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す」いつもの元気で明るい挨拶と

「みなさん、おはようございま
岐にわたる話でその場が終始とて

ました。川田先生の懐の深い、多

をいただければと思います。最後

依頼の時期と重なったのでお許し

時（悉く皆異質時を同じうして存

会館に掲げられた「悉皆異質存同

村素衞先生に私淑したこと、教育

て育った背景、白樺教育に学び木

す）」の言葉のように愛の心で一人

に、川田先生のご健康と、益々の

ひとりの個性を尊重し生かすこと

ご活躍をお祈りいたします。

四十二年も本教育会の哲学講座

も盛り上がり、川田先生のことが

講師を務めていただきましたが、

ますます好きになりました。

体調の事もあり今年が最後という

笑顔と共に入ってこられ、川田殖

私が川田先生の哲学講座に参加

座が八月三日に開催されました。

ことで、「一つの大きな別れ」と

先生が講師としての最後の哲学講

するようになったのは十年くらい

がしなかったこと

正直言って気乗り

誘われて参加し、

ありました。閉講式

にぐっと来るものが

なる部分があり、心

ンの最後の場面と重

いう点ではパイドー

偲ぶと共に、安曇野にゆかりのあ

代会長の岡村千馬太先生の遺徳を

安曇野市教育会の先 輩であり 初

安曇野の先人の信念や高い志に

的に、「安曇野の先人等に学ぶ会」 合わせを行った。

る諸先輩の生き方に学ぶことを目

触れて自己を見つめる機会とな

だき、木村素衞先生の日記の読み

と哲学同好会幹事長にご協力いた

た。後半は、木村素衞委員会委員長

現在の我々へのご示唆をいただい

旧本館を長野から安曇野に移築し

を大切にされた実践、信濃教育会

前からです。最初は先輩の先生に

を覚えています。

は、私たちの気持ち

が六月十八日（土）に開かれた。午

するようになりま

て川田先生のことを書かせていた

も大きな変化であったため、あえ

会にとってあまりに

思いますが、本教育

の曽根原孝和先生から『太田美明

学習会前半は、元教 育会副会 長

で学習会を行った。

碑に拝礼をした。その後、大会議室

の木村素衞先生と務台理作先生の

し、約五十名が参加して、会館南庭

たエピソードなどから窺われる先

しかし、その気持

とは裏腹に、意外に

前に、役員が三郷中萱にある岡村

安曇野の先人
等に学ぶ会

ちはすぐに消え失

もあっさりしていた

り、意義深い一日だった。

追究』という点で教育と絡み合わ

だきました。本来であれば、川田

先生に学ぶ』と題してご講演をい

最近になってからです。

生の人となりをお話しいただき、

せ、その後からは

ように感じられまし

千馬太先生のお墓をお参りし、午

自分の意思で参加

後には、松本市城山公園にある岡

た。本教育会の先輩の方々と役員

たが、それも川田先

本号巻頭言は、安

が参加し、松本市教育会長横林和

生らしいなとも思え

した。理由は、申
し訳ないことに哲

曇野市教育会活動の

村先生の碑の前で碑前祭を行っ

前半を振り返る内容

ました。

学そのものではな
く、川田先生の人
柄でした。何回か
の読み合わせを重

せて考える研修に魅力を感じ、よ

先生については私のようなもので

ただいた。信濃教育会の会長を十

会場を南安曇教育文 化会館に 移

俊先生も参列してくださった。

うやく何かが分かりかけてきたよ

はなく、教育会長や深い関わりの

にすべきところかと

うに思えるようになったのがつい

あった諸先輩の方に寄稿していた

四年務めた太田美明先生につい

ねるごとに『無知

四年前の哲学講座の前夜、川田

だくことの方が望ましいことだと

勢）』、『真理の

先生や講座担当者、役員の先生方

