
 

 

 
 

 

 

高知県教育センター所属の若年教員育成アドバイザーの仕事について 

小学校教育担当 若年教員育成アドバイザー 

高知県教育センターには、小学校を担当する４名の若年教員育成アドバイザーがいます。小学校教育担当アドバイザ

ーは、主に採用から３年経験者までの高知市以外の公立小学校の教員を対象として、教科学習に関する内容を中心に指

導や支援を行っています（道徳や特別活動及び総合的な学習の時間は、各教育事務所のアドバイザーが主に担当してい

ます）。 

 

小学校担当の若年教員育成アドバイザーの仕事は、大別すると三つあります。 

１ 学校訪問による授業力等を向上する研修（学校訪問は年に１回） 

初 任 者：教育センターの教科担当指導主事と若年教員育成アドバイザーが分担し訪問します。管理職や指導

教諭とともに授業を見て指導を行います。 

２年経験者：若年教員育成アドバイザーが学校を訪問します。授業を見て指導を行うとともに、学級経営や校務

全般についても助言します。 

学校訪問では、管理職や指導教員からも若年教員の学校での様子を伺い、支援の内容や方法を修正しています。

若年教員の悩みや不安を軽減するための助言も行います。 

２ 高知県教育センター主催の年次研修（集合研修） 

年次研修の内容は、以下の二つです。 

① 教育公務員に必要な知識や倫理などについて 

② 授業づくり（高知県授業づくり Basicガイドブック、学習評価を含む）について 

若年教員育成アドバイザーは、年次ごとに６名から８名の若年教員を担当し、②の研修では若年教員が持参した学

習指導案をグループで検討し若年教員の実践力を高めます。 

昨年度から新型コロナウイルス感染症の拡大防止のために、集合研修がオンデマンドやライブ配信に変更される

ことも多くなっています。 

３ 授業実践シートによる研修 

若年教員は１年間の研修を効果的に受講するために、研修を通して達成する自己目標を設定しています。若年教

員育成アドバイザーは、定期的に提出される授業実践シートをもとに目標の達成を支援します。初任者は授業づく

りの基礎を身に付けること、３年経験者は「学習評価」を生かして授業実践の能力を高めることが目標になってい

ます。 

 

 以上簡単ですが、若年教員育成アドバイザーの仕事を紹介しました。年々増えている若年教員の育成は喫緊の課題で

す。学校現場と関係機関が教員育成に関わり連携しています。そのほんの一部分を若年教員育成アドバイザーも担って

います。 

 年度の終わりには多くの若年教員が、授業を楽しみ、児童を慈しむ姿を見せてくれます。その瞬間は、若年教員育成

アドバイザーをやっていてよかったなと思います。 
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みんなちがって、みんないい 

東部教科研究センター  山村泰秋 

 

 ９月５日、新型コロナウイルスの影響で１年の延期を経て開催された東京パラリンピックの閉会式が行われました。 

 閉会式中、大会組織委員会橋本会長は「皆さんの圧倒的なパフォーマンスに心が震えた。まっすぐに、そして重く私た

ちの心を揺さぶった。互いの違いを認めて支え合い、いかなる差別もない、多様性と調和が実現した未来を必ず作るこ

とを誓って、私たちはさらに歩みをすすめていく。オリンピックとパラリンピックの価値を私は信じている」とあいさ

つしました。また、IPC国際パラリンピック委員会が中心になって始めたキャンペーン「We The 15」の映像が流されま

した。「We The 15」は、世界の人口の 15％は何らかの障害があるとして、障害者の社会参加を推進するための運動です。

流された映像では「私たちは『特別』ではない。本当にあたりまえの人間として見てくれたら私たちを隔てる壁をみんな

で取り払うことができる」と伝えています。今大会、日本は金メダル 13 個を含む 51 個のメダルを獲得するなど、前回

大会を大きく上回る成績を収め、13日間にわたる大会が幕を下ろしました。 

 このパラリンピックの報道や映像を通してよく見聞されたのが「みんなちがって、みんないい」というフレーズです。 

 「みんなちがって、みんないい」という言葉をご存じの方は多いと思います。私がこの言葉を最初に知った時の印象は

「世の中にはいろいろな人がいるけれど、みんなそれぞれに個性があり、みんな素晴らしいものをもっている」という

ことでした。私と同じように思っている方も、「いや、そうじゃないよ」と違う見方をされている方もいらっしゃると思

います。 

 「それでいいんです！ みんないいんです！」  

 今回は、この「みんなちがって、みんないい」という言葉について少し考えてみました。 

 

