文集と提言集は、関係諸機関に配布すると
共に、｢教育センター巡回図
書ＢＯＸ」に収納します。
今年度の各先生方の実践･
研究あるいは活動の集大成を、
来年度以降の教育実践に生か
していただければ幸いです。

カウンセリング日
1日(木) 子どもセンター
｢ぽけっと78号｣発行
６(火),1３(火)
２日(金) 上小 授業参観･懇談会
２０(火),２７(火)
伏小 ６年生を送る会
６日(火) 上小 放課後子ども教室
中学校卒業証書授与式
７日(水) 上小 新入児学校体験
８日(木）上小６年 薬物乱用防止講座
９日(金) 上小 ぼうさいかみのごう
御小 ことばの教室卒級式
13日(火）御小 かがやき教室卒級式
15日(木）向中 小中交流会
21日(水) 春分の日
23日(金) 小学校卒業証書授与式
26日(月) 修了式 離任式
※３月27日（火）～４月８日（日）
学年末・学年始め休業日
４月９日（月）平成30年度 入学式・始業式

- ６ -

