子供たちの輝く未来のために！

佐賀県教育センターニュース

５月号(第１６５号)
平成 2９年４月２８日発行

学校のよきパートナーを目指して！

所長

時 貞

充 尚

新緑のまぶしい季節となりました。各学校では、４月当初の慌ただしさも徐々
に落ち着き、様々な教育活動が軌道に乗り始めた頃だと思います。佐賀県教育セ
ンターは、今年度も佐賀県の学校教育の充実を図り、学校のよきパートナーとな
るように頑張る所存です。本年度も学び続ける教職員のために研修の在り方を考
え、常に改革・改善を行い、学校のニーズに合わせた研修、研究、学校支援を行
います。

１．多忙な先生方の受講しやすさを追求し設定した研修
・ワンポイント出前セミナーは、15:00～16:30 の 90 分間でニーズの高い内容に絞って行うコンパクト
な講座です。県内 19 か所の会場で、のべ 36 回行います。
・サタデーセンター（サタセン）は、土曜日に２時間程度行う自主研修です。毎回活気あふれる内容に
なっています。
（平成 28 年度実績 計 61 回、参加人数のべ 784 人）
・スーパーティーチャーに学ぶ講座は、午後半日の日程で行います。スーパーティーチャーの授業実践
を見て学ぶことができる講座です。今年度は 24 回を予定しています。
教育センターで行う本講座も、１日の研修に加えて半日の研修も多く設定しています。著名な講師の
方々による講演や所員による公開授業も行う予定です。ふるってご参加ください。

２．確かな学力、時代のニーズに対応した教育の研究
・平成 28 年度のプロジェクト研究は、佐賀県小・中学校学習状況調査から見える課題の解決に向けた
授業改善、小・中学校道徳教育、小・中学校特別支援教育、高等学校理数教育を行いました。
・平成 29 年度のプロジェクト研究は、小・中学校特別支援教育、高等学校理数教育に関する研究を前
年度から継続するとともに、新学習指導要領の趣旨を踏まえた授業改善に向けての研究（研究委員会
９本）、食育に関する研究を行います。また、高等学校理数教育は、公開授業を予定しています。
これまでの小・中・高等学校で取り組んだ実践的な研究については、教育センターWeb にアップして
います。ぜひ、授業や先生方の力量向上のためにご活用ください。

３．校内研修会等のバックアップを行う学校支援
昨年度、校内研修会等で計 873 回の学校支援を行いました。ミネルバ本号３ページでは、学校支援の
内容、申し込み方法について特集を組んで紹介しております。詳細については教育センターWeb にも掲
載しております。学校支援は簡単な手続きで申し込むことができますので、お気軽にご相談ください。
今年度も、教育センターの取組や教育情報をこの「ミネルバ」を通して発信してまいります。未来を担
う子供たちの教育に携わる学校の先生方のよきパートナーとして、これからも教育センターの事業をより
一層充実させ、学校教育活動の支援に努めてまいります。今年度もよろしくお願いいたします。

佐賀県教育センター

〒840-0214 佐賀県佐賀市大和町大字川上
TEL 0952-62-5211(代)
Web ページ 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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今年度もよろしくお願いします!
研修課 短期研修担当
◆研修講座の企画・管理

研修課 長期研修担当

直通:(0952)62-5212

◆教職経験者研修（3 年研・中堅研）

◆長期研修の企画・運営

◆養護教諭研修

◆人権･同和教育

山﨑

山口信 江口 西村尚

(小/道徳)

草場

（高/国語) （中/数学）(高/地歴) （高/人権）

佐藤

平川

岩永

日吉

(課長 高/生物)

研究課 研究調査担当

田中

(中/理科・特活)

白水

（係長 中/英語） (小/人権)

◆初任者研修

◆科学（理科）教育

高取

伊東弘 岩瀬
(中/人権) (中/国語)

田島

（中/英語）（小/特別活動）（小/外国語)

直通:(0952)62-5213

山口広

(高/物理)

(中/理科)

細國
(高/化学)

桝谷

山村

松尾

田島

富永

(養護)

（高/生物）

(係長 小/理科)

(課長 高/生物)

(養護)

研究課 生徒指導担当

直通:(0952)62-5214

秋次
(小/理科)

