子供たちの輝く未来のために！
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佐賀県教育センターニュース
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授業改善に向けた提案を行います！
教育センターでは、本県が直面している教育課題について、理論とともに実践的な側面からの研究・調査に
取り組んでいます。研究の成果は、各学校、先生方の教育実践に役立つように、公開授業や Web サイトで発信
しています。

【「プロジェクト研究」とは】
県内の先生方に研究委員として御協力いただき、教育セ
ンター所員とプロジェクトチームを組み、各学校や関係教
育機関と連携を図りながら進める研究です。

その中から今回は、今年度、公開授業研究会を開催
する２つの「プロジェクト研究」を紹介します。

道徳の授業が「道徳科」になるのは
知っているけど、どう変わるの？
「考え、議論する」授業ってどのよう
にすればよいのだろうか。

児童生徒の学力向上に向けて、どの
ような取組をすればよいのだろうか。
どのように授業を改善すればよいだ
ろうか。

授業改善研究委員会

【研究テーマ】

【研究テーマ】

小・中学校道徳教育研究委員会

よりよく生きるための基盤となる道徳性を養う道徳
科の在り方 ―自己の成長を実感できる評価を取り
入れた「考え、議論する」学習を通して―

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
学習状況調査から見える課題を基にして、児童生徒
の誤答傾向や思考過程等を調査・分析し、課題解決に

問題解決的な学習の発問設定や評価の進め方、書く

向け、授業や学級経営に取り入れたい手立てや意識し

活動の取り入れ方など、児童生徒が生き方について考

たいことなどを提案します。

え、主体的に判断する「道徳科」の授業を提案します。

公開授業研究会予定日一覧

※道徳については小・中どちらでも参加可能です。

開催日

教科

会場校

９/16(金)

小・中道徳

第一中学校

小学校算数

芦刈小学校

９/20(火)

開催日

教科

会場校

11/２(水)

小学校国語

明倫小学校

中学校国語

有明中学校

中学校社会

北方中学校

11/８(火)
中学校社会

芦刈中学校

９/27(火)

小学校社会

七山小学校

11/10(木)

中学校国語

鍋島中学校

９/29(木)

中学校社会

北茂安中学校

11/11(金)

小・中道徳

諸富中学校

10/４(火)

中学校理科

脊振中学校

11/15(火)

中学校英語

中原中学校

10/６(木)

小学校社会

春日小学校

11/22(火)

中学校数学

青嶺中学校

午後半日です。

小・中道徳

東山代小学校

11/25(金)

小学校算数

山代西小学校

詳細は、SEI-Net「文書管

中学校数学

成章中学校

12/１(木)

小学校理科

浜崎小学校

理」にてお知らせします。

中学校英語

西部中学校

１/27(金)

中学校理科

嬉野中学校

・申込み開始日や申込みなど

小学校国語

鳥栖小学校

２/２(木)

小学校理科

神野小学校

詳しくは、教育センター

小学校社会

大町ひじり学園

２/９(木)

小学校理科

北明小学校

小・中道徳

千代田東部小学校

２/10(金)

中学校理科

鬼塚中学校

10/13(木)

10/14(金)
10/31(月)

このページの記事についての問い合わせ先

佐賀県教育センター
〒840-0214
URL：http://www.saga-ed.jp/

佐賀県佐賀市大和町大字川上

昨年度の公開授業の様子

・公開授業研究会の開催は、

Web をご覧ください。
（※７月末に閲覧可能）

研究調査担当

0952-62-5214（直通）

TEL 0952-62-5211(代)

「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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学 び 続 け る 佐 賀 県 の 先 生 た ち
佐賀県教育施策実施計画には、教職員の資質向上のために「ライフステージに応じた研修の充実」が挙げられ
ています。これからの佐賀県教育を担っていかれる若手教師、新たな担当に就かれ専門性を磨かれようとする中
堅教師、学校全体をマネジメントされる管理職等、様々な方々が、連日、教育センターに来所され学ばれていま
す。基本研修や 10 年経験者研修等の悉皆研修だけでなく、更に知りたい、深めたいと学びを求められる方々の意
欲やニーズにお応えできるよう、教育センターとしても様々なステージに合わせ、講座を工夫し開設しています。
自らの資質向上のために学び続けられる受講者の様子を紹介します。

専門研修「活力ある学校づくり」

校長先生も、学ばれています！
今年度、教育センターとして初めての試みであった校長・副校長の先生方を
対象にした講座です。兵庫教育大学大学院の川上泰彦准教授を招いて実施しま
した。校長先生同士、事例課題を使って熱く協議され、学校組織マネジメント
について学びを深められていました。
＜参加者の声＞
・組織の在り方、構成の仕方についての理論が分かりやすく役に立った。指導ではなく
対話が大事であることが分かった。

