
 

 

 

令和３年度  いの町教育研究所事業報告 

１ 専門部会（代表者による研究） 

幼児教育部会，養護教諭部会，菊池学園担当者部会の研究を推進するため，支援を行うとともに，その結果

得られた成果等を発信言及する。 

(1)幼児教育部会 

目的 ・子どもの成長発達を見通した環境構成や保育者の援助の在り方について研究を深める。 

第１回部会  ５月2１日（金）  研究の進め方の確認，部員の交流等 

第２回部会  ６月２９日（火）  研究の進め方，視点の確認，事例，考察の仕方についての話し合い 

                          日向幼保指導員による指導助言 

第３回部会  ７月３０日（金）  川内保育園の公開保育参観・事例作成 

第４回部会 １１月１０日（水）  公開保育における事例の考察についてグループごとに検討 

幼児教育版菊池寺子屋 9月30日（木）   ほめ言葉のシャワー実践報告 

                                      講師 菊池省三 教育特使 

(2)養護教諭部会 

    目的  ・心身ともに健全で，主体的に学習や行動のできる児童生徒の育成について研究を深める。 

第１回部会 5月18日（火） 14：00～15：30 いの町役場１階いのホール （参加者11名） 

・役員・担当確認   ・養護教諭活動計画について    

・本年度研究テーマについて  ・情報交換  ・その他 

第２回部会 7月6日（火） 14：00～16：50  伊野公民館２階大集会室  (参加者10名) 

・情報交換     ・グループ別研究      ・その他 

第３回部会 8月17日（火） 8：40～16：50 伊野公民館２階第３会議室（参加者7名） 

・情報交換 

・研修会  講  師：JA高知病院 小児科医長 本淨謹士 氏 

テーマ：発達特性のある子ども（大人）の言動の捉え方・関わり方 

・グループ別研究 

① 緊急時アクションカードグループ 

② 保健教育グループ 

③ 健康相談グループ 

第４回部会 ８月 ５日（木）８：４０～１２：００  伊野中学校 

８月２０日（金）８：４０～１６：５０  伊野南中学校  グループ別研究 

８月２７日（金）８：４０～１６：５０  伊野南小学校    

第5回部会 10月11日（月） 14：00～16：50 伊野公民館３階 大集会室２（参加者１１名） 

・いの町教育委員会との協議   ・情報交換    ・グループ別研究    ・その他 

第６回部会 １１月１５日（月） １４:００～１６:５０ 枝川小学校 （参加者３名） 

・アクションカードグループの成果・まとめ    ・その他        

       第7回部会    １２月１３日（月）１４:００～１６：５０ いの町役場１階いのホール（参加者１１名） 

                    ・情報交換   ・グループ別研究の成果・まとめ 

第８回部会    ３月７日（月）１４：００～１６：２０ いの町役場１階いのホール（参加者１１名） 

             ・１年間のまとめ  ・来年度の活動について 

 

 



 

 

 

(3)菊池学園担当者部会（年間3回） 

目的 ・各校の菊池学園担当者の指導力の向上をめざす。 

・菊池学園担当者会で研修したことを各職場で共有し，実践に生かす。 

第１回部会 4月28日（水）13:30～16：50  伊野小学校（参加者12名） 

・伊野小6年2組河本学級授業参観及び学校版寺子屋 

・部長選出・目的・年間スケジュール・集録「いの」原稿，実践報告者の確認等   

第２回部会 8月20日（金） 13：30～16：45  リモート研修（参加者24名） 

・5中学校区の実践報告 

本川中ブロック   森田美香 教諭（本川中）  

吾北中ブロック   田村佐緒里 教諭（吾北中）  大倉智也 教諭（吾北小） 

伊野南中ブロック 池尻早紀 教諭（伊野南小）  國廣ゆか 教諭（伊野南中） 

神谷中ブロック   吉村美鈴 教諭（神谷小）    下山真矢 教諭（神谷中） 

伊野中ブロック   小田原典寿 教諭（枝川小）  河本勝一郎 教諭（伊野小） 

                田所三佳 教諭（川内小）    土居一文 主幹教諭（伊野中） 

                          ・講評： 菊池省三 教育特使 

第3回部会   2月15日（火） 15：30～16：45 伊野公民館（参加者１２名） 

・小中ブロックでの振り返りと情報共有，集録「いの」原稿確認 

 

