
新しい生活様式の中での「学び」

教職研修部 人権教育・専門研修担当

夏空に響く蝉時雨の中、マスクが不可欠の日々が続きます。このような新しい生活様式においても、学び続ける教員を支

援するため、当センターでは研修を開催しています。その中から、当担当が７月に実施した研修の一部を紹介します。

研修名：新規採用栄養教諭研修「実践研修Ⅲ」、２年経験者研修（養護教諭）「実践研修Ⅱ」・(栄養教諭)「実践研修

Ⅲ」、中堅教諭等資質向上研修（養護教諭・栄養教諭）「実践研修Ⅱ」

実施日:７月９日（木）

養護教諭・栄養教諭が合同研修の中で協働して学ぶことを通し、実践的指導力を高めるこ

とを目指して実施しました。午後の講義・演習では「学校におけるアレルギー疾患対応につ

いて」と題し、高知大学大石拓助教よりご講話いただきました〈写真１〉。受講者からは「ア

ナフィラキシー対応プランを用い、夏休みに救急対応の研修を実施したい。」「教職員同士で

共通理解を徹底することが大事だ。」という意見も出され、専門的知識の理解が高まるとと

もに、校内の支援体制及び日頃の訓練の大切さを再認識する機会となったようで

す。エピペンを用いた打ち方の演習〈写真２〉もあり、学校現場に還元できる学

びにつながったと考えられます。

研修名：中堅教諭等資質向上研修（教諭）「教科指導研修Ⅱ」

実施日：７月13日（月）

中堅教諭等資質向上研修では、ミドルリーダーとしての意識を高めるとともに、チーム

マネジメント力や実践的指導力を身に付けることを目指しています。教科指導研修は、教

科横断的な視点も意識し、教科指導における課題解決を図るねらいがあります。午前の講

義・演習では､「カリキュラム･マネジメント」と題し、國學院大學田村学教授より、Zoom

を用いた形態でご講話いただきました。講義を踏まえた協議〈写真３､４〉では､「課題解

決に向け、学校組織を支えるミドルリーダーとして今できることは何か」について話し合

い､講義で挙げられたキーワード「文字言語（書くことを意識した指導）」「板書の構造化」

「思考ツールの活用」「共有」「協働」等を踏まえた意見が出されました｡Zoomを用いて分

散会場とも意見交流を図った後､田村先生より､ミドルアップダウン（中堅教諭が教職員と

管理職との架け橋として組織の意思疎通を円滑にし、学校を活性化すること）を担う受講

者に対し「今こそ学びの本質を見直す契機となる｡ピンチをチャンスと捉え､持続可能なシ

ステム構築とともにネットワークを大切に。」との講評をいただきました｡研修後のアンケ

ートでは､「中堅教諭として『何のために』という視点を大切にし、良い学びの循環ができ

る授業改善や学びの質を高める取組を、同僚とともに行っていきたい。」等の意見がみられ

ました。
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〈学校組織の在り方検討委員会報告シリーズ〉３ ～小学校の実践事例～

