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早春号に寄せて
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所 長 坂 本 修一
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です
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教育相談課
Tel.0857-28-2322

連携と協働が求められています。
機構改革を契機として、教育センターは
ますます鳥取県教育の充実と発展に資する
センターとなりますので、平成２５年度の
活動にご注目ください。

研修企画課
（研修企画担当）
【Tel】0857-28-2585
0857-28-2586
（ICT 活用教育担当）
【Tel】0857-28-2323
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いじめ・ 不･登校総合対策センター

昨年、「教育センターだより
春号」に、「ウグイスも、日増
しに上手に鳴くようになってき
ました。」と書きはじめて、早
くも１年が経過しようとしてい
ます。
初音が待たれる鳥にウグイス
とホトトギスがあり、ホトトギ
スの初音は『夏は来ぬ』の歌に
もあるように「忍び音」と呼ば
れています。ウグイスの初音に
は特別な名が与えられていない
ようですが、そのかわり、地鳴
きが｢笹鳴き｣と呼ばれ、古今和
歌集で「梅の花 見にこそ来つ
れ うぐひすの ひとく(人来)
ひとくと 厭（いと）ひしもを
る」と歌われているように､人
が来たことなどを警戒するけた
たましい鳴き声を「谷渡り」と
呼ぶようです。
この早春号が教職員の皆さま
の元に届くころ、皆さまはすで
にウグイスの初音を聞いておら
れるでしょうか。そしてどのよ
うな気持ちで新しい１年を迎え
ようとしていらっしゃるでしょ
うか。
本紙の劈頭記事にあるとお
り、平成２５年度の教育センタ
ーは機構改革を行います。昭和
２５年４月に「鳥取県教育研究
所」が仁風閣に設置され、爾来
幾度かの機構改革を経てきた教
育センターですが、人や組織は
変化するのが定めです。
その変化を成長に転じ、前例
踏襲に甘んじない姿勢が求めら
れるということなのでしょう。
平成２５年度が皆さまと教育セ
ンターにとってより望ましい年
となるよう、教育センターは皆
さまに良い初音をお届けしたい
と考えています。

平成２５年度から教育センターの組織が変わ
ります。
平成元年４月に設置された情報教育課と平成
１６年４月に設置された学校教育支援室がそれ
ぞれの長い歴史を閉じ、現在設置されている研
修企画課に再編されることになりました。現在
それぞれの課と室が担当している業務は、新し
い研修企画課が担当することになります。研修
企画課の中には、研修企画担当とＩＣＴ活用教
育担当の２つの担当ができます。
これを機会に、教職員研修の体系と講座内容
を見直し､情報教育に関してはもちろんのこと、
アドバイザーやスーパーバイザー、指導主事派
遣、また、有益な教育情報の収集と発信の内容
を充実させます。
なお、教育相談課及び総務課は継続設置され
ますが、教育センター内に教育委員会事務局の
新設課として「いじめ・不登校総合対策センタ
ー」が設置されることにともない、教育センタ
ーと「いじめ・不登校総合対策センター」との

教育相談課
教育相談課

いじめ・不登校総合対策センター
【Tel】 0857-28-2362
【Fax】 0857-28-8513（教育ｾﾝﾀｰと兼用）
【e-mail】ijime-futoukou@pref.tottori.jp

現行各課・室からのお知らせ

新年度、サイエンス教育推進のために次のような新
しい取り組みを始めます。
(1)サイエンスパーク（教育センターを会場としたイ
ベント。著名講師の講演や大学教授等による出前
観察・実験の体験講座、授業づくりワークショッ
プ、展示等）
(2)観察・実験指導力向上研究協議会（小・中学校教
員の観察・実験の指導力向上を図る研究協議会）
(3)出前講座（小学校を会場とした理科観察・実験の
基礎的指導技術習得のための研修）

来年度、情報教育課は廃止されます
が、引き続きＩＣＴ活用教育担当が情
報教育関係の研修を行います。その中
で、これから普及が見込まれるタブレ
ットＰＣやデジタル教科書の活用研修
も企画しておりますので、皆様のご参
加をお待ちしております。

４月から、２４時間いじめ相
談対応の「いじめ１１０番」、
「いじめ相談専用メール」及び
教育支援センター「ハートフル
スペース」の業務は、新設され
る「いじめ・不登校総合対策セ
ンター」に移管されます。
その他の相談業務については
これまでと同様ですので、ご気
軽にご相談ください。

８年間の室の歴史に幕を下ろします。大変お世
話になりました。
スーパーバイザー事業・アドバイザー派遣事業
は新研修企画課がそのまま引き続き実施します。
研修主事等派遣､教育セミナーについては､名称
を改め、リニューアル＆パワーアップしてご案内
します。

〒680-0941
鳥取市湖山町北 5-201
TEL 0857-28-2321(代表) FAX 0857-28-8513
【URL】http://www.torikyo.ed.jp/kyoiku-c/
【e-mail】kyoikucenter@pref.tottori.jp
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長期研修生研究発表
２月１４日（木）・１５日（金）の２日間
にわたり、本年度の長期研修生の研究発表を
行いました。学習指導分野７名、教育相談分
野２名、情報教育分野１名の長期研修生が、
各所属校の学校課題に関って、理論研究や所
属校での授業実践等を
ふまえ、子どもたちの
困り感や学力実態に応
じた指導のあり方、小
中連携の推進をねらっ
た授業改善、ＩＣＴの
有効な活用などについ