(0952)62-5211 ※代表

◆研究調査事業（プロジェクト研究、個別実践研究）

◆教育相談（来所相談、電話相談）◆生徒指導

◆学習状況調査事業（調査結果の分析・報告、学校支援など）

◆特別支援教育

◆学校適応指導教室の運営

眞名子(しいの木)
坂元

山田

四島

塚原

澤野

浦

三浦

元山

金丸

木下(しいの木)

(小/理科) （中/社会）（小/社会）（中/美術）(小/算数)（小/社会）（中/数学） (中/社会) （中/英語）

福本

堤直

(中/道徳)

新

副島和

森義

坂本

江頭淑(小/教・生)

橋本

中/教・生)

※「特支」・・・特別支援教育

情報課 情報教育担当

直通:(0952)62-3554

情報課 教育課程支援担当

◆ＩＣＴ利活用教育の研究・支援

◆学校支援窓口

◆佐賀県教育センター教育情報システムの管理・運用

◆図書資料室管理・運営

川副（中/教・生）

江頭満（中/特支）

手塚(小/特支)

森永(高/教・生) 牟田(係長

(中/国語) (小/算数) (課長 中/音楽)(係長 中/数学) (小/音楽) (小/国語)

伊東一(特/特支)

水野(特/特支)

中原（中/教・生）

田代（中/特支）

副島和(課長

中/音楽)

堤葉(小/教・生)

※「教・生」・・・教育相談及び生徒指導

直通:(0952)62-5238

◆研究協力校連携

◆ミネルバ配信

◆教科書センター運営

◆教育情報の収集と提供

岡本

中島

相島

小旗

(中/家庭) (高/家庭・情) (高/英語) (小/国語)

相原

森公

溝口

（中/技術） (係長 高/商業) (課長 高/数学)

馬場

香月

(高/数学)

西村康

堀越

(高/商業)

(高/物理・情報)

(中/音楽)
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嘉村

福山

溝口

水田

(高/数学) (係長 小/生活・総合) (課長 高/数学) （小/図工）

副島静
（小/算数）

所員が研修会・授業研究会等にお伺いします！
「学校支援」では、担当
業務や所員の専門性を生
かしながら、校内研修会や
教科等部会研修会等の充
実を支援しています。
利用者の方からは「より専門的な視点から、新
たな視点やアイディアが得られる」等のご意見を
頂いています。

○
○
○
○
○
○
○
○

授業研究会への参加と資料提供，助言
各教科・領域の指導方法改善に係る支援
佐賀県小・中学校学習状況調査の分析・活用に係る支援
人権･同和教育に係る支援
特別支援教育に係る支援
教育相談に係る支援
ＩＣＴ活用教育や情報モラル教育に係る支援
センターに来所された先生への支援やメールや電話による支援

昨年度のアンケートの内容を紹介します！
＜教科・領域（小学校算数科）＞
・授業に対して、的確で分かりやすいコメントやアド
バイスを頂きました。今後の授業づくりの参考にな
ります。
・授業研究で、授業づくりの段階からアドバイスを頂
けたのが有り難かったです。

＜特別支援教育＞
・研修会では、明日からでも役立つような内容を数多
く聞くことができました。多くの職員が「参考にな
った！」と話しています。
・たいへん分かりやすく、しかも理論に基づいたお話
でとても勉強になりました。

依頼方法について
まずは、教育課程支援担当または教育センターの各教科・領域の所員に電話やメールでご相談ください。支援
に伺う所員が決定し、期日・内容等の調整ができましたら、下記に示すセンターWeb から申請書をダウンロード
し、必要な事項をご記入の上、メールで送付してください。
「所員による学校支援」のページ

申請書

アンケート

申請書及び実施後のアンケートは「教育課程
支援担当」宛に、メール添付で送付してくださ

✉cent_shien@mail.saga-ed.jp

い。

申請書・アンケート様式（Excel）

「学校支援」に関することは・・・教育課程支援担当へ

0952-62-5238 (直通)

５月に実施する「サタセン」（土曜日に教育センターで行う自主参加の研修会）の概要を
紹介します。申込み方法等の詳細な内容は、各担当者から学校に案内します。
各自で直接お申込みください。（管理職を通しての申込みではありません）

「サタセン」についての問い合わせ先
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短期研修担当

0952-62-5212（直通）

