
“ 夏も近づく八十八夜 野にも山にも若葉が繁る

あれに見えるは 茶摘じゃないか

茜襷（あかねだすき）に 菅（すげ）の笠 ”

『茶摘（ちゃつみ）』 1912年（明治45年）日本の唱歌

～新緑がまぶしい季節となりました！～

野山の新緑も目立ち始め、少しずつ夏を感じさせてくれる頃となりました。

新型コロナウィルス感染拡大防止対策により長期休校、外出自粛など、子どもも大人も不自由な生活

を余儀なくされたことと思います。連休明けの「緊急事態宣言」解除により１１日から授業再開となり、

元気な子どもたちの歓声が学校にもどってきたことでしょう。子どもたちや保護者も学習の遅れなど不

安に思っていることもあると思いますが、先ずは学校生活のリズムを取り戻してもらいたいですね。

収束にはまだまだ時間がかかりそうですが、当面の間「３密」を避け、マスクの着用とこまめに手洗

い・うがいを行うよう心がけてください。

＝第１回教研推進委員会＝

４月２３日（木）に第１回教研推進委員会が開催されました。

（１） 2020年度教研推進委員

（２）2020年度の取組について

①組織教研： ５月１３日（水）＊全体会中止 部会研修

②一日教研： ８月 ５日（水）＊講演会中止 部会研修

③半日教研：１１月 ４日（水）

⑤総括教研：１月末までに

（３）2020年度予算（教育事業）

（予算額：５５万円）

・各部会の要求額については、事務局で検討する。

・部会予算は研究目的に沿って執行する。

・１２月末で会計処理をし、予算残額があれば事務局へ返金する。

（４）「清水の教育」について

・原稿はデータ化して研究所まで提出する。＊原稿提出締切（１月末）

＊各校へは、研究集録「清水の教育」（ファイル綴じ）１冊、ＣＤ１枚を配布する。

＝第７０次土佐清水市教育研究集会・組織教研＝

５月１３日（水）清水小学校・清水中学校を会場に「第70次土佐清水市教育研究集会・組織教研」が開催

されました。今年度は、新型コロナウィルスの関係で部会研修のみの開催となりましたが、１１部会８５名

の教職員が組織作り・研究テーマ・年間計画・予算等について話し合いました。

各部会の研究テーマ・計画等を紹介します。
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氏 名 所 属 地 区

溝渕 紀仁 足摺岬小学校（兼教組代表） 東部

吉岡 身佳 清水小学校 中央Ⅰ

橘 智子 清水中学校 中央Ⅱ

畠中 明美 三崎小学校 西部

舛市 司 校長会 東部

溝渕 紀仁 渭南教組（足摺岬小学校） 東部

永野美華子 教育委員会 事務局

勝間 康人 教育研究所 事務局

橋本 雅代 教育研究所 事務局

国語部会 『読解力を高める指導法の研究』

東 拓意 ８月 ５日 教材研究、実践交流

（７名） １１月 ４日 研究授業（清水中：東 拓意）

１月未定 年間総括

社会科部会 『社会科の指導法の研究－地域教材を活用して－』

尾崎 俊巳 ８月 ５日 足摺岬ﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸ （講師招聘）

（７名） １１月 ４日 研究授業（足摺岬小３・４年：北代 可也）

１月未定 年間総括

算数・数学部会『楽しく分かる深め合う算数・数学の授業の創造』

松本 哲郎 ８月 ５日 講師招聘（講話）、公開授業の検討

（１０名） １１月 ４日 研究授業（足摺岬小：岡田隆也）

１月２１日 年間総括

理科部会 『分かる楽しい授業づくり』

沼瀬 直哉 ８月 ５日 ﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸ（ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰ、水族館）（講師：ジオパーク専門員）

