
 

 

 

 

 

 

 

 

新年度に向けて～変化の時代に生きる学び～ 

 

教職研修部 人権教育・専門研修担当 

 桜の開花が待ち遠しい季節になり、新年度に向けての研修計画を進める時期となりました。そこで、当担当が本年度

の結びとして２月に実施した研修の一部及び新年度実施予定の研修の一部を紹介します。 

研修名：中堅教諭等資質向上研修（教諭・養護教諭・栄養教諭）「共通課題研修Ⅳ」 

実施日：２月１日（火） 

中堅教諭等資質向上研修では、教育公務員特例法第 24条の規定に基づき１年間の研修を

実施することで、実践的指導力の向上やチームマネジメント力の確立を図ることを目指しています。「共通課題研

修」には、児童生徒の理解及び今日的な教育課題の解決に向けて対応できる能力やミドルリーダーとしての意識を

高めるねらいがあり、最終回では「児童生徒理解と教職員のメンタルヘルス」（講師：高知県教育委員会事務局人権

教育・児童生徒課 島内 奈香 専門企画員）及び「ミドルリーダーとして期待すること～未来を創るリーダーシ

ップ～」（講師：株式会社ヤマオコーポレーション 鬼澤 慎人 代表取締役）の講義・演習を行いました。バック

キャスティング（より長期的な未来における「ありたい姿」を描き、その実現に向けて取り組む）の考え方を踏ま

えた協議等もあり、中堅教員として「ビジョンを描くこと」や「変化を恐れず楽しみながらリードする姿勢」等の

大切さを実感したという受講者の声も多く、今後の活躍が期待されます。 

 

 下記に新年度実施予定の専門研修の一部を紹介いたします。詳細については、教職員研修管理システムに実施要項を

６月頃掲載しますのでぜひご確認ください。 

 

 

研修 

番号 

校

種 
研 修 名 日 程 会 場 

107 

全 

人権教育セミナーⅠ期【外国人、ハンセン病元患者等】 

「高知県国際交流協会の機能と役割 

～つながる ひろがる 高知の多文化共生社会～」 

高知県国際交流協会 吉村 綾乃 氏 

「医学から見たハンセン病問題」 

国立療養所邑久光明園長 青木 美憲 氏 

７/27(水) 
高知県 

教育センター 

全 

人権教育セミナーⅡ期 

【犯罪被害者等、北朝鮮当局による拉致問題等】 

「犯罪被害者とは ― トラウマの視点から」 

武庫川女子大学 准教授 大岡 由佳 氏 

「拉致問題の真相と人権」 

新潟産業大学 准教授 蓮池 薫 氏 

８/22(月) 高知会館 

 

 

・葉山村史 葉山村史編纂委員会編集 

・高知市立自由民権記念館紀要 第二十号 

第１３２号 

令和４年３月号 

高知県教育センター 

教科研究センター  ま な n e t 

  【第１３２号 目次】 

・教育コラム「磨」                      ・お知らせ 

・特集 令和3年度を振り返って      ・速報 

教科研究センター便り 

 



107 全 

人権教育セミナーⅢ期 

【子ども・インターネットによる人権侵害、性的指向・性自認】 

「ネット社会の光と影～高まる承認欲求の果て～」 

筑波大学 教授 土井 隆義 氏 

「多様な性の視点でつくる学校教育」 

鳴門教育大学大学院 准教授 眞野 豊 氏 

10/29(土) 
高知県 

教育センター 

108 全 
人権教育実践スキルアップ講座 

（受講者各自が選択した個別の人権課題に関する学習指導案の作成） 
８/26(金) 

高知県 

教育センター 

118 全 

人間関係づくり実践講座 

アドベンチャーデザイン代表 及び 

梅光学院大学 特任教授 難波 克己 氏 

７/26(火) 
高知県立 

青少年センター 

119 全 

学級づくりパワーアップ講座 

桜美林大学 教授 石黒 康夫 氏 

立正大学 特任教授 鹿嶋 真弓 氏 

８/１(月) 
高知県 

教育センター 

 

   

 

 

