
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１９号 
平成２４年１２月発行 

 

高知県教育センター 

教科研究センター ～教科研究センター便り～ 

 

「いつもありがとうございます。授業で使わせてもらいます。カラーの絵で子どもたちと楽しく授業ができそうです。」 

「すごく役に立っています。教材づくりの時間が短縮できるし（今までは描いていたので）、子どもたちにもわかりやすい

です。」 

利用者の声 

教科研究センター（本部） 高知県教育センター本館２階（高知市大津乙１８１）  TEL/FAX 088-866-3903 

東部教科研究センター   安芸総合庁舎２階（安芸市矢ノ丸１－４－３６）    TEL/FAX 0887-34-8051 

             仮移転をしました。４ページ中段をご覧ください。 

中部教科研究センター   中部教育事務所１階（吾川郡いの町枝川２４１０－７） TEL/FAX 088-893-9597 

西部教科研究センター     幡多総合庁舎３階（四万十市中村山手通１９）        TEL/FAX 0880-35-6251 

★ 現在の開室時間は次のとおりです。ご利用をお待ちしています。 

開室時間：平日 15:00～19:15 土曜  9:45～17:00 教科研究センターホームページアドレス  http://www.kochinet.ed.jp/studycenter 

 

 

バングラディシュの方も感動の教科研究センター 
                   １０月４日（木）に『2012年ＪＩＣＡ青年研修事業「バングラデシュ初中等理数科 

教育コース」』の参加者、通訳、コーディネーター、総勢１７名の方々が高知県教育セ 

ンターにいらっしゃいました。研修見学の中で、教科研究センターも見学されました。 

教科研究センターでは拡大機の活用についての説明などから、機器の素晴らしさや、 

利用条件のよさにとても感動された様子でした。 

後日、訪問団の方々よりバングラディシュの教科書を寄贈していただきました。 

教科研究センターの入り口近くに展示していま 

すので、お越しの際は、実際に手にとってご覧 

ください。日本で見る機会はあまりない、教科 

書です。一見の価値があると思います。 

  

 

 

バングラディシュの教科書 

拡大機の活用について説明中 

教科研究センターで作成した教材の活用例 

今回は「自主研修会」と研修会後の「室戸市立室戸小学校での授業実践」での活用例について、利用者の感想とともに、ご紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

学習する部分を大き

くピックアップして掲

示し、授業を進めてい

くと効率よく授業を展

開できました。 

また、児童の視線を

集中させることができ

るので、全員が最後ま

で絵を見て、自分の考

えを言い合うことがで

きました。 

 

 

言語活動の充実について学び合う自主研修会の場（会場：南国

市立大篠小学校）で、絵の分析を行っているところです。いろい

ろな学校の先生方が集まって教材分析をしています。手元のワー

クシートと同じものを拡大印刷し提示することで、同じ情報を全

員で共有することができます。 

自主研修後、室戸市立室戸小学校３年 

国語科での授業実践 



♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡  

教科研究センター講座  ２講座実施！！！ 

言語活動の充実  
～どのようなことが思い浮かびますか？～   

 

皆さんは、「言語活動の充実」と聞き、どのようなことが思い浮かぶでしょうか？ 

言語活動の充実は、今回の学習指導要領の各教科等を貫く改訂の柱となっていますので、 

これからの授業づくりにおいて、とても大切な視点になります。そこで、まず、言語活動の充実 

が重視される背景や趣旨を確認し、自分の担当する授業等で言語活動を取り入れるイメージを膨 

らませてもらうよう、講義・演習を行いました。 

 

◆ 講座の概要        Ⅰ 言語活動の充実の背景・趣旨 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全国学力・学習状況調査の結果や調査問

