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１年間の締めくくりに励ましのお話
をいただきました。

鳥 取 県 教 育 センター
所長 坂本修一

４月から行ってきた基本研修も、あっと
いう間に最終回を迎えました。
初任者研修・新規採用教員研修、５年経
験者研修の最終回でも、それぞれ、受講者
の心に残る講話がありました。

ジョウビタキがやってきて
います。別名「紋付き鳥」は
中国などから渡ってくる冬鳥
ですが、オスはまるで紋付き
を羽織って年始の挨拶にやっ
てきた白髪のおじいさんのよ
うな模様をしています。
ジョウビタキの姿を見るこ
ろ、学校では冬季休業と新年
を迎え、やがて学年度を締め
くくることになります。年度
の移り変わりを前にして、学
校と私たち教職員は、この一
年間の活動をチェックし、新
しい年度に向けたアクション
を起こさなければなりませ
ん。
教育センターでも、来年度
の取り組みをよりよいものに
するため、着々と準備を進め
ています。鳥取県教育のシン
クタンクとなって本来の研修
講座や教育相談活動の内容を
充実させることはもとより、
学校での研修の支援を充実さ
せること、教職員の皆さまの
自主研修及び各校種教育研究
団体の研究活動とそのネット
ワークづくりを支援すること
を目標としていますので、来
年度の鳥取県教育センターの
活動にご期待くださるよう、
よろしくお願いします。

－自分らしい花を咲かせて－
盛本裕子さん（前県立白兎養護学校長）
１月１７日(木)初任者・新規採用教員研修 最終回

多様な価値観や変
化の大きい時代を生
きることになる子ど
もたちに期待するこ
と、教師として生き
ること・育つことな
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ど、学校現場での実践やエピソードを交え
たお話をいただきました。
講話の終わりにお聴きした「教育者とし
て自分らしい花を咲かせて欲しい」という
言葉は、初任者や新規採用教員の心に強く
残りました。
－極めるには努力、積み重ねが大切－
山根昭彦さん（㈱氷温研究所代表取締役）
１月２２日(火)５年経験者研修 最終回

業界最先端の氷温技術開発への道のりや
思いについてお話をいただきました。山根
さんの研究に対する情熱、「何事にも極め
るには努力、積み重ねが大切である」とい
う言葉、地域貢献への思いなど、経験に基
づいたお話を伺い、６年目を迎えた先生方
にとって人として、教員としてどう生きて
いくのかを考えたり、
積み重ね
が大切！
視野を広げたりする貴
重な機会となりました。

講話をされる盛本裕子さん
（前県立白兎養護学校長）

気づいて！読みの困難さ
～巡回相談の現場から～
「文章が読めません。勝手に自分で変えて
読んでしまいますし、それに読もうとしませ
ん。だからテストも最後までできません｡｣指
導主事による巡回相談の際、小学校でよく受
ける相談のひとつです。
個別検査をすると、この児童には読みの困
難さがあることが分かりました。読みの困難
さは外見から判断することができません。読
む力は努力により身につくと考えられてい
るので、間違えて読むと本人の努力不足、意
欲不足と捉えられがちです。教室で読めない
子どもを見かけると、「早くこの子の困難さ
に気づいて！」と思います。
読むことは当たり前に習得できると思わ
れています。多くの人は文字を見ると、その
文字が表わす読み方をすみやかに想起する
ことができます。ところが、文字を見てから
読み方を想起するまでに少し時間がかかる
人がいます。この想起の遅さが読みの困難さ
としてあらわれると考えられています。
想起が遅い場合、読み方がスラスラと思い
出せないので次のような傾向の読み方が見
られます。

①文章の途中でつまる。
②一文字ずつ不必要に区切って読む。
③繰り返して読む。
④音を付け加えて別の言葉に変えて
しまう。
⑤文字を飛ばして読む。
⑥漢字の音訓を間違える。
このリストの①～③が見られたら読みの
困難さを疑ってください。④～⑥が見られた
らかなり読めていないと考えられ、国語のテ
ストや算数の文章問題などに対応する力に
影響する可能性があります。
文字を見てからその読み方を想起するま
での時間を速くするための指導法の一つと
して、ひらがなカードを用いたトレーニング
を提案させていただいています。詳しくは、
教育相談課までお問い合わせください。
教育相談課 TEL 0857-28-2322

