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チャレンジ！おもしろ理科観察・実験講座 １年目
を開催しました
～

来年度、再来年度も開催しますので、ふるってご参加ください

～

教育センターでは本年度、国の委託事業である「観察・実験指導力向上研究協議
会」を受託し、
「チャレンジ！おもしろ理科観察・実験講座」として実施しています。
国の予算状況にもよりますが、平成２７年度まで実施する予定としています。
この講座は、「一斉チャレンジ」「授業参観チャレンジ」「実習チャレンジ」の３部
構成とし、小中学校における理科教育の系統性の確立や、それぞれの校種における
理科教育の充実をねらいとしています。３年間のうち、いずれかの年度において、
県内全ての公立小中学校から参加していただくことを原則として実施していますの
で、児童生徒の理科に関する学びの力の向上のため、来年度も、各校からの積極的
なご参加をお待ちしています。
今年度開催した同講座の内容を、以下にご紹介します。
区分
一斉
授業
参観
授業
参観

日

時

会

場

内 容
講義「小・中の接続を重視した授業
１２月６日（金）倉吉体育文化会館
づくり」
講義・演習「小・中の接続を重視し
た観察・実験の指導」
１月２４日（金）倉吉市立河北中学校 公開授業「太陽系の天体～金星の見
え方」及び協議
１月３０日（木）鳥取市立河原中学校 公開授業「大地がゆれる」及び協議

講師等
埼玉大学
清水 誠教授
会場校
小谷 孝教諭
会場校
吉田祐一郎教諭

講義「野外観察に出かけよう～北条 会場校
実習 １月１７日（金）北栄町立北条小学校 小学校付近の川で魚を観察しよう～」中前雄一郎
及び実習
校長
講義「実感を伴う理解のための理科
実習 ２月 ６日（木）米子市立車尾小学校 指導」
会場校
実習「実感を伴う理解のための理科 達磨 晋校長
観察・実験『もののあたたまり方』」
講義及び実習「メダカの観察・飼育 島根大学
実習 ２月 ７日（金）鳥取県教育センター と水中の小さな生物の顕微鏡観察」 大谷修司教授
栢野彰秀教授

１２月６日（金）に開催した「一斉チャレンジ」では、理科教育における小中連携につい
て、講義や演習、協議を通じて、その考え方を学びました。
１月２４日（金）、同３０日（木）に開催した「授業参観チャレンジ」では、河北中学校
第３学年と河原中学校第１学年の授業を参観させていただいた後、小中各校種からの参加者
が一堂に会し、公開授業の内容を参考として、理科教育における小中連携について協議する
機会を持ちました。
県内３地区での開催となった「実習チャレンジ」では、講師を務めてくださった会場校の
校長先生や、島根大学の先生が、それぞれの持ち味を生かして、理科教育の神髄に迫る授業
のあり方を示してくださいました。
北条小学校では、タモの使い方の基本を教えていただいた後、あいにくの雪まじりの雨の
中、受講者は実際に川に入ったりしながら、多くの生き物を捕まえました。
車尾小学校では、水の温まる様子を視覚的にとらえるためにはどのような方法がよいのか、
実際に示していただきながら、いろいろと教えていただきました。

生物の採集の様子（北条小学校）

採集した生物の観察（北条小学校）

講話の様子（車尾小学校）

実験の様子（車尾小学校）

２月７日（金）は、教育センターに島根大学の大谷修司教授、栢野彰秀教授をお
招きして講座を開催し、島根大学の大谷教授ご自身が準備してくださったメダカ、
ミジンコ、ミカヅキモという観察材料をもとに、虫眼鏡やルーペの使い方の演習を
はじめとして、生き物の効果的な観察方法を教えていただきました。
メダカについては、アクリル容器の隙間にとどめ、動きを少なくして観察する方
法を実体験し、水槽での観察では見ることの難しい呼吸の様子などを、時間をかけ
てゆっくりと観察する体験をさせていただきました。
ミジンコ、ミカヅキモの観察体験も興味深いものでしたが、受講者は、ご自身の
指紋を観察する導入での、正しい虫眼鏡やルーペの使い方の演習にもたいへん興味
深く取り組んでいました。
以下に、当日の受講者アンケートの回答のうち、いくつかをご紹介します。
■

ミカヅキモをはじめとした水中の微生物の採集の仕方、実際の見方を改めて
知ることができました。自己流である程度満足していたが、よりよい方法があ
ることがよく分かった。（小学校）
■ 顕微鏡で微小生物を見ることの感動、驚きを伝えたい。教えていただいた採
集方法を試して、子どもたちに見せたい。（小学校）
■ 普段観察していることが不十分なことがよく分かりました。どこで採集する
のか、どのように飼育するのかなど、改めて情報を得たことは、今後に大変参
考になりました。（小学校）
■ プランクトンとベントスの違い、水の中の小さな生物の多くいる所、採集の
しかたなど、具体的でとてもわかりやすかった。（中学校）

