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本年度もたくさんの先生方に教科研究センターをご利用いただき、本当にあり

がとうございました。今月は、各教科研究センターの取組やアドバイザーとして

の一年間を振り返っての感想や意見などを特集にしました。 
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春季休業期間中の教科研究センターの利用について 

☆閉室期間：３月２２日(火) ～ ４月２日（土) 

☆開室期間：４月４日（月）１５：００～１９：１５から開室します。 
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教科研究センターの利用者数の年間累計７,０００人を突破しました！ 

２月の利用者状況(本部・東部・中部・西部)４９６名  

教科研究センターのホームページ開設以来のアクセス数の累計は、 

平成２８年度２月に累計３７，０００アクセスを突破しました！  
 

 今後もみなさまに役立つ情報を充実させていきますので、是非ご利用ください。 
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１ 図書や雑誌、資料等の利用について 

本年度は、学校行事に関する雑誌を月ごとに並べたり、学期末や学年末には、 

通知表や指導要録の参考になる書物を紹介したりして、時機を逃さない情報提 

供ができるように工夫をしました。おかげさまで、本年度は昨年の４００冊を 

上回る４３１冊（２月末現在）の雑誌や書籍の貸出しがありました。 

現在、学習指導案作成に役立つ理科の教材研究の資料を、校種別、学年別、 

題材別に整理しているところです。平成２８年度は、他の教科や領域にも広げていくとともに、利用者の希望に添え

るように資料や学習指導案のリストアップも続けていきたいと考えています。 

２ 利用者と共に 

来室される先生方とは、時間の許す限り授業づくりについて情報交換をするように心がけています。お話をしてい

るうちに、具体的な授業展開が浮かんだり、教材研究や子どもとの関わり方にまで発展したりすることもあり、利用

者の先生方と楽しい時間を過ごさせていただいています。熱心に授業づくりに取り組む先生方、教員を目指して採用

試験に意欲的に取り組む皆さんの姿に刺激を受け、私達アドバイザーも十分に応えなければと思います。 

「すぐに使える資料をたくさんいただきました。おかげさまで、楽しい授業ができそうです」「毎回、いろいろな

アドバイスをいただきとても勉強になります」「授業の展開について悩んでいましたが、お話しするうちにアイディ

アがパーッと浮かんできました。」等の感想を寄せてくださり、アドバイザーにとっても励みになっています。 

３ 教科研究センターを活用した授業事例の紹介 

今年度も、教科研究センターを活用した授業事例の提供にご協力をいただき感謝しています。拡大印刷や資料等の

活用の仕方は、校種や授業のねらいにより、それぞれに先生方の工夫が凝らされていました。まなｎｅｔ掲載の授業

事例をご覧になった先生方の中には、自分の授業にも取り入れてみたいと思われた方もおいでるのではないでしょう

か。これからも教科研究センターで作成した拡大印刷や資料等の活用の仕方をまなｎｅｔで紹介させていただき、先

生方の授業づくりのお手伝いができたらと考えています。 
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１ 利用者の様子と増加 

今年度を振り返って思い出されるのは、先生方や、大学生、講師の方々が、長期 

休業期間中にミーティングスペースで、長時間にわたって、教育雑誌や教科書、学 

習指導案例などを参考にしながら、授業の準備や教員採用審査に向けて取り組んで 

いる姿です。その中で、アドバイザーも相談や助言の機会があり、利用者に少しで 

もお役に立つことができたのではないかと思います。また、電子メール等であらか 

じめ相談内容を連絡いただいた場合は、相談の準備もできて、より適切な助言ができたと思います。大学生では、授

業実践例の映像（ＤＶＤ）などの利用も見られました。本年度は、小学校教科書が新しくなったこともあり、年度当

初から利用が多く、充実した１年でした。 

２ 指導アドバイザーの技術向上を目指して 

最近は、教材づくりに一層の工夫をこらす先生方が増えています。それに対応するためにも教科研究センターにあ

るパソコンソフトを自由自在に使いこなす必要があると考え、８月に、各教科研究センターから７名のアドバイザー

が集まって、情報交換しながら、よりよい教材を作成するための技術を学びました。今後も研修機会を設け、利用者

からの要望に十分に応えられる力量を身に付けていきたいと思っています。 

３ 細長い絵や図の拡大印刷 

拡大印刷機の用紙にこれまでより狭い４２ｃｍ幅のロール紙を追加したところ、予想していたよりも多くの利用が

ありました。利用例としては、数直線のような細長い図や絵の拡大印刷が挙げられます。利用した先生からは、「用

紙の縦横比でしか拡大できないと思っていたけど、こんな印刷もできるのですね。」という声が聞かれました。 

 