〇「みんなちがって、みんないい」とは？ 

 明治から昭和初期の童謡詩人、金子みすゞの作品「私と小鳥と鈴と」からきています。 

 

  私が両手をひろげても、 

  お空はちっとも飛べないが、 

  飛べる小鳥は私のように、 

  地面
じ べ た

を速くは走れない。 

 

  私がからだをゆすっても、 

  きれいな音は出ないけど、 

  あの鳴る鈴は私のように 

  たくさんな唄は知らないよ。 

 

  鈴と、小鳥と、それから私、 

  みんなちがって、みんないい。 

 

 私たちは生まれたときには、ほとんど何もできず、何も知らなかったにもかかわらず、少しできることが増え、少し知

ることが増えると、できない人や知らない人を差別しがちになります。みすゞはできないこと、知らないことがあって

も、できることに出会い、知ることに出会えることを思い出させてくれ、誰もがそれぞれの時間と空間（うつわ）をもっ

ていて、比べることのできない素晴らしい存在だと気づかせてくれています。 

  私ができないことを、小鳥は簡単にできる。 

まなnetの玉手箱 



  小鳥ができないことを、私は簡単にできる。 

  私ができないことを、鈴は簡単にできる。 

  鈴ができないことを、私は簡単にできる。 

みんなそれぞれにできることが違います。それは、みんなそれぞれに素晴らしい個性があり、役割が与えられている

ということです。他人にはない自分の特徴を個性と認識することで、いくらでも輝けるし、成長することができます。

「みんなちがう」何かをもっていて、それは「みんないい」ものなのです。 

 

〇「みんなちがって、みんないい」が問いかけていることとは？ 

 この詩が語っているのは、「相互依存」の精神ではないでしょうか。お互いのいいものを引き出すことで、お互いに足

りないものを補い合う。ギブアンドテイクで、素晴らしい世の中を作っていこうというメッセージが込められているの

ではないでしょうか。 

 私がもっていないものを小鳥はもっている。私がもっていないものを鈴はもっている。そして小鳥や鈴がもっていな

いものを私がもっている。こうして社会は、それぞれがそれぞれの働きをして成り立っていきます。 

 私たちが一人でも欠けると成り立ちません。みんながそれぞれの役割を果たす中で世の中はまわり、社会は進歩して

いきます。「みんないい」とは「みんな大切」ということなのです。それぞれの個性、考え方を尊重するということが豊

かな社会を築き、人々が平和に暮らすために必要です。ある意見に対して「よい」「悪い」の判断をするのはあくまで主

観。見方を変えれば全く違う解釈ができます。多様な価値観を認めることで、お互いを活かし合うことが可能になりま

す。 

 

 「みんなちがって、みんないい」この言葉から、誰もが幸せに暮らせる社会、優しい世界が広がっていくことを願って

います。 

 

  

 

 

 

 

 

令和３年度教科研究センター講座 特別講座Ⅱ 「中・高の英語の授業づくり実践講座」 
 
１ 対 象  高知県内の教職員及び教育職を志す人 
 
２ 日 時  令和３年 10月 16日（土）９:30～12:00（受付９:15～９:30） 
 
３ 会 場  高知県教育センター  高知市大津乙 181 
 

４ 内 容  主体的に英語で「理解する・表現する・伝え合う」授業づくり 

 

 

 

 

    9:15    9:30                        10:10                                                  12:00 