て、梓川に生まれ幼少から山を見

常 任 委 員 長

思いますが、たまたま本号の執筆

一つの大きな区切り
と夕食を共にする機会をいただき

の知（謙虚な姿

志
正
藤
遠
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事業推進連絡会
七月四日（月）教育文化会館で第
一回が開催された。松本市出身で
ジャーナリストの池上彰さんの講
演内容にふれた大島春彦会長（堀
金中学校）の挨拶の後、各学校代議
員による協議が行われた。
まず、五月に開催された教育会
総集会を振り返った。スポーツド
クターの辻秀一先生の講演が大変
好評だったこと、昨年の出席率を
下回ってしまったので講師紹介パ
ンフレットを早めに配るなどの工
夫が必要だったなどの反省が出さ
れた。後半は、七月六日より始まる
教育会主催の研修日についての意
見が代議員より出された。時期的
に忙しく他の行事と重なるという
意見の一方で勤務日に位置づけて
いただいたので参加しやすいなど
の意見も出された。
連絡会終了後には、 避難訓練 と
清掃が行われた。会館の清掃では、
教職員組合執行部の先生方ととも
に、参会者全員で、フロアの雑巾が
けや窓ふき等、施設の隅々に至る
まで手を入れた。会館は築二十八
年である。現在の美しさを保って
いくことができるよう、今後も感
謝の気持ちをもち、大切に使用し
ていきたい。

安曇野巡検行われる
二・五キロメートルにも及ぶ水路

～安曇野の魅力発見～
七月九日、安曇野巡 検が実施 さ

むため、用水路を見学し、実感を伴

野を好きになる子どもたち」を育

る深さであった。意外に浅く少し

と、ちょうど傘が半分くらい隠れ

五ヶ用水の中に傘を入れてみる

となったのである。

った素材研究をすることが今年度

驚いたが、この堰が人の手によっ

れた。「安曇野に誇りを持ち、安曇

のねらいである。今年も各校から

はとても大変なことであり、改め

て作り上げられたと思うと、それ

講師には、安曇野市教育委 員会

て今当たり前にある水へのありが

多くの参加者が集った。
の大澤慶哲先生、豊科郷土博物館

することができた。
午 後 は、 四つ の堰 の頭 首工 を見

は曲がっている所に砂がたまって

の方がいらっしゃった。用水や堰

今回の参加者の中に 、用水委 員
学した。この四つの堰は、開削され

館 長 の 百 瀬 新 治 先 生 を お 迎 え し て 、 たみを感じた。
用水路の歴史から課題に至るまで
具体的にご講義いただいた。
まず明科の犀川左岸 段丘を流 れ
水を引くという計画は、最初は途

男は、一六五四年に開削され、犀川

通り万水川へ流れる「新田堰」。次

梓川から取水し、成相・新田地区を

に、地域素材として明科を流れる

五ヶ用水の教材化を考えていたと

ころ、安曇野巡検に参加すること

で、その特徴や先人たちの苦労を

私は、安曇野出身ですが、拾ヶ堰

知ることができました。

と矢原堰しか知りませんでした。

普段何気なく通っている道の隣を

通っているものが、新田堰や勘左

衛門堰だということを初めて知っ

たと同時に、普段あまり気にしな

いことにも目を向けてみると、こ

んなにもたくさんの先人の苦労や

社会的な事象があるということを

学ぶことができました。

バスの中で青木校長 先生が「 私

は、明科の小泉地区に住んでいる

が、今でも用水の掃除がある。小泉

や中村地区は用水の最後の方にあ

ださっているという。作った人が たり、いろんなものが流れ着いた
いて、それを脈々と守る人がいて、 り、カーブが多く、そこに多くの砂

た順に四兄弟に例えられていると しまうため、砂を上げる必要があ
いう。長男は、開削年は不詳だが、 る。三月と七月の年二回、用水委員
の方が砂上げやゴミ取りをしてく