 

 

 

 

 

 

中部教科研究センター 

 

 

１ 利用者のニーズに合った充実したアドバイスを 

昨年度の成果を生かし、来室される先生の話を真摯に聞き、「笑顔」で帰って 

もらうことを大切にしてきました。そのため、本年度は利用者が大幅に増加し、 

教科研究センター開設以来最も多くの利用をただきました。これまで利用していた 

だいた先生方が、他の先生方に点から線、線から面へと広げていただいたことが大 

きく利用者を伸ばすことになったと感じています。利用者から「ここで作った教材は、子供たちの集中力が違う」 

「丁寧な対応をありがとう」等、うれしい声がたくさん寄せられるようになりました。 

２ 他校の先生達との実践交流の場に 

今年度は、利用者の年齢層が特に幅広くなりました。そのため、様々な教育実践を行ってきた先生方と交流する機

会が多くなり、互いの学校の状況や子供の状態、教科等の進捗状況等が分かり、アドバイスできるようになりました。

また、利用者の先生方にとっては、教科研究センターをたびたび利用することが、近隣の学校の学習の様子や教材作

成の工夫、活用の仕方等を知ることになり、自らの授業を考え、改善するきっかけになっていると思われます。 

３ また利用したくなる環境に 

恵まれたあたたかい環境で、教材研究や教材作成、書籍や教科書などの閲覧ができるだけでなく、ミーティングス

ペースが確保できたことで、教材研究や学校・学級経営の相談活動も活性化しました。また、昨年度から安芸教科書

センターも設置されたことにより、教科書の閲覧者も増加しました。これまでの努力が引き継がれ、積み重ねられて

利用者のニーズに応えられる教科研究センターとして育ってきていることを実感します。「私の授業づくりは、当セ

ンターがスタートです」「授業や学級経営で悩んだとき、気がついたら、当センターに来ています」等の感想からは、

利用者に満足感を与えていることが分かります。今後とも一層、利用者のニーズに応えられる教科研究センターとな

るように努めていきたいと思います。 

 

東部教科研究センター 

  

 

 

 



 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  変容する学校組織 

学校支援部 チーフ（管理職研修担当） 並村 一 

 
管理職研修では、「高知県の新しい『教育者風土』をつくる～私から私たちへ、『つながり』を大切にする

教職員の育成～」という教育センターのミッションに基き、個々の教職員がそれぞれの思いをもち仕事をし

ている「個業」の状態から、個々の思いをつなぎ、学校全体で「組織・チーム」として成果を出せるよう、

「学校組織マネジメント」を中核に据えた研修を実施しています。 

「教職員のベクトル合わせ」とよく言われます。太陽の光も虫眼鏡等を使い、うまく焦点を合わせると紙

等を燃やすことができるように、学校でも個々の力や様々な資源を集中することで大きな成果を発揮し、そ

こから達成感や充実感が得られます。全員が同じ方向を向いたうえで、さらに「集中」させることがポイン

トです。とは言え、学校の教育活動は多岐にわたっており、何に集中させるのかを選択することが難しい組

織です。 

みなさんは児童生徒や学校の「あるべき（目指す）姿」について、どれくらい話し合っているでしょうか？

何気ない日常会話の中に新たな気付きやヒントが隠れていることがよくあります。前述の「学校組織マネジ

メント」は管理職だけのものではありません。みなさんのちょっとした意識が学校を変えることもあります。

興味をもたれた方は、ぜひ教科研究センターの関連書籍や雑誌等もご覧ください。 

みなさんが、そして児童生徒がますます元気に活躍できる学校に、当センターもチームとなり、微力なが

らお手伝いできればと考えています。よろしくお願いします。 

磨 

 

