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秋本番です。先生方には、運動会や体育祭も終わり、一息つく間もなく、市町村展、子ども県展等の

作品制作、また、授業研究や音楽祭などなど、行事が目白押しで忙しい毎日を過ごされているのではな

いでしようか？ 
 教科研究センターでは、先生方のお役に立てるよう準備をしてご利用をお待ちしています。 

                   

利用された先生方から、「自分では、なかなか作れない教材だ

ったので、本当に助かりました。楽しい授業になるよう頑張りま

す。」「たくさんの資料にびっくり！これからは度々利用したいと

思います。」など、うれしい声が寄せられています。ちょっとし

た来室で、子どもたちが積極的に授業に参加できるヒントを得て、

「ひと味ちがう」授業づくりにつながっています。 

授業のコツは、「ひとつひとつ」を丁寧に教え、しっかり考え

を引き出し、そして、「ほめる」ことです。この繰り返しが必要

です。 

教科研究センターは、教材作成のための最新の機材や視聴覚機

器、教育関係図書・教育雑誌、学習指導案等を整備しています。

学級経営や授業づくりをもうひと工夫したい時や拡大印刷の教

材作成など、お気軽にご利用ください。 

 

          

「池上彰の新聞活用大事典（調べて）（まとめて）発表しよう！」 
読み方から作り方まで、「新聞」のすべてがわかる！ 

○「新聞活用」をメインテーマに、「新聞ができるまで」、「紙面構成」、「各紙

の比較」、「歴史」、「他メディアとの違い」などを１，２巻で取り上げ、３，

４巻では学校での実践例をまじえて具体的な活用例を紹介しています。 

○豊富な資料と写真をまじえ、子どもたちの調べ学習にも最適な内容になって

います。 

○読めば「役に立つ」「面白い」と言われているが、その新聞がどれくらい面白

く、生活の中でどのように役立つかが実感できる、新聞の魅力がまるごとわ

かる事典です。 

 各巻の構成（全４巻） 

第１巻：新聞って面白い！    第２巻：新聞をもっと知ろう！ 

第３巻：新聞を使ってみよう！  第４巻：新聞を作ってみよう！ 

監修：池上 彰  協力：小川 三和子  発行所：文溪堂 

 

○教材作成（カラーコピー、ラミネーター等）をお手伝いしていただきました。お陰様でとても良い提示資料を作

成することができました。ありがとうございました。 

 

☆東部教科研究センター９月の利用者は６４名でした。ご利用をお待ちしています。 

 東部教科研究センター   安芸総合庁舎会議室棟２階 （安芸市矢ノ丸１－４－３６）TEL/FAX 0887-34-8051 

★ 開室時間は次のとおりです。先生方のお役に立つための準備をしてお待ちしています。 

開室時間：平日 15:00～19:15 土曜  9:30～17:30 

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

新刊図書の紹介 

ア シ ス ト 
東部教科研究センター便り 

利用者の声 

アドバイザーより 授業づくりを支援するために 
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中部教科研究センター便り ５ 

白露に 風の吹きしく秋の野は つらぬきとめぬ 玉ぞ散りける ＜文屋 朝康＞ 

日ごとに空気が清々しく感じられる季節になりました。二学期は学校行事も多く、忙しい毎日を過ごされてい

ることでしょう。疲れたときには窓の外の自然に少し目を向けてみませんか。もしかしたら美しい秋が見つかる

かもしれませんよ。 
 

  

