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この「まなふる」（P1〜4）は抜き取ってお読みください

柏の先生を徹底調査！！！柏の先生を徹底調査！！！
どこまで知ってる？ 先生のこと

教育広報紙をリニューアルしました！
　柏の学校を応援してくれる人がいっぱいになるという願いを込め
て、学びといっぱい（Full）を掛け合わせて、「まなふる」と名付けまし
た。柏の学校のことがよく分かる紙面を目指していきます。

　子どもたちが安全で快適に学校生活を送れるよう、月に1回校内を点検しています。夏休み等の長期休業中には、こうしてペンキ塗りをすることも。

　勤務時間は7時間45分。多くの学校が午前8時15分～午後4時45分としています。休憩時間は45分間ですが、2回に分けて取る学校が多いようです。

　使命感や誇り、そしてたっぷりの愛情を持って子どもたちの教育に携わっている先生たち。しかし、子どもた
ちは毎日会う先生も、保護者はなかなか直接会って話す機会が持てないもの。そこで、今回「まなふる」が皆さん
に代わり、柏の小学校の先生を徹底調査しました。

学校教育課☎7190－5779・ 7191－1212問い合わせ

　いえいえ、これは林間学校で
訪れる場所を事前に確認する予
察の1コマ。あらかじめ危険な場
所を確認し、安全に引率できる行
程を作っています。

　これは校内研修の1コマ。お互
いの授業を見合った後、気付いた
点を付箋を使いながら、意見交
換しているところです。

酒井根東小学校

柏第三小学校

逆井小学校

柏第七小学校

　先生たちのおしゃれポイントはスニーカーなのだとか。運動会の時には、子どもたちが先生を見つける目印にもなっているようです。

手賀東小学校
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今どきの先生たち

Ｑ　先生ってどうしたらなれるの？
　例えば公立学校の先生になる場合は、教員免許状を取り、都道府県等で行っ

ている採用試験に合格する必要があります。採用された後も、先生を続けるため
には10年に1回、30時間以上の講習を受講・修了し、免許状を更新しなければな
りません。

あれこれＱ＆Ａ

Ａ

Ｑ　残業代は出るんでしょ？
　出ていません。その代わりに給特法（※2）によって給料月額の4パーセ

ントが一律で支給されています。しかし、時代の変化に伴い、仕事内容が年々
変わっていく中で今の実態に合っていないとして、法の見直しが進められて
います。
※2 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法

Ｑ　夏休みなどの長期休業中は先生もお休みなの？
　先生の夏休みは土・日曜日を除く6日間。それ以外は出勤し、部活動・特

設クラブ活動の指導、壁や扉のペンキ塗り（1面参照）などの環境整備、保護者
との個人面談、林間学校や修学旅行の予察（1面参照）、次の学期に向けた授業
準備などに取り組んでいます。

Ａ

Ａ

あなたの疑問にお答えします！

先生の

年齢が若い
　柏の先生の平均年齢は37歳。若く
ないようにも思えますが、全体の年
齢構成の割合を見ると、先生の若返
りの実態が見えてきます。

教える内容が
盛りだくさん
　国語・算数といった教科だけでなく、
外国語やプログラミングなど、新しい
学習にも対応しています。

子どもの呼び方は「○○さん」
　昔はあだ名で呼ぶこともありましたが、今は男
女共に「さん」付けで呼んでいます。名簿も男女混
合です。

パソコンなどの
機器を駆使
　授業で使うことはもちろん、通知票
もパソコンで作成しています。

人気ユーチューバーも
チェック済み
　子どもたちの話題についていこうと、
アニメやキャラクターに加え、ユーチュ
ーバーにも詳しい先生が増えています。

先生もいろいろ
　先生の若返りに伴い、産前産後・育児休
業の取得が増えている状況から、臨時的に
任用される先生（講師）が増えています。講
師ももちろん教員免許状を持っていて、研
修や指導も受けています。

増える若い先生たち パソコンなどを使った魅力ある授業を展開
　学校へ行くと「若い先生が多い」と感じることと思
いますが、今の柏の先生の年齢構成は、約半数が34
歳以下、さらにその半数が20歳代なんです。約10年
前は、全体の半分を超える先生が45歳以上（※1）で
あったため、ずいぶんと若返ったことになります。
　若い先生たちも、子どもや保護者の信頼を得るた
めに、日々頑張っています。
※1 学校教員統計調査より