題などから、理由や自分の考えを説明する

ことが苦手である今の日本の（高知県の）

子どもたちの課題を確認するとともに、中

央教育審議会の答申（平成20年1月17日）

では、言語活動が知的活動の基盤であるこ

とと、コミュニケーションや感性の基盤で

あることの両面から言語活動の充実が重

視されていることも確認して、学校の教育

活動全体の中で、言葉の力を高める取組を

進めることについて考えました。 

また、思考力・判断力・表現力等を育

成するためにも言語活動は重要です。学

習指導要領の各教科等の目標から、それ

ぞれの教科等として、思考力・判断力・

表現力等が求められていることを読み取

ることができます。つまり、言語活動を

取り入れた授業等を工夫することは、自

分の担当する教科等の目標に示される力

を子どもたちに身に付けさせるためにも

とても大切なことなのです。 

では、授業の中に言語活動を取り入れるとは、どういうことでしょうか？ 

学習指導要領で求められている基本的な事柄については、学習指導要領解説の教

科の解説で確認することも大切ですが、学習指導要領総則の解説にも、全ての教

科・領域における言語活動のイメージを簡潔に示してくれています。 

 また、文部科学省が編集した「言語活動の充実に関する指導事例集」にも各教

科・領域の事例が示されており、授業づくりの参考になります。この事例集には、

言語活動を通して育成しようとすることが類型化されていますので、それを縦軸

に使ったマトリクスで、どのような言語活動でどのような力を育成するのかとい

うことを、後半の演習で考えました。 

Ⅱ 授業における言語活動 
高知県教育委員会が

示している「授業づくり
のスタンダード」でも、
「言語活動の充実」が意
識されていることを確
認しました。 

 
中部会場講座 

★ 基礎講座Ⅲ 

西部地区10/6(土)、中部地区10/13(土) 

言語活動の充実に関する指導事例集 

【小学校版】    平成２３年１月 
http://www.mext.go.jp/a_menu/shot

ou/new-cs/gengo/1301088.htm  

【中学校版】    平成２３年５月 
http://www.mext.go.jp/a_menu/shot

ou/new-cs/gengo/1306108.htm  

【高等学校版】  平成２４年６月 
http://www.mext.go.jp/a_menu/shoto

u/new-cs/gengo/1322283.htm  

                                                                                               

演習では、学習指導要領、学習指導要領解説、言語活動の充実に関する指導事例

集を見て、自分の担当する教科等で言語活動を生かした授業イメージを付箋に書き

出し、グループで、付箋を、マトリクスにはって、どのような力を育成しようとし

ているのか確かめたり、授業の仕方について情報交換をしたりしました。 

各グループから、次のようなまとめが発表されました。 

●算数で、自分の考えを説明する、まとめを書く、分かったことと分からなか

ったことを書くなど、いろいろな場面に言語活動があることが分かった。 

●体育でビデオにとって、どこがよかったのか話し合ったり、

苦手な子どもが上手にできるよう話し合ったりしている。 

●教科が違っていても、実験や話合いなど、言語活動で同じ

ようなことがあるし、着目するところなど共通するものが

あることが分かった。 

＜受講者の声＞言語活動の大切さを改めて考えさせてくれ、実習を通して理解

することができました。他教科、他校種の方の話を聞くことができ、いろいろ

な取組みを知ることができました。言語活動をすることで、何を身に付けさせ

るのか、明確にして授業を考えていきたいです。等 

Ⅲ 実践を振り返る 

 
グループ協議            

＜受講者の声＞言語活動

の充実のところで、全ての

活動と各教科等との二つ

の方向性について詳しく

学ぶことができてよかっ

た。付けたい力を明確にし

て、活動を充実していける

よう努めたい。等 

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/gengo/1301088.htm
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/gengo/1301088.htm
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/gengo/1306108.htm
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/gengo/1306108.htm
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第２弾・第３弾もご期待を！！ 専門講座第１回NIE講座 
 １０月２７日（土）は第１回ＮＩＥ講座が開催され、１８名の先生方の参加がありました。ま

