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「「情情報報モモララルルハハンンドドブブッックク」」  「「ささががみみははらら教教育育  第第１１５５４４号号」」  発発行行にに寄寄せせてて    
総総合合学学習習セセンンタターー所所長長      金金井井  秀秀夫夫  
  

生まれた時からすでにＩＣＴ機器に囲まれ、例え

ばインターネットを使うことが当たり前であったり、

遊びもデジタル機器が主流であったりと、現代の若

者や子どもたちを取り巻く状況から「デジタルネイ

ティブ（世代）」という言葉も生まれています。 

大人たちがマニュアル本をかたわらにぎこちなく 

機器に向かい合っている間に、子どもたちはゲーム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

の攻略方法も“ネットで検索”しながら、どんどん

先へと進んでいっています。 

私たち「ノン・ネイティブ」は、技術の進歩とと

もに次々に遭遇する新たな出来事と自分の知識や価

値観とをすり合わせるのに四苦八苦していますが、

「ネイティブ」たちはそれを当たり前のことと、時

には咀嚼
そ し ゃ く

もしないで飲み込んでいるようにも思えます。 

しかし、彼らにとって「できてしまう」ことと、

「きちんと理解している」ことは同じでしょうか？

そして、私たちの「とまどい」の理由は単に新しい

技術に関する不案内だけでしょうか？ 

人を思う気持ち、守るべきマナー … 世の中の

情報化がいかに進もうとも、私たちが大切にし続け

るべきものは何か、そして、変化し続ける社会の中

にあって主体的に生きる力を育むために何が必要か、

学校での教育の視点から２つの冊子を作成しました。

 

◇◇◆◆◇◇  情情報報モモララルルハハンンドドブブッックク  ◇◇◆◆◇◇  
 
 総合学習センターでは、今年度、小中学校９年間

を見通した情報モラル教育のカリキュラム「情報モ

ラル『相模原』プラン」を策定し、それに基づく読

み物資料「情報モラルハンドブック」とその解説書

を作成しました。 

 「情報モラルハンドブック」は、プランに併せて

道徳の時間の授業で扱う「心をたがやすページ」と

学級指導や各教科領域等で扱う「知識を身につける

ページ」で構成し、それぞれのページが互いを補う

ように工夫しています。解説書には「心をたがやす

ページ」の指導案と教師のための一言集を載せてい

ます。これらを活用することで、相模原の子どもた

ちは小中学校の９年間を通して系統的に情報モラル

の授業を受けることになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

            教教  育育  情情  報報  誌誌  

◇◇◆◆◇◇  ささががみみははらら教教育育  第第１１５５４４号号  ◇◇◆◆◇◇  
  
 「さがみはら教育 第１５４号」は、「情報活用の

実践力」がテーマです。 

 新しい情報が絶え間なく生まれては消える現代社

会で、子どもたちが主体的に生きていくためには、

情報を鵜呑みにせずに、その情報が目的に適してい

るのか比較や選択を行い、考えたことを自らの意思

で発信する力が必要となります。 

 本号では、玉川大学教職大学院教授の堀田龍也氏

のインタビュー、市内小中学校へのアンケート調査

の特集を組むとともに、市内小中学校教師の実践事

例の紹介と「わたしたちの情報活用」と題した座談

会を行い、さらに、帝京大学教職大学院准教授の鎌

田和宏氏や市内小中学校の校長先生から提言をいた

だきました。また、子どもたちの情報活用能力や相

互の関わり合いを高めることをねらった「情報活用

室」のレイアウトを紹介しています。 

 子どもたちに「情報活用の実践力」を身に付けさ

せるには、何が必要なのでしょうか。「情報の収集」

「情報の分析・整理」「情報の発信」「ＩＣＴ活用」

を視点として、これからの「情報活用」についてま

とめました。 

 

≪各学年の指導内容≫ 
 

小１：コンピュータを使う時の約束を守ろう 
小２：友だちの作品に落書きをしないで           
小３：このことばで相手に気持ちが伝わるかな？  
小４：クラスのマーク “ピーチくん ”           
小５：情報の広がりについて考えよう              
小６：インターネットには間違った情報も存在する  
中１：気をつけて！それもチェーンメール             
中２：女の子だと思っていたら 
中３：無料（ただ）ほど高いものは… 