校長先生、熱心にグループ協議中

・同じ立場の校長同士で判断の基準、情報収集の方法について互いに意見交流できたこ
とが貴重であった。次年度もぜひ実施してほしい。

サタセン「高校生物」
年代を超えて、生物を追究しました。

＜参加者の声＞

自主研修としてカジュアルな雰囲気の中で ・こんなモデルを使って DNA を教
実施されている「サタセン」の様子です。土曜
えることができたら、生徒は楽し
日なので、現役の先生方はもちろん、教師をめ
んで授業を受けてくれるだろう。
ざす学生や若い講師の方も参加されています。
早速、やってみようと思う。
所員と共に、ＤＮＡの簡易抽出や教材づくりを ・ＤＮＡ抽出がバナナ以外でもでき
行いました。
る事が分かり、勉強になった。

ＤＮＡ抽出中

夏休み中に実施される「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）の概要をご紹介します。
申込み方法等の詳細な内容は、各「サタセン」の各担当者から学校に案内する予定
です。各自で直接お申込みください。
（管理職の方を通しての申込みではありません）
校種教科等
中学校英語科

期日
7/23

時間
14:00～16:00

テーマ・内容等

担当・連絡先

「ズバッと解決！ 日頃のお悩み」

日吉 敬子・金丸 大樹
☞0952-62-5214 （金丸）

・日頃の授業でのどんな小さな悩み事にも親身になって応じます！

「授業に役立つ実験・観察」
高校理科（生物）

7/23

14:00～16:00

・センター内の動植物の観察を行います。また、そこで採集した昆虫を解剖し、神経系の観
察を 行います。 （※小中学校の先生方の参加もお待ちしています。）

橋本 孝・山村 元子
☞0952-62-5213 （橋本）

「これさえできれば大丈夫！ 音楽会に向けた歌唱（合唱）指導のポイント」基礎編
7/30
小・中学校音楽科

14:00～16:30

・校内外で行われる音楽会に向けた歌唱（合唱）指導のポイントについて、一緒に学んで
みませんか。２学期に向けての不安や悩みも、夏休み中に解決できます。

「これさえできれば大丈夫！ 音楽会に向けた歌唱（合唱）指導のポイント」発展編
8/20

・更に発展的に、歌唱（合唱）指導のポイントについて、学んでいきたいと思います。２学
期に向けての不安や悩みも、ぜひ解決しましょう。

「２学期のよりよいスタートを考えよう！クラスをワンステップ上げる手立て」
小学校学級経営

8/6

10:00～12:00

小学校国語

8/6

10:00～12:30

中学校国語

8/6

14:00～16:30

・佐賀大学中村尚志准教授が、学級経営のアドバイスをくださいます。１学期を振り返って
課題と成果を整理し、２学期の学級経営について、一緒に考えましょう。

「学びどき・教えどき ―教室の事実の観察と国語教育の創造―」
・２学期に向けて授業のヒントを、一緒に考えてみませんか？評価、単元づくりから発問・
板書まで具体的な手立てを学べます。 佐賀大学達富教授による講義もお楽しみに。

「学びどき・教えどき 自覚的な学びをつくる評価と学習デザイン」
・佐賀大学達富教授による講義とお悩みフリートーキングの２本立てです。日々の授業で
の悩みを出し合い、達富教授にご助言をいただきます。

このページの記事についての問い合わせ先
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短期研修担当

副島 和久・坂本 康子・釋 美貴子
☞0952-62-5238 （釋）

中武 友子・白水 佳奈子・槙原 さゆり
☞0952-62-5212 （中武）
古川 雅・小旗 浩德
☞0952-62-5214 （古川）
渕上 知子・岩瀬 弘憲
☞0952-62-5214 （渕上）

0952-62-521２ （直通）

SEI-Net フ ォ ー ラ ム で「 継 続 的 な 学 び 」を 支 援 し ま す ！
「講座中は理解したつもりだったけど、学校に戻ったらできなかった」「講座中は
ついていくのがやっとで、質問する余裕がなかった」そんな経験はありませんか？
Excel、PowerPoint など、情報教育に関
する講座では、SEI-Net 上に「講座専用
フォーラム」を開設しています。講座当日
だけでなく、事前、事後にフォーラムを活用することで、より深い
理解とスキルの定着を図ります。受講を予定されている方は、積極
的にフォーラムにご参加ください。
入口は SEI-Net トップ「フォーラム管理」から！

事前と事後におけるフォーラムでの学び
SEI-Net フォーラムでの「継続的な学び」について、講座の事前と事後における取組の内容をご紹介しま
す。

事前アンケート
受講予定講座の専用フォーラムで、事前アンケートに回答し
ていただきます。受講者が「何を学びたいのか」
「何に困ってい
るのか」といったニーズを把握し、講座内容に反映させます。
事前課題
受講する上で必要な知識やスキルに関する課題を解いてもら
います。予習をすることで、講座内容を理解しやすくなります。
また、受講者の知識やスキルの差をできるだけ小さくし、当日
の講座を同じスタートラインから始めることができます。課題
「ムービーメーカー講座[６月]」フォーラム
への取組の状況などから、受講者のスキルに応じたクラス編成
を行うこともあります。