１ 利用状況について 

西部教科研究センターは、今年度早々からの幡多総合庁舎の耐震工事に伴って、 

仮設の狭い場所で利用者をお迎えせざるを得ず、金・土曜日が閉室になる時期も 

あって、大変ご不便をおかけしました。そのような中にもかかわらず、来室者は 

２月末時点で、昨年度の 1.2倍に増加しています。これまでは、小学校の国語と 

算数の拡大印刷を希望される先生方が多かったのですが、道徳の挿し絵等での 

利用も除々に増えてきています。それ以外にも、教科研究センターの利用価値を理解していただいたのでしょう

か、防災教育や体育科の実技図等を拡大印刷する教材づくり等の要望も多くなっています。 

２ 今後の利用について 

 来室された方々の要望に応えられるように私たち自身も努力をしていきたいと思います。また、アドバイザーど

うしで、内容の共有も一層進めていきたいと思います。そうすることで、先生方に気持ちよく利用していただける

教科研究センターになることを願っています。 

現在、中学校の先生方の利用がまだまだ少ないのが現状です。社会科の資料や写真の拡大、保健教材の資料作成、

道徳教育用資料の作成など、中学校の先生方の教材づくりの手助けもできるようになればうれしいと思います。ぜ

ひ、ご相談下さい。 

その他に、充実した書籍や教育雑誌、各教科書会社の教科書（中村教科書センター）がありますので、校種を問

わず、より多くの皆様に利用をしていただきたいと思います。 

西部教科研究センター 

今後、ますます教科研究センターの機能を向上させ、より多くの先生方のお役に立てる

ように、アドバイザー一同、努力をしていきます。 

来年度もぜひ教科研究センターをご利用下さい！ お待ちしています。 



 

 

 

 教職研修部 若年教員研修担当チーフ 竹内 満 

  

高知県教育センターでは、文部科学省「総合的な教師力向上のための調査研究事業－初任者研修の抜本的な改革－」（平

成 26・27・28年度）を受け、研究指定校５校と共に研究を進めています。その研究において、日々の授業づくりや校内外

の研修で活用できる学習指導の手引書として「授業づくりＢasicガイドブック」（以下「Ｂasicガイドブック」という）

を作成しました。「Ｂasic ガイドブック」には、特に１単位時間の授業づくりに焦点を当て、児童生徒が主体的・協働的

に学び合い、自ら考え表現しながら学んでいく授業を目指すための学習指導の具体的な事例を示しています。 

 そこで、研究指定校の２年経験者による実践発表と、「Ｂasic ガイドブック」の作成にあたり協力していただいた小中

学校の授業実践をビデオによるモデル授業として提案する研修を実施しました。また、研究指定校である５校の初任者及

び２年経験者等に、本研修会の運営面での役割も担ってもらいました。 

土曜日という休日の自主研修会でしたが、県内外から管理職を始め学校単位での参加や若年・ベテランを問わず 120名

（定員 100名）の参加があり、モデル授業発表等を基にこれから目指すべき授業づくりに向けた活発な協議を行うことが

できました。高知県の多くの教員の皆さんが、日々自分の授業や学校の取組について課題意識をもち、その改善策を模索

していることが伝わってきました。研修後のアンケートからは、若年・ベテランそして管理職の先生方からも、今後の授

業改善・学校体制としての取組に向けて自己を見つめエネルギーをもらうことのできた研修になったとの意見が多く寄せ

られました。 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

１．（目的） 
   知識基盤社会をたくましく生き抜く子供を育成していくために、これからの授業は、知識の質や量の改善を図るだけで

はなく、学びの質や深まりを重視した問題解決に向けて主体的・協働的な学び（「アクティブ・ラーニング」）や、それを
実現するための指導方法等の改善・充実が求められる。そこで、「Ｂasic ガイドブック」を活用した授業改善の具体的な
指導方法のモデルとなる授業の公開を通して、子供が主体的・協働的に学び合い、自ら考え表現しながら学んでいく授業
実践の具体的な指導方法の在り方を協議し、授業改善に生かすことができるようにする。 

２．（期日・会場） 平成２８年２月１３日（土）  高知県教育センター本館 
３．（日程・提案発表者）    

〈モデル授業発表〉 〈初任者がワークショップで出された意見

を分類・発表〉 
〈ビデオ授業発表から授業改善の方策に

ついての協議〉 

〈受付係担当の初任者等〉 

【研修後のアンケートより】 

・講演や資料だけでは分からない授業の方法を、各校のモデル授業を通して理解でき、

改めて自分の授業の課題を見つけることができた。（教諭） 

・管理職として組織的に授業改善に取り組んでいくことを中心に具体的な授業改善を

進めていきたいと思った。（校長） 

・「授業を変える」生徒が主体性をもって学ぶ・生活する等の能力を育てようとしてい

る先生方がたくさんいる事を知った。今一度、自分のリニューアルをしなくてはな

らないと強く感じた。自分の限界を越えようと思う。（校長） 

・多くの実効性のある実践発表をうかがえて大変参考となった。しゃべりすぎる中学

教員猛省しています。（教頭） 

・高知の授業が変わっていることを肌で感じた。学校で組織的にめあてに向けて取り組み、めあてを達成すると益々組織のまとま

りもできる。あと若い力が着実に育っている様子を見ることができた。これも若年教員への研修や校内での指導等によるものだ

と思う。県内の授業改革の様子がわかる研修に感謝します。（教頭） 

 