中（押野・塩川原・荻原）までの堰

る五ヶ用水に向かった。五ヶ村に

を作ることしか認められなかっ

は、自分達の利益にならないうえ

める一方、よその村から来た人々

で中村・小泉の村人達が仕事を進

村にも水がくる」という意気込み

手することとなった。
「自分た ちの

可が下り、一八三一年に工事に着

ついに中村・小泉まで水を引く許

模の「拾ヶ堰」だ。堰の存在は知っ

水し、安曇野の堰の中でも最大規

六年に開削され、奈良井川より取

る「勘左衛門堰」。四男は、一八一

イフォンでくぐり、万水川へ流れ

れ、奈良井川から取水し、梓川をサ

堰」。三男は、一六八五年に開削さ

にて東に向かって流れる「矢原

私は、初任で明北小 学校の四 年

ならないと思った。

も大切な水を守っていかなければ

を担う子ども達に伝え、これから

史が風化してしまわないよう未来

感謝の気持ちを抱くとともに、歴

ありがとうございました。

のことを学ぶことができました。

話されました。私たちもその維持

水が流れてこない」ということを

他の田にも水が引かれ、ここまで

時に水を引きに行く。遅くなると

た。しかし、藩に訴え続けた結果、 から取水し、北流し、穂高神社付近

に大変な仕事に、嫌がる人もいた

ていたが、安曇野を支える四つの

生を担任しています。四年生がい

そのおかげで水が潤うこの安曇野 が溜まりとても大変だ」と話され
の地があり、今のわたし達がいる。 ました。また百瀬先生は、「田んぼ
に水を引くため、早起きをして三

という。このような苦労の末、五ヶ

堰を実際に見たことで、安曇野の

きいきと学習に取り組めるよう

今回、安曇野巡検に参加し、多く

ができました。

をしているということも知ること

や利用に関わり、便利な反面、苦労

用水は一八三二年に完成し、五ヶ

歴史や先人達の苦労・知恵を痛感

「安曇野の歴史から学ぶ」
明北小学校 白澤 和輝
村を潤し、犀川まで至る総延長一
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実技講習会
開かれる
実技講習会が八月一 日（英語 は
二日、哲学は三日、美術は五日、音
楽は八日）に安曇野市内十八会場
で開かれた。猛暑の中にもかかわ
らず、のべ四五八名の先生方が熱
心に学ばれた。
実技講習会はその教 科・分野 を
得意とされる講師をお招きし、講
義や体験等を通して学ぶ会であ
る。教員自身の専門教科の実技講
習に限らず、興味関心のある講座
を選択し受講できることから、各
講座には様々な先生方が集まり、
専門性を磨くだけでなく、交流の
場としても良い機会となった。

国語

十八名

です。高さは揃わなくて構いませ
恵を学び取ろうと実際に土器製作

し、安曇野の先人の想いや工夫・知

実技講習会 各会の様子
ん。大きな声で息を合わせるよう

土器には蛇や鳥など具体的なも

に励んだ。

下げ、伸ばし方などを感覚で覚え

のを土器に表現し、祈りや想いを

に」というご指導を受け、声の上げ
ていきます。参加した先生方の「高

込めたと考えられるものもある。
があり、東北の模様や栃木の形な

砂や、この浦舟に帆を上げて」も徐
謳いの次は仕舞いで す。扇を ゆ

ど教えていただき、土器から当時

また、土器の模様や形には地域性

っくり動かしながら歩く基本的な

の交流や文化の違いもわかるとい

々に揃っていきました。

動作を学びました。なかなか覚え

うことを教えていただいた。
「あんなに夢中になったのは久

られず何度も繰り返し教えて頂
き、最後には三人ずつで発表する

書にも載っています。知識として

能は日本の伝統文化 であり教 科

で、当時の縄文人の器用さや精神

いたように思う。実際に作ること

生方は確かに縄文人と交流されて

しぶり」と熱心に取り組まれた先

は知っていても、自分が謳い、仕舞

性を感じることができた。

までに至りました。

いを演じて初めて伝統文化の面白

石井

邦雄

)

寿英）

（三郷小

二十名

小林

さが味わえました。貴重な体験を
させていただいた講師の方々や参

豊(科南小

山下 泰永 先生 他二名
▼参加者数

（安曇野市文化課課長補佐）

▽講師

社会

加した先生方に心より感謝申し上
▽講師 大澤 慶哲 先生 他二名
（安曇野市教育委員会・青謳会） げます。
▼参加者数
◇明科出身の能楽師であり人間国
宝であった故青木祥二郎師の立ち
上げた謳いの会、『青謳会』で学ん
でいる大澤慶哲先生、三澤鈴子先
生、坂井圭子先生をお招きして、能