共長

教育センターHP トップ＞教職員研修＞教育センター研究概要＞長期研修生研究

《研究例》
研究テ−マ
生徒たちがお互いを認め合い、自己肯定
感をはぐくむ学級集団づくりの工夫
小中連携による学力向上のための具体的
手だての構築について～学習内容の系統
性に着目した理科の授業をめざして～
ＩＣＴを有効に活用した外国語活動の授
業の展開・指導方法の工夫

教育センターでは平成２４年度より、センタ
ー職員と長期研修生による共同研究を始めまし
た。本年度の研究テーマは次の二つです。概要
を紹介しますので、詳しくは、直接県教育セン
ターにお問い合わせいただくか、ホームページ
をご覧ください。
教育センターHP トップ＞教職員研修＞教育センター研究概要＞教育センター共同研究

テーマ 「小学校低学年の学習支援 ～ひらが
なを流暢に読むために～」
＜背景＞
最近、小学校から学習障がいに関する相談が
増えている。しかし、学習障がいのある子ども
への指導法は、学校現場には広まっていない状
況がある。そこで、学級担任ができる指導法を
提案したいと考えた。
＜取組＞
音読に困難のある児童に、文字を見てその文
字が表す音を思い出すスピードを速める「ひら
がなカードのフラッシュ読み」というトレーニ
ングを行った。
＜成果＞
・音読の改善（ひらがなを流暢に読める）に一
定の成果が得られた。
・読みの上達を判断する指標や読みの苦手さを
見分ける視点について新たな知見が得られた｡

学校教育支援事業
教育センターホームページは本年度の学校
教育支援事業の成果として、アドバイザー派
遣事業を活用した各教育研究団体の研修会レ
ポートを掲載しています。
また、スーパーバイザー事業についても、
右表の６つの教育研究のレポートをホームペ
ージに掲載していますので、是非ご覧きただ
き、今後の学校等の教育研究や実践の参考に
してくださいますようお願いします。

教育センター前庭
今昔物語

て提案しました。これらの研究の
概要は、県教育センターのホーム
ページにも掲載していますので、
ぜひご覧ください。
発表者
八頭町立船岡中学校
教諭田中みどり
南部町立法勝寺中学校
教諭谷上真由美
岩美町立岩美北小学校
教諭澤田智志

教育センター共同研究
テーマ 「学習者主体の授業づくりのための校
内授業研究会の工夫～多様な授業分析手法の導
入による協議の焦点化～」
＜背景＞
校内授業研究会が、協議のねらいに応じた焦
点化が不十分であったり、客観的な視点での協
議が不足したりしがちである。
＜取組＞
量的アプローチとして「研究分析用ツール
（S−T 分析ソフト）」の活用と、質的アプロー
チとして「授業分析手法（１３観点法）」を用
いた授業研究会の検討を行った。
＜成果＞
・S−T 分析ソフトは短時間で準備でき、授業の
全体像を把握や、学習の質に迫る見取りにつ
いての意識が強まる。
・１３観点法活用は意見の内
容や観点のとらえ方、評価
等の違いを明確にし、協議
の活性化や深化ができる。
また、授業の客観視がしや
すく、意見もクリティカル
になる傾向がある。

今号では､教育センターの内
部組織の改編について紹介し
ていますが､近く外観も少し変
わるかもしれません。現在主
に駐車場として利用している
前庭の未舗装部が､売却に付さ
れることとなりました。
そこで、このコーナーでは
先生方をお迎えする教育セン
ターの外観の変化を掘り起こ
してみました。なつかしいと
思っていただける方もいらっ
しゃるのではないでしょう
か｡
-北東側より本館を望む教育研修センター『創立二十年誌』（平成 5
年発行）より

今回､売りに出される場所が
テニスコートとして整備され
ていた頃です｡当時はまだ「教
．．
育研修センター」でした。
さらに、歴史を遡ると･･･。
-本館前の様子教育研修センター『創立十年誌』（昭和 58
年発行）より

S-T 分析ソフトで示されたグラフ例

教育センターHP トップ＞学校教育支援＞アドバイザー派遣事業
教育センターHP トップ＞学校教育支援＞スーパーバイザー事業
研究領域

事業対象校等

特別支援教育

県立倉吉養護学校

音 楽 教 育

倉吉市立明倫小学校

図書館活用教育

鳥取市立青谷小学校

スーパーバイザー

鳥取大学・准教授
三木裕和
合 唱 指 揮 者
前田美子
京都産業大学・客員教授
大平睦美

取 県 学 校 統 合 問 題 兵庫教育大学・教授
学校組織マネジメント 鳥
研究会
浅野良一
メディア芸術活用 鳥取市立逢坂小学校
コミュニケーション教育

SVP2･ﾋﾞﾃﾞｵｱｰﾃｨｽﾄ
服部かつゆき

鳥取県コミュニケー 鳥 の 劇 場 ・ 俳 優
ション教育研究会
齊藤頼陽

本館前には池があったよう
です。現在は、植え込みとし
て来所者を和ませています。
さて、その時々先生方にセ
ンターの姿はどのように映っ
ていたのでしょうか。今後と
も皆様に来て良かったと思っ
ていただける教育センターで
ありたいと思っています。

