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 松富公園 

お知らせ 

学習指導要領の策定の時期を迎えて、視座となる言葉を繰り返し見聞きするようになりました。

その一つに、「アクティブ・ラーニング」があります。子どもたちが学ぶ目的やねらいをしっかり

と意識しながら、より能動的・自覚的に、問題意識をもって考え、話し合い、発表し合うといった

学習活動で、思考力等を育むうえで有効だとされています。 

 この「アクティブ・ラーニング」という言葉を耳にすると、私たちは、これまでと全く違った、

教師も経験のない新しい指導法をイメージしがちです。「言語活動の充実」が提言されたときのよ

うに、今までのやり方は否定され、これからは、どの教材、どの時間もこの活動に切り替えなけれ

ばならないのでは…といった極端なとらえ方が見られるようにもなります。しかし、実際はそうで

はなく、思考力・判断力・表現力等の育成をねらいとした言語活動の充実や、子どもが主体的に学

び合って課題を解決する学習過程の工夫に、日頃から真摯に取り組んでいる先生には、「自分が今

までやってきたことだ」「自分の実践が改めて価値づけられ、今後に生かせる」と思えるものです。 

「アクティブ・ラーニング」に限らず、大事なことは、目的と内容を正しく理解し、自分が今や

っている実践を振り返って、今後につなげる視点を明確にもつことです。これがぼやけると、受け

身になったり形だけを求めたりして、手立てが目的に替わるようになります。 

過日開催した「教育センター事業報告会」では、小中連携研修と授業改善研修を取り上げ、成果

と課題を基に、今をどうつなげていくかを大事にして発表を行いました。本市で取り組んでいる小

中連携研修にしても、法改正によって制度化される小中一貫教育にしても、推進が目的ではなく、

小中学校単独では解決できない課題に迫るための一つの方策であることをより明確にして実践を

進めていきたいと思います。 

教育センターご利用の際は注意事項を守って 

河川敷駐車場をご利用ください!! 

・近隣住民への配慮のため、河川敷駐車場へ出入りする際に、

体育館北側の市道を通行しないでください。必ず北部体育

館前（敷地内）を通行する様お願いします。特にセンター

から帰る際に市道を通行される方が多く見受けられます。

注意事項の遵守をお願いします。 

・北部体育館前や河川敷駐車場内では安全運転を心がけ、最

徐行をお願いします。 

・河川敷駐車場は 17:00 で施錠します。16:50 までには車

を退出させてください。 
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                ＜ 教育センター指導員による訪問型相談事業 ＞ 

 ベテラン指導員が若手教職員（講師を含む）を対象に、授業案・授業づくり、学級経営、子ども理

解等の悩み相談を行っています。 

ご連絡くだされば調整の上、相談者の都合のよい時間に学校へ出掛けて行くことも可能です。 

お気軽にご相談ください。 

                        電話 ２５１－３８６２（担当に直通） 

静岡市における『小中連携』の取組に関する研究 

教科リーダーによる提案授業研究会と研修支援活動 

教職員実践研究論文 

 平成 25・26 年度の課題研究「静岡市における『小中連携』の取組に関する研究Ⅱ」を進めて

きました。本年度は、全小・中学校に小中連携の取組に関する調査を実施し、各地区の実践の中か

ら、『つなげる具体』の有効性、成果・課題を探りました。また、子どもの学力向上に向けた取組、

小中が連携した授業改善の取組についても分析を行いました。３月末には、研究紀要にまとめ、４

月には各学校に配付する予定です。ぜひご一読いただき、実践の参考にしていただければと思いま

す。 

 国は、小中一貫教育の制度化に向け動き出しています。今後、静岡市においても小中一貫教育の

導入が考えられます。その場合、現在、近隣校研修の一貫として取り組んでいる小中連携が土台と

なってくることは間違いありません。各地区の小中連携を更に充実したものにしていきましょう。 

平成 26 年度静岡市教職員実践研究論文入賞者 

若手教職員等相談事業 

教科リーダーが授業を公開する「教科リーダー提案授業研究会」が 10～ 

12 月にかけて実施されました。11 の教科・領域全てで「思考力・判断力・ 

表現力の付く授業」をテーマに掲げ、「事前研→授業→事後研」を通した研究 

会が行われました。参加者は 280 人を超え、授業改善について、熱く語り合いました。 

 教科リーダーは、年間 8 回、授業力向上と研修マネジメント力育成を目指し研修を行っています。

そして、「授業づくりの伴走者」として、校内研修や近隣校研修の推進役、アドバイザーとなって

活躍しています。 

平成 26 年度の教職員実践研究論文

には、127 件の応募がありました。審

査の結果、右記のとおり入賞者が決定し

ましたのでお知らせします。 

教育センターWeb ページにて優秀論

文を掲載しますので是非ご覧ください。 

平成 27 年度も教職員実践研究論文

を募集します。論文作成は大変ですが、

自らの実践を振り返り、子どもたちの学

びを見つめる貴重な機会になります。多

くの応募をお待ちしています。 

＜教育長賞＞ 

№ 学校名 氏 名 

1 安東小 髙木 麻衣 

＜優良賞＞ 

№ 学校名 氏 名 № 学校名 氏 名 

1 千代田東小 中澤  丞 3 清水不二見小 水崎 哲敬 

2 西奈南小 市川 雅康 4 観山中 笠井 真理 

＜入選＞ 

№ 学校名 氏 名 № 学校名 氏 名 

1 伝馬町小 小林 真沙美 5 長田東小 大畑 貴裕 

2 葵小 

寺尾 祥訓 

望月 美奈子 

森  延江 

笹渕 裕子 

6 川原小 渡邊 朋彦 

7 清水有度第一小 中村  萌 

8 清水有度第二小 藤浪 美智子 

3 中島小 皆川 和史 9 観山中 繁田 修一 

4 宮竹小 石村 めい子 10 中島中 内藤 めぐみ 
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今年度は、40 の研修を実施し、約 3,200 人の参加者がありました。研修事後アンケートについて