ら、縄文土器を作ろう」として安曇

◇「安曇野の縄文時代を学びなが

まず、講師の先生方 の部屋中 に

野で出土した本物の土器と対峙

「高砂」を体験しました。
響く声に驚きました。
「地声で 結構

算数・
数学
小池

徳男
（教学指導課

▽講師

先生

込んで肺のモデル作りを行いまし

た。山口先生には教材の準備の仕

方から実際の授業での扱い方まで

一人では気後れしてしまいそう

主 任 指 導 主 事 ） 丁寧に教えていただきました。
二十四名

実物に触れてみると 眼球や水 晶

な教材でしたが、お互いに見比べ

▼参加者数

体の弾力や、心臓の筋肉の厚さや

◇午前は、「全国学力・学習状況

講演を拝聴し、その後実際に「出

弁の様子など、教科書の図では分

たり意見交換をしたりしながら進

題問題の誤答の背景を探り、指導

からない発見もあり、本物に触れ

めることができました。

の方向を考える教材研究」の演習

る学びの大切さを改めて感じるこ

調査八年間のまとめを生かした授

を行った。午後は、先生方が持ち

業づくり」について小池先生のご

寄った指導案やジャンプの課題を

雅希）

（穂高西中

とができました。

先生

髙山

もとに、「結果を評価し、改善す

音楽

喜栄

（箏曲生田流正派邦楽会）

十九名

行いました。

先生をお迎えして、箏の講習会を

今年度は、穂高在住の有賀喜栄

▼参加者数

▽講師

有賀

る力を伸ばす」ための指導案づく

小池先生のご指導や様々な演習

りを小グループで行った。

を通じて、問題解決のための構想

を立て実践したり、結果を評価し

改善したりするＰＤＣＡサイクル

理由等を説明する活動を取り入れ

を意識した指導や、事柄・方法・

た指導を日常的に行っていくこと

午前は初心者でも演 奏できる よ

先生

等、五曲を使って楽譜の読み方か

き、その後「さくら」や「早春賦」

演奏準備について丁寧に教えて頂

が課題だと、改めて強く感じた。

敬之

長田

う、箏の構造や琴柱の立て方など

山口

（穂高西小

明）

理科
▽講師

ら奏法まで、基礎となる部分を分

選曲し、班に分かれてアンサンブ

午後は講習を受けた 曲の中か ら

かり易く教えて頂きました。

◇「動物の内臓に学ぶ体のつくり

二十四名

（長野県総合教育センター）

と働き」をテーマに午前の部では

ル練習を行いました。発表では、ど

▼参加者数

豚の眼球と心臓の解剖・観察、午後

の部では豚の肺にシリコンを流し

第５２号

体のウォーミングアップの仕方、

られる部分が多かった。また、心と

なりました。

間を過ごすことができた講習会と

日となりました。

和のよさを感じることのできる一

変な作業をプロにお任せする事

信重

先生

古澤万喜美）

箏を演奏するための基礎を学び、 で、陶芸が初めてという先生方も

の班も本気の演奏ができました。

畠山

（豊科北中

リラクゼーション、呼吸法に至る

三枝 史明）

粘土の感触と形作りを楽しむこと

（明科中

演奏できるようになった楽しさを
までじっくりと教えていただき、

▽講師

道徳

ができ、作品を完成させる事がで

瀬田金行先生

十一名

（須坂人権交流センター）

▼参加者数

◇今回は「道徳授業の知恵袋 ～こ

～」をテーマに、畠山先生より講

れからの道徳の『ツボ』と『コツ』
二十四名

エコの会講師）
▼参加者数

（塩尻市民カルチャーセンター・

田屋昌子先生

（ビストロ瀬田亭オーナー）

▽講師

家庭

味わいながら、今度は子どもたち

先生

正和）

授業に留まらず、参加者自身の健

健男

るための資料選び、分断資料の是

午前の講義では、道徳性を高め

義・演習をしていただきました。

非、「なぜ？どうして？」型発問の

コ(バヤシ造形堂

◇小林先生のご指導のもと、
「木製

資料を使って、略案作成の演習を

カトラリーの製作」を行いました。

の好きな材料を選び、スプーンや

行いました。各グループでは、短い

先生（穂高南小）

