子どもたちの輝く未来のために！

５月号（1５４号）

佐賀県教育センターニュース

平成 2８年５月３０日発行

追 加 申 込 み が で き る 講 座 を 紹 介 し ま す ！
先日 27 日、Ｉ期開催講座(６/９～７/12 実施分)の申込みが終了しました。多くの受講申込みありがとうござ
いました。本日５月 30 日時点で定員にまた空きがあるⅠ期開催講座は下記一覧の通りで、明日以降、順次追加
申込みを受け付けます。
（詳細は SEI-Net 文書管理にて連絡します）皆さんの申込みをお待ちしています！

専門研修

教科・領域や学校・学級運営、生徒指導、情報教育等についての内容で、原則教育センター内で実施される講座

講座
番号

期日

講座
番号

6/17

4611 「Ｑ-Ｕ」を活用した学級づくり講座(入門編)

6/23

6/21

4621 「Ｑ-Ｕ」を活用した学級づくり講座(応用編)

7/7

2061 小学校算数科Ⅰ講座(数学的な思考力と表現力を育てる授業づくり)

6/24

4641 心に聴くカウンセリング講座

6/17

2091 小学校理科実験・観察Ⅰ講座(理科における薬品使用とその管理)

6/9

4741 心理アセスメント講座(ＷＩＳＣ－Ⅲ実施編)

6/10

6/21

4751 心理アセスメント講座(ＷＩＳＣ－Ⅲ分析編)

7/8

6/16

4761 心理アセスメント講座(Ｋ－ＡＢＣ実施編)

6/14

7/12

5611 PowerPoint基礎講座(ディジタル教材作成入門)[６月]

6/23

2341 中学校技術科Ⅰ講座(内容「Ａ・Ｂ・Ｄ」を融合した指導と評価)

6/16

5641 PowerPoint応用講座(教材作成に効果的な操作技術の習得)[６月]

6/30

2411 高校国語科Ⅰ講座(古典の授業づくり入門)

7/5

5661 Excel講座Level.1(校務処理等に活用できる操作技術の習得)[６月]

6/17

2571 高校家庭科Ⅰ講座(主体的・協働的な学習を促す授業づくり)

7/5

5701 Excel講座Level.2(校務処理に活用できる関数の習得)[６月]

6/21

3041 小学校特別活動講座(楽しい学校生活をつくる集会活動)

6/30

5771 情報モラル教育Ⅰ講座(明日から始める情報モラル教育)

6/13

3211 中学校道徳Ⅰ講座(道徳科の目標を踏まえた「書く活動」の工夫)

6/9

5791 ムービーメーカー講座(動画教材の作成)[６月]

6/20

7/7

8011 スーパーティーチャーの授業に学ぶ講座小学校国語科(６月①)

6/7

6/17

8021 スーパーティーチャーの授業に学ぶ講座小学校国語科(６月②)

6/30

6/10

8051 スーパーティーチャーの授業に学ぶ講座小学校理科

6/23

6/16

8061 スーパーティーチャーの授業に学ぶ講座小学校道徳(６月)

6/3

6/9

8081 スーパーティーチャーの授業に学ぶ講座小学校外国語活動(６月①)

6/21

7/5

8092 スーパーティーチャーの授業に学ぶ講座小学校外国語活動(６月②)

6/28

8231 スーパーティーチャーの授業に学ぶ講座中学校数学科

6/28

8251 スーパーティーチャーの授業に学ぶ講座中学校英語科(７月)

7/5

8411 スーパーティーチャーの授業に学ぶ講座高校国語科

6/17

8431 スーパーティーチャーの授業に学ぶ講座高校数学科

6/21

講座名

小学校国語科Ⅰ講座(単元を通して言語活動を位置付ける「読むこ
2011
と」の授業づくりの基礎・基本)
小学校社会科Ⅰ講座(アクティブ・ラーニングの考え方を取り入れた
2041
社会科の授業づくり)

