
教科研究センターについて

研究開発・グローバル教育担当

教科研究センターは高知県内４カ所（安芸市、高知市、いの町、四万十市）にあり、学校教育に携わる方への授業づく

りや教材作成のアドバイス、教職を目指す学生への学習指導案の相談対応などを行っています。経験豊富な元教員であ

る指導アドバイザーがそれぞれに４名おり、水曜を除く平日は15:30から19：15、土曜は10：00から16：00の間、開

室しています。今年度の教科研究センターについて紹介します。

●教育関係の書籍や雑誌、文部科学省や高知県が発行した資料、研究紀要や事例集、学習指導案例を置いています。これ

らの資料には貸出し可能なもの、コピー可能なものがあります。

●最大1067×1456㎜のカラー拡大で、視覚教材を作成することができま

す。デジタル機器による学習は、映像や動画により実物や実際を知ること

ができるという利点があります。一方、アナログでの紙による学びでは、

その学びの足跡を児童生徒が常時触れて確認できる良さがあります。アナ

ログの温かさや価値を児童生徒の姿から実感しているリピーターの先生も

多くおられます。

●算数や英語の教材、新学習指導要領に対応したプログラミング教材などを貸し出しています。

●４月からは新たに保健体育課から譲り受けたボッチャ（本部５セット、東部・中部・西部３

セット）が、貸出し可能な教具に加わりました。さっそく校種を問わず借り出され、年度初め

の仲間づくりなどに一役買っているようです。2016年のリオデジャネイロパラリンピックで

ボッチャ日本代表チームが初の銀メダルを獲得し、多くの人がその活躍に目を奪われました。

１セットで12名がプレイできます。ルールが柔軟なため、児童生徒が楽しみながら競技に参

加することができます。

●今年度も、基礎講座を４講座（Ⅰ：授業づくりの基本、Ⅱ：特別支援教育の視点に立つ授業づ

くり、Ⅲ：授業づくりで大切にしたいことⅠ、Ⅳ：授業づくりで大切にしたいことⅡ）、特別講

座を４講座（高知城歴史博物館との共催で２講座、探究型学習１講座、英語教育１講座）を実施

します。

●今年度「まなnet」では、教育センターが行っている各研修等の内容に加えて、ICT機器を活用した研修や事例等も紹

介する予定です。

今年度もどうぞ、教科研究センターをご活用ください。
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新年度がスタートしてから早くも２か月近くが過ぎました。教科研究センターにはたくさんの先生方が教材づくりや