１ 



平成２４年度教育実践研究論文の表彰式を、平成２５

年３月１２日（火）市民会館あじさいの間で行いました。 

今年度も子どもたちの健やかな育ちを願った創意あ

ふれる実践や地道な研究活動など、５１本の論文が寄せ

られました。厳正な審査の結果、次の１２本の論文が入

賞しました。 

 

 

 平成２４年度教育実践研究論文表彰式                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【教育長賞】＜学校教育・幼児教育の部＞ 

◇授業改善を軸とした学校づくり 

～「学びの共同体」の実践～ 

  中野中学校  教諭 白田 良雄 

【教育長賞】＜社会教育の部＞ 

◇清新公民館における子育て事業  

～ニーズに応じたきめ細かい子育て事業～ 

清新公民館 公民館活動推進員 島﨑 京子 

                  梅野 拓 

【優秀賞】＜学校教育・幼児教育の部＞  

◇小学校における「対人関係スキル」習得のための

ソーシャルスキルトレーニング実践 

上溝南小学校 教諭 中園 真由美 

◇問題解決能力を育む総合的な学習の時間の実践

研究                

宮上小学校 教諭 鈴木 真樹 

◇心理的アプローチによる学校経営  

～人の気持ちや思いを形にした学校づくり～ 

田名小学校  校長 大里 朝彦 

◇養護教諭が推進する支援教育コーディネータの

あり方 

～養護教諭の職務を活かしたより良きあり方を

求めて～  

 若草小学校  総括教諭（養護教諭） 中島 久子 

 

【奨励賞】＜学校教育・幼児教育の部＞ 

◇生きる力を育むための教育的活動を目指して 

～３泊４日やませみ自然体験活動～  

弥栄小学校 教諭 田部 恵美子 

長谷川美栄子 

◇“子どもたちがかかわり合い、学び合い、高

め合う”ための学年経営 

～言葉でつながる 仲間の輪～ 

大野台小学校 教諭 菅原 良太 

◇体験活動で子どもが「気づく！」「変わる！」

「動く！」 ～田名の秘密大発見の実践を通じて～ 

         田名小学校 教諭 仲村 康太郎 

◇学習上の困難さがある子どもたちの数の学習

の工夫～お金を使う活動を通した数理解～ 

小山小学校 教諭 杉山 康二 

【奨励賞】＜社会教育の部＞ 

◇公民館における家庭との連携の重要性  

～子どもの自主性を育むための手法を探る 

新磯公民館 公民館活動推進員 古賀さやか 

◇心ふれあう 楽しいひととき ブックチャンス 

～相模原市協働事業 ４ヶ月児健診での活

動を通して～ 

  特定非営利活動法人「らいぶらいぶ」 谷畑 理恵 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○白田 良雄 教諭（教育長賞） 

「教育実践研究論文に参加したことで良かったと

思うことが２つあります。一つは、自分の研究や取

り組みを書くことでしっかり整理できたこと。もう

一つは、自分が中野中学校で学んだ『教師一丸とな

って取り組むことで、どんな困難も克服できる。』

ということを発信できることです。」 

○梅野 拓 氏（教育長賞） 

「小さい頃から子どもが地域と関わることの大切

さを発信したかった。公民館の活動はなかなか見え

ない部分もあると思うが、これをきっかけに学校教

育などと発展的な連携ができれば良いと思う。」 
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平成２３・２４年度  
 ２年間にわたって取り組んできた３つの研究が、