（７名） １１月 ４日 研究授業（三崎小：増山賢太）

１月１５日 年間総括

図工部会 『豊かな発想で創造する力を育てる』

網師本 真理 ８月 ５日 実技講習（粘土工作・水彩画の技法等）

（１１名） １１月 ４日 研究授業（三崎小：森 里恵）、情報交換、作品交流

１月１５日 年間総括、「清水の教育」原稿確認

体育部会 『小中一貫した体つくりの授業を目指して』

谷本 誠弥 ８月 ５日 実技研修（講師招聘）

（８名） １１月 ４日 研究授業（清水中：田野 聖悟）、研究協議

１月１６日 年間総括、「清水の教育」原稿確認

外国語部会 『発話を増やすための場面設定の工夫』

竹葉 美紀 ８月 ５日 発話を増やすためのワークショップ

（７名） １１月 ４日 研究授業（清水中：村上美佳） 講師招聘

１月未定 総括教研、「清水の教育」原稿づくり

養護部会 『地域に根ざした健康教育（感染症対策・校務支援システムの活用・実践につながる食育』

北峯 千恵 ６月２５日 小児生活習慣病について（保健師招聘）、活動計画

（８名） ８月 ５日 実技研修（校務支援システム）

１０月１３日 感染病と学校環境について

１１月 ４日 食育について

１２月１０日 小児生活習慣病について

１月１９日 総括

２月１５日 今年度の健診結果確認、情報交換



５／１３（水）〔組織教研・部会研修〕

〔理科部会〕 〔体育部会〕 〔図工部会〕

〔事務部会〕 〔養護部会〕

〔人権教育部会〕 〔教育相談部会〕

～ＳＣ・小松 宏暢さんから～

お知らせ

ジョン万次郎の紙芝居・絵本が完成しました。授業や読み聞かせ、読書等で是非活用してください。

〔１・２年生対象紙芝居〕

〔３・４年生対象絵本〕 〔５・６年生対象絵本〕

〔紙芝居ＣＤ〕

事務部会 『「学校事務をふかめる」－組織の一員としてできる学校事務を考える－』

細川 千帆 ５月２２日 （役員会）年間研修計画等について

（７名） ６月未定 各種手引きの見直しや様式改善について検討、年間計画の確認

８月 ５日 校務支援システムの研修ほか（講師招聘）

１１月 ４日 特殊業務手当について、業務改善についての協議ほか

１月未定 年間のまとめ他

人権教育部会 『差別の現実から深く学び、どう自分の課題として教育活動に生かしていくか』

小川 登美夫 ８月 ５日「風評被害から」学ぶ 講師：塚地（高知新聞社）、指導案検討

（７名） １１月 ４日 研究授業：防災「命を守る」こと（清水小：小川 登美夫）

１月未定 年間総括、「清水の教育」原稿

教育相談部会 『人間関係を考える ～見る・聴く・つなぐ～』

谷村 昌章 ８月 ５日 「具体の学習支援の方法について」講師招聘（井上貴美先生）

（６名） １１月 ４日 公開授業（授業者：岡田栄喜）、演習

１月１９日 年間総括

スクールカウンセラーの小松 宏暢です。

今年度から教育センターで勤務させていただくことになりました。

基本的に週一回、火曜日の９：００～１７：００までセンターにおります。

アウトリーチ型のスクールカウンセラー（SC）として、教育センターでの相談はもちろん、

土佐清水市の小・中学校に訪問させていただいたりと様々な形で各学校、保護者の皆様ともに

解決に向けて尽力させていただきます。お気軽にご相談ください。また、秘密は厳守いたしま

すのでご安心ください。

＝勤務予定＝

【４月】 １４・２１・２８ 【10月】 ６・１３・２０・２７

【５月】 １２・１９・２６ 【11月】 １０・１７・２４

【６月】 ２・９・１６・３０ 【12月】 １・８・１５・２２

【７月】 ７・１４ 【１月】 １２・１９・２６

【８月】 【２月】 ２・９・１６

【９月】 １・８・２９ 【３月】 ３（水）・９

相談は、上記の勤務日・勤務時間の間、予約制で承っております。お申込みは土佐清水市教

育センターに直接お申し込みください。

経験不足な点も多々ございますが、皆様方のお役に立てるよう、力を尽くしていきたいと思

っています。お気軽にご相談してくださいますよう、よろしくお願い致します。