２ 所外研究部会（希望者による研究）    

 所外研合同部会  ６月３日（木） １６:００～１６：４５伊野公民館2階会議室（参加者１５名） 

（１）グループ研究 

・希望者による研究部会を開催し，町内教職員の研修の場を確保する。 

・町内教職員の自発的な教育研究開発の促進を図るため，グループの研究に対して助成を行い，教職員の 

質向上，指導方法の工夫・改善，充実を図る。 

・各部会３名以上とする。（原則として複数校教職員で構成する） 

・年間５回以上研修し，研修日は夏季休業中にまとめてとってもよい。   

 

図画工作部会 【研究主題】だれもが楽しめる作品作り 

高見 育恵 教諭 伊野南小学校 

山田 啓子 教諭 伊野南小学校 

安田 まや 教諭 伊野南小学校 

西村 友宏 講師 吾北小学校 

島村 幸栄 教諭 伊野小学校 

佐藤 利菜 講師 伊野小学校 

          第1回部会  6月3日（木）所外研合同部会終了後   ・部長決定  ・予算・年間計画作成 

          第2回部会  7月30日（金）９：３０～１１：３０  伊野南小学校図書館 

                     ・講師招聘による制作活動     

講師 山﨑あづさ 氏（神谷小中学校 学習支援員） 

          第３回部会  １月３１日（月） 校務支援システムにて情報共有 

                     ・研究のまとめ  

 



 

 

 

英語部会                    

英語部会 

【研究主題】電子教科書を駆使した教授法研究 

森田 美香 教諭 本川中学校 

和田 浩子 教諭 神谷中学校 

橋元 佐奈子 教諭 吾北中学校 

          第1回部会  6月3日（木）所外研合同部会終了後   ・部長決定  ・予算・年間計画作成 

          第２回部会  ７月１２日（月）１５：００～１６：５０  神谷中学校外国語教室 

                     ・授業参観  ・電子教科書の研究と実践 

          第３回部会  ８月２日（月）１５:００～１６：５０  神谷中学校中学１年教室 

                     ・教材研究  ・電子教科書の活用法研究 

          第４回部会  １１月１８日（木）１３:２０～１４：１０  吾北中学校外国語教室   ・授業参観 

          第５回部会  ２月２５日（金） オンライン研修  ・成果と課題の確認 

 

数学部会 【研究主題】数学科におけるデジタル教科書の効果的な指導方法 

青地  美保 教諭 本川中学校 

下山  真矢 教諭 神谷中学校 

岡   哲大 教諭 吾北中学校 

           第１回部会  ８月５日（木）  ・講師を招聘しての研修 

                         講話「生徒用タブレットの活用について 

～数研版教科書で使用できるデジタルコンテンツの授業での活用方法～」 

                         講師 大森真弘 氏（数研出版株式会社） 

            第２回部会 １０月１５日（金） 本川中学校３年教室   ・公開授業（関数y=aⅹ²）  

研究協議  デジタル教科書の利点と課題について交流 

           

菊池実践部会 【研究主題】菊池実践を活かした学級経営と授業づくり 

池尻 早紀 教諭 伊野南小学校 

矢野 大輔 教諭 伊野南小学校 

岡本 千夏 教諭 神谷小学校 

江本 美咲 教諭 伊野小学校 

小笠原由衣 教諭 伊野小学校 

             第1回部会  6月3日（木）所外研合同部会終了後    ・年間計画作成  ・取組内容の確認 

             第２回部会  ８月２５日（水）  リモートで情報共有会 

             第３回部会  １０月２７日（水）   ・講師を招聘しての研修 

講話「対話のある授業について」 

  講師 菊池省三 氏（いの町教育特使） 

             第４回部会  １月１９日（水）   ・各部員の実践報告会 

                          講師 菊地省三 氏（いの町教育特使） 

          その他   夜の寺子屋（4/28  5/19  7/1  9/16  10/21  11/9  1/25）に参加 

 