ひらがなカードの例

〒680-0941
鳥取市湖山町北 5-201
TEL 0857-28-2321(代表) FAX 0857-28-8513
【URL】http://www.torikyo.ed.jp/kyoiku-c/
【e-mail】kyoikucenter@pref.tottori.jp
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NetCommons ver.2 校内研修用パッケー
ジをお貸しします。
NetCommons ver.2 を活用した学校ホームペ
ージ作成の校内研修会を、企画してみません
か？
NetCommons ver.2 の操作方法資料と各学校
専用の研修用ホームページをパッケージにし
て、各学校にお貸しします。研修用ホームペー
ジは Torikyo-NET 内だけしか更新・閲覧ができ
ませんので、ホームページを書き込む練習や校
内での研修等にご活用いただけます。詳しく
は、教育センターホームページの情報教育課の
ページにチラシを掲載していますので、ご覧く
ださい。
今後も、学校の情
報化をサポートして
いきますので、何か
お困りのことやご相
談がありましたら、
１０月２７日（土）教育セミナー
情報教育課までご連
「これでバッチリ！！『ネットコ
モンズ ver.2』活用講座」の様子
絡ください。

NetCommons ver.2 の利用申請を受
け付けています。
Torikyo-NET事務局では、NetCommons
ver.2 の利用申請を受け付けています。平成
２４年１２月末現在で１１０校の学校から
申請をいただいており、中にはすでに学校
ホームページをver.2 に切り替えられた学
校もあります。
NetCommons ver.1 のサービスは平成２６
年８月末で終了予定ですので、早目の検討
をよろしくお願いします。なお、詳細につ
きましては教育センターホームページか学
校代表宛てのメール文書をご覧ください。
申請書は教育センターホームページからダ
ウンロードできますので、必要事項を記入
の上、ＦＡＸまたはメールにて申請してく
ださい。
情報教育課
TEL 0857-28-2323 FAX 0857-28-8513
ヘルプデスクメールアドレス
help@mailk.torikyo.ed.jp

メディア芸術活用の実践を紹介します｡
本年度のスーパーバイザー事業では、テー
マの一つとして「教育活動におけるメディア
芸術の活用」をあげて取り組んでいます。鳥
取市立逢坂小学校では、１２月１０日(月)～
１４日(金)の一週間、スーパーバイザーの服
部かつゆきさん（ビデオアーティスト・SVP2
所属）によるワークショップを取り入れた授
業実践が行われました。
内容は、お気に入りの場所を選んでの１分
間ビデオの作成、デジタルカメラによる『コ
マ撮りアニメーション』、映像によるしりと
り（『しり撮り』）などで、いずれも説明、

例示→制作→発表･交流という流れで行わ
れました。
ビデオ等による映像表現は、児童にとっ
ても身近であり、出来上がりのイメージを
共有しやすいものです。このイメージの共
有は制作過程でのコミュニケーション活動
の活性化につながっているようでした。グ
ループの全員が主体的に関わりながら意見
を交換する姿や、次々と新しいアイデアを
生み出す児童の楽しそうな姿が印象的でし
た。

教育セミナーへおいで下さい。
逢坂小学校でのワークショップの様子から
←ビデオに向かって
自分を表現。

アニメーションづくりで
アイデアを出し合う。→

学校教育支援室では、今年度中さらに、
この活動の紹介も含めた「コミュニケーシ
ョン教育」、また「学校統合」をテーマと
した教育セミナーを開催します。多くの先
生方のご参加をお待ちしています。
2 月 9 日（土）10:00～16:30
「コミュニケーション教育を考える」
2 月 10 日（日）13:00～16:30
「学校統合の現場から見る教育のみらい」

節目の言葉
次長

松岡

一

１年をかけて行われた研修
もすべて閉講を迎える。３０
数年前の新採研最終日の思い
出。研修最後の講話の中の二
つの言葉。「土曜日が待ち遠
しいような教員は、今ただち
にこの場から立ち去れ！」
「････」― ！と････に、講
師の迫力とわれわれ受講者の
心中とを想像してもらえるだ
ろうか。もう一つは「創造と
完結」である。「教師は創造
せよ、そして自ら完結せよ」。
前後の話は記憶にないが、こ
の二つの言葉はその後も折々
に脳中に出現する。
１月４日、仕事始め式の所
長訓辞に「節目」の話があっ
た。おもしろかったのは、節
目というと竹を思うが木の場
合は枝が出る部分をさす、枝
をつくることで木は強くなっ
ていく、というもの。なるほ
ど人生は「竹」でもあり「木」
でもある。
これから卒業、入学の季節
を迎える。残念ながら、自分
自身の小・中学校時代の校訓
がわからない。記憶から消え
たのか、そもそも知らなかっ
たのか。今の自分はそれを知
りたいとは思わないが、小・
中学生の自分がここにいるも
のなら伝えてやりたい気がす
る。校章、校歌や校訓は、地
域の先人から子どもたちへ託
された希望が形となったもの
だ。校訓に込められたに違い
ない何がしかの思いを思春期
の自分に丁寧に語ってやりた
い。
時間の節目と場面の節目を
繰り返す折々に、子どもたち
はどんな言葉と出会うのだろ
うか････などと余計なことを
思ってしまうこの頃だ。やっ
ぱり学校はいい。