　昔はなかったノートパソコンやタブレットを
はじめとする ICT機器。今どきの柏の小学校で
は、先生の手にはノートパソコンやタブレット、
黒板には電子黒板付きプロジェクターからデジ
タル教科書が映し出され、子どもたちの学びへの
興味・関心を高める授業が展開されています。先
生たちも機器を効果的に使うための研修に参加
し、努力しています。

※柏市教育委員会調べ。小・中学校の一般教諭が対象

昔とは違う！

ポイント解説 1 ポイント解説 2
柏の先生の年齢別構成割合（令和元年5月1日現在）

ポイント解説 1

ポイント解説 2
ポイント解説 3

60歳以上　3％
55〜60歳未満 11％

50〜55歳未満 5％

45〜50歳未満 4％

35〜40歳未満
17％

40〜45歳未満 8％
30〜35歳未満
23％

25〜30歳未満
24％

25歳未満　5％

柏の

ここでは、今ならではの先生の特徴を紹介します。



まなふる柏の学校と保護者を

応援する情報紙 3

　小学校高学年では、任意参加の特設クラブ活動があ
り、多くの学校で吹奏楽と陸上競技に取り組み、先生が
教えています。中には、経験のない分野を担当するこ
ともあり、本や DVDで勉強することもあるのだとか。

　学校で行われるさまざまな会議の1つである学年会
議。ここでは、学年の方針決めや今後の授業の指導計
画の確認、子どもたちの生活状況の共有など、クラス
での違いが大きくならないよう話し合っています。

特設クラブ活動で…

　先生たちは準備をして授業に臨んでいます。クラ
スの子どもたちを想像しながら授業の流れを考え、必
要な教材を準備。授業が終われば振り返りを行い、次
に生かしています。

　先生の勉強の場の1つである校内研修では、学年・教
科ごとなどに先生同士で授業を見合ったり、評価した
りして質の高い授業の研究をしています（1面参照）。
一方、経験年数やスキルアップさせたい分野に合わせ
て、校外でも研修を受けています。

先生、何か作ってる？

先生が教室で話し合い！？

教室に先生がいっぱい！？

　※ スクールカウンセラーは、学校現場で子どもや保護者、教員などの相談に乗り、解決
のための働きかけを行う人です。スクールカウンセラーに相談したいときは、お子
さんが通う学校へお問い合わせください

令和2年（2020年）1月15日第1号

柏市スクールカウンセラー スーパーバイザー 髙井千鶴先生監修
Ｑ　通知票の評価ってどのように行われているの？

　柏の小学校は各教科3段階で評価し、テストの点数だけではなく、授
業の様子や子どもたちのノートの記録なども見て、学年で同じ基準で評
価しています。以前は、クラス内での最高評価をもらう人数を一定に限
る「相対評価」でしたが、2002年から、基準を満たせば最高評価をもらえ
る「絶対評価」へ変更されました。

Ｑ　先生に相談してもよいのかな？
　先生にしっかり応じてもらえるよう、まずは連絡帳で相談したい気

持ちがあることを知らせてみてください。きっと、先生が対応できる方
法で返事がくるはずです。

授業以外の先生を拝見～！

Ａ

Ａ

　授業以外の時間もいろいろなことに取り組む先生たち。その様子をのぞいてみました。

授業参観じゃ
見られない！？

専門家がお答えします！ 我が家の悩み　Q&A

Ｑ　�共働きで日中家にいないため、毎回お友達の家で
　　遊んでいて、ご迷惑でないか心配です

　最近はネットゲームの普及で、インターネットにつながりやすいお家に集まって遊
ぶことが増えてきました。お子さんたちは、大人数になると大声で騒いだり、おやつを
食べ散らかしたりと、楽しいが故に羽目を外しがちです。そこで、お子さんには「お母さ
んが保護者会などで、お友達のお母さんにごあいさつするため」に、「いつ・どこで・誰と・
何をして遊んだか？」を話してほしいと伝えください。また必ずお友達の家のルールを
守ることを約束し、守れなかった場合についても話し合いましょう。お母さん自身も、
実際にお友達のお母さんと顔見知りになるとより安心ですね。