 



 

 

 

（２）個人研究 

・自発的な教育研究開発の促進を図るため，個人の研究に対して助成を行い，教職員の資質向上と指導方法

の改善・充実に資する。助成は，研究計画をもとに調整し，委託料は20,000円とする。  

【研究主題】生徒が主体的に学ぶ国語科の授業に関する研究 

田村佐緒里 教諭 吾北中学校 

      ＜研究内容＞ 

① 授業研究と学力テストの分析 

② 表現力の充実に向けて 

③ 学校図書館との両輪 

 

【研究主題】知的障害特別支援学級における生活単元学習の充実をめざして 

高見 育恵 教諭 伊野南小学校 

    ＜研究内容＞    

① 年間を通した生活単元学習の実践 

② 通信を活用した生活単元学習の実践報告 

③ 研究のまとめ 

 

３ 令和３年度 いの町教育委員会研究事業委託 

（１）２年次   (各１０万円)   

神谷小中学校 研究発表会 １１月１９日（金） （参加者６３名） 

          研究主題「『主体的・対話的で深い学び』の実現を目指した授業づくり 

                    ～子どもたちが関わりあい・高めあい・深めあう授業～」 

（２）１年次  （各７.５万円） 

伊野中学校  研究主題「自ら学び，ともによりよく生きる生徒の育成 

～関係性の構築と ICTの活用から， 

“わかる・できる”を生み出す指導方法の工夫～」 

伊野南中学校 研究主題「学びを結びつける力と共生力の育成 
～グランドルールの定着を土台とした学級づくりを通して～」 

 
４ 教職員研修会  

(1)各校の校内授業研の日程等を知らせ，参加を呼びかけた。（いの町教育研究所しおり） 

(2)研究事業委託校の研究発表会(神谷小中学校 11月19日)への参加 

・町指定研究発表会に，積極的に参加 

(3)「多層指導モデルMIM」の活用についての研修会  8月2日（月） (参加者４７名) 

目 的 多層指導モデルＭＩＭ教材の活用について学び，理解を深める 

講 師 国立特別支援教育総合研究所主任研究員 海津亜希子氏（「多層指導モデルMIM」を開発） 

         演 題 「多層指導モデルMIM」の具体的活用について 

(4)不登校担当者研修会  6月14日（月）（参加者２７名） 

     目 的 先進的な取組を知ることで，各校が組織的に不登校防止対策を推進する一助とする。 

講 師 佐川町立佐川中学校 大原留美 教頭 

  演 題 「生徒指導と不登校の取組について」 

  実践発表 伊野中学校の取組について 伊野中学校 塩田早智 不登校担当教諭 

 



 

 

 

(5)教職員視察バス研修 7月29日（木） （参加者２３名） 

目 的 ・いの町内の歴史や文化に親しむとともに，施設やその役割を知る 

・校種，職種及び世代の枠を超え，参加者が広く交流を図る 

講 師 榎本   洋  室長（のぞみ教室） 

      青地  三男 氏（本川神楽） 

      塩田  雅彦 教頭（高知追手前高校吾北分校） 

      平尾里枝美 館長（紙の博物館） 

(6)Kickstart Program研修会 ８月２４日（火）→１２月２８日（火）に延期 （参加者３０名） 

（新型コロナウイルス感染症対応の目安ステージが「特別警戒（赤）」に引き上げられため） 

目 的 ・Google Workspace for Educationアプリの活用方法を各校の児童・生徒及び教職員に伝達

できるレベルを目指す。 

講 師 Googl社 

(7)ＩＣＴの活用に関する研修会  （学校の要望により校内研と重ねて講師を派遣）（随時） 

  

