
      

「チームセンター」 

高知県教育センター所長  下司
げ し

 眞由美  
 

教育センター所長の下司眞由美です。センター２年目になりました。 

本年度もよろしくお願いします。 

さて、教育センターではミッションを『高知県の新しい「教育者風土」をつくる～私から私たちへ、「つながり」を大切

にする教職員の育成～』としています。教職員がそれぞれの方法で仕事を進めている個業の状態から、学校組織全

体でチームとして仕事を進め、学校力を高めていこうというものです。「つながり」とは、教職員同士の横のつながり、

教職員と管理職の縦のつながり、本年度から次年度への時間のつながりと言えますし、学校と地域、地域と家庭との

つながりとも言えます。 

先人の言葉に「異体同心なれば万事を成し同体異心なれば諸事叶うことなし」とあります。お互いの特質を尊重し

ながら、同じ目的観にたって団結すれば成果が挙がり、形だけは一つの集団であっても、心がばらばらであれば何

一つ成就しないということです。 

教育センターはチームセンターとして、当面する教育課題に対応する研修、研究・調査、資料・収集を通し、学校

や教職員の皆さまを支えることができる教育機関として、日々成長し、進化する教育センターでありたいと考えていま

す。県内４ヵ所の教科研究センターもさらに充実してまいりますので、ご活用よろしくお願いします。 
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東部教科研究センター 久保 博行 アドバイザー 

はじめまして、在職中は、主に室戸市、安芸市の小学校で勤務をしておりました。昨年度退職

して、一年ぶりに４月から東部教科研究センターで、お世話になることになりました。 

 教科研究センターには、拡大カラーコピーや数多くの教育関係の月刊誌、学習指導案等がそろ

っており、授業の実践に役立つ教材や指導資料が大変充実しています。ぜひ、こちらにおいでい

ただき、学校での教育活動に利用してください。日々の先生方の授業づくりのための教材研究や

子どもたちへの資料提供のために、少しでもお手伝いできれば嬉しいと思っています。どうかよ 

ろしくお願いします。 
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東部教科研究センター 藤島 悦子 アドバイザー 

３月末で東部教科研究センターを退任いたしました。 

在任中は、皆さまに大変お世話になりました。多くの先生方に東部教科研究センターをご利

用いただき、誠にありがとうございました。先生方の教材研究や、資料作成に微力ながらお手

伝いさせていただいたことを大変嬉しく思っております。 

今後も、東部教科研究センターを大いにご利用いただき、よりよい授業づくりにお役立てい

ただきたいと思います。高知県の教育の向上と皆様方のさらなるご活躍を心からお祈りいたしております。 

♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢  

 

第 ４７ 号 
平成２７年４月号 

 

高知県教育センター 

教 科 研 究 セ ン ター 
～教科研究センター便り～ 

着任のごあいさつ 

磨 

退任のごあいさつ 

【第４７号 目次】 

・教育コラム「磨」 ・まなnetの玉手箱  ・西部教科研究センター耐震工事について 

・着任のごあいさつ ・平成27年度アドバイサーの紹介 ・教科研究センター（本部）土曜日出入口について 

・退任のごあいさつ ・新着資料コーナー  ・速報 

・特集 授業力アップ１ ・研修のお知らせ    

・速報 

 



 

               授業力アップ１   ～教科書を効果的に活用しましょう～ 

                                   教科研究センター（本部）アドバイザー  東川 美知子    

 

～平成２７年度 小学校の教科書が改訂～ 

 本年度は、小学校の教科書が改訂されました。どの教科もよりよい教科書を目指しての内容が更新されています。

一年間の学習の見通しが立ちやすく、既習学習も振り返りやすくなりました。教科書は教材の宝庫で、指導のエキス

がいっぱい詰まっています。子どもにとっても教師にとってもいちばん身近な存在で、日々の授業は、教科書を基に

作り上げています。教科書の魅力を最大限に発揮しながら、分かる楽しい授業づくりをしたいものですね。 

 

 

（１）教科書の役割 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

（２）初めて教壇に立つ先生や初めての学年を担任する先生へ 

教科書会社のホームページに掲載されている「平成２７年度版小学校教科書」のコーナーには、実際に使う教科

書の構成や使い方が分かりやすく説明されています。教材研究や学習指導案の作成、また、実際の授業での指導に

役立ちます。教科や教科書会社により内容は異なりますが、構成や使い方のほかに次のようなことも書かれており、

とても参考になります。ぜひ、有効活用することをおすすめします。 

 

 

 

 

 

 

 

（３）教科書の記号やマーク、キャラクター、各コーナーの活用 

教科書は授業のときだけでなく、家庭学習でも学習の振り返りや確認ができるように工夫され

ています。教科によっては、キャラクターやマークが学びの手引きを示したり、見通しを立てた

りできるよう工夫されています。授業のときだけでなく、家庭学習でも予習や復習ができるよう

に、学年の初めに、教科書の特性や使い方を説明しておくといいですね。 

また、生活科や図画工作の教科書には、用具や工具の使い方や接着剤の適合表、作品のつくり

方、音楽科の教科書には、音符や記号などの名前と意味等が書かれています。音楽や図工はちょっと苦手という先

生も是非、目を通して指導に役立てましょう。 

 

