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教育センターだより
平成２９年度 第１号 黒部市教育センター

根を養えば樹はおのずから育つ

黒部市教育センター 所長 宮 本 悟

「不易と流行」という言葉は皆さんご存じだと思います。「不易」とは、どんなに

社会が変化しても、時代を超えて変わらない価値のあるもの。「流行」とは、時代の

変化とともに変えていく必要があるもの。という意味で使われています。例として、

「不易」は豊かな人間性や他人を思いやる心、自然を愛する心等が、「流行」は国際

化等の時代の変化に対応していくことなどが挙げられます。

３月31日に新学習指導要領が告示されました。学習指導要領は、ほぼ10年ごとに見

直されていますが「流行」のよい例だと思います。「何ができるようになるか（新し

い時代に必要な資質・能力の育成）」「何を学ぶか（教科等の目標・内容の見直し）」

「どのように学ぶか（学習過程の改善）」を基本に、「特別の教科 道徳」や小学校

への「外国語科」、「プログラミング教育」導入等、様々な改訂を行っています。

学習指導要領が変わっただけで即座に教室での学習指導が変わるわけではないと思

います。一つ一つのことに振り回されないで、指導要領改訂の本質を見極めることが

重要です（これが大変難しいのですが……）。本当に大切なのは、「私たち教師が、

自分の意識を如何に変えるか」なのです。

新たなことに不安を抱えている先生方も多いと思いますが、黒部市教育センターで

は、先生方の不安を少しでも解消し、意欲的に取り組むことができるように、夏季休

業中を中心に様々な研修会を企画しています。是非、参加してみてください（最後の

ページに研修会計画が載せてあります）。

さて、「流行」について触れてきましたが、「不易と流行」は車の両輪のようなも

ので、どちらに片寄ってもうまく動きません。「不易」にあたる「分かる授業」や「褒

められる喜びと達成感」等を大切に、子供たちの成長を見守ってほしいと思います。

最後に、兵庫県出身の教育者 東井義雄 先生の「根を養えば樹はおのずから育つ」

という言葉を紹介します。木が大きく成長していくには、十分な栄養と水分を吸収す

る「根」がしっかりしていなければいけません。人間も同じだと、この言葉から伝わ

ってきます。人間の「根」に当たる部分とは「心」に関わる部分ではないかと私は思

います。目には見えない「心のあり方」をし

っかり支えることで、子供たちはまっすぐに

大きく成長できるのだと思います。

先生方は多忙な日々を過ごしておられるで

しょうが、「不易と流行」のバランスをとっ

て、子供たちの「根」を大切にしていってほ

しいと思います。



「新しい出会いと縁を大切に」

石田小学校 教頭 庭田 順子

色々な発見に目を輝かせている子供たちや、精力的に活動される先生方、子供たちの

ために労をいとわず協力してくださる保護者の方々。たくさんの人たちとの新たな出会

いを、本当にうれしく思っています。そして、とても充実した日々を送っています。こ

の縁を大切に、学校が、子供たちと先生方にとって充実した場になるよう、何事にも誠

実に対応していきたいと思っております。どうぞよろしくお願いします。

「子供とともに」

石田小学校 長島 珠美

今年度より、黒部市教職員の仲間入りをさせていただくこととなりました。市町村が

変わったことで、戸惑うことが多いのですが、素直な子供たちや温かい先生方に支えら

れて、日々頑張ることができています。

今後は子供たちと一緒に私自身も満足感や達成感を味わうことができるような学級づ

くり・授業づくりを目指し、子供たちと真摯に向き合って、共に成長していきたいと思

います。

「人とのつながりを大切に」

石田小学校 宮寺 克徳

この度の異動で黒部市の勤務となりました。初めてのことで不安もありましたが、自

分が小・中学校の時にお世話になってきた先生方に再び出会い、声をかけていただき、

つながりの温かさを感じました。教職員や子供たち、保護者、地域の方々とのこれから

のつながりを大切にしていきたいと思います。どうぞ、よろしくお願いします。

「新たな気持ちで、一歩一歩」

村椿小学校 校長 清水 俊充

縁あって７年ぶりに、また村椿小学校に勤務できることになりました。かつてお世話

になった地域の方々や保護者のみなさんとの再会を果たし、とても心温まる気持ちにな

ると同時に責任の重大さをひしひしと感じています。元気で明るい子供たちからたくさ

