
      「子どもたちの可能性の開花・伸張」 

高知県教育センター所長  上岡 美保 

４月１日付けで高知県教育センター所長に着任いたしました上岡美保と申します。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

各園・学校では、満開に咲き誇る桜とともに子どもたちを迎えられ、活気ある新年度が始動しています。言うま

でもなく、子どもたちは大きな可能性を秘めています。その可能性に気づかせ大きく開花させる役割と責任を、私

たち教職員・教育機関は担っています。 

県が推進する教育方針の要に「チーム学校の構築」があります。教職員の成長（個）を促し学校力（組織）を高

め、それぞれの「チーム学校」が子どもたちの学力（知・徳・体）向上に反映していけるよう、学校や教職員の皆

様を支援することが教育センターに課せられた役割です。 

教育センターはその役割を果たすべく、『高知県の新しい「教育風土」をつくる～私から私たちへ、『つながり』

を大切にする教職員等の育成〜』をミッションと定め、ご家庭・地域・関係機関等とつながり、また、本年度から

次年度へと時間的につながりながら、研修、研究、情報の収集・提供等において信頼を得られるよう務めてまいり

ます。  

教育に携わるプロとして「誇りと自覚をもつ」、そのために「仲間とともに学び続ける」、そして「喜びをもって

職務を遂行する」。 

当センター内にある本部を含めて県内４か所にある教科研究センターのご活用も併せて、よろしくお願いいたし

ます。 
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西部教科研究センター  西岡公子指導アドバイザー 

この４月から西部教科研究センターでお世話になります西岡公子と申します。 

先生方が「わかる楽しい授業」を実践できるように授業の教材提示や進め方のアドバイス

ができたらうれしいです。また、子どもたちの心に響くような教材づくりを行い、先生方の

授業をサポートできたらと思います。 

どんどん、西部教科研究センターの門をたたいてください。待っています。 
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西部教科研究センター  宮下貞子指導アドバイザー 

 平成２４年４月から４年間、西部教科研究センターでお世話になりました。ありがとう

ございました。 

 在任中は、たくさんの先生方にご利用いただき微力ながら、教材づくりのお手伝いがで

きたことを嬉しく思います。 

 今後も西部教科研究センターへ寄っていただき、拡大コピーだけでなく書籍や雑誌の利

用等もできますので、これまで以上にご利用お願いいたします。 
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特集

syuu   

～平成 28年度アドバイザーの紹介～ 

◆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 

 

◆山本 健二（やまもと けんじ）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 

◆西岡 公子（にしおか ともこ）アドバイザー 

◆井上 美保（いのうえ みほ）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  

◆北原 初枝（きたはら はつえ）アドバイザー  

◆水田 春寿（みずた はるとし）アドバイザー  

◆小松 智可（こまつ ちか）アドバイザー  

◆久保 博行（くぼ ひろゆき）アドバイザー  

◆松本 香代（まつもと かよ）アドバイザー  

◆山村 泰秋（やまむら やすあき）アドバイザー  

◆影山 隆一（かげやま りゅういち）アドバイザー  



 

～ご利用、お待ちしています～ 

 

 

 

 

 

    

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  教科研究センターとは 

自主的な授業研究・教科研究活動を支援する施設です。本県の学校教育に携わる方をはじめ、教職を目指す大学生等の皆

様も利用することができます。経験豊かな指導アドバイザーが、授業づくりや教材作成に関する相談に対応します。気軽に

ご利用ください。 

  授業づくりに活用できる機器 

○カラーコピー機・プリンター（カラー、白黒、サイズに関係なく一人1日合計片面２０枚まで） 

○カラー拡大機（Ａ０、Ａ１、Ａ２、Ｂ１は４枚まで、Ｂ０は２枚まで拡大ができます） 

○イメージスキャナー（Ａ３サイズまで対応可） ○ラミネータ―（ラミネート用シートはご持参ください） 

 

 

 

 

 

 

 

閲覧できる収蔵物 

 ○学習指導要領及び解説、幼稚園教育要領  ○教育関係の書籍・雑誌（貸出しは一人３冊、２週間までです。） 

 ○学習指導案（閲覧のほかコピーも可能です）○教員採用審査第一次審査問題 

 ○研究紀要、実践事例集、高等学校シラバス、リーフレット等 ○英語教材や算数教具等 

 ○ビデオ、ＤＶＤなどの視聴覚資料（教科研究センター室内での視聴のみです。） 

 

  教材研究・研修会等へのスペースの提供  

 １０名程度までの人数であれば、ミーティングスペース（支部のみ）が利用できます。電子黒板や書画カメラ等の機器の

貸出しもしていますので、学校単位やサークル等の教材研究や自主的な研修にご利用ください。事前に電話連絡をし、「ミ

ーティングスペース使用願」を教科研究センターのホームページからダウンロードし、該当の教科研究センターにメールか

ＦＡＸでご提出ください。（本年度は、本部にミーティングルームはありません。） 

 

 

 

 

 

 