 

（４）教科書の個人持ちのすすめ 

教科書は､書籍や指導書とは異なり、高価な書物ではありません。特に専門教科や自分が研究したい教科の教科書

を購入して、教科書をしっかり読み込んで教材研究をすることをおすすめします。自前の教科書だと、マーカーで

重要語句に線を引いたり、要点を書き込んだり、また、必要な準備物や教科書にはない予想される子どもの考えを

書き込んだりもできます。 

 

 

個人差対応、学習習慣、見通し・振り返りと言語活動、つまずきへの対応、学力調査の結果の反映、デジタルコ

ンテンツ、幼・保、中学校との関連、特別支援教育の観点（カラーバリアフリーへの配慮、改行位置の工夫、ユ

ニバーサルデザインなど）、年間指導計画案、評価計画資料、表記・表現の配慮・・・ｅｔｃ 

① 学習意欲を誘い、興味や関心を持たせる。 

② 学習の手がかりやポイントを与える。 

③ 学習の見通しや目あてをつかませる。 

④ 学習を進めていく手引きとなる。 

⑤ 見方、考え方、調べ方、計画の立て方、整理された

知識等の学習内容を提供する。 

 

① 整理して体系づけた指導内容を提供する。 

② 指導過程の順序が分かる。 

③ 標準的な指導が分かる。 

④ 授業のイメージが分かる。 

⑤ 子どもの発想や考え方が分かる。 

子どもにとっての役割 教師にとっての役割 

特集

syuu    

http://4.bp.blogspot.com/-GAVYMoV3F4M/UZYk0hIarTI/AAAAAAAATGc/A05ffniZ3i8/s800/job_senesi.png
http://www.fumira.jp/cut/kodomo/file294.htm


（５）保護者も教科書の活用を 

  教科書の内容を保護者に参観日や学級通信等で伝えることで、家庭生活の中でも子どもの学習をサポートするこ

とができます。例えば、小学校２・３年生で分数を学習するときは、子どもと話をしながらピザやケーキなどを２

分の１や４分の１の大きさに切ったり、テープや紙を半分に折ったりすることで、分数の意味や表し方の理解の手

助けとなります。日々の生活の中での親のちょっとしたサポートが、学校で学ぶ学習意欲や自信につながります。 

 

参考・引用文献：「算数力がつく教え方ガイドブック」 清水廣 著 明治図書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪鍵盤ハーモニカ≫     ≪何時何分？≫            ≪鉛筆の持ち方≫ 

    

           
 

≪数のカード≫ 

 

 

まな netの玉手箱       教科研究センター（本部） 高橋 静子アドバイザー  
 「今日は○○がある。ヤッター！！」      

 大人も子どもも自分が興味を持っているものや好きなものには、目が輝くものです。 

 ある子どもの話。社会科の時間になると、机の上には所狭しと教科書や社会科資料集・社会科事典・国語

辞典を置くのです。時には、学習雑誌の付録に付いていた別冊も並んでいました。そうなんです。○○に入

るのは、“社会”です。その日に大好きな社会科の授業があると、学校へ来るのが楽しいというのです。「こ

の漢字が読めません。」と国語の本読みの時に言っているのに、社会科の時は、何故か前後の文から読めな

い漢字を読み、意味も何となく理解して、自分なりの考えをどんどん発表するのです。当然、周りの子ども

たちからも認められ、ますます本人は、社会科が好きになり意欲がわいてくるのでした。 

 「好きこそものの上手なれ」。子どもたちが何かに興味関心をもったら、そこを伸ばして

いくようにほめていくことが大切だと強く思ったものでした。 

 「社会ヤッター！！」で目を輝かせていたその子ももう社会人。今は、どんなことに興味

をもっているのでしょう。会ってみたいものです。 
 

改訂により、教材や挿絵、資料等が変わっている教科があります。アドバイザーと 

一緒に教材や資料、教具等の準備をしませんか。 

 

ここをあける。 

鉛筆の削ってあるとこ

ろが見えるように持つ。 

親指と人差し指で軽くつ

まむ。残りの指をそえる。 

指に力を入れ

すぎない。 

教科研究センター併設の教科書センターには、

各教科書会社発行の教科書がそろっています。

ご利用下さい。 

≪学年当初に準備をしておいたらよい教材や資料の一例≫ 

【１年生】鉛筆の持ち方、字を書く姿勢、母音の口の開け方、ひらがなの表、鍵盤ハーモニカ 

【２年生】数ブロック、物差し 

【３年生】リコーダの運指表、水彩絵の具の使い方の基礎基本、時計、地図記号、毛筆用具のおき方とあつかい方、 

市町村や校区の地図 

【４年生】分度器 

【５年生、６年生】食品のグループ分け  

 