んのエネルギーをもらい、新たな気持ちで一歩一歩進んでいきたいと思います。どうぞ

よろしくお願いします。



「新たな気持ちで」

鷹施中学校 教頭 寺西 泉

初めての黒部市勤務であり、４月当初は不安と期待が交錯していました。手法や方策

等の違いに戸惑うことも多々ありましたが、周りの皆様に助けられながら多忙な年度当

初を乗り切ることができました。今後は、黒部市のよさや特色を生かしつつ、教育にお

ける不易の部分を大切にして、黒部市の子供たちのために尽力したいと考えています。

よろしくお願いします。

「黒部レガシー？！」

鷹施中学校 上席主任 林原 治子

久しぶりの黒部市勤務で鷹施中に着任してビックリ。壁に何やら見覚えのある穴が。

もしかして『煙突ストーブ！』。しかも、現役バリバリ使用中とのこと。便利な時代に

生まれた中学生にとって、煙突を組み立てないと暖が取れないなんて、不便で面倒くさ

い。けれど、日々のありがたみが分かる、この『煙突ストーブ』は、黒部遺産（レガシ

ー）に認定するべきなのかも…。

「鷹施中学校に勤務して」

鷹施中学校 谷口 正浩

朝日中学校から鷹施中学校に転任してきました。校舎の構造に戸惑いながら１か月が

過ぎました。転任してきて素晴らしいと思ったことがいくつかあります。その一つは、

給食の準備と後片付けの手際のよさです。給食を支えるいろんな方々と生徒の頑張りが

あってのことだと思いました。一生懸命頑張りたいと思います。よろしくお願いします。

「君は舟なり、人は水なり」

高志野中学校 校長 金山 努

行政機関から２年ぶりに教育現場に戻ってきて、毎日が大変新鮮で、生徒や先生方の

きらめく個性と情熱を肌で感じています。

古典「貞観政要」で、唐王朝の太宗と側近の魏徴の問答の中で、「君は舟なり、人は

水なり」という古人の言葉が出てきます。学校では「君」はリーダー（教育者）を、「水」

は子供たちに対応します。浮くも沈むも水次第であり、教育者は常に子供に愛され信頼

される存在でなければならないという教訓です。学校の中心に常に子供を据え、本質を

見据えながら教育に専念していきたいと考えています。

「エネルギーの渦の中で」

高志野中学校 寺崎真由美

今年度より高志野中学校に勤務することになりました。高い志をもって取り組んでお

られる先生方と生徒に囲まれ、エネルギーの渦の中で溺れそうになっていますが、私も

その波に乗っていけるようにがんばりたいと思います。見かけられましたらどうぞ声を

かけてください。皆様の笑顔がパワーの源です。よろしくお願いいたします。



「新しい場所で」

高志野中学校 山口紗里依

初めての異動で黒部市勤務となりました。前任校とは違った環境に、不安や戸惑いを

感じながらも、子供たちの明るい笑顔や元気な挨拶に私自身がたくさんの元気をもらい、

楽しく充実した日々を送っています。黒部市での新しい出会いを大切に、気持ちを新た

にして精一杯頑張りたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

「新しい靴の履き心地」

高志野中学校 倉谷祐太郎

最近、新しい靴を買いました。まだ固くて自分の足に馴染んでおらず、踵の部分が靴

ずれになってしまいました。新天地の高志野中に来て２か月、教室の様子は・・・私の

靴とは違って柔らかく温かいです。靴のように、摩擦や靴ずれを恐れずに歩き続けるこ

とで、１年後には世界に１つしかない、生徒にとっても私にとっても居心地のよい素敵

な集団になるよう、共に歩んでいきたいと思います。

「初心に返って」

桜井中学校 川村 直弘

「初心忘れるべからず」教員になった直後に、新採指導の先生からいただいた言葉で

す。

異動が決まった時、「先生になるなら、故郷の黒部で先生をしたい」そんな、教員を

志した時の初心を思い出しました。まだまだ勉強不足の身ではありますが、教員を志し

た時、教員になった時といった時々の初心を忘れず、熱意をもって生徒のために努力し

ていこうと思います。よろしくお願いします。

「立山連峰のように」

宇奈月中学校 上島 範彦

黒部市での勤務は２５年ぶりです。新採から８年間毎日眺めていた風景を懐かしく思

いながら、海から山に向かって通っています。明るく素直な生徒たち。毎朝かわす挨拶

から元気をもらっています。担当学年である１年生が宇奈月中学校最後の卒業生になり

ます。聳え立つ立山連峰のように堂々と学び舎を巣立つ日まで、生徒と共に精一杯努力

していきたいと思います。

「姿勢」

宇奈月中学校 平 雄造

「生徒は先生のようになる」と教えていただいたことがありま

