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ア シ ス ト 

東部教科研究センター便り 

２ 

 子どもたちが笑顔の学期末となりました。先生方には、水泳指導やまとめの学習、また夏休みに向けての準備

等で忙しい毎日を過ごされていることだと思います。 
さて、本年度4月からの東部教科研究センター利用者数が昨年度に比べ大幅に増えアドバイザーとして大変うれ

しく思っています。これからもお気軽に教科研究センターをご利用ください。 

拡大印刷学習教材で板書時間を短縮 －複式学級授業実践例－ 

小学校の複式学級を担任されている先生の学習方法をご紹介します。 
それは、教科研究センターにおいて教材作成した拡大印刷学習資料を活用して、子どもたちが自主的に学

習を進められるように工夫した実践例です。 
 まず、授業始めの挨拶後、教科リーダーの指示で３年生と４年生が教室の左右に体の向きを変え、本時の

学習範囲の本読みを行います。そして、先に本読みの終わった学年に対して、学習教材（資料）を黒板に掲

示し、学習課題や学習の進め方を指示します。指示された学年の児童は、黒板に掲示された教材（資料）

により、教科リーダーが中心となって自分たちで話し合い活動をし、課題に沿って学習を行っていきます。 
 次に、他方の学年にも同様の指示を行います。 
先生が一方の学年の子どもたちを直接指導している間に、他方の学年の子どもたちは、間接指導に入りま

す。こうすることで板書の時間を省くことができ、子どもたちへの直接指導の時間を多く確保することがで

きるわけです。 
また、学習過程で、つまずきや疑問が出たときに、前日の学習内容の拡大印刷掲示物を見ながら、学習

を振り返ることもできます。そして、見通しを持って考える時間を確保できるようになり、子どもたちも学

習に前向きになってきたそうです。 
 このように、教科研究センターにおいて教材作成し、事前準備することで、直接指導できない一方の学年

の子どもたちに対して、子ども自らが学び考える力を育む大切な場として学習を進めることができます。東

部管内の学校では、複式学級が年々増加しています。ちょっとした教材作成の創意工夫が学習効果をあげる

ことにつながるかもしれませんネ！ 
 

☆－学習会のリクエスト募集－☆ 

センターを利用する先生方から、「エクセルでこんなことできますか？」「読書指導や感想文での留意点（指

導方法）はどんなことがありますか？」「研修会でなく、チョットした学習会のようなことをしていただけ

ませんか？」等の声が聞かれます。そこで、教科研究センターで、ミニ学習会を開催 しようと思っていま

す。先生方からの要望に沿った学習会を開催したいと思いますので、学習内容について募集します。 
多くの先生方のご要望をお気軽にお寄せください。 

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

★ 開室時間は次のとおりです。先生方のお役に立つための準備をしてお待ちしています。  

ぜひお立ち寄りください。ご利用をお待ちしています。  

開室時間：平日 15:00～19:15 土曜 9:30～17:30  

【夏季休業期間中 開室時間：7月22日(月)～8月31日(土)  平日・土曜日 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 

教材の紹介 

利用者の声 

おしらせ 
☆総合庁舎の工事で、駐車場が変わっています。ホームページで臨時駐車場の場所を確認できます。 
★7月22日～8月31日まで開室時間が平日、土曜日ともに9：45～17：00になります。※利用証明を発行できます。 

☆東部教科研究センターの６月の利用者は８９名でした。ご利用お待ちしています。 
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中部教科研究センター便り ２ 

 みなさんこんにちは。いつも中部教科研究センターをご利用いただきましてありがとうございます。今回はセ

ンターを利用されている先生の実際作られている教材を２例ご紹介します。 
 

拡大コピーのより効果的な活用例 
◆三里小学校のある先生は「田植えをする人々と田楽」 
という図を拡大コピーしました。２０人ほどが田植えをす

る脇で田楽を奏でているという図ですが、その中の 
特徴的な２名を切り取って、全体図と一緒にレイアウト

しました。実際に授業で掲示すると、児童は図の中に描か

れている人々が何をしているのかに注目し、全体図だけを

見せるよりずっと効果が高まったそうです。 

ｗ教材づくりの種明かしｗ 

 中部教科研究センターでは「Windows  フォトギャラリー」とい

うソフトで必要な部分を切り取り、「レイアウトワープロ はりの

助」というソフトで文字の入力やレイアウトをして拡大印刷をし

ています。どちらも簡単な操作で思い通りの印刷ができるので、

パソコンが不得意な方でもすぐにできます。自分で操作する先生

も増えてきました。 

 