ず、グループごとに自己紹介した後、教育活動に新聞を使う際の使いやすさや使いにくさ、その

課題解決法について協議しました。その後、新聞記事を基にラジオ原稿を作成する演習を行い、「新

聞を読む・要約する・書く・伝える」力を付ける実践を体験しても

らいました。続いて、新聞の見出しを考える演習を通して、「新聞

を理解する・まとめる・分析する」力を付ける実践を体験してもら

いました。そして、「歴史新聞」を事例にして「構成する」力の実

践を紹介しました。締めくくりとして、明日からの教育活動で実践

したいことを各グループで話し合いました。受講生の皆様の月曜日

からの実践が楽しみです。 

３時間という時間ではお伝えすることのできなかった内容がま

だまだあります。１２月８日（土）に第２弾を開催し、年明けにも

開催する予定ですので、ご期待ください。今回の受講生の皆様、今回都合が悪く参加できなかっ

た皆様、これからNIEに取り組んでみようと思っている皆様等、NIEに興味をお持ちの方をお待ち

しております。 
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新聞の活用について考えてみよう 

＜受講者の声＞具体的に作業を行ったり、グループ活動を行うことで、よりNIEにつ

いて考えることができました。総合的な学習の時間でぜひ生かしていきたいと思いま

す。明日から使えるネタをいただいたので、早速、使っていきたいと思います。等 

高知新聞社の記者からアドバイス 

見出しを考えてみよう 

一面のコスモスが教育センターに彩りを添えていた１１月も月末を迎え、１年間お世話になった教科研究セ

ンター（本部）での任務を終えることになりました。この間、教材研究や、教材づくり等を通じて教職員の方々

のお手伝いをさせていただきましたが、同時に、教育現場の様子もうかがい知ることができ、一市民として教

育について考える上でもたいへん参考になり感謝しています。 

 今年度は、部屋の配置換えによって図書室内に移転し、当初は少し戸惑いも覚えましたが、このことによっ

て教科研究センターの機能が大きく向上しました。 

その一つは、図書館の蔵書も併せて利用できるようになったことです。教科研究センターには多種多様な教

育雑誌をはじめすぐに役立つ書籍・資料を中心にそろえてありますが、図書室には、実践書、研究紀要、理論

書等もそろっています。必要な書籍や資料は、司書職員が即座に検索をしてくださるのも心強いです。それら

は、教育実践研究の歴史的経過や各地の状況を調べたり、教育とは何であるのかを考えたりするのに大いに役

立つものでもあります。長期休業期間中等にじっくりと活用してみてはいかがでしょう。 

 もう一つはミーティングルームが活用できるようになったことです。時間を要する研修や、教材研究に生か

されています。夏休み期間中や土曜日に研究サークルや、校内研究グループが指導アドバイザーも交え熱心に

研修していました。 

 今後とも、多くの教職員の皆さんが気軽に活用くださるとともに、ご意見ご感想をお寄せくださり、教科研

究センターの機能がますます向上し、教育現場に必要な支援が充実していくことを期待しています。 

上杉 美和 

研究センター

でお世話になり

ました、上杉ア

ドバイザーと楡

金アドバイザー

は１１月末で任

期終了となりま

す。退任のご挨

拶をいただいて

います。 

１２月より教科

研究センター（本

部）に新しく中澤

事務補助員が着任

します。 

昨年、１２月から教科研究センターでお世話になって、早いものでもう１年の任期が終わろうとしています。退職後、アドバイザ

ーとして先生方のお役に立つことができたかどうかわかりませんが、子どもたち一人一人の様子を思い浮かべ、授業の教材づくりに

熱心に取り組んでいる先生方の姿が印象に残っています。 

特に、教科研究センターの授業づくり講座では学習指導案の作成と授業のシミュレーションに協力させていただき、授業改善を進

めようとしている先生、これから教師になろうと意欲を持っている方々などの真剣な取り組みに感動し、自分自身も来所した人のニ

ーズに十分応えなければならないと思いました。 

現在、センターでは、カラー拡大機、カラーコピー機、ラミネーターをはじめ、教育図書の貸し出し、学習指導案の閲覧・複写、