Ａ

パソコンなどを使った魅力ある授業を展開

▲�黒板に貼り付けられたマグネットスクリーンを
使っての板書や説明（逆井小学校）

新たな教科や
学習活動にも対応
　小学校では、来年度から新たに「小学3・4
年生の外国語活動」「プログラミング教育」
が始まり、「小学5・6年生の外国語科」が教科
になります。
　また、情報化社会の進展による「情報モラ
ル教育」、就職・就業を巡る環境の変化等に
伴う「キャリア教育」など、その時代の課題
を踏まえた教育も学校に求められ、先生た
ちも新しく教える内容の修得に懸命に取り
組んでいます。

▲�夏休みに行われた研修講座�「教科でのプログラ
ミングを学ぼう！」で学ぶ先生たち

ポイント解説 3

富勢西小学校

柏第三小学校

逆井小学校

大津ケ丘第二小学校
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70
古紙配合率70％再生紙と植物油インキを使用しています。
また、見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。

目覚ましい吹奏楽の活躍

学校に楽器が届くまで

思い出の詰まった楽器が再活躍
　柏市は全国屈指の吹奏楽
の街であることをご存じです
か？　イチカシで知られる市
立柏高等学校吹奏楽部の活
躍は有名ですが、市内の小・中
学校も数々のコンクールで、
輝かしい成績を残していま
す。こうした吹奏楽の活動が
活発になる一方で、楽器不足
が課題となっています。

　市では、こうした課題を解
決するため「かしわ吹奏楽お
助け隊」と称してご家庭で眠
っている楽器の寄付を募り、
まだ使える楽器の修理・クリ
ーニングをして学校に送る
というプロジェクトを行い
ました。

学校財務室☎7190－7004・ 7191－1212問い合わせ

かしわ吹奏楽
お助け隊
かしわ吹奏楽
お助け隊
　市では、市立小・中学校の吹奏楽活動を楽器の寄付というかたちで応
援するプロジェクト「かしわ吹奏楽お助け隊」を立ち上げました。ここで
は、その活動内容を紹介します。

　修理が終わり、楽器本来の
輝きを取り戻したフルート3
本、クラリネット10本、トラン
ペット7本、コルネット2本、ト
ロンボーン2本の合計24本の
楽器を市立小・中学校に寄付
しました。

いよいよ学校へ！！〜24本の楽器がよみがえりました〜

今年も6月から寄付の
募集を行います。
皆さんの寄付をお待
ちしています。

▲窓口で確認し、お預かりします

楽器の受け付け
　市では、市立小・中学校の
吹奏楽活動で使われている
フルートやサックス、トラ
ンペットなど、計9種類の楽
器を募集。3カ月で29人の
かたからの寄付の申し出が
ありました。

▶�新たなクラリネットを受け取り、
目を輝かせていました

▲�クラリネットの寄付を受けた風早中
学校吹奏楽部・横山月菜（よこやまる
な・写真左）さん、渡邊愛加（わたな
べまなか）さん

　学校には古くて壊れそうな楽器が多
いため、今回質の良いきれいな楽器をい
ただき、とてもうれしいです。これから
も感謝の気持ちを忘れずに、より良い演
奏ができるよう頑張ります。

さまざまな種類の楽器が
集まりました

修理・クリーニング　寄付された楽器は、使用年数・作
り・国内製かどうかなど状態が異なる
ため、よく観察してから修理します。
特に海外製のものは、日本で使われ
ていないキーを使った楽器もあるた
め、修理だけでなく日本の学校でも
使いやすいよう、楽器を短くするなど
してキーを直すことも
あるんですよ。

管楽器修理等を
請け負う
アトリエ匠・
原田巧さん▶

　寄付された楽器は、専門業者に持ち込
まれます。メーカーや機種、材質などを
確認し、状態に合わせて修理やクリーニ
ングを行います。

▲一つ一つ丁寧に仕上げていきます

　広報かしわ届いていますか？
　毎月1日と15日に発行している広報かしわは新聞折り込みで
市民の皆さんにお届けしています。また、新聞未購読の世帯につ
いては、無料宅配サービスを行っています。 申し込みはこちら▶

酒井根東小学校・吹奏楽部

風早中学校・吹奏楽部

　「まなふる」へのご意見、ご感想、ご
要望、取り上げてほしいテーマなど
をお寄せください。

「まなふる」への感想をお寄せください！

楽

器の寄付を

募集