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 

◆吾北中学校のある先生は、歌唱指導のために教科書の図を拡大コピーする

ときに「吾北中学校の歌声をさらに良く響かせるために！」というメッセー

ジを入れて印刷しました。生徒たちはそのメッセージによって「自分たちの

ために作ってくれたのだ」という思いを持ち、意欲的にその図を見ていると

いうことです。 
 
その他にも、Windows 付属の「ペイント」で図の一部を消したり移動したりというこ

とが簡単にできることを紹介すると「そんなこともできるのですか」と驚いて、教材作

りのイメージを膨らませている姿が見られます。 

パソコン操作やソフトについての学習会も計画中です。気軽にお問い合わせください。 

 
 

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 088-893-6597 

★ 開室時間は次のとおりです。先生方のお役に立つための準備をしてお待ちしています。 

ぜひお立ち寄りください。ご利用をお待ちしています。 

開室時間：平日 15:00～19:15 土曜  9:30～17:30  

【夏季休業期間中 開室時間：7月 22日(月)～8月 31日(土)  平日・土曜日 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 

教材の紹介 

おしらせ 
★7 月 22 日～8 月 31 日まで開室時間が平日、土曜日ともに 9：45～17：00 になります。※利用証明を発行できます。 

☆中部教科研究センターの６月の利用者は１２０名でした。ご利用お待ちしています。 

出典：教育芸術社「中学生の音楽１」Ｐ８ 

出典：教育出版「小学社会６上」Ｐ４７ 



平成２５年 

７月号 西部教科研究センター便り ２ 

天気の良い日には、プールで水しぶきを上げているのではないでしょうか。子どもたちの歓声が

聞こえてきそうです。一学期も残り少なくなり、もうすぐ夏休みです。安全で楽しい夏休みを過ご

したいものです。また、「勝負の夏」をむかえる先生もいらっしゃいます。７月～８月の教員採用審

査に向けての過去問題集、各校種別の各教科の指導案の活用等々大いにご利用ください。  

拡大コピー教材の利用 

教科書と同じページを大きく提示することによって、個々の児童が教科書

を見ずに、一斉に一点に集中して学習することが容易になります。また、仲

間の考え方を提示の紙面上で操作しながら説明することで、他の児童の理解

もより確かなものとなります。 

教師側も児童の動きを確認でき、指示の徹底や学習の理解を図ることがで

きます。 

 
 

 

「 この基本技で授業力・教師力を伸ばす 」        「 基礎学力強化プログラム 」 

  江口儀彦・TOSS/Advance   編著           三浦広志   編著 

  明治図書 出版                    明治図書 出版  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１年生～６年生のシ

リーズとなっています。

基礎学力の向上のため

のプログラムや各学期、

各教科の指導強化方法

を具体的な事例を挙げ

て紹介しています。 
                   

 

＜１年生 算数の授業＞ 

新刊図書の紹介 

本シリーズは低・中・高

学年別となっています。授

業力を向上させるための

必須授業や必須教具、教師

力を向上させる指導案、学

級経営案等々を分かりや

すく紹介しています。 

おしらせ 
★７月２２日～８月３１日まで開室時間が平日、土曜日ともに9：45～17：00になります。※利用証明を発行できます。 

☆西部教科研究センターの６月の利用者は１７６名でした。ご利用お待ちしています。 

◆年ごと、月ごとに利用者数が増加傾向を示しています。◆初めての利用者や校種別では中学校の利用者が増加しています。 

★施設や機器を使っての研修（申請書の提出が必要）にご利用ください。 

教材の紹介 

☆西部教科研究センター学習会のご案内 
１、 実施日 平成２５年８月１７日（土曜日）１４：００～１６：００の予定 

２、 内 容 模擬授業・面接練習・・・参加希望者２名以上で行います。詳しくは電話にて問い合わせてください。 

３、 申し込み 電話にて開室時（西部教科研究センター ☎0880-35-6251）８月１０日（土）締め切り 

※ 西部教科研究センターアドバイザーが指導助言します。 

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。先生方のお役に立つための準備をしてお待ちしています。 

ぜひお立ち寄りください。ご利用をお待ちしています。 

開室時間：平日 15:00～19:15 土曜  9:30～17:30  

【夏季休業期間中 開室時間：7月 22日(月)～8月 31日(土)  平日・土曜日 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 