ナイフ、フォークやカッティング

時間の中で発問を練り上げようと

是非などについて、絵本を題材に

総合型地域スポーツクラブ）

ボードなどを作りました。

熱心な話し合いが行われました。

説明いただきました。明快で納得

三十四名

◇今年は和のよさを味わおうとい

「同じ資料でもねらう道徳的価値

ケヤキ、ブナ、ホウ、ヒノキ、サワ

▼参加者数

うことをテーマに行いました。午

によって、発問が変わることがよ

ラなどいろいろな種類の材料を用

◇午前中の講習では中島先生より

大型の木工機械やトリマーなど

前中は瀬田先生から日本の発酵食

くわかった」などの感想をいただ

先生（穂高西中）

十名

小林

望月

康の充実につながる講習でもあっ

政樹

（三郷中

きるというとても良い講座です。

技術

います。

でいただけることを楽しみにして

た。

完成まで一ヶ月掛かりますが、参

先生

健治

池内

▽講師

中島

▽講師

洋子

囲気で制作する事ができました。

の工作機械も使いながら、思い思

品である味噌を使ったソースの作

先生

（穂高東中

館にて陶芸日和を開催しました。
北原

▼参加者数

詩乃）

高橋みどり） 加してくださった先生方が自分の
作った作品を実際に使って楽しん

と一緒に演奏したい！と思える充

好貴

（穂高北小

嶋田
（穂高陶芸会館）
十七名

参加人数は十七名でしたが、その
山岸

陶芸日和では、粘土で自由に先生

「体力向上」について、準備運動の

いに自分の作品製作を行いまし

り方を教えていただき、日仏融合
品を鑑賞し合いました。製品とし

最後は、それぞれに完成した作

ていただき、一人ひとりが工夫し

ブローチやバッグの作り方を教え

先生から和柄のひもや布を使った

料理に挑戦しました。午後は田屋

きました。

午後については、共通の読み物

しました。食器や花器やオブジェ、 工夫、体つくり運動、ボールゲーム

方がそれぞれが作りたい物を制作

について基本的な部分を伝達して

た。昼食休憩もそこそこに集中し

のいく話に頷くばかりでした。

中にはキャラクターの貯金箱もあ

て製作に取り組んでいました。

意していただき、その中から自分

)

実した一日となりました。

▽講師

美術
▼参加者数

うち十三名は美術研究会員ではな

保健体育

い先生方で、普段粘土に触れる機
（伊那市

教

◇本年度は八月五日、穂高陶芸会

会のない先生方にも多く参加して

り、個性豊かな作品群ができあが

いただいた。北原先生には、柔道を

て販売できそうなプロ顔負けの作

一日製作に没頭し、自作のお土

を工夫することを通して、改めて

調理、製作とも、身近にあるもの

▽講師

川田

▼参加者数

殖

先生

六十二名

（元日本聾話学校校長）

一博

中心に力の養い方や使い方、事故

品もたくさん見られ、参加した先

て自分なりの作品を作ることがで

防止に関することを伝達していた
午後は山岸先生より、ダンス表

きました。

陶芸日和で先生方が作った作品

現部分について、小・中学校ですぐ

生方の意識と技能の高さが感じら

産まで持って帰れる、充実した時

穂
(高西中

が乾燥させ、素焼きをし、釉薬をか

にいかせる基本ステップから応用
自然と体が動き出す先生の指導法

だいた。

け本焼きをして完成します。陶芸

へと段階的に指導していただいた。 れました。
は、様々な面で授業にも取り入れ

は、その後陶芸会館の職員の方々

は設備や道具の準備や、数回の焼
人では挑戦することが大変です。

哲学

成を必要とするため、なかなか一
陶芸日和は焼成や釉薬をかける大

渡辺

りました。

いただくことができ、賑やかな雰

野

育
曇
安
報
会
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)
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◇南安曇教育会の頃から四十数年
ご指導いただいた川田先生の最後