昨年度、学校組織の在り方検討委員会では、教職員の不祥事を未然に防止できる組織のあるべき姿を検討するにあ

たり、チームとしての学校づくりや組織的な人材育成を積極的に進めている県内８校の公立学校に対してヒアリング

調査を実施しました。今回は、そのヒアリング調査で紹介していただいた事例の中から、小学校３校の取組の一部を

掲載します。

■ 学校組織

・カリキュラムマネジメントチェックシート（カリキュラムマネジメントの視点で学校の取組を評価する学校独自

のシート：15項目４段階評価）による学校経営の見直し。

・校長や教員が異動しても揺るがない学校にするために、分掌を集中させない、データや資料の蓄積、学校運営の

効率化、多忙感の解消などを推進。

・学級会計は事務職員の業務とし、担任の負担を軽減（町としての取組）。

不祥事防止対策

○不祥事に関わる資料を職員室給湯室前のホワイトボードに掲示。

○不祥事について教職員間で話し合ったことを職員室前掲示板に掲示。

■ 人材育成

・授業改善のために、「板書見て見て」コーナーを設置して実践共有。

・研究に生き生きと取り組む職場、人材育成が当たり前となる職場をつくる。そのために、①キーパーソンを育て

る、②「やりがい」を育てる。

・若年教員メンターチーム、学年メンターチーム、校務分掌メンターチームによる支援体制を構築。

・管理職が午前中は授業を参観。スタンダードに沿った指導・助言「ちょこっと指導」を実施（一～二つに絞った指

導・助言）。

不祥事防止対策

○事務職員、用務員などに、教職員のことで気になることを尋ねる。

○同僚性を高める。放課後は、教室にこもらず、職員室へ降りてきて、相談しながら仕事を行うことを促す。

■ 業務改善

・蓄積した学校組織の型を踏まえ、地域学校協働本部の取組を推進。

・時間を意識して効率よく仕事を行うようにするために、退校時間を設定。

・自己の業務の進捗管理を行うために、１年間の仕事ごよみを全員が作成。

・支援員を要望して、３名配置（配慮の必要な児童への支援）。学級担任への支援も実施（印刷､掲示物､名前貼り､

教材づくり等）。

学校組織についての取組では、不祥事防止について協議したことを掲示するなど「見える化」を図っている事例や、

校務分掌に関わる工夫がありました。人材育成については、メンターチームでの学び合いがどの学校でも取り入れら

れていました。その中でも、ミドルリーダーや主幹教諭の役割が重要のようです。また、管理職による指導・助言の

場面をつくり、相手に応じたほめ方をすることが大切であることなどが話されました。業務改善については、専科教

員や支援員の活用で負担の軽減を図ったり、地域の人材を活用したりする人的な取組や、退校時間や自己の業務の進

捗管理など、教員一人一人が時間管理・タスク管理を行うセルフマネジメントについての取組があげられました。

これは、ヒアリング調査で聞き取った事例の一例です。各校に配付した「報告書」（県教育委員会HPに掲載）には、

上記以外の実践事例も紹介されています。各校の状況に応じて実践事例を参考にしていただき、日々の実践に活用し

てみてください。

次回は、中学校における取組を紹介します。



新しく購入した書籍です。ぜひ、ご利用ください。

小学校６年生までに必要

な作文力が１冊でしっかり

身につく本

安藤英明 監修

かんき出版

小学校国語科授業アシスト

発問付でよくわかる！

教材別板書アイディア５３

松永立志 編著

明治図書

青木伸生の国語授業

フレームリーディングで

文学の授業づくり

青木伸生 著

明治図書

英語の歴史から考える

英文法の「なぜ」

朝尾幸次郎 著

大修館書店

青木伸生の国語授業

フレームリーディングで

説明文の授業づくり

青木伸生 著

明治図書

作文が書けない六つの理由（何を書いていいのか分からない、言葉が思

い浮かばない、文をうまくつなげられないなど）を丁寧に指導していく

ことで、すらすら作文が書けるようになる「瞬間作文法」について書か

れた本です。指導内容がワークシート形式にまとめられています。また､

教えるときのポイントや、作文力をつけるための日常トレーニングも紹

介されています。

学習指導要領改訂のポイントに基づく国語科の授業改善の在り方を､特

に「板書」に焦点を当てて書いています。板書の５機能を説明し､新た

な板書を考えるポイントを示しています。また、具体的な板書例と､併

せてその時間の教師の「発問」を中心とした１単位時間の流れも記載

し､授業の全容を見えやすくしています。53の実践例が紹介されていま

す。

「フレームリーディング」とは、文章の内容や構造を丸ごと捉える読み

の手法です。作品をフレームリーディングの三つのステップで読むこと

で、子どもは多面的・多角的に読むことの面白さ、深く読むことの楽し

さを実感するようになります。各学年の定番の文学教材の具体的な指導

事例も掲載されています。

説明的文章を「フレームリーディング」の手法で読み、内容と構造の両

面を丸ごと捉えると、そこに筆者の主張や意図、仕掛けさえも見えてき

ます。各学年の説明文教材をフレームリーディングの三つのステップで

読む指導事例が、板書や発問、予想される児童の反応などとともに具体

的に示されています。

英語を学ぶ人が誰でも疑問に思う、英語と英文法の「なぜ」を英語の歴

史から説き起こした書籍です｡誰にでも分かりやすく読めるように、「英

語史がはじめての人でも分かりやすく読める」「用例は映画、小説、有

名人のことばなどの実際の例をあげる」「各章の内容が分かるよう､冒頭

にキーワードをあげ代表的な疑問を示す」などの工夫がされています。

【例】「can,may,mustに-sをつけないのはなぜ」「定冠詞の謎：theはつ