行川小学校では、９月１日の防災の日に合わせて、２学期の始業式終了後、全校一斉の防災学習と防災訓練を

行いました。防災学習では、地震・津波について正しい知識を身に付けさせ、地震発生時の頭部保護の必要性を

理解させることと、「自助」の意識を身に付けさせることをねらいとした授業を各学年で展開しました。低学年

（１・２年生）を対象にした授業では、「じしんのえほん こんなときどうするの？」を教材として学習を進め、

子どもたちは地震から自分の身を守る方法について知識を深めました。当日授業をされた岡林先生が、当センタ

ーの拡大印刷機で印刷した教材 を使用してよかったことを次の３点にまとめてくれましたのでご紹介します。 
 
１ 大きな画面で提示することができたので、迫力があり、      

子どもたちが絵の細部まで注意深く見ることができた。 

２ 場面ごとに黒板にぴったり合うちょうどのサイズで貼っ

ておくことができるので、振り返りをしやすかった。 

３ 繰り返し提示することができた。 
 
授業終了後は、保護者や地域の方々も交えて、合同防災訓練

を実施されたとのことです。 
当センターでは、教科の授業だけでなく、いろいろな場面で

利用できる教材を作るお手伝いをさせていただきます。どうぞ

気軽においでてください。 
 

 
 

 
当センターには、勉強会や授業づくりに関する研修会等ができるミーティングスペース

（研修室）があります。１５～２０人程度までの会合に対応できますが、少人数の利用も

大歓迎です。つい先日も、数学の教材開発・指導法を研究されている先生方が来所され、

熱心に研究会をされていました。当日の参加者は３名でしたが、会を主催されている中土

佐町教育研究所の稲田所長は、「大変いい環境で会議や研究会ができる。アクセスもいいの

で、今後も頻繁に利用したい。」とおっしゃっていました。 
事前に予約をしていただいて、空いていればいつでも無料で使うことができます。電子

黒板やプロジェクター、ホワイトボード、コピー機、教科書、各教科等の資料もあります

ので、ぜひご利用ください。 
 

 

 

 
 
 

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 

★ 開室時間は次のとおりです。先生方のお役に立つための準備をしてお待ちしています。ぜひお立ち寄りください。 

開室時間：平日 15:00～19:15 土曜  9:30～17:30  

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

拡大印刷で作成した教材を防災学習に活用＜高知市立行川小学校の取組＞ 

☆中部教科研究センターの 

９月の利用者は１０４名でした。

ご利用をお待ちしています。 

ミーティングスペースを利用しませんか？ 

 
１０月１９日（土）１０：００～１１：３０ 

（テーマ）「家庭用プリンターで拡大印刷をしよう」 
★受講希望者は１７日までに中部教科研究センターに連絡してください。 

中部教科研究センター学習会のお知らせ 

「じしんのえほん こんなときどうするの？」 

著者：国崎信江  イラス：福田岩緒  
寄与者：目黒公郎  出版社：ポプラ社 
 



平成２５年 

１０月号 西部教科研究センター便り ５ 

ほとんどの学校で運動会が終わり、各校では日々の学習等に向けてじっくり取り組んでおられることでしょう。西部

教科研究センターでは、９月の利用者数はやや少なかったですが１０月からは増えています。教材作りには教科研究セ

ンターの機器をぜひご活用ください。便利ですよ。先生方の来室をお待ちしています。 

利用者から、拡大資料の有効活用のお便りをいただきましたので紹介させ

ていただきます。    （土佐清水市立下ノ加江小学校 １年生担任より） 

（一部抜粋） 

国語や算数では、教科書の 拡大資料 を黒板に提示して、それに児童が書き

込んだりしながら学習を進めることができました。また、集中が長続きしない

児童や、教科書の文字を目で追いにくい児童も、黒板に掲示した拡大資料で一

緒に学習することにより授業に集中することができました。 

また、道徳では 挿絵の拡大資料 を利用させていただきました。授業後は、

教室にある道徳コーナーに、児童の意見をまとめた資料と一緒に掲示していま

す。休み時間になるとお互いの意見をよく見ています。 

校長先生や同僚からも、拡大資料があることで効果が出ているとの言葉をい

ただいています。教科センターには大変お世話になりました。これからも利用

させてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                               

 

 

 

 