人物誌
新治

先生

▽講師
胡桃沢良知

マキナリ浩子

A to）
Z

先生
先生
先生

（株式会社
北原 延晃

トで、ひまわりのマグネットとつ

ばきの壁掛けを作成しました。一

手間かけることで出来上がりが

違います。集中力のいる作業もあ

に指導してくださり、全員作品を

（豊科郷土博物館館長）

百瀬

▼参加者数
▼参加者数

作りあげることができました。

▽講師

を一文ずつ朗読すると、川田先生
◇本年度は「拾ヶ堰の開削につい

◇「英語の授業構想について」を

会員の先生方が「パイドーン」

の実技講習となった。

から文章中に出てくる人物像や当
て角度を変え

テーマに、三名の講師の先生より

りましたが、講師の先生方が丁寧

時の出来事の様子、ソークラテー
みると」という題名で、郷土博物館

講演をしていただきました。

の何気ないしぐさも意識するこ

（東京都港区立赤坂中学校）

スの生き様、そして私たち教師と
の展示、そして臨地講習として、実

午前の部では、これまでの英語

とで生活にメリハリができ、筋力

二十三名

してのあり方などを熱く語ってい
際に堀金地区に行っての拾ヶ堰見

教育とこれからの英語教育に必要

アップに繋がることを教えてい

ッサージの体験をしました。日常

午後の部では東京都 赤坂中学 校

特別支援教育

（明科中

沖

宏恵）

ただきました。午前も午後も充実

より北原先生をお迎えし、北原メ

果的な進め方というテーマで、講

十五名

ただいた。会員の先生方は川田先
学と、非常に密度の濃い実技講習

なものというテーマや、授業の効

さらに深く学んで

生からご指導いただく一語一語を
となりました。
まずは百瀬館長の講義と博物館

午後は美姿勢教室とリンパマ

テキストやノートにメモをとって
人としてどうあるべきかと心に刻
上がっている土地へ水を流してい

ソッドについてご講演いただきま

した研修となりました。

次

ったか、測量の道具や、実際の模型

演をいただきました。

パイドーンはソークラテースの
図で教えていただきました。

の展示見学で、どのように標高が

死に向かう場面の話であり、川田

した。一日を通して、参加者も積極

みつける様子が伺えた。

先生の最後の講義と相まって心寂

に、堀金地区に出向き、失敗に終わ

的に参加をしながら、英語の授業

河合ちほえ 先生

しい一日になった。これまで川田

った田多井弥源次堀跡、縦堰が拾

▽講師

先生からご指導いただいた教えを

構想について考えを深めることが

)

ヶ堰（横堰）に流れ込んで「温堰（ぬ

できました。参加者の方からは、

▼参加者数

明
( 北小学校教頭
平林真由美 先生

胸に教師として子どもと向き合っ

るせぎ）」になっている様子、昔か

「早く授業をやってみたい」とい

笠井

先生
先生

勇也）

二十六名

（豊科じゃんぷ職員）

ていきたいと感じた。

うお声もいただくことができ、学

雅志）

らあった縦堰をたどり、その先に

三澤

ある各村の道祖神の大きさなど、

（堀金中

小澤

学校保健
▽講師

晃子

（松本市立松島中学校司書）

香奈

（豊科北中

びの多い研修となりました。

◇午前中は、 WISC-IV
知能検査に
ついて実際に検査場面を再現し、

次々と説明をしていただきまし
た。最後に「血管に似た用水路の循
環構造こそ安曇野の生命線」とし
て、余った水をどのように排水し、
循環させているかも見せていただ
きました。現代でも使う「たわけ