 

 

 

 

 

 

まなnetの玉手箱    東部教科研究センターアドバイザー 久保 博行 

「協働で授業力向上へ」 

 
 最近の学校は、地域や外部機関と連携協力し、「チーム学校」として組織的に取り組むことで教育効果を高めようとして
います。 

 授業においても変化が生じてきています。それは、子供たちの生活習慣の変化に伴って考え方や見方が多様化し、ひと
昔前に比べると、集団で物事に取り組む力が弱くなってきているからだと思います。そのため、全てのことを教師一人で
こなしていては対応しきれないことも生じ、授業も組織的に協働して作り上げていくことが必要になってきていると感じ
ています。 

そこで、ずいぶん昔のことですが、今後の取組にも役立つと思われる実践例を紹介します。それは、異なる校種の教師
が集まって、「意欲的な授業の創造」を研究テーマとして組織的・協働的に学習指導案作成や授業分析を行っていた事例で

す。 

 

 当時勤務していた市の教育研究所では、市内小中学校で１０
名程度の教師を共同研究員として募集し、授業を行う制度があ
りました。共同研究員は、年３回の授業を行い、その内の１回
は、共同研究員、研究所員、現場教員が合同で授業分析をして

いました。 

授業は、以下の三つの観点を基に行われていたように思いま
す。 

 

（１）授業分析の視点を参観者に割り当てて参観することで授業を見る目を養い、授業者の授業力向上に寄与します。 
    授業分析は、まず学習指導案の検討から始まり、授業後の研究討議では、それぞれの教師が担当した視点で批判

的に意見を出し合います。そして、授業者が気付いていなかった「教師の発問」や「子供への対応」、「机間指導や
板書」、「学習者への評価」等、様々な視点から厳しい意見が出され、討議が繰り広げられます。 

同時に、授業者が自ら授業力を高めようとする意欲を生み出す工夫もされています。大切なのは共同研究員が集
まる授業の実施までに、研究所員が二度参観の上、授業について的確なアドバイスをし、厳しい研究討議に耐えう
る授業にしておくことです。この事前の支援があるからこそ、授業者は積極的な気持ちで授業に取り組むことがで
きます。 

 なお、研究所員は、授業参観後、子供たちの学習態度や発言などのよかった点や、次の授業に繋がる評価につい
て、子供たちにも話して聞かせます。このことも授業者のやる気を引き出す効果があります。 

（２）他の共同研究員の授業を参観することにより刺激を受け、自らの授業を見直します。 
他校の学校での子供たちと教師の関係、学習規律、指導方法等を見ることによって刺激を受け、自分自身の授業

を「もっと高めよう」という意欲を新たにすることができます。 

（３）教師自身が主体的に授業に向かおうとする意欲の向上があります。 

協働で行った授業は録音され、そのテープ起こしも課せられていました。自分の行った授業のテープを聞くこと
で、「教師と学習者の発言のどちらが多いか」、「学習者同士の話し合いはどうだったか」、「互いに意見を出し合い学
習内容が広がっていったか」等がよくわかります。 

 

 多くの学校では、すでに授業力向上のために研究組織を立ち上げ、複数の教師と恊働で授業を作り、授業分析を行って
いることだと思います。しかし、ときとして互いに教育内容について意見を言いにくい雰囲気が広がって、討議内容が深

まらないこともあります。ですから、校内で授業改善に組織的に取り組むためには、互いに切磋琢磨して授業力を高めて
いこうとする環境づくりとともに、授業を行った達成感や指摘されたことを次に繋げようとする意欲の向上が必要だと思
います。また、ここで取り上げた事例のように、研究所員など外部の力を借りる方法や、分析の視点を分担して焦点化す
ることで厳しく授業分析することも、授業力向上には欠かせないものだと思います。 
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  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４階（安芸市矢ノ丸１－４－３６）    TEL/FAX 0887-34-8051     

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 088-893-6597 

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 

★ 開室時間は次のとおりです。ご利用をお待ちしています。（※夏季休業期間中の平日は 10:45～18:00 に変更します） 

開室時間：平日 15:00～19:15 土曜 10:00～16:00（土曜日の時間は H26.4月より変更しています） 

教科研究センターホームページアドレス  http://www.kochinet.ed.jp/studycenter 
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授業分析の視点 担当教員 

１ 指導案の書き方及び教材解釈  

２ 学習規律  

３ 学習への意欲化  

４ 教師の発言及び教材解釈  

５ 子供の発言  

 

事務連絡 

http://www.kochinet.ed.jp/studycenter