５ 菊池学園事業との連携・推進 

   目 的 ・各校が年間１回菊池先生を講師として公開授業・学校版寺子屋を行い，町全体で菊池学園の取組を推

進し一層の充実を図る。 

(1)伊野小学校（菊池学園担当者部会と合わせて実施） 4月28日（水） （参加者３０名） 

・６年２組 河本勝一郎教諭公開授業（社会科「国づくりへの歩み」） 

・学校版寺子屋「菊池実践いろはの“い”」 

(2)川内小学校    6月30日（水）(参加者１７名) 

・６年 渡辺睦教諭公開授業（算数科「割合の表し方を調べよう」） 

・学校版寺子屋「「活発な対話・話し合いをさせるための手立て」 

(3)吾北小学校    9月15日（水）（コロナウイルス感染拡大防止のため事務局のみの参加） 

・１年 田中美智教諭公開授業（特別活動「価値語を作ろう」） 

・学校版寺子屋「ほめ言葉のシャワー 効果的な声掛けとは」 

(4)伊野中学校    9月29日（水）（コロナウイルス感染拡大防止のため事務局のみの参加） 

  ・３年藤本駿教諭公開授業（特別活動「自分を表現し発信する」） 

・学校版寺子屋「授業の振り返りと学級づくり」 

(5)本川中学校    10月20日（水）（参加者２５名） 

  ・２年田村玲子教諭公開授業（道徳「自分ってなんだろう 」） 

・学校版寺子屋「菊池先生に質問，教えてほしいこと（Q＆A)） 

(6)伊野南中学校    １0月28日（木）（参加者１７名） 

  ・１年山本展丈教諭公開授業（保健体育科「現代的なリズムのダンス」） 

  ・２年中澤志津教諭・マレン コリン ケイコ ＡＬＴ公開授業（英語科「High-Tech Nature」） 

  ・３年國廣ゆか教諭公開授業（国語科「自らの考え「多面的に分析して書こう」）    

・学校版寺子屋「学び合わせるための仕掛けや工夫について」 

(7)伊野南小学校    １1月10日（水）（参加者１５名） 

  ・３年矢野大輔教諭公開授業「（国語科「モチモチの木」） 

・学校版寺子屋「少人数による話し合いのある授業の成立について」 

(8)神谷小中学校    11月19日（金）（町指定事業研究発表会）（参加者６３名） 

  ・１・２年吉村美鈴教諭公開授業（道徳科「なわとびカード」） 

  ・３・４年国沢亜矢教諭公開授業（外国語活動「This is for you. カードをおくろう」） 



 

 

 

  ・５・６年岡本千夏教諭公開授業（国語科 ５年「大造じいさんとがん」 ６年「ヒロシマのうた」） 

  ・中学１・２・３年大久保好久教諭 横田美香教諭 山中路子教諭 中学校全教員公開授業 

                                          （「ジレンマ問題とジレンマほぐし 防災学習」） 

  ・全校価値語集会 

  ・研究実践発表  

  ・講演  講師 いの町教育特使 菊池省三先生 

         演題 「小中連携を行うことの必要性 ～菊池学園の取組を通じた小・中における連携について～」 

  ・講評 是永かな子 氏（高知大学教職大学院教授） 

(9)吾北中学校     1月19日（水）（参加者１５名） 

     ・全学年北岡真理・横田統衣・近藤和子教諭公開授業（特別活動「体育委員会によるBIG ZERO」） 

     ・学校版寺子屋「対話・話し合いが生まれる教室・授業の要件」 

(10)長沢小学校     1月20日（木）（参加者２２名） 

      ・２・３学年仁井田由佳理教諭公開授業（道徳 ２年「すてきなえがお」 ３年「長なわ大会の新記録」 

      ・５・６学年垣内竜司教諭・黒岩伸安教頭公開授業 

（道徳 ５年「世界最強の車いすテニスプレーヤー国枝慎吾」 ６年「小川笙船」） 

        ・学校版寺子屋「少人数でも深まる道徳の授業」 

(11)枝川小学校    1月26日（水）（リモート含む参加者１２名） 

  ・４年北岡浩介教諭公開授業（理科「もののあたたまり方」） 

  ・学校版寺子屋「自分らしさが発揮できる学級づくりのポイント～３学期から次年度を見通して～」 

 