阪上

（姿勢指導士）
四十六名
テーマに、午前はペーパークラフ

◇「いきいきと過ごしましょう」を

藤松慎一郎） ▼参加者数

者」＝「田分け者」というお話も心
（豊科北小

に残りました。

英語

「リオ
オリンピックが
終わって…」

オリンピックは四年 に一度開 か

れます。そのことが私たちに特別

な思いを抱かせる要因になってい

るように思います。人類最速と讃

えられたウサイン・ボルトは、「三

冠・三連覇」という偉業を成し遂げ

て引退をするのだそうです。とに

かく強かった。何か私たちに夢を

見させてくれたように思います。

誰がボルトに代わっていくのでし

ょうか。若い選手たちの飛躍がと

ても楽しみです。

選手にとってのまた 新たな四 年

間が始まりました。私たちの目の

前にいる子どもたちの中からオリ

ンピック選手が現れるかもしれま

せん。自然と期待が膨らんでいき

「２０２０東京」へ の歩みは 始

ます。

まりました。子どもたちが目を輝

かせ、心躍るそんな東京オリンピ

ックであってほしいと願ってやみ

ません。私たちは子どもたちの成

長に関わって、どんなことができ

るのでしょうか。私たちにとって

筒井

年惠）

の大事な日々も始まっています。

（豊科南小学校長
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採点することで検査についての理

に使える機能を中心に、操作の仕
岳夫）

解を深めた。また、プロフィール表

教育相談

方と特長を学んだ。
（堀金小 宮澤

から、支援方法について意見を出
し合い意見交換を行った。
午後は「就労移行支援事業所豊
▽講師
田川 康一
先生 （有明高原寮）

林さんから施設の運営方針や利用
髙林

科じゃんぷ」を見学した。職員の平
者への支援方法について具体的に

籾山尚子先生

郷土文化財

小川 大系 「唐夫人像」

小川大系（おがわたいけい） 1898
～ 1980彫刻家。穂高神
社の飾り物制作から文展・日展作家になる。郷土の碌山、山本安

曇、松沢求策の顕彰活動に尽力。北村西望に学ぶ。「中田又重郎」

が絶作。 安(曇野市公式 HP安曇野ゆかりの先人たちより )
右下の写真は穂高神社の「狛犬」。これが小川大系作であるこ

とは安曇野市豊科郷土博物館公式ブログでも見られます。左下の

写真が同じ小川大系の「唐夫人像」。郷土文化財センター内にあ

る逸品です。「狛犬」とは似ても似つかぬほどの穏やかな表情の

に生まれ、農業の傍ら表具師として地元穂高神社の飾り物制作を

作品で、見ているとほっこりした気分になれます。穂高（等々力）

していた大系が、三十五歳で彫刻家への念を捨てがたく上京し、

先生

（教育支援センターけやきの家）

伊藤可主也

野(の花茶や・だもんで

賢 先生

紹介していただいた。参加者から

直樹）

碌山美術館建設にも深く携わった大系。

戦後まで活躍をしました。戦災でアトリエ焼失の後、故郷へ戻り、

松田
▼参加者数

などをお聞きした。共通して、子

行った。朝の気持ちよい涼しさの

重な機会となった。

語り継いでいる方に直接触れる貴

勉）

中、参加された先生方も自然と会

北原

（明北小

明科地区に残る歴史やその地で

いてお聞きした。

だきながら、潮沢地区の歴史につ

きのおやきととうじうどんをいた

だいたりした。東平庵に戻り、灰焼

日堂や放牧豚の見学をさせていた

説明をしていただいたり、柏尾大

く、途中にある指標などについて

かったが、木陰の涼しさが心地よ

きウォークを行った。日差しが強

話が弾んでいった。その後、廃線敷

（郷土文化財センター運営委員会）

はいかがですか。会員の皆様のご来場をお待ちしています。

穂高神社と郷土文化財センター、両方その目で本物を見てみて

◇安曇野市内の子ども支援を行っ

どもとの信頼関係の構築、そし

子どもたちの様子、支援者の願い

ている施設を訪問し、運営概要や

三十八名

稔 先生（教育相談室室長）

)

フ(リースクール ひかりの学校 )
浦野典子先生 ケ(アガーデン結家 )

は、どちらの内容も二学期からの
児童生徒への支援に大変参考にな

先生

田尻

ったという感想が出された。

美郷

（穂高西中

宮澤

情報教育
▽講師
（県総合教育センター
先生

情報産業教育部）
稔

て、保護者の方への働きかけの大

横山

切さを語られていて、教育相談の

（穂高東中）
▼参加者数

二十五名

◇午前中は情報モラル教育の教材

ポイントとまさしく同じであり、

喜吉

直子）

学びの多い一日となった。
丸山

のビデオを視聴し、宮澤美郷先生

生活・総合

（穂高東中

から、
「ネットトラブルの現状 と対
策について」と題し、児童生徒のネ
ット事情、基礎知識、子どもを取り

▽講師

二十二名

巻く危険について教えていただい

▽参加者数

先生

◇「真夏の安曇野を歩こう」という

はじめにうどんとお やき作り を

（明科ロマンの会）

ジタル教科書の中学校の教材につ

テーマから、今年は明科の廃線敷

寶

いて演習を行った。国語・社会（歴

きウォークを行った。

た。

史、公民、地図帳）・数学・技術の

午後は、横山先生が主となり、デ

各教科について、教科書会社のイ
ンストラクターから、実際に授業

編

集

後

記

本号では、実技講習 会の様子 が

掲載されました。その報告内容や

写真を拝見すると、それぞれの講

座で先生方が夢中になり楽しんで

参加されている姿が伝わってきま

した。毎年、参加できる講座は一つ

ですが、この報告を読むことで、他

の講座の内容を知ることができ、

自分も参加したような気持ちにな

れます。来年は、どの講座に参加し

ようかなと、選択の幅が広がりま

した。