回 日 付 内 容 講師 回 日 付 内 容 講師 
1 10月 11日(金) 発達障害と特別支援教育 鈴木 8 12月  6日(金) ASDの特性理解 寺田 
2 10月 18日(金) LDの特性理解 鈴木 9 12月 13日(金) ASDの特性評価法 寺田 
3 10月 25日(金) WISC-IVによる特性評価 鈴木 10 12月 20日(金) ASDの特性と指導 寺田 
4 11月  8日(金) 読み書き評価法とLD指導法 鈴木 11 1月 10日(金) 個別の支援ファイルと支援計画 是永 
5 11月 15日(金) ADHDの特性理解 中尾 12 1月 24日(金) 発達障害の早期発見と早期療育 本田 
6 11月 22日(金) ADHDの特性評価法 中尾 13 1月 31日(金) 青年期と就労に向けた支援 寺田 
7 11月 29日(金) ADHDの指導法 中尾 14 2月  7日(金) 発達障害の気づきと指導／支援（まとめ） 鈴木 

☆西部教科研究センターの９月の利用者は７７名でした。ご利用お待ちしています。 

利用者の声の紹介 

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。先生方のお役に立つための準備をしてお待ちしています。 

開室時間：平日 15:00～19:15 土曜  9:30～17:30 

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

「発達障害教育演習Ⅰ」聴講できます 

＜１年生道徳「うかんだうかんだ」の授業より＞ ＜１年生算数「１０よりおおきいかず」の授業より＞ 

利用者からのお便り

 

本年度も、西部教科研究センター内で、高知大学大学院教育学専攻特別支援教育コース科目である「発達障害教育

演習Ⅰ」を、高知大学教育学部教育コラボレーションプロジェクトが導入した双方向会議システム「Fresh Voice」を

活用し、聴講できます。全14回、開講時間帯18：00～19：30の予定です。申し込み不要で参加できます。 

挿絵の 
拡大資料 

拡大印刷した 
教科書 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回 日付 内 容 講師 

1 10月 11日(金) 発達障害と特別支援教育 鈴木 恵太講師 

2 10月 18日(金) LDの特性理解 鈴木 恵太講師 

3 10月 25日(金) WISC-IVによる特性評価 鈴木 恵太講師 

4 11月  8日(金) 読み書き評価法と LD指導法 鈴木 恵太講師 

5 11月 15日(金) ADHDの特性理解 中尾 繁史研究員 

6 11月 22日(金) ADHDの特性評価法 中尾 繁史研究員 

7 11月 29日(金) ADHDの指導法 中尾 繁史研究員 

8 12月  6日(金) ASDの特性理解 寺田 信一教授 

9 12月 13日(金) ASDの特性評価法 寺田 信一教授 

10 12月 20日(金) ASDの特性と指導 寺田 信一教授 

11 1月 10日(金) 個別の支援ファイルと支援計画 是永 かな子准教授 

12 1月 24日(金) 発達障害の早期発見と早期療育 
高知市子ども発達支援員 

本田 鮎美 

13 1月 31日(金) 青年期と就労に向けた支援 寺田 信一教授 

14 2月  7日(金) 発達障害の気づきと指導／支援（まとめ） 鈴木 恵太講師 
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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～ 

● 会場  ★教科研究センター（本部） 高知県教育センター（本館２階） ２４研修室 

★西部教科研究センター   幡多総合庁舎３階 西部教科研究センター 

 

● 予定  開講時間帯 １８：００～１９：３０ 

高知大学大学院 教育学専攻 特別支援教育コース科目 開講講座 

「発達障害教育演習Ⅰ」を聴講できます!! 

                教科研究センター（本部、西部） 

高知大学大学院教育学専攻特別支援教育コース科目である「発達障害教育演習Ⅰ」を、高知大

学教育学部教育コラボレーションプロジェクトが導入した双方向会議システム「Fresh Voice」を
活用して、本年度も本部と西部の教科研究センターでも聴講できるようになりました。 

事前申し込みは不要です。ぜひ、ご来室ください。 

 

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 

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 

※授業内容は変更する場合があります。 
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