雑誌名 対象 月号 特　集　内　容 出版社

1 小一教育技術（年７回） 小 7 ①はじめての通知表記入文例　②保護者対応術 小学館

2 小二教育技術（年７回） 小 7 一学期末の通知表　記入上の留意点と文例 小学館

3 小三教育技術（年７回） 小 7 一学期末の通知表所見欄　記入文例 小学館

4 小四教育技術（年７回） 小 7 一学期末の通知表所見欄　記入文例 小学館

5 小五教育技術（年７回） 小 7 一学期の通知表　書き方と渡し方 小学館

6 小六教育技術（年７回） 小 7 一学期の通知表記入文例 小学館

7 授業づくりネットワーク（季刊） その他 NO１０ 授業ファシリテーション１０のワザで子どもの学びが変わる！ 学事出版

8 授業力＆学級統率力 小・中 7 叱る技術ー心に響く“叱り方の原則” 明治図書

9 英語教育 小・中・高 7 これからの教員養成・教員研修 大修館

10 道徳教育 小・中 7 子どもの心の声を引き出す“発問の極意” 明治図書

11 体育科教育 小・中・高 7 体育の学習指導要領を検証する 大修館

12 総合教育技術 その他 7 「学校週６日制」は本当に必要か？ 小学館

13 学校図書館 その他 6 学力向上と学校図書館 全国学校図書館協議会

14 道徳と特別活動 小中 6 道徳教育実施状況調査（教育現場からの生の声） ぶんけい

15 特別支援教育研究 小・中・高・特 7 生活単元学習を極める　～子どもと教師の本気の活動～ 東洋館出版

16 ＬＤ、ＡＤＨＤ＆ＡＳＤ 小・中・高・特 7 ６．５％だけじゃない！　教室の中の多様な子どもたち 明治図書

17 児童心理 その他 7 仲間はずれにされる子 金子書房

18 数学教室 小・中・高 7 子どもを変える手づくり授業① 国土社

19 教育音楽（中・高版) 中・高 7 (中)全領域で使いつくすリコーダー　(高)やりすぎない、やらなさすぎない教師の支援 音楽之友社

20 初等理科教育 小 7 考察、まとめ指導のあり方 農山漁村文化協会

21 理科の教育 小・中・高 7 推薦！理科に関する必読書 東洋館出版

22 理科教室 小・中・高 7 小中高を見通した光の学習 日本標準

23 産業と教育 高 6 教員に求められる資質能力の向上Ⅱ 実教出版

24 人権と部落問題 小・中・高 7 体罰・いじめ問題 部落問題研究所

25 学校教育相談 小・中・高・特 7 ①子育てに悩む保護者を支援する・・・他 ほんの森出版

26 デザインノート　（隔月） 中高 NO４９ 文字を学び、文字を究める「タイポグラフィ」 誠文堂新光社

雑誌名 対象 月号 特　集　内　容 出版社

1 新しい算数研究 小 7 算数をひろげてたのしむ 東洋館出版

2 初等教育資料 小 7 言語活動の充実を通した授業の改善② 東洋館出版

3 中等教育資料 中・高 7 高等学校の学習指導と学習評価の工夫改善２（理科、音楽、工芸、書道） ぎょうせい

4 国語教育 小・中 7 読書指導で大活躍ー新しい言語活動レシピ 明治図書

5 実践国語研究　（隔月） 小・中 ６・７ そうだ！おもしろい！　付けたい力にぴったりの言語活動　 明治図書

6 社会科教育 小・中 7 歴史理解が深まる“人権教材のドラマ”５５ 明治図書

7 数学教育 中 7 そこが知りたい！　授業の組み立て方、流し方 明治図書

8 月刊　高校教育 高 7 いじめ・体罰のない学校づくりをめざして 学事出版

9 月刊　生徒指導 小・中・高 7 学校でおこる暴力 学事出版

10 実践障害児教育 小・中・高・特 7 子どもの「心の立ち直り力」をサポートする 学研

11 特別支援教育 小・中・高・特 NO５０ 言語活動の充実による授業改善 東洋館出版社

12 教育音楽（小学版） 小 7 読譜指導に役立つ！　音符カード大活用術 音楽之友社

13 教職研修 その他 7 教師力と学校力がぐんと伸びる「校内研修」　他 教育開発研究所

センター図書館（本館2階東端）においで下さい！

   教科研究センター（本部）　　教育雑誌７月号の特集内容
       　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （雑誌によっては先月以前号）

教育センター図書室所蔵最新号

        最新号は貸出不可能ですが、
        前月号以前の教育雑誌は３冊まで貸出可能です（２週間）
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