この３月で終了しました。 
 
◆「情報モラル教育の実践」に関わる研究     

 日常生活のあらゆる場面で、情報モラルを高める

教育が必要です。そうすることで、情報モラルの価

値判断基準を身に付け、行動できる実践力が育まれ

ると考え、研究を進めました。 

◆「『生きる力』の基礎となる食育の実践」に関わ

る研究 

 「食」の楽しさや大切さを感じる経験を通して、

「食」への関心を高めることが食育の目的です。こ

の食育が、生涯にわたって健全な心と身体を培い、

豊かな人間性を育み、生きる力につながると考え、

研究を進めました。 

◆「ユニバーサルデザインの授業づくり」に関わる

研究 

特別な支援が必要な児童・生徒にとっての支援は、

どの子にとっても「あると便利な支援」です。この

「ユニバーサルデザイン」の考えをもとに、一人で

も多くの児童・生徒の学びにつながる「授業づくり」

について研究を進めました。 

平成２５・２６年度  
 ４月から２年間にわたって、次の２つの研究テー

マに取り組んでいきます。 
 
◆「情報活用能力の育成」に関する研究（仮題） 

２１世紀は、新しい知識・情報・技術が様々な領域で

活動の基盤として飛躍的に重要性を増す、知識基盤

社会の時代と言われています。そこで子どもたちが主

体的に生きていくためには、自ら課題を発見し、習得し

た知識・情報・技術を活用して解決する力、新しい価値

を創造し、それを実行する力が必要とされています。

この研究では、必要な情報を主体的に判断し発信す

る「情報活用」に焦点をあて、研究を進めていきま

す。 

◆「小学校理科」に関する研究（仮題） 

テーマを「小学校理科」とし、様々な角度から検

討していきます。「自然に親しみ、見通しをもって観

察、実験などを行い、問題解決の能力と自然を愛す

る心情を育てるとともに、自然の事象・現象につい

ての実感を伴った理解を図り、科学的な見方や考え

方を養う」とした小学校学習指導要領理科編の目標

をふまえた研究を進めていきます。 

 

 

 

 

 ～ともに見つめ ともに創る子どもの未来～ 
        平成２５年８月２日（金）           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 増田氏は、１９８４年のロス五輪に女子マラソン

日本代表選手として出場し、引退までの間に日本最

高記録１２回、世界最高記録２回更新という記録を

残していらっしゃいます。現在はスポーツジャーナ

リストとして解説や執筆など多方面でご活躍されて

います。ご自分の経験から、人生と長距離走を重ね

合わせ、元気と勇気がわくお話をしていただきたい

と思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

募集人数 ５０名程度 

開塾期間 平成２５年１０月～平成２６年６月 

開催日  土曜日（全２０回） 

受講料  １０，０００円 

その他  ・塾生１０名程度に１名の専任講師 

       を配置し、相談に応じます。 

      ・４つのステージに分け、テーマを 

       設定し、多彩な講師陣による講義 

 ゼミナール形式による少人数での 

 グループ協議、模擬授業等を通し、 

 実践力を養います。 

 

▼さがみ風っ子教師塾ホームページ 

http://www.sagamihara-kng.ed.jp/kyoushijyuku/ 

記念講演会 

スポーツジャーナリスト 

増田 明美 氏 

 

「自分という人生の 

 長距離ランナー」 

本市の教育の向上を図るため、 

組織的・計画的な調査研究を行っています。 
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市市民民大大学学    総総合合学学習習セセンンタターーココーースス  

 

 

 

 
昨年に引き続き、江戸期の相模の国の様子、

甲州街道と宿場の役割について学ぶコースとし

て、１０月から全５回の講座を開催しました。   

城山歴史研究会の山口清先生を講師としてお

招きし、「聞く」「調べる」「訪ねる」を通した学

習として、総合学習センターでの座学の他、現

地（藤野・甲州街道）のフィールドワークを実

施しました。 

フィールドワーク当日は、朝から晴天に恵ま

れる中、藤野公民館を出発し、一里塚、旧吉野

橋跡を、歴史を思い浮かべながら実際に街道を

歩き、最終目的地の吉野本陣跡ではご当主（吉

野様）に直接お話をうかがうことができました。 

 今年度も地元の方の協力をいただき、 

有意義な時間を過ごすことができまし 

た。受講者のみなさんは、相模原の 

文化財のすばらしさを改めて認識する 

ことができたようです。 

 