事後課題
講座で扱った内容の課題及び発展的な内容の課題を
フォーラムに掲載します。教育センターでの研修に加えて
自主研修を行うことで、講座内容の定着を図ることができ
ます。課題に取り組む際に生じた疑問等は、フォーラムの
コメント欄に記入してください。講座担当者が対応します。
質問者だけでなく他のフォーラム参加者の理解を深めるこ
あ
とにもなります。
追加資料
必要に応じて発展的な内容の資料を提供します。継続して研修
に取り組むことで、
さらなるスキルアップを図ることができます。
追加資料の例（Excel 講座 Level.2[６月]）

事後アンケート
２ヶ月後を目安に、フォーラムを活用した講座についての自己評価アンケートに回答していただき
ます。自己のスキルアップについて、客観的に把握することができます。

情報教育に関する講座では、事前・事後のフォーラム活用を含めて一つの研修と考えています。
先生方の継続的な学びを、教育センターはサポートしていきます。
このページの記事についての問い合わせ先
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情報教育担当

0952-62-3554 （直通）

教
○育 図 書 が 充 実 し
○て い ま す ！ ぜ ひ
○ご 利 用 く だ さ い
○
図書資料室では、教育関係の書籍、
新聞、各教育関係機関発行の資料や研
究紀要等を所蔵しています。
研修等で来所された方が資料室に立
ち寄られ、
「こんなにたくさんの資料が
あるのですね。」と言われながら、書籍
涼しい図書資料室へどうぞ
に目を通してくださっています。
図書資料室内での閲覧はもちろん、貸出しも行っています。
資料室の所員にお気軽に声をお掛けください。
ご案内
開館時間

…

平日

場所

…

教育センター内

貸出期間

…

（原則）２週間以内

貸出可能冊数

…

一人５冊まで

返却方法

９：００～１７：００
受講者玄関から階段下へ

① 直接返却
② センターを訪れる人に預けて返却

※飲食可ですので、お弁当持込みで過ごすことができます。

今年度の教育に関する雑誌
・内外教育

・初等教育資料

・中等教育資料

・高校教育

・総合教育技術
・特別支援教育研究
・学校教育相談
・国語教育
・社会科教育
・数学教育
・理科教室
・道徳教育
・進路指導

・教職研修
・生徒指導
・児童心理
・実践国語研究
・新しい算数研究
・理科の教育
・英語教育
・道徳と特別活動
・食育フォーラム

★ 最新号以外は貸出しをしています！

＜教育雑誌のおすすめポイント！＞
最新の教育情報が満載です！理論
だけでなく実践事例まで分かりやすく
掲載されています！

【新着図書】６３冊が入りました！
各教科・領域の授業づくり、学習指導、学級経営等の教師力向上に関する図書を購入しました。その一
部を紹介します。
『新教育課程ライブラリ 全１２巻』（天笠 茂 他著／ぎょうせい）
学習指導要領改訂の動きを先取りした最新情報や注目の教育課題を、第一線の執筆者達が分かりや
すく解説しています。インタビュー、論考、事例レポート、エッセイ等、多彩な構成となっていて読
みやすく、毎月新刊が一冊ずつ届くようになっています。日々の学校経営や授業に役立つ旬の情報が
得られます。
『学級経営は問いが９割』
（澤井 陽介著／東洋館出版社）
学級づくりは「集団づくり」です。よりよい「集団」が「個」の学びを深め、輝かせるのです。そ
んな学級づくりを実現する指導の核となるのが「問い」です。子供の思考をアクティブにする問いの
指導とは何かを明らかにし、多様な子供たちが、学級の中に自分の居場所や役割をもち、仲間と共に
自らの課題を解決していける学級づくりの本質と手法を明らかにしています。
『保護者とつながる教師のコミュニケーション術』（早川 惠子編著／東洋館出版社）
保護者も教師も子供のために行動するという点では同じだけれど、ちょっ
としたすれ違いでトラブルになったり不信感をもたれたりしてしまう…。そ
んな経験はありませんか？保護者の気持ちに寄り添って、子供のために協力
できる関係をつくりたいものです。保護者に寄り添う手立てとして、30 の
事例が紹介されています。
この他にも、「情報モラル」「アクティブ・ラーニング」「道徳」等、様々な教育に関
する書籍が入荷しました。教育センターWeb「教育資料検索」のページに、今回所蔵
した図書の一覧を掲載しています。是非ご覧ください。

このページの記事についての問い合わせ先
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教育課程支援担当

0952-62-5238（直通）