板磁石で別に針を作ると便利です。 

１年生から４年生の「数と計算」の

領域で使えます。ラミネートして裏

に磁石を付けておくといいですね。 

http://www.ac-illust.com/main/dl_info.php?id=19065&sw=%E6%95%99%E3%81%88%E3%82%8B%E6%95%99%E5%B8%AB%EF%BC%88%E5%A5%B3%E6%80%A7%EF%BC%89
http://www.ac-illust.com/main/dl_info.php?id=19065&sw=%E6%95%99%E3%81%88%E3%82%8B%E6%95%99%E5%B8%AB%EF%BC%88%E5%A5%B3%E6%80%A7%EF%BC%89


 

 

 

 

 

 

◆東川 美知子（ひがしがわ みちこ）アドバイザー 

◆高橋 静子（たかはし しずこ）アドバイザー 

◆竹内 研介（たけうち けんすけ）アドバイザー 

◆吉田 美紀（よしだ みき）アドバイザー 

◆白川 善洋（しらかわ よしひろ）アドバイザー 
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◆影山 隆一（かげやま りゅういち）アドバイザー 

◆山村 泰秋（やまむら やすあき）アドバイザー 

◆松本 香代（まつもと かよ）アドバイザー 

◆久保 博行（くぼ ひろゆき）アドバイザー 

◆小松 智可（こまつ ちか）アドバイザー 

 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

 

 

 
◆小嶋 理世（おじま りせい）アドバイザー 

◆矢野 満男（やの みつお）アドバイザー 

◆井上 美保（いのうえ みほ）アドバイザー 

◆水田 春寿（みずた はるとし）アドバイザー 

◆北原 初枝（きたはら はつえ）アドバイザー 
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◆山本 健二（やまもと けんじ）アドバイザー 

◆宮下 貞子（みやした さだこ）アドバイザー 

◆植田 敏子（うえた としこ）アドバイザー   

◆宮川 佳史（みやがわ よしふみ）アドバイザー 

◆藤倉 永子（ふじくら ながこ）アドバイザー 
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平成 27年度アドバイザーの紹介 

s 

新着資料コーナー 

平成26年度「教育課程拠点校事業」

指定校14校による取組事例集 

（高知県教育委員会） 

 

「高知県数学思考力問題集」

指導事例集 

（高知県教育委員会） 

閲覧可（本部・東部・中部・西部） 



 

あなたも教科研究センター講座に参加してみませんか？ 
 

◆基礎講座 ＜基礎講座Ⅰ＞ 講義・演習「授業づくりのスタンダード」を意識した学習指導案づくり 

６月１３日（土）教育センター本館・大方高等学校 

＜基礎講座Ⅱ＞ 講義・演習 模擬授業で学ぶ魅力的な授業づくり 

７月 ４日（土）教育センター本館・大方高等学校 

＜基礎講座Ⅲ＞講義・演習 特別支援教育の視点に立つ授業づくり 

１０月 ３日（土）教育センター本館・大方高等学校 

 ＜基礎講座Ⅳ＞講義・演習 授業づくりで大切にしたいこと 

１０月３１日（土）教育センター本館・大方高等学校 講座風景 
 

◆専門講座 ＜ＮＩＥ講座＞ （高知新聞社ＮＩＥ推進室との共催） 

６月１４日（日）教育センター本館 

＜小学校体育Ⅰ＞  

６月２０日（土）教育センター分館 体育館 

＜英語ディベートに挑戦＞中部地区 

   ９月 ５日（土）教育センター本館 

＜郷土資料の活用Ⅰ＞ 

１０月１０日（土）教育センター本館 

＜郷土資料の活用Ⅱ＞ 

１１月 ７日（土）教育センター本館 

＜小学校体育Ⅱ＞  

１１月１４日（土）教育センター分館 体育館 

 

♢♢♢♢♢♢♢♢ 

 

４月８日（水）から幡多総合庁舎３階の会議室に移転しています。工事期間として見込まれる今後２か月ほどは、開室日が 

月曜から木曜までの週４日となります。また、その期間、拡大コピー等に必要な教科書等は,全てお持ちいただきますようお願 

ていします。 
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出入口が南東一箇所ですので、よろしくお願いします。 

http://www.kochinet.ed.jp/studycenter/entrance.pdfに掲載しています。 
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     教科研究センター(本部・東部・中部・西部) 

平成 26年度の利用者総人数 ６２４１名（前年度より４７８名増！！） 
3月の利用者状況  ２３０名 ☆昨年同時期より６名増！ 

  ご利用ありがとうございました。 
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教科研究センター（本部） 高知県教育センター本館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 

★ 開室時間は次のとおりです。ご利用をお待ちしています。（※夏季休業期間中の平日は 10:45～18:00 に変更します） 

開室時間：平日 15:00～19:15 土曜 10:00～16:00（土曜日の時間はH26.4月より変更しています） 

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

研修のお知らせ 
 

教科研究センター（本部）土曜日出入口について 

西部教科研究センターの耐震工事期間の利用についてのお知らせ 

速 報 速 報 

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