小学校図画工作科Ⅰ講座(共同してつくりだす喜びを味わう授業づく
2151
り)
中学校理科Ⅰ講座(地学的領域における実感を伴った理解を促す指
2271
導)
中学校美術科Ⅰ講座(作品の見方や感じ方を豊かに広げる鑑賞活
2311
動)

3231
3621
3641
3651
3701

中学校特別活動講座(キャリア教育の視点に立った学級活動の指
導)
人権が尊重される学習活動づくり講座(人権教育の視点を取り入れ
た授業づくり)
学習状況調査の分析・活用講座[東部](学習状況調査結果の分析
の進め方と指導改善のポイント）
学習状況調査の分析・活用講座[西部](学習状況調査結果の分析
の進め方と指導改善のポイント）
活力ある学校づくり <学校マネジメント（応用）> ※校長、副校長対
象

3931 養護教諭専門Ⅰ講座(学校での救急処置と対応)

出前講座、ワンポイント出前セミナー（ワンセミ）
県内各地で開催！「ワンセミ」は 90 分 一本勝負！15 時開始です。
講座
番号

6641

講座名
出前講座教育相談(心に聴くカウンセリング)［唐津総合庁舎］
※出前講座は、午後半日（13:30～16:30）で実施

期日

講座名

期日

6/9

7071 ワンポイント出前セミナー小学校理科[御船が丘小学校]

6/17

7081 ワンポイント出前セミナー小学校理科[教育センター]

6/21

7281 ワンポイント出前セミナー中学校理科[教育センター]

6/28

7291 ワンポイント出前セミナー中学校理科[山内中学校]

6/30

講座の詳細な内容等は Web の実施要項をご覧くださ
い。
（右下の画像をクリックするとジャンプします）
また、Ⅱ期開催講座（７/２１以降実施分）について

ワンポイント出前セミナー人権が尊重される環境づくり[小城市生涯
学習センター(ドゥイング三日月)]
ワンポイント出前セミナー人権が尊重される環境づくり[みやき町役
7641
場こすもす館]
ワンポイント出前セミナー人権が尊重される環境づくり[伊万里市民
7651
センター]
ワンポイント出前セミナー人権が尊重される環境づくり[鹿島市生涯
7661
学習センター(エイブル)]
7631

は締切りが７月１日（金）

6/20

となっています。先着順

6/21

で申込みを受付けており

6/23

ますので、管理職を通じ

6/24

7691 ワンポイント出前セミナー情報モラル教育[北川副小学校]

6/24

7701 ワンポイント出前セミナー情報モラル教育[相知交流文化センター]

6/28

て早めの申込みをお願い
します！

佐賀県教育センター

「研修講座案内」トップページ

〒840-0214 佐賀県佐賀市大和町大字川上
TEL 0952-62-5211(代)
URL：http://www.saga-ed.jp/
「ミネルバ」については教育課程支援担当(直通 0952-62-5238)まで
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佐賀県小・中学校
学習状況調査

各学校の児童生徒の実態を捉えた分析のために

平成 28 年度[４月調査]を４月 19 日(火)に実施しました。実施及
びその後の採点・入力につきましては、各学校でのご対応ありがと
うございました。
今回は、６月上旬に公開予定の SEI-Net「諸調査集計・分析シス
テム」の新機能と、６月 10 日（金）
、16 日（木）に教育センターで
実施する「学習状況調査の分析・活用講座」についてご紹介します。
各学校での調査結果の分析・活用にお役立てください。

「分析システム」２つの新機能

「共通質問」で児童生徒の実態を分析できます！
児童生徒意識調査（県調査）と児童生徒質問紙（全
国調査）に共通する質問項目を「共通質問」として
１ページにまとめて出力し、各学校の学年間の相違
点を一目で分かるようにしています。また、教科と
のクロス集計も可能で、教科の結果と「共通質問」
との相関から、生活習慣や学習習慣と関連付けた分
析もできます。