けるの、つけないの」「不定詞にtoがつくのはなぜ」など。

１回３冊まで、２週間貸出しできます。



あなたも教科研究センター講座に参加してみませんか？

特別講座Ⅰ（郷土資料の活用Ⅰ） 実施要項

対 象 高知県内の教職員及び教育職を志す人

日 時 令和２年９月26日（土）13:30～16:00（受付13:00～13:30）

会 場 高知県立高知城歴史博物館 １階ホール 高知市追手筋２丁目７番５号

内 容 地域の歴史学習と産業・産物 ～土佐史の中の材木を中心に～

13:00 13:30 13:35 14:35 14:45 15:45 16:00

講師 高知県立高知城歴史博物館 副館長 横山 和弘

申込期間 ８月18日（火）～ ９月10日（木）16:30

特別講座Ⅱ 「CAN-DOリスト」を活用した英語の授業づくり 実施要項

対 象 高知県内の教職員及び教育職を志す人（中学校及び高等学校）

日 時 令和２年10月17日（土）９：30～12:00（受付９：00～９：30）

会 場 高知県教育センター ３階大研修室 高知市大津乙181

内 容 「CAN-DOリスト」を活用した英語の授業づくり

9:00 9:30 10:10 10:40 10:50 12:00

講師 高知県教育センター 指導主事 濱田 真美

申込期間 ９月16日（水）～10月１日（木）16:30

受

付

開会に

あたって

講義１

平安時代から戦国時代の歴史と材木

休

憩

講義２

江戸時代の歴史と材木

質疑応答

事務連絡

受

付

講義

新学習指導要領

の理解

講義・演習

ルーブリックを活用した単元の

指導と評価

休

憩

演習

ルーブリックを活用した単元の

指導と評価

講座のお知らせ

海と山に囲まれた自然豊かな高知県。高知県ではその恵みによって、さまざまな産業・産物が発展

してきました。今回の講座では、その中でも特に土佐の政治や経済に大きな影響を与えてきた材木の

歴史についてお話しします。平安時代から江戸時代までの材木をめぐる土佐の歴史を題材として、産

業・産物に注目することで地域の歴史がどのように見えてくるのか、ご紹介したいと思います。

※講座終了後、希望者は展示室をご見学いただけます。

高知県の中・高等学校では、「CAN-DOリスト」の形での学習到達目標を設定しているものの、その

活用や達成状況の把握について悩んでいる学校の割合は少なくありません。皆さんの学校では、い

かがでしょう？

本講座は、新学習指導要領で求められていることも踏まえながら、「話すこと」「書くこと」の指

導と評価について、一緒に考えていきたいと思います。どうぞ、お気軽にご参加ください。



特別講座Ⅲ 「協調学習〈知識構成型ジグソー法〉」を活用した授業づくり 実施要項

対 象 高知県内の教職員及び教育職を志す人

日 時 令和２年10月17日（土）13:30～16:00（受付13:00～13:30）

会 場 高知県教育センター ３階大研修室 高知市大津乙181

内 容 「協調学習〈知識構成型ジグソー法〉」を活用した授業づくり

13:00 13:30 14:00 14:50 15:00 15:50 16:00

講師 高知県教育センター 指導主事 大菊 賢

申込期間 ９月16日（水）～10月１日（木）16:30

教科研究センター講座の今後の予定

＜基礎講座Ⅱ＞ 特別支援教育の視点に立つ授業づくり

日時 10月31日（土）午前

場所 高知県教育センター

プログラミング教材の貸出しについて

プログラミング教材（アーテックロボ）の貸出しを行っています。

異常気象による教科研究センターの閉室について
教科研究センターの所在する地域に、暴風警報が発令されている場合、その日は閉室します。

また、台風の接近等が予想される場合には、警報発令前でも、閉室することがあります。

この場合は、教科研究センターのホームページに掲載しますので、ご確認ください。

受

付

講義

協調学習とは

演習１

協調学習の授業演習

休

憩

演習２

指導と評価について

質疑応答

事務連絡

「協調学習（知識構成型ジグソー法）」とは、「一人一人の分かり方の違いを生かし合って、各自

が自分なりの理解を深め、学んだ成果の適応範囲を広げる学び」として、新学習指導要領に示され

た「主体的・対話的で深い学び」を実現させる手法の一つです。具体的な授業展開の方法や、教科

の見方・考え方を働かせ、生徒の資質・能力を育成するポイント等について教科を超えて考え、教

職員も学び合えるような講座を実施します。



教科研究センターの開室について

９月１日（火）からは通常通り開室します。

☆開室時間

月火・木金曜日 １５：３０～１９：１５ 土曜日 １０：００～１６：００

★閉室

水曜日、日曜日、祝日

※

※８月下旬の開室は、新型コロナウイルス感染症による各学校の夏季休業期間の短縮等に対応するため、

次のとおりとしています。ご利用の際には、開室日及び時間をご確認ください。

☆開室時間

８月２４日（月）から８月３１日（月）まで

月火・木金曜日 １２：００～１９：１５ 土曜日 １０：００～１６：００

★閉室

水曜日、日曜日、祝日

教科研究センター(本部・東部・中部・西部)

令和２年度７月の利用者状況 ４３５名

◆◇ご利用ありがとうございました◇◆

教科研究センター（本部） 高知県教育センター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

教科研究センターホームページアドレス http://www.kochinet.ed.jp/studycenter

速 報

こちらからいつでもまなnetを閲覧できます。

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