す。自分の言葉だけでなく、自分の生きる姿そのものが生徒の鑑

になるということだと考えています。この４月、宇奈月中学校で

出会ったのは、明るく純朴な生徒でした。この出会いを大切にし、

多くの面で生徒が成長できるよう、私自身が気を引き締めて仕事

に向き合いたいと思っています。



教育センターの研修が始まっています。

【学級運営研修会】＜５月２日(火)＞

小・中学校の初任者の先生方が参加しました。

講話の後、着任からの１か月を振り返り、嬉しか

ったことや悩んでいることをグループごとに話し

合いました。

この研修会は、気軽な話合いから横のつながり

を築いてもらうことが主な目的でした。参加され

た皆さんは、同じような悩みを誰もが抱えている

ことに気付き、安心して思いを打ち明け、ともに

解決策を模索していたようです。

【英会話科指導者研修会】＜５月16日(月)＞

小学校の初任者と黒部市外から着任された先

生、初めて英会話科を受け持つ講師の方々が参加

しました。

まず、黒部市で国際化教育を行っていることや

授業における学級担任の役割等について説明を受

けました。その後、英語専科教員の伊東先生とＡ

ＬＴのヘンリーによる模擬授業がありました。

参加された先生方は、指導の際のポイントや留

意点について確認しながら、子供の気持ちになっ

て模擬授業を受けていたようです。

【生徒指導主事等研修会】＜５月17日(水)＞

東部教育事務所の 五十里親良 主任生活指導主

事を講師にお迎えし、「生徒指導主事としての実

務と演習」をテーマに研修会を開催しました。保

護者対応の事例をもとに演習を行い、その後、講

話をいただきました。

生徒指導主事の仕事としては、組織として対応

するために職員の「報連相」を当たり前にするこ

と、保護者対応では、最初の対応が肝心であるこ

となどを教えていただきました。経験豊富な先生

方も改めて感じるところがあったようです。



★ 平成29年度 研究委員、英会話科カリキュラム部員

社会科研究委員 理科研究委員 情報教育研究委員 英会話科ｶﾘｷｭﾗﾑ委員

生 地 小学校 松田智恵美 板井 優哉 荻野 靖宗 桶屋 郁夫

たかせ小学校 飛弾 英樹 寺林 亜耶 坪野 裕貴 稲田 真弓

石 田 小学校 宮寺 克徳 長島 珠美 南保 毅 笹川 仁美

村 椿 小学校 髙澤 伸治 石橋 卓也 大森 一美

中 央 小学校 大菅 哲夫 栗谷 結希 芦﨑 守 島瀨 容子

桜 井 小学校 延山麻理子 小森 和也 中坪 尚世 伊東啓一

西尾歩美

荻 生 小学校 新田美智代 佐渡さやか 山本 千夏

若 栗 小学校 眞岩 竜郎 眞岩 竜郎 川口 和彦

宇奈月小学校 大谷 嘉明 千田 一裕 佐藤 博子 花房 有沙

鷹 施 中学校 藤岳 昭紀 川口 将 村上 恵理

高志野中学校 入井 大介 山口紗里依

桜 井 中学校 金森 稔生 遠渡こずえ

宇奈月中学校 小川 晶 平 雄造 村椿 勝

★ 教育センターの職員紹介 ― よろしくお願いいたします ―

所 長 宮本 悟 ・企画、運営 ・市教委、学校との連絡調整 ・調査、各種報告書

・魚津地区教育センター協議会に関すること

研究主事･指導主事 若島 肇 ・研修会の企画、運営 ・研修の受講・計画書・報告書
・学校訪問研修 ・英会話科の充実や研修

指 導 員 朝野 淳子 ・理科、社会科研究 ・科学展、発明くふう展 ・視聴覚教材

研究主事 髙澤 綾乃 ・帰国児童生徒教育 ・センターの庶務、予算・経理 ・教育相談

校務助手 髙瀬 緑 ・センターの業務 ・教材の印刷、整備、保管 ・文書の受発整理

ＳＳＷ 神子満美子 ・教育相談（家庭訪問等) ・関係機関とのネットワーク構築

鍵田 秀子

板東由美子

★ ほっとスペース「あゆみ」（場所：黒部市新牧野２２０ 勤労青少年ホーム内）

☆運営の基本方針 ・不登校の児童生徒の実態に即し、成長発達に役立つ活動を実施する。

・相談活動により心の保護者の安定を図り、保護者と連携しながら児童生徒

の支援を行う。

・在籍校との連携を密にし、児童生徒と保護者を支えるようにする。

☆開設時間 ・生徒の受け入れ・・・火曜～金曜 ９：００～１５：００

※ 夏季休業中は週２回程度開設

・保護者からの相談・・火曜～金曜 ９：００～１５：００

☆指 導 者 ・教育相談員 中山勤子

・指導員 松島知重美、大坪美幸

☆活動内容 ・適応指導・・・運動、料理、読書、

簡単な勉強など

・教育相談活動



平成29年５月２３日現在