「共通質問」の学年比較

入口は SEI-Net

「活用」に関する問題の正答率の推移が分かります！
同一児童生徒及び同一学年の「活用」に関する問題の正答率の推移
を出力することができます。データは平成 27 年度[４月調査]からの推
移となります。
これまでの教科全体正答率や、評価の
観点別正答率の推移等と合わせて、より
多角的な分析が可能になります。

同一児童生徒の正答率推移

校内研修を推進する先生方を応援します！

本講座は、「分析システム」から出力されるデータの見方や分
析の仕方、分析結果を活用した校内研修会のもち方などについて
の提案を通して、各学校における調査結果の分析・活用が主体的、
効果的に進められることをねらいとしています。
今年度は、学習状況調査の分析・活用についての校内研修を、
具体的にどんな資料を使ってどのように進めればよいかという
ことについて演習を行います。各学校において、これまでの取組
と照らし合わせて成果と課題を把握し、今後の指導改善の手立て
の検討までを主体的に行えるようにします。
現在、追加申込みを受付け中ですので
学力向上対策コーディネーター、研究主
任など、各学校における分析・活用の中
心となる先生方の積極的な参加をお待
ちしています。
☞p.1 の中で、講座番号は「3641」「3651」です。

今年度も６月から９月にかけて
学習状況調査の分析・活用に係る校
内研修に所員が伺います。
申し込みについては、５月 20 日
（金）をもって締め切りましたが、
今後ご希望があれば、可能な範囲で
対応したいと思いますので、下記の
連絡先までご相談ください。
また、学校支援をご希望されてい
る学校におかれましては、あらかじ
め、関係の先生方が左記の「学習状
況調査の分析・活用講座」を受講さ
れることで、円滑な校内研修ができ
ると思います。是非、受講をご検討
ください。

「学習状況調査」に関することは・・・研究調査担当へ
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0952-62-5214 (直通)

今年度も理科の授業をサポートします！
教育センターでは児童生徒の学力向上に向けて、科学的な思考力・表現力の育成を図る指
導法及び理科の授業における観察・実験の充実に取り組んでいます。研究指定を受けた学校
の先生方とセンター所員で理科力向上サポートチーム（通称「理サポ」）を組織し、県内の多
くの先生方に支援活動を行っています。今回は「理サポ」の概要をご紹介します。

イメージキャラクター

“理サポくん”

其の壱

理科の授業づくりをサポート！
小中それぞれの長所を生かした、科学的な思考
力・表現力を高める学習モデルを提案します。ぜひ
小中両方の公開授業にご参加ください。
今年度も下記の６校（小学校３校、中学校３校）
で理科の公開授業研究会を行います。どの地域、ど
の校種にも自由に参加することができます。日程等
の詳細は、後日発行の「ミネルバ」にてお知らせし
ます。
今年度の公開授業研究会開催校

公開授業と授業研究会でより深い理解につながります！
＜参加者の声＞
・学習問題をしっかりともたせること、結果と学習問題を結び

地区

小学校

中学校

東部

佐賀市立神野小学校

神埼市立脊振中学校

・生徒が主体的にめあてをつくり、実験し、考察しながらまと

西部

白石町立北明小学校

嬉野市立嬉野中学校

めていく上で、教師の的確な支援が有効だと思いました。
（中

北部

唐津市立浜崎小学校

唐津市立鬼塚中学校

学校）

付けることの大切さを再認識しました。（小学校）

其の弐

市町教科等理科研修会・校内研究をサポート！
ご要望に応じて、新しいアイディアがいっぱいの観察・実験講習会を開きます。
・センター所員が会場に出向き、講習会を運営
・実験講習会、植物観察会、何でもお任せ！
・授業づくりに関する資料提供や指導案作成など授業者をバックアップ
＜参加者の感想より＞
・薬品の扱い方、処理の仕方など、疑問に思っていたことが確認できました。
・身近な材料を用いて、また、工作活動を通して、理科的な内容に楽しく触れさせる
ことができ、子供の興味・関心を高めることにつながると思いました。