本年度もたくさんの方々に教科研究センターをご利用いただきました。４か所にある教科研究センターの取組やアド

バイザーとしての１年間を振り返っての感想や意見、アンケート結果などを報告します。 

 

 

 

昨年度に引き続き、様々な分野でコロナ禍の影響を受けつつ新たな教育の在り方

を模索する令和３年度だったと言えるでしょう。小中学校では、１人１台タブレッ

ト端末が整備されました。学校現場のデジタル化に伴い、当教科研究センターの利

用者は、昨年度に比べ１割程度の減少がみられたものの、大幅な変化はありません

でした。それは、紙媒体の教材作成が、先生方にとってなくてはならないものとな

っているからでしょう。先生方からは、「視覚化支援は、児童が思考していくうえで

効果があります。」という声がありました。 

学習の振り返りは重要であると認識していますが、時間的制約などからなかなか困難です。紙媒体の拡大した教材を

考える道具として活用することで、学習の振り返りが容易にでき、その結果を簡単に分類・整理できます。また先生方

は、こうして作成し活用した具体的な資料を用いた授業を提案することで、校内研究が深まってきたと言っておられま

す。作成した教材を拡大印刷して使用することは、子どもたちが学びの道筋をもち、主体的に取り組めるようになるこ

とや、先生方が自分の教授方法を改善することにも効果があると思われます。 

本年度から、ボッチャが３セット整備されて貸出しが始まりました。ボッチャは、東京パラリンピック大会でも盛り

上がり、小学校３年生の教科書でも紹介されています。ボッチャの貸出しは、競技の体験や特別支援学校との交流学習

を目的とした利用がありました。 

今年度もたくさんの方々が当教科研究センターを利用してくださいました。「教材作成ができたら、授業のイメージが

広がります。ありがとうございます。」「どうしようかと悩んでいたけど、すごく良い資料ができて嬉し

いです。これで頑張ります。」等の感想をもらうことがあります。利用者の方々が笑顔でできあがった

教材を持ち帰られるとき、我々アドバイザーもよかったなあと嬉しくなります。これからも利用者の

ニーズに応えられるように努めていきたいと思っています。 

 

特 集 令和３年度を振り返って 
 

東部教科研究センター 



 

 