６ 各種委員会 

(1)いの町科学研究作品選考委員会 

   目 的 ・各学校から提出された科学研究作品を選考し，県大会へ出品する。 

  ・選考委員会  9月13日（月） １６:００～１６:５０  伊野小学校多目的室     

  ・選考委員    小学校…北川桂作 氏（前枝川小校長） 

                       福富博紀 教頭（枝川小）    山﨑繭 教頭（伊野小） 

中学校…野田寿子 教頭（本川中）    北澤靖裕 教諭（伊野南中） 

・優秀賞と奨励賞・特別賞の作品展示 

 １１月１０日（水）～１１月２５日（木）伊野地区児童・園児美術展の開催と合わせて，伊野公民館１階に展示 

   １０月３０日（土）優秀賞は，高知県小中学生研究発表会参加 

・選考結果  

 

＜小学校低学年の部＞  

番号 学校名 学年 名  前 題  目 備考（県発表会結果） 

1 伊野 三 
有吉
ありよし

 玲
たま

音
 ね

 
ぬけないわりばし 優秀賞 

（大倉理科研究賞） 

2 伊野南 二 
泉
いずみ

   幹
かん

那
 な

 
のびるって本当！？ 奨励賞・特別賞 

3 川内 三 
鶴和
つ る わ

 颯太
そうた

 
そがげんば きよむねについて 奨励賞 

4 枝川 三 
濵田
はまだ

 葉月
は づ  き

 
水と油をまぜるもの 奨励賞 



 

 

 

 

 

 

 (2)いののくらしテストワーク作成委員会  

     作成委員   ３年担当 枝川小 福富博紀 教頭   伊野南小 矢野大輔 教諭  事務局   

４年担当 吾北小 伊藤浩昭 校長   伊野小 濵田正和 教諭    事務局  

第1回委員会      5月18日（火）年間計画・2学期テストワークの分担について 

第2回委員会      8月13日（火）2学期テストワークの確認及び3学期・１学期の分担について 

第3回委員会     1１月１6日（火）3学期テストワークの確認 

第4回委員会      1月13日（木）1学期テストワークの確認，年間の反省等 

 

７ 研究所運営委員会   第１回  4月30日（金）  第２回 11月25日（木）    

     運営委員  土居直也 校長会副会長（運営委員長）  塩田文範 教頭会会長   藤岡孝雄 教育長    

宮脇健太郎 教育次長   山中昭典 吾北・本川教育事務所長 

 福澤義冶 研修指導員   乾 孝治  菊池学園担当(有識者）      

事 務 局   鍋島 智 所長    岡林康雄 次長（校長会長 兼任）    西森栄一 教育指導員       

森山晴子 教育指導員    坂本隆志 教育指導員    小笠原由衣 研究主事 

 
 

＜小学校高学年の部＞ 

番号 学校名 学年 名  前 題  目 備考（県発表会結果） 

1 伊野 六 
割田
わりた

 知世
  ち せ

 
『水は0℃で凍るのか？』 

実験して検証してみよう！ 

優秀賞 

（読売賞） 

2 川内 四 
片岡
かたおか

 真一
しんいち

 
おいしい水調べ 奨励賞・特別賞 

3 枝川 六 
山
やま

﨑
さき

 空
さ

良
ら

 
しもん 大作戦 奨励賞 

4 伊野南 六 
藤本
ふじもと

 創大
そ うた

 
つかめる水の作り方 奨励賞 

   

＜中学生の部＞ 

番号 学校名 学年 名  前 題  目 備考（県発表会結果） 

1 神谷 一 
中野
なかの

 紗
さ

和
わ

 
紫外線と日焼け 優秀賞 

（読売賞） 

※第６５回日本学生科学賞

の中央審査に進む 

二 
濵
はま

田
だ

 優一
ゆういち

 