 

 

公開講座「宇宙航空研究開発機構コース」 

 

 
 

＜２月２３日（土）開催・受講者４２名＞ 

宇宙を構成する銀河は、どのようにして生まれた

のでしょう。人類は独りぼっち？ 

今回はその謎を解明すべく打ち上げられた天文観

測衛星で、運用の終了した「あかり」と、次世代に

期待されている「ＳＰＩＣＡ」について、ＪＡＸＡ

宇宙科学研究所宇宙物理学研究系の中川貴雄教授に、

お話しいただきました。 

難しい宇宙史のお話を、受講生にわかりやすくお

話しいただき、講座終了後には、多くの受講生から

質問がありましたが、先生はひとつひとつ丁寧にお

答えくださいました。 

 宇宙へのロマンは尽き 

ることがありません。 

近い将来、人類は宇宙で 

独りぼっちではないこと 

が証明されるかもしれま 

せんね・・・。 

 

                                  
 幸幸福福のの国国ブブーータタンンががおお手手本本！！心心のの豊豊かかささをを感感じじてて生生ききるる 《２月９日（土）開催 受講者３３名》 

 国民の多くが幸福を感じているブータン。その尺度と 

なっている国民総幸福（ＧＮＨ）や人々の暮らしの様子等 

についてＧＮＨ研究所の斉藤光弘さんによる講義を受けた 

後、受講者によるグループワークを行いました。 

 グループワークの中では、受講者が講義の感想や、それ 

ぞれが考える「しあわせ」について、活発な意見交換が行 

われていました。 

 受講者からは「自分自身にとっての幸せとは何か改めて 

考える良い機会となりました」などの感想が聞かれました。 
 

 ああななたたののここととばば大大丈丈夫夫？？ここととばばののふふししぎぎ総総点点検検 《２月２４日（日）開催 受講者５２名》 

                      元ＮＨＫアナウンサー『ことばおじさん』こと梅津正樹さん 

                     を講師としてお招きし、日頃何気なく使っている「ことば」の

使い方について見つめ直すことをテーマに開催しました。 

                      梅津さんからは、日頃使われている様々なことばについて 

                     ユーモアを交えながらその由来や、時代と共に意味や使い方が 

                     変化していることなどをお話しいただきました。 

                      受講者から多くの質問があり、予定時間を過ぎていましたが 

                      梅津さんはそのすべてに丁寧にお答えくださり、受講者からは

「とても楽しくことばについて学ぶことができました」など 

                     の感想がありました。 

「甲州街道をゆく２」 
～語り継がれる吉野宿と関野宿～ 
 

≫≫≫ 赤外線で探る宇宙の進化 
～「あかり」から「ＳＰＩＣＡ」へ～ 

４ 

講 座 事 業 

▼ これまでに開催した 市民向け講座 の結果をお伝えします ▲ 

 