そして授業づくりの相談など、先生方のいろいろなことに対応できるよう取組みを進めています。これからも県内の多くの先生方に

利用してもらえるよう願っています。 

子どもたちの心豊かな成長、学力の向上等を目指し、先生方の日々の教育実践が実り多いものでありますようにお祈りしています。

１年間ありがとうございました。 

                                               楡金 美彦 
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ミーティングルームの活用について 

教科研究センター（本部）では、４月から研修や教材研究等に利用できるミーティングルームを開設しています。個室になっ

ており、１０人程度までは十分に使用できます。これまでに、グループでの研修会や夏季休業中における校内研修の実施など、

多くの先生方にご利用いただきました。冷暖房も完備していることから、集中して教材研究に取り組めたり、熱心に研究協議を

行ったりすることが可能です。 

さらに、学習指導案の作成や授業づくり等で悩んだときなど、指導アドバイザーとともに考えることができますし、参考資料

や図書も充実しているので、必要なものはすぐにコピー（白黒・カラー・拡大）できます。利用者の方からは、「場所・資料の提

供が本当にありがたい」「学級づくり・授業づくりなどの情報交換ができて、よいアイディアをもらった」「ミーティングルーム

での研修の成果を生かし、児童へ提示する拡大コピーを持って帰ることができてよかった」などの声が寄せられています。 

ご利用に際しては、教科研究センター（本部）へ電話で利用日時等事前にご連絡のうえ、ホームページ

（http://www.kochinet.ed.jp/studycenter/）から利用申請書をダウンロードし、ファックスにてお申し込みください。ご利用

をお待ちしています。 

 

本部 アドバイザーより 

 

東部教科研究センターの移転について 

東部教科研究センターは安芸総合庁舎の改築のため、安

芸総合庁舎北棟２階に移転しました。今までより広く利用

しやすいスペースができました。詳しいご案内は別にしま

すが、国道の一路北側の道路に出入りする門があります。

ご不明なところがありましたら、東部教科研究センター又

は高知県教育センター学校支援部教育課程研究開発担当

（電話088-866-5155）までご連絡ください。 

     アドバイザーの先生方の推薦図書です。 

 発達と障害を考える本  全12巻 

   監修者 内山登紀夫他   ミネルヴァ書房 

○発達障害を始め、さまざまな心

身に障害のある子どもたちを支

援し共生しようとする専門家た

ちによる本です。よくある事例を

イラストやマンガで紹介し、簡潔

な記述でも十分に理解できるよ

う解説されています。小学生から

大人まで、一緒に読みながらみん

なで考えることのできる本で、先

生方にも参考になるものと思い

ます。 

 

書籍紹介 

初めまして。 

この度、１１月より西部教科研究センター

でお世話になっております、野町喬子と申し

ます。 

拡大コピーやスキャナの操作など慣れない

ことばかりですが、アドバイザーの先生方の

ご指導のもと、一生懸命がんばりたいと思い

ます。 

気軽に足を運んで頂けるような場を作れる

よう努力していきたいです。 

よろしくお願い致します。 

向かって左側 

 野町 喬子
た か こ

 

事務補助員 

向かって右側 

谷口 愛
まな

実
み

 

事務補助員 

 

西部教科研究センターの新任者からご挨拶 

初めまして。11月より西部教科研究センターで

お世話になります谷口愛実と申します。教育に関

わりのある場で働かせて頂くのは今回初めてで、

先生方の教育に関する熱心な姿勢や、教科研究セ

ンターの教育図書の豊富さ、B0サイズまで可能な

コピー、高知大の TV 演習など、様々な充実ぶり

に驚いています。拡大コピーやスキャナの使用法

など、不慣れではありますが、事務補助の役割を

早く覚えて、センターの皆様、先生方のお役に立

てるようになれたらと思っております。どうぞよ

ろしくお願いします。 