受 

付 

講義 

今求められる英語の授業 

（学習指導要領の理解） 

講義・演習 

主体的に英語で「理解する・表現する・伝え合う」授業づくり 

～目標と指導と評価の一体化～ 

              ※途中、休憩をはさみます 
        

                 講師 高知県教育センター 指導主事    濱田 真美 

５ 申込期間  ９月８日（水）～10月 5日（火）16:30 

講座のお知らせ 

 

本講座では、英語における「主体的・対話的で深い学び」を実現する授業づくりについて、「目 

標と指導と評価の一体化」の視点で、受講者の皆さんと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。 

あなたも教科研究センター講座に参加してみませんか？ 

≪教育センターの四季≫ 
庭に咲く彼岸花 



 

令和３年度教科研究センター講座 特別講座Ⅲ 「協調学習の授業づくりに関する講座」 
 
１ 対 象  高知県内の教職員及び教育職を志す人 
 
２ 日 時  令和３年 10月 16日（土）13:30～16:00（受付 13:15～13:30） 
 
３ 会 場  高知県教育センター  高知市大津乙 181 
 

４ 内 容  「知識構成型ジグソー法」を活用した協調学習の授業づくり 

 

 

 

 

 

 

 

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

受 

付 

講義１ 

協調学習とは 

演習１ 

知識構成型ジグソー法を

用いた授業 

休 

憩 

講義２・演習２ 

協調学習の授業づくりの 

ポイント 

質疑応答 
 
事務連絡 

         
                      講師 高知県教育センター 指導主事   大菊 賢 

５ 申込期間  9月８日（水）～10月５日（火）16:30 

 

 

 

令和３年度教科研究センター講座 基礎講座Ⅱ「特別支援教育の視点に立つ授業づくり」 

 

１ 対 象  高知県内の教職員及び教育職を志す人 
 
２ 日 時  10月 23日（土）10:00～12:30（受付 9:45～10:00） 
 
３ 会 場   高知県教育センター  高知市大津乙 181 
 
４ 日程・内容 

9:45    10:00                                                                     12:30 

受 
付 

開 
会 

 

講義・演習   特別支援教育の視点に立つ授業づくり  

 

閉 
会 

                                             講師  高知県教育センター 特別支援教育担当 

 

「インクルーシブ教育システム」「ユニバーサルデザイン」「合理的配慮」 

 

５ 申込期間  ９月 15日（水）～10月 12日（火）16:30 

 

 

教科研究センター講座の今後の予定 

 ●＜基礎講座Ⅲ＞授業づくりで大切にしたいことⅠ 11月 13日（土）  高知県教育センター・大方会場・中芸会場 

 ●＜特別講座Ⅳ＞郷土資料の活用Ⅱ        11月 27日（土）  県立高知城歴史博物館  

 

「協調学習」とは、「一人ひとりが主体となって答えを作り、対話を通じて自分の考えを見直した

り、広げたりしながら、よりよい答えを作るような学び一般のこと」です。その学びを実現するた

めの一つの手法が〈 知識構成型ジグソー法 〉です。本講座では、知識構成型ジグソー法の講義・

演習を通して、協調学習の授業づくりについて考えていきます。教科の見方・考え方を働かせなが

ら、教科を横断して生徒の資質・能力を育成するポイント等について、参加者の皆さんが学び合え

るような講座を実施します。 

＜Key Word＞ 



アーテックロボ コード・Ａ・ピラー ボッチャ 

 
 
 
気象状況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、「大雨特別警報」、「暴風特別警報」、「暴風警報」が発令され         

ている場合は、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。 

 

 

 

教科研究センターでは、プログラミング教材やボッチャの貸出しを行っています。 

詳しくは、各教科研究センターにお問い合わせください。 

 

 ・アーテックロボ 

 ・コード・Ａ・ピラー（本部教科研究センターのみ） 

 ・ボッチャ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                      

教科研究センター(本部・東部・中部・西部) 

  令和３年度８月の利用者状況 ３９０名 

◆◇ご利用ありがとうございました◇◆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

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 

事務連絡 

 

教具の貸出しについて 

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 

 

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