学学校校支支援援ボボラランンテティィアア入入門門・・実実践践講講座座  
 
３月８日（金）に、学校支援ボランティアに関心 

のある方や市内の小中学校で学校支援ボランティア 

の活動をしている方を対象として、研修会と情報交 

換会を行いました。 

この研修は、学校支援ボランティア活動の推進を 

図るため、活動に必要な基本的な知識や活動の意義 

などについて学習する機会を提供するとともに、効 

果的で円滑な学校支援ボランティア活動を行うため 

にボランティア相互の情報交換を行い、今後の活動に生かすことを目的としています。 

入門編では、「学校支援ボランティアってどんな活動があるのだろう？」「活動に参加するには 

どうすればよいのだろう？」等、学校支援ボランティア活動における基本的なことを学びました。 

実践編では、活動内容や活動上の課題や悩み、活動のあり方などについての情報交換をしました。 

受講された方々からは、「関心はあっても、どこでどのように行ったらいいのか漠然としていま 

したが、相模原のボランティアの様子がよくわかりました。」という声が聞かれました。 

 来年度も実施する予定です。 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

来年度は、６校に設置 

総合学習センターでは、「人間性豊かな子どもの育

成」と「いきいきとした市民の活動」を通したより

よいまちづくりをめざして、平成２２年度から平成

２４年度までの３年間、「学校と地域の協働推進事

業」と併せて津久井中央小学校、淵野辺東小学校、

東林中学校の３校に「学校と地域の協働推進コーデ

ィネーター」をモデル設置してきました。 

３年間の実践を通して、学校と地域の連携が一層

図られたことや、学校支援ボランティアなどの地域

教育力を学校に生かすことが今まで以上に充実され

てきていること等、多くの成果が見られました。 

平成２５年度は、さらに「学校と地域の協働推進

コーディネーター」の役割や効果を広められるよう

に市内の小中学校合わせて６校に３年間、「学校と地

域の協働推進事業」を委託し、「学校と地域の協働推

進コーディネーター」を設置します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「学校と地域の協働推進コーディネーター」は、

ＰＴＡ役員経験者や地域活動者から学校長が推薦し、

教育委員会が委嘱しています。コーディネーターは、

公民館など社会教育施設や地域の諸団体と連携をと

りながら、教育活動の充実を図り、地域とともにあ

る学校づくりをめざして、今まで以上に地域教育力

を生かした教育活動が行われるように取り組んでい

ます。 

 

緑 区 藤野小学校   内出中学校 

中央区 淵野辺東小学校 共和中学校 

南 区 南大野小学校  東林中学校 

平成２５年度「学校と地域の協働推進コーデ 

ィネーター」設置校です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～平成２５年度  学校と地域の協働推進事業～ 

学社連携・協働の動き      
 

５ 



 右記のＱＲコードを読み込む 

と、携帯電話からセンターだよ 

りをご覧いただけます。 

パソコンからは 

総合学習センターホームページ 

http://www.sagamihara-kng.ed.jp 

へアクセスしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

春 の 講 座 名 漢詩鑑賞入門講座 

心豊かに生きる道徳 鬼平の仕事と内助の功 

ますます大人の元気が出る論語 楽しい書道 

和装・袷（あわせ）の着付け お茶の時間を楽しむ 

血糖値対策講座 メタボ→スリムへ変身 

シャンソン 歌ってみましょう 楽しい俳句入門 

線を鍛えて隷書に挑戦 こどもじんべい 

基礎から学ぶ水墨画 ミューゼ交歓会 

 

 

平成２５年１１月から約２か月半にわたった総合学習センターの外壁塗装工事は、お陰様で無事、 

終了いたしました。 

期間中は、駐車場の一部閉鎖や騒音など、ご利用のみなさまに大変ご迷惑をおかけしましたが、 

ご理解とご協力をいただき、ありがとうございました。 

明るい色に生まれかわった総合学習センターを今後ともご利用くださいますようお願いいたします。 

市民講師として活躍している方々による冬講座を、 

１２月から３月まで開催しています。厳しい寒さが続く

中、多くの方にご参加いただいております。 

市民講座「学びのらいぶ塾」の活動開始から４年が経

過しますが、この間に講師同士の交流も活発になり、そ

れぞれ別の特技をもつ講師同士が協力して、また新しい

講座を創造するなど、相乗効果を生み出しています。 

 

 春講座として３月１５日（金）から募集が始まっています。４月から６月までの間に計１５講座

を開催します。詳細については、募集案内・総合学習センターホームページなどでご確認ください。 

３月３１日（日）が申し込み締め切りです。なお、次回（夏講座）は６月に募集する予定です。 

 

 

 あなたも市民講師として活動してみませんか？趣味や特技を生かして講座の講師をしてみたい方、 

講座の企画・運営に参画したい方を対象に、研修講座を実施します。半年間、講師としての心構えや 

運営方法を学び、１０月には実際に講座を開催します。募集は５月１日（水）からを予定していますので、 

興味のある方は、５月１日号の広報さがみはら、または、同時期に公民館・総合学習センターで 

配布するチラシで内容をご確認の上、お電話でお申し込みください。 

 

パソコンで 

“荒城の月”を→ 

講 座 風 景 

↑スクエアダンス 

６ 