は、約 90％の方から「満足できた」「今後の職務に生かしたい」という回答があり、昨年度同様高い

評価をいただきました。次年度も今日的課題や教職員のニーズを踏まえ、研修内容を充実させていき

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年度の対象者は、初任者研修 90 名、５年経験者研修 59 名、10 年経験者研修 48 名でした。 

各自が目的意識をもち、主体的に研修に取り組み、教員としての資質を高める１年になりました。 

 

 

 

 

 

 

＜初任者研修におけるグループ協議の様子＞ 

 

 

 

１ 経験者研修の充実 

    ＊初任者研修を複数年度（３年間）で実施します!  

初任者研修における初任者の１年次の負担軽減や初任者の継続的な育成などを目的とし 

て、初任者研修を３年間で行います。 

  ＊５年経験者研修とマイスター講座をペアにします! 

２ 希望研修の充実 

授業づくり研修（８研修）の充実と共に、次期学習指導要領に向け「道徳」「ICT の活用」に 

関する研修など、授業の改善に役立つ研修を実施し、実践的な指導力向上を推進します。 

今年度中に教育センターＷｅｂページにアップします。ご活用ください。 

来年度も多数の参加をお待ちしております 

【授業づくり研修】 

＊自分が学びたいと思っていたことが講師の 

話や演習を通して具体的によくわかって 

すっきりした。 

＊思考力・判断力・表現力を育てるために、 

子どもが判断したり、選択したりできる 

課題の設定や思考 

のプロセスを大切 

にする必要性がよ 

く分かった。 

【カウンセリングで高める「教師力」】 

＊あっという間の３時間でした。私自身も人と 

 の関わりを楽しんでいきたいと思いました。 

【発信力をどう高めるか】 

＊「プレゼンは相手を動かすこと」という言葉 

  にとても共感した。相手の立場に立って考え 

る話し方を心がける 

ことで、人として、 

教師としての魅力も 

アップさせたい。 

研

修

参

加

者

の

声 

一人一人が意見を出し合い、切磋

琢磨しながら、自らを高めていく 

姿がたくさん見られました。 

希望研修        ～多数のご参加ありがとうございました～ 

経験者研修 

平成 27 年度 研修計画について  ～学び続ける教職員を目指して～ 
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【情報技術活用研修】 

今年度も 150 名を越える参加者があり、たい

へん充実した研修会になりました。研究委員は、

各講座を担当し参加者の皆さんの活用力向上を

サポートするだけでなく、委員自らの ICT 活用

支援の力を向上させ、日々の授業実践に生かすこ

とにつなげています。 

 

【教育の情報化推進研究委員会授業研究会】 

今年度は、「iPad を活用した体育（千代田小）」と「デジタル教科書を活用した国語（美和中）」の

授業公開を行いました。事後研では、授業者による ICT 活用の提案を受け、研究委員と一般参加者で、

静岡市の ICT 活用の現状や授業での効果的な利用について活発に情報交換することができました。 

 

【ICT 活用授業実践場面報告、情報モラル教育授業実践場面報告】 

今年度も、研究委員による実践報告書を作成中です。４月には各学校に配布するとともに、教育セ

ンターWeb ページに掲載予定です。教材研究や授業準備にご活用願います。 

「静岡市英語教育推進中核教員研修」が始まりました。この研修会は、2020 年

の東京オリンピックを見据えた国のグローバル化に対応した「英語教育改革実施計 

画」に基づいた研修です。 

静岡市では、「英語教育推進リーダー中央研修」の修了者である、小原直哉教諭（中藁科小）と小川

真男教諭（籠上中）が研修会の講師となり、小学校教員 20 名と中学校英語担当教員 20 名に、計７

回に渡って伝達講習を行っていきます。 

この研修は、今後 5 年間の継続実施が予定されており、その延長線上には、中学校での「オール・

イングリッシュ」による授業、小学校では、５・６年生の「教科化」、３・４年生への「外国語活動の

導入」等を見据えたものにつながっていきます。 

 小原教諭・小川教諭共に、参加者が楽しく意欲的に参加できるように、ウォーミングアップ等を工

夫して充実した研修会にしてくださっています。参加者の事後のアンケートからは、「演習があってよ

く理解できた。」「中学校への接続を意識できた。」等の評価がされています。是非、各校でもそのよさ

を授業の中で実践していただき、他の先生方に校内研修や教科会議等で共有して欲しいと思います。 

 現在は、変化の激しい時代です。「不易と流行」という言葉がありますが、社会が変化しても変わら

ないものと今日的課題をしっかりとらえ直していきたいものです。 

教育センター所長補佐兼企画係長  豊泉 行男 

教育の情報化推進研究委員による活動 

＜参加者の声＞デジタル 

教科書を初めて操作しま 

した。今まで、操作が難 

しくてよくわからないと 

いう印象がありましたが、実際に使ってみるとそ

んなに難しくなかったです。「まずは自分で触れて

使ってみる」という姿勢が大切だと感じました。 

平成 27 年度の教育の情報化に対応した研修  一緒に、教育の情報化を進めていきませんか。 

・教育課題講演会＜SNS に対応した情報モラル教育（講師：静岡大学講師 塩田真吾 氏）＞ 

  ７月 30 日（木）午前に教育センター中研修室での開催を予定しています。 

・毎夏恒例！＜情報機器活用研修＞厳選した５講座の開催を予定しています。 

・授業を通して語る教育の情報化＜ICT を活用した授業研究会＞ 秋の開催を予定しています。 

あとがき 