資料収集などに来室してくださっています。

さて、先生方の教育実践に役立てていただくため、最新の教育課題に対応する図書を購入しました。「GIGAスクール構

想」に基づく１人１台端末時代の授業のつくり方や「アクティブ・ラーニングの学び」、「はじめてのオンライン授業」な

どです。同時に、教職に就かれて間もない先生方にぜひ読んでいただきたい授業づくりや板書の仕方、話し方の技術など

の図書もそろえました。

なお、貸出しは、３冊まで２週間以内となっています。ぜひご利用ください。

購入図書一覧
分類 書 名 著者・編者 発行所

授業づくり ＧＩＧＡスクール構想で変える！１人１台端末時代の授業づくり 樋口万太郎 明治図書

授業づくり
ＧＩＧＡスクールで実現する新しい学び

－１人１台環境での学力向上と全職員でのオンライン学習－

赤堀侃司・つくば市教育局

総合教育研究所 他
東京書籍

授業づくり
改訂 若手教師のための教師力をみがくハンドブック

若手・新任教師へ実力教師が伝授する179のＱ＆Ａ

岡崎市教科・領域指

導員会
明治図書

授業づくり
「資質・能力」を育てるパフォーマンス評価

アクティブ・ラーニングをどう充実させるか
西岡加名恵 明治図書

授業づくり 教師のいらない授業のつくり方 若松俊介 明治図書

授業づくり 70の事例でわかる・できる！小学校オンライン授業ガイド 佐藤正範 明治図書

授業づくり 先生のための「話し方」の技術 玉置崇・菱田さつき 明治図書

授業づくり 9割の先生が知らない！すごい板書術 栗田正行 学陽書房

授業づくり 教職１年目の授業づくり大全 教師の働き方研究会 明治図書

授業づくり 子どもが「学び合う」オンライン授業！ 西川純 学陽書房

授業づくり やってみよう！小学校はじめてのオンライン授業 樋口万太郎・堀田龍也 学陽書房

授業づくり 続 やってみよう！小学校はじめてのオンライン授業 堀田龍也・樋口万太郎 学陽書房

国語 学びの質を高める！ＩＣＴで変える国語授業－基礎スキル＆活用ガイドブック－ 野中潤 明治図書

国語 学びの質を高める！ＩＣＴで変える国語授業２－応用スキル＆実践事例集－ 野中潤 明治図書

国語
小学校国語 教科書にそって使えるアクティブ・ラーニング

[主体的・対話的で深い学び]50の授業実践例 １・２年

菊池省三・

岡篤 他
喜楽研

国語
小学校国語 教科書にそって使えるアクティブ・ラーニング

[主体的・対話的で深い学び]50の授業実践例 ３・４年

菊池省三・

中村幸成 他
喜楽研

国語
小学校国語 教科書にそって使えるアクティブ・ラーニング

[主体的・対話的で深い学び]50の授業実践例 ５・６年

菊池省三・

羽田純一 他
喜楽研

算数・数学
小学校算数 教科書にそって使えるアクティブ・ラーニング

[主体的・対話的で深い学び]50の授業実践例 １・２年

菊池省三・

新川雄也 他
喜楽研

算数・数学
小学校算数 教科書にそって使えるアクティブ・ラーニング

[主体的・対話的で深い学び]50の授業実践例 ３・４年

菊池省三・

新川雄也 他
喜楽研

算数・数学
小学校算数 教科書にそって使えるアクティブ・ラーニング

[主体的・対話的で深い学び]50の授業実践例 ５・６年

菊池省三・

和気政司 他
喜楽研

特別支援教育 特別支援教育ですぐに役立つ！ＩＣＴ活用法 佐藤里美 学研プラス

新しく購入した図書です。ぜひ、ご利用ください。



分類 書 名 著者・編者 発行所

特別支援教育 子どもが目を輝かせて学びだす！教材・教具・ＩＣＴアイデア100 村野一臣 明治図書

特別支援教育 特別支援教育 子ども主体の授業のつくり方と学習指導案の書き方 小松栄生 東洋館出版社

特別支援教育 発達が気になる子の学校生活における合理的配慮 鴨下賢一・池田千紗 他 中央法規出版社

特別支援教育 PriPri発達支援 発達障害の子が迷わず動ける！絵カード４ 気持ち 佐藤暁 世界文化社

特別支援教育 PriPri発達支援 発達障害の子が迷わず動ける！絵カード５ コミュニケーション 佐藤暁 世界文化社

特別支援教育 PriPri発達支援 発達障害の子が迷わず動ける！絵カード６ ルール・約束 佐藤暁 世界文化社

学級経営
授業でクラスをつくる教師の見方 子どもと子どもをつなぎ、どう学ばせる？

「学び方」「安心」「つながり」がその極意
友田真 明治図書

学級経営 withコロナの学級経営と授業づくり
『授業力＆学級経

営力』編集部
明治図書

情報・メディア 先生のための小学校プログラミング教育がよくわかる本 利根川裕太・佐藤智 翔泳社

ＧＩＧＡスクール構想で変える！

１人１台端末時代の授業づくり

樋口 万太郎 著

明治図書

授業でクラスをつくる教師の見方

子どもと子どもをつなぎ、

どう学ばせる？

友田 真 著

明治図書

タブレットＰＣ導入で授業が変わる！

授業デザインから仕事術までをまとめた入門書です。学校現場で

の実践事例も掲載されています。

「授業の中で学級経営を行う」ことを、かかわりのある場面、

発表する場面など具体的に例を挙げながらまとめています。

教職１年目の授業づくり大全

教師の働き方研究会 編

明治図書

多くの先生方の

ご来室をお待ちし

ています。

先生方に好評です

初めて教壇に立つ前に知っておきたいことを、先輩教師陣が

まるごと伝授しています。

教材研究や板書、ノート指導などの16のテーマと77の項目

の実務と心得が掲載されています。初任者に自信を与える1冊

です。



あなたも教科研究センター講座に参加してみませんか？

教科研究センター講座 基礎講座Ⅰ

１ 期 日 ７月10日（土）10:00～12:30（受付 9:45～10:00）

２ 会 場 【本部会場】 高知県教育センター ３階大研修室（高知市大津乙181）

定員30名程度（先着順）

【西部会場】 高知県立大方高等学校 北棟３階テレビ会議室（黒潮町入野5507）

定員15名程度（先着順）

※両会場間を遠隔教育システムで結びます。

３ 対 象 高知県内の教職員及び教育職を志す人

４ 日程・内容 「授業づくりの基本」

５ 申 込 申込期間 ６月２日（水）～６月30日（水）16:30

プログラミング教材（アーテックロボ、コード・Ａ・ピラー）の貸出しを

しています。各教科研究センターにお問い合わせください。

コード・Ａ・ピラーは、本部のみの貸出しになります。

本年度よりボッチャの貸出しをしています。

各教科研究センターにお問い合わせください。

土曜日は、出入口が南東一箇所ですので、よろしくお願いします。

https://www.kochinet.ed.jp/studycenter/entrance.pdf に掲載しています。

9:45 10:00 12:30

受 付
講義・演習「高知県授業づくりBasicガイドブック」を意識した学習指導案づくり

※学習指導案の基本的な事項に関する講義と学習指導案作成の演習を行います。

プログラミング教材の貸出しについて

ボッチャの貸出しについて

教科研究センター（本部）の土曜日出入口について

講座のお知らせ



≪教育センターの池に咲くスイレン≫

教科研究センター(本部・東部・中部・西部)

令和３年度４月の利用者状況 ５５７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 https://www.kochinet.ed.jp/studycenter

速 報

教科研究センターQRコード

教科研究センターのホームページはこちらから

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