教科研究センター講座 

 授業づくりの基礎・基本に関する基礎講座、教科・領域等の専門的な内容の専門講座等を 

開催します。校種の異なる先生方との模擬授業や演習等もあり、楽しく研修ができます。 

  教科研究センターだより（毎月１回） 

 教科研究センターホームページの「まなｎｅｔ」（２５日発行）で、授業に役立つ情報を 

発信しています。 

 

 

   

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ミーティングスぺース利用者の声 

・パソコンの持ち込みができるのでより具体的に話し合いが進み、教材研究も深まります。 

・必要な書籍や雑誌、教科書、研究紀要等が豊富で必要に応じて利用できます。 

・冷暖房が利用できるので、快適に研修が進みます。 ・アドバイザーの助言もあり、利用しやすかったです。 

教材文や、国語や道徳の挿絵、社会科の

写真や資料、また、自作の資料等の拡大

（等倍）ができます。アドバイザーの

先生方と一緒に話し合いながら資

料づくりができます。 

中部教科研究センター 

吾川郡いの町枝川２４１０－７ 

中部教育事務所１階 

☏・Fax088-893-6597 

 

西部教科研究センター 

 四万十市中村山手通１９ 

  幡多総合庁舎３階 

   ☏・Fax0880-35-6251 

 

教科書も閲覧で

きます。 

教科研究センター（本部） 

 高知市大津乙１８１ 

 高知県教育センター本館２階 

☏・Fax088-866-3903 

東部教科研究センター 

 安芸市矢ノ丸１－４－３６ 

  安芸総合庁舎４階 

☏・Fax0887-34-8051 

  

 

教科研究センターは県内

に４か所あります。 

 平日15:00～19:15 

  土曜 10:00～16:00 

 (日曜・祝日は閉室) 

無料です 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あなたも教科研究センター講座に参加してみませんか？ 
 

◆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１１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」 

 ６月２５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２９日（土） 教育センター分館 

 ＜基礎講座Ⅳ＞講義・演習「授業づくりで大切にしたいことⅠ」 

 １２月 ３日（土） 教育センター分館 

 １２月１０日（土） 幡多総合庁舎 

＜基礎講座Ⅴ＞講義・演習「授業づくりで大切にしたいことⅡ」 

 １月２８日（土） 教育センター分館 

 ２月 ４日（土） 幡多総合庁舎 

  
◆専門講座 ＜ＮＩＥ講座＞ 

 ７月１７日（日）    教科研究センター本館 

＜郷土資料の活用Ⅰ＞ 

 １０月 ８日（土）予定  教科研究センター分館 

＜郷土資料の活用Ⅱ＞ 

 １１月１２日（土）予定  教科研究センター分館 

 

研修のお知らせ 
 

まなｎｅｔの玉手箱 
                         教科研究センター（本部）  白川 善洋アドバイザー 

春です。新年度が始まりました。              

  桜と聞けば旅立ちと出会いの時、春はちょっぴりさみしくまたそれぞれの夢と希望を胸に抱いてスタートする

季節でもあります。今、教員であった頃を振り返ってみますと、私自身楽しかったこともたくさんありましたが、

やり残したことや失敗等も数々思い出されます。 

 県内ではいくつか小学校３・４年生用の社会科副読本が作成されていますが、改訂もなされているところもあ

り、その活用は子ども達の学習に広がりと深みをもたせています。小学校社会科の伝統工業は、今は４年生です

が、以前（昭和６１年頃）は５年生の内容でした。この頃、私は土佐山田町内（現在の香美市）の小学校の学級

担任だったので、土佐山田町の打刃物の地域教材を作って授業をしてみようと挑戦したことがあります。町内に

鍛冶屋さんが多いということは知っていましたが、土佐打刃物の由来、打刃物の種類と背景などについてはあま

り知りませんでした。打刃物に関する資料や文献探し、刃物工場や鍛冶屋さんへの取材など授業の準備はしたの

ですが、それらの資料を学習の中で活かしきれず、授業は意図するようには進めることができませんでした。後

日、子ども達とともに刃物工場へお伺いし打刃物に関するお話を聞いたり、製造工程を見学したりして、学習の

不足部分を補いました。 

 うまくいかなかった原因は何だったのか。それは、教材研究不足や学級経営（意見が出し 

合えるような子ども達を育てていく）、また適切な資料の準備不足等にあったと思います。 

当然のことですが、少なくてもこういった準備や手順を踏んでいなければ、充実した授業は 

おぼつかないでしょうし、それでもうまくいくとも限りません。またこの時、学級経営や 

授業づくりなどについて日頃から出来る限り先輩に教えを受けたり、同僚とも相談したり 

することの大切さについても改めて気づかされ教えていただいたものでした。 

 苦い思い出の一つが懐かしく思い出されます。 

講座風景 
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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 27年度の利用者総人数 ７２３９名（前年度より９９８名増！！） 
3月の利用者状況  １６３名  

◆◇ご利用ありがとうございました◇◆ 

教科研究センターは、量を確保しながらも量から質への転換を図っているところです。 

本年度は、一定数の新規利用者を確保しながらも、従来からの利用者様には、利用の 

仕方を深めてもらえるよう努めてまいります。 

本年度もよろしくお願いいたします。 
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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 

教科研究センター（本部）土曜日出入口について 

速 報 

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