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、まん延防止等重点措置が発令され

る中、来室される方々の授業づくりに対する熱い思いを感じながら、本年度が終わ

ろうとしています。 

来室者が固定される傾向にありましたが、本年度は、新規来室者が増え、全体の

利用者数も昨年度に比べて増加しました。新規に来られた方は、先輩教員や指導教

員の紹介、様々な研修会や講座等での教科研究センターの紹介により来室さ       

れていました。また、来室者は学校の現職教職員のみならず、幼稚園や保育所の先

生、教員をめざす学生、一般の方々と幅広い層にわたっていました。また、同じ学校の先輩と後輩、学年団、若年教員

と指導教員など、ともに指導に当たっている教員同士で来られることも多く、つながりを感じた年でもありました。 

「支援の仕方についてもっと知りたい。」「合理的配慮について知りたい。」等の情報提供希望が多かった特別支援教育

のサポートコーナーを作り、書籍や支援教材・教具の展示などを行いました。来室者からは、「役立つ書籍や支援教材が

１か所に展示されているので、欲しいものをすぐに探せて助かります。」「支援教材・教具、方法が具体的に示されてい

るのでやってみようと思います。」等の感想をいただきました。一方で、「特別支援教育に関するアイデア集や授業展開

例を増やしてほしい。」という要望もあり、次年度もインクルーシブ教育の構築に関連する展示を継続しようと考えてい

ます。この他、新しく購入した書籍の紹介コーナーも好評で、GIGAスクール構想に関する図書、若年教員向けの書籍の

利用が多くありました。本年度から、ボッチャの貸出しも始まり、小学校３年生の国語教材や障がい者理解学習、パラ

リンピック競技の体験学習、学年行事等で利用がありました。また、プログラミング教材は、教員の学習会や理科の学

習、教材研究などで利用がありました。 

授業づくりの相談では、教材研究の仕方や発問、板書などの具体的な相談もあり、さまざまな視点から話し合い充実

したひとときとなりました。また、教材の拡大コピーでは、授業のねらいや子どもたちの実態に応じた「トリミング」

や「文字の削除」、「図の反転」などの要望が増え、先生方と一緒になって教材作りを楽しむことができました。利用者

からは、「初めて利用しました。相談に乗っていただき、子どもたちが見やすい大きさの良い教材ができました。」「教師

のやりたいことや指導の意図をよく理解してくれています。教材についての具体的なアドバイスがとても役に立ちます。」

「資料作りを通して適切な提示の仕方や授業のポイントを確認できてありがたいです。」などの声がありました。中で

も、「教科研究センターで作成した教材を使って授業をしたところ、子どもたちがとても喜んで授業に参加していたの

で、今後も教材研究を頑張ろうという気持ちになりました。」と初任者が話していたというお話は私たちアドバイザーの

気持ちを高揚させてくれました。 

 アドバイザーが担当する授業づくりの基礎講座を本年度は３回実施しました。これから教員をめざす方の参加が多く、

講義の内容を生かした演習では、学習指導案の作成やグループでの板書計画の作成、授業者・子ども役・授業参観者に

分かれての模擬授業が好評でした。 

これからも「すべての子どもに質の高い授業を提供するため、自主的な授業研究・教科研究活動を支援

する。」という教科研究センターの設置目的を再認識し、子どもに関わる方々を支援していきたいと考え

ています。 

 

 

 

〇 本年度４月～12月の利用は 657件で、土曜日、月曜日、火曜日、木曜日、金

曜日の順に多くなっていました。初めて利用された方は 42名でした。教育雑誌

バックナンバーの貸出しでは、「教育技術小 1・小２」と「教育技術小５・小６」

が多く、次いで「学校教育相談」の後、「教育技術小３・小４」、「実践国語研究

（隔月）」、「初等教育資料」と続きました。「教育技術」は学年合併号の創刊から

３年を経て、来年度にはウェブサイトでの配信に変わり、少し残念な気もしま

す。 

 

本部教科研究センター 

中部教科研究センター 



〇 本年度はパソコン２台が更新され、拡大印刷などの教材作成をスムーズに行うことができるようになりました。作

成した教材データの修正・変更も手早く行え、「いつも丁寧に教えてくださり、ありがとうございます。」といった感

想もいただきました。また、ミーティングスペースの利用では、「気持ちよく研修させていただいています。」といっ

た感想もありました。 

〇 本年度から貸出しを開始したボッチャセットは、競技が県内採択の小学校国語教科書に掲載されていることもあり、

パラリンピックの放映とともに、主に２学期に貸出しが集中し、調整が必要な場面もありました。実物体験が「指導

に役立ちました。」との感想も見られました。 

教材として学んだことを実際に体験して自分のものにすることは、どの教科においても大変大切なことです。その

点において、教科研究センターが少しでもお役に立てたのではないかと思います。ボッチャセットの利用は、中学校・

高等学校も含めて８件（延べ 16セット）でした。 

〇 プログラミング教材の貸出しは本年度も需要があり、児童・生徒の興味・関心の向上や学校現場の実践に役立って

いるようです。 

 新型コロナウイルス感染症の再拡大もあり、教育雑誌の貸出しや学習指導案の閲覧等は少なくなって

います。一方で、デジタル教材の普及やタブレットを使っての授業が広がっています。学習指導案や書籍

の充実、新しい学びのスタイルへの対応など、利用者のための更なる手立てを考えていく必要があると思

います。 

 

 

 