希望する期日の２か
月前までに、ご依頼の電
話をお願いします。

其の参

Web でいつでも授業をサポート！
教育センターWeb では、「理サポ」で提案してい
る学習モデル、授業実践例など、明日の授業に役
立つ情報を発信しています！
・過去５年分の授業実践記録を掲載
・授業づくりのポイントやものづくりの
アイディア等、役立つ情報がいっぱい

平成 27 年度実践例（中学校）

さらに今年度は、理科教育の充実のため、「ワンポイント出前セミナー」（小学校２本、中学校２本）
を実施します（p.1 の通り、追加募集の予定です）。皆さんの参加をお待ちしています！

「理科力向上サポート」に関することは・・・長期研修担当へ
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0952-62-521３ (直通)

今 年 度も 内 容の 充 実、 情 報発 信 に取 り 組み ま す！
佐賀県教育センターニュース「ミネルバ」については、昨年度から教育センターのタイムリーな話題を随時
ＰＤＦデータで発信し、教育センターWeb との関連付けながら紙面の改善に努めてきたところです。
また、昨年度末に実施した「ミネルバ」についてのアンケートでは、学校種に応じた記事や特定の内容をシ
リーズ化した記事等、具体的なご提案をいただきました。誠にありがとうございました。

今年度の記事内容の充実と発信のポイントを紹介します
アンケートを通じていただいたご意見・ご提案を踏まえて、今年度は主に次の３点を中心に「ミネルバ」の
改善・充実に取り組みます。

教育実践にさらに役立つ情報の
提供のため、先生方のニーズに寄
り添った記事の掲載に努めます。
昨年度末のアンケートの内容を
踏まえ、新たな教育課題に関する
内容の掲載及び連載等も検討しま
す。

教育センターWeb で発信してい
る情報を、より分かりやすくご紹
介します。Web コンテンツとの関
連付けがある記事については Web
リンクを設定します。（Web リンク
のある画像等に
のマークで
明示します。
）

発行回数や頻度等を見直
し、原読者の方にとってより
分かりやすい発行時期にな
るように努めます。（記事の
内容によっては、発行時期が
前後することがあります。）

SEI－Net 文書管理担当の方へ ～データでの回覧・閲覧もおすすめです！～
データ配信のメリットと、それを生かすための回覧・閲覧の方法について、アンケートに記載されていた各
学校での取組も踏まえてご紹介します。

データ閲覧のメリットは？
☆回覧に時間がかからず、発行直後に最新号を閲覧
☆紙面上のリンクから該当 Web ページに直接アクセス

閲覧の方法は？

☆バックナンバーの管理・閲覧が簡単
☆気になる記事を拡大

～Web もご活用を～

アンケートでは、
「SEI-Net 文書管理で教職員が受信文書を閲覧できるように設定している」
「学校内サーバに毎号保存し、いつでもＰＤＦデータを閲覧できるようにしている」
と工夫されている学校が数多くありました。その上で、紙印刷での回覧または拡大印刷での掲示と併用さ
れている学校もあり、「ミネルバ」を広くご活用いただいていることに感謝いたします。
また、
「ミネルバ」は教育センターWeb にも掲載していますので、Web でも閲覧いただければ幸いです。Web
であれば、いつでも・どこでも・誰でも「ミネルバ」を閲覧することが可能です。また、SEI－Net 文書管
理を担当されている方にとっても、回覧作業の省力化にもなりますので是非お試しください。
教育センターWeb トップページ

「ミネルバ」のページ

最新号の紹介
最新号、バックナン
バーともにＰＤＦで
ご覧いただけます。

「お知らせ」の欄には、最新号の
掲載情報をアップしています

バックナンバーの紹介

「ミネルバ」に関することは・・・教育課程支援担当へ
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0952-62-5238 (直通)