No 部門 研修会名 受講対象者 時間 会場 主　　　な　　　内　　　容

1
学級運営研修会①
（初任者）

初任教員 5月2日 火
15:50～
16:45

市教セ
○所長講話
○１か月を振り返って

2 学級運営研修会②
初任から５年目までの
教員、その他希望者
※魚津地区教員希望者

7月25日 火
13:55～
16:00

宇奈月
小

○学級運営に関する講演
【講師】　上越教育大学教職大学院
　　　　　　　教授　赤坂真二　先生

3 教科実技研修会
初任から５年目までは
悉皆、その他希望者

7月28日 金
14:00～
16:00

市教セ
○道徳に関する研修
【講師】　東部教育事務所
　　　　　　指導主事　大坂由喜子　先生

4 体力・運動能力向上研修会 体育主任 ２月 15:30～ 市教セ ○体力テストの結果を踏まえて

5 ★外国語活動講演会 魚津地区教員 7月31日 月
9:30～
11:30

うるお
い館

○外国語活動に関する研修
【講師】　文教大学教育学部
　　　　　　　　教授　金森　強　先生

6 情報教育実技研修会 希望者 8月1日 火
14:00～
16:00

宇奈月
小

○プログラミング教育について
【講師】　東部教育事務所
　　　　　　指導主事　小田仁洋　先生

7 中堅教員研修会（事例研）

３６歳～４２歳のう
ち、偶数年齢の教諭、
養護教諭、および希望
教員。

8月4日 金
14:00～
16:00

市教セ
○課題に沿った事例研修
【指導講話】　東部教育事務所
　　　　　主任指導主事　上野郁行　先生

8 道徳 ★道徳講演会 魚津地区教員 8月9日 水
9:30～
11:30

うるお
い館

○道徳に関する研修
【講師】　國學院大學
　　　　　　教授　杉田　洋　先生

9
特別支援

教育 特別支援教育研修会 市内教員 8月7日 月
14:00～
16:30

市教セ
○特別な支援に関する研修
【講師】東部教育事務所
         　小中巡回指導員　瀧脇真紀　先生

10 ★生徒指導講演会 魚津地区教員 8月25日 金
9:30～
11:30

うるお
い館

○生徒指導に関する研修
【講師】　名城大学
　　　　　　教授　曽山和彦　先生

11 生徒指導主事等研修会① 生徒指導主事等 5月17日 水
14:30～
16:30

市教セ
○生徒指導主事としての実務と演習
【講師】　東部教育事務所
　　主任生活指導主事　五十里親良　先生

12 生徒指導主事等研修会② 生徒指導主事等 6月29日 木
14:30～
16:30

市教セ

○夏季休業中の生徒指導、情報交換
○集団づくりについて
【講師】　県総合教育センター教育相談部
　　　　　主任研究主事　本村雅宏　先生

13 生徒指導主事等研修会③ 生徒指導主事等 11月16日 木
15:30～
16:30

市庁舎 ○冬季休業中の生徒指導、情報交換

14 生徒指導主事等研修会④ 生徒指導主事等 2月8日 木
14:30～
16:30

市教セ
○学年末の生徒指導、情報交換
○演習と講演
【講師】　未定

15 いじめ問題等研修会① 教頭 4月19日 水
15:00～
16:30

市庁舎
○黒部市いじめ防止基本方針の改正点等
【講師】　黒部市教育委員会
　　　　　学校教育班長　籠浦智彦　先生

16 いじめ問題等研修会② 教頭 １月～２月
15:30～
16:30

市教セ
○演習と講演
【講師】　未定

17 英会話科指導者研修会
小学校初任教員・
市外からの着任教
員・希望教員

5月16日 火
14:30～
16:30

市教セ

○英会話科の授業の進め方
○中学年の模擬授業
【講師】　英語専科教員　伊東啓一　先生
　　　　　ＡＬＴ　ﾍﾝﾘｰ･ﾌﾟﾛｻｸⅢ　先生

18
英会話科カリキュラム部会
研修会①②

英会話科カリキュ
ラム部員等（小中
学校各校１名）

8月24日

12月26日

木

火

14:00～
16:00

市教セ
○平成30年度の重点
○カリキュラムの改善

19
英会話科企画・運営・評価
部会研修会①②

教頭 ７・２月 市教セ
○英会話科の充実を目指して
○平成29年度の成果と課題、今後の動向

20 帰国児童生徒教育研修会 5月25日 木
15:00～
16:30

市教セ
○講演
【講師】　アレッセ高岡
　　　　　　　代表　青木由香　先生

21 国際理解教育研修会 10月27日 金 午後 中央小 中央小学校公開研修会

学力・
体力・

資質向上

生徒指導

★は魚津地区教育センター協議会との協業事業

平成２9年度　黒部市教育センター研修会

開催期日

国際理解
教育

小中学校帰国児童
生徒担当等