コロナ禍２年目の年度末を迎えるにあたり、今年度も当センターは皆様のお役に立てた

のか振り返りのためのアンケートを実施しました。実施期間は１月 14日から１月 25日ま

での 12日間、設問は６問としました。回答数は 14校 29名でした。 

【実施アンケート】        

設問１ 新型コロナウイルス感染予防の安全対策について該当するものに〇を書いて 

ください。 

① 十分であった 100％（29名） ② 不備（心配）があった ０％（０名） 

設問２ 現在三密を避けるため予約を受けていますが、18時までの予約時間は適切と思いますか。 

① 適切である 100％（29名）  ② 不適切である ０％（０名）                  

設問３ 予約教材の保管期間は１週間ですが、１週間は適切と思いますか。 

 ① 適切である 100％（29名）  ② 不適切である ０％（０名）                  

設問４ アドバイザーの対応について該当するものに〇を書いてください。 

 ① 親切であった 100％（29名） ② 不親切であった ０％（０名） 

設問５ 校内での ICT活用はすすんでいますか。該当するものをすべて〇で囲んでください。（複数回答可） 

① タブレット端末 96.6％（28名）  ② ウェブ会議システム 6.9％（２名） 

③ デジタル教科書 58.6％（17名）    ④ 電子黒板 34.5％（10名）  ⑤ その他 ０％（０名） 

自由記述・タブレット端末を取り入れてはいるもののすすんでいるとはいえない。 

・研修を受けて授業で使ってみた。とてもいいと思った。 

設問６ 特に気づいたこと、要望等があれば自由に書いてください。（ 抜粋 ） 

・いつもお忙しい中、さっと対応していただいて助かります。 

・土曜日も開室しているのでとても助かっています。 

・いつも教材づくりを助けていただき、おかげさまで子ども達にわかりやすい授業を行えるように取り組むことがで

きています。予約もできるので、とても利用しやすいです。  

・プロジェクター等、電子機器が充実している中で、教材や学年によっては、拡大コピーが必要なことがあり、拡大

コピーをしていただくことで、助かっています。 

・タブレット端末の使用機会が増えたので、関連図書を増やしていただけるとありがたいです。個人的には、Google 

「フォーム」「スプレッドシート」「ジャムボード」など、ソフトごとの本などがあれば読んでみたいです。 

・デジタル教科書では、提示や拡大ができなくて不便を感じることがあるので、これまで通り拡大コピーはとてもあ

西部教科研究センター 



アーテックロボ コード・Ａ・ピラー ボッチャ 

りがたいです。  

・ICT活用も効果的に取り入れつつ、拡大コピーも今後も必要ですのでこれからもお願いしたいです。 

・拡大コピーは、デジタル教科書と違い大切な部分を貼って残すことができるので本当に助かっています。 

・小学校１年生にもタブレット端末に慣れさせるため学活で取り組んでいますが、文字入力ができないので音声入力

させています。高学年では成果物の発表に Meetを使って全員分を画面に出しています。様々な技術が要求され懸命に

取り組んでいます。 

多くの利用者の方から貴重なご意見をいただきました。来年度に生かしていけるように努めたいと 

思います。お忙しい中、ご協力ありがとうございました。 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和４年４月１日より教科研究センター各支部のメールアドレスが変更になります。 

        

・本部教科研究センター  studycenter@g.kochinet.ed.jp 

・東部教科研究センター  e-studycenter@g.kochinet.ed.jp 

・中部教科研究センター  m-studycenter@g.kochinet.ed.jp 

・西部教科研究センター  w-studycenter@g.kochinet.ed.jp 

  

各教科センターのメールアドレスが変わります‼ 

今後も皆様の授業研究や教科研究活動のお役に立てる教科研究センターの充実をめざし

てアドバイザー一同、努力してまいります。新年度は、４月４日（月）より開室します。皆

様のご来室をお待ちしています。 

 

教具の貸出しについて 

mailto:studycenter@g.kochinet.ed.jp
mailto:e-studycenter@g.kochinet.ed.jp
mailto:m-studycenter@g.kochinet.ed.jp
mailto:w-studycenter@g.kochinet.ed.jp


≪教育センターの四季≫ 

ほころび始めたトサミズキ 

 

 

 

 

３月20日（日）から４月３日（日）は閉室です。 

 
 

  
 

 

教科研究センター(本部・東部・中部・西部) 

  令和３年度２月の利用者状況 ２３８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（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 

 

 

お知らせ 

 

こちらからいつでもまなnetを閲覧できます。 

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