顕微鏡を使っての実習（２枚とも教育センター）ルーペによるメダカの観察

鳥取県教育センター研究発表会

が進化しています

２月１３日(木)、１４日(金)の２日間、鳥取県教育センター研究発表会を開催しました。
今年度の研究発表会には、スーパーバイザー事業実施校による研究発表も加わり、内容は
ますます充実したものになりました。
発表会の名称である「鳥取県教育センター研究発表会」は、平成２４年度に、教育センタ
ーで長期研修中の教諭（長期研修生）と指導主事による共同研究が始まったことにより、そ
れまでの「鳥取県教育センター長期研修生研究発表会」から変更したものです。
さらに今年度は、それに加えて、スーパーバイザー（ＳＶ）事業実施校による研究発表が
加わり、はじめて島根県教育センターからの視察があるなど、研究発表会の大きな進化があ
りました。なお、スーパーバイザー事業で各校をご指導くださったスーパーバイザーの氏名
等は、下表の発表題の欄の（ ）内に、「ＳＶ」として紹介させていただきます。
以下に今年度の発表会のプログラムを記し、外部から参加された発表視聴者のアンケート
の回答（感想）の一部をご紹介します。鳥取県教育センター研究発表会は内容を充実してい
ますので、来年度も多くの皆様のご参加をお待ちしています。なお、今年度の発表内容の詳
細は、年度末に教育センターホームページに掲載します。
【２月１３日（木）】
区 分
発 表 題 （ＳＶ氏名等）
発 表 者
豊かな心情を育み、主体的に行動できるたくましい
１ ＳＶ事業 幼児児童を育てる～聴覚障がい児のニーズに応じた 県立鳥取聾学校
教育内容の工夫～
（ＳＶ：金沢大学武居渡准教授）
２ ＳＶ事業 生徒の学び合いを仕組んだ授業力の向上
倉吉市立西中学校
(ＳＶ：国立教育政策研究所西野真由美総括研究官)
３ 長期研修 中学校国語科における言語活動の充実を図る指導の 倉吉市立西中学校教諭
工夫～単元構想表を活用した取り組み～
４ 長期研修 特別支援学級在籍の児童への読み書きの指導と支援 湯梨浜町立羽合小学校教諭
～カタカナ、漢字の読み・書きの指導を通して～
５ 長期研修 技術・家庭科における生徒の問題解決能力を育むた 鳥取市立河原中学校教諭
めのＩＣＴを活用した指導の工夫
自分の考えを進んで表現し、共感し、高め合う子ど
６ ＳＶ事業 もの育成～たのしさと充実感を味わえる生活科・総 鳥取市立逢坂小学校
合的な学習の時間～
（ＳＶ：広島大学朝倉淳教授）
ねらいを達成するための効果的な算数的活動のあり
７ 長期研修 方～進んで自分の考えを表現し、伝え合う集団思考 日野町立根雨小学校教諭
の工夫～
【２月１４日（金）】
８ 長期研修 読み書きを苦手とする児童の個別の指導計画の作成 鳥取市立用瀬小学校教諭
と有効活用による支援のあり方
９ 長期研修 情報モラル教育の系統的指導について
鳥取市立河原第一小学校教諭
10 長期研修 学ぶ意欲を高める算数科少人数指導～コースに応じ 鳥取市立世紀小学校教諭
て言語活動を工夫した授業づくり～
11 ＳＶ事業 発達や障がい特性に応じた指導・支援の工夫
県立皆生養護学校
（ＳＶ：淑徳大学川口真理子発達相談員）

共同研究 【学力向上部会】クリティカルシンキングによる協 教育センター指導主事
働的な授業研究会の工夫
12
【生徒指導部会】学級集団との絆を太くする係活動
共同研究 への指導のあり方～感謝の気持ちと自己有用感の育 教育センター指導主事
成を目指して～
13 長期研修 一人一人の自己肯定感を高め、児童がお互いを大切 米子市立住吉小学校教諭
にし合う学級集団づくり
「科学的な思考力、表現力を育成する理科学習指導
14 長期研修 のあり方」～生徒の「自ら考え、表現する力の向上」 琴浦町立赤碕中学校教諭
をめざして～
【研究発表会参加者の感想】
■ 自分が興味のあるテーマ、研究内容だけでも参加させていただけるのがありがたいです。
本当は全部聞いてみたいところですが、この時期は学校をあけにくいので。すべての研究発
表の資料をいただけてありがたかったです。研修に生かしたいです。
■ 午後のみ研修の成果の様子を聞かせていただきました。どの報告も新たな視点で、多くの
データを基に考察しておられ、実践につながるものでした。

■

せっかくよい内容の発表なので、もっと多くの方に聴いていただける日程になるとよいと
思います。開催会場もセンターでいいかどうか。人を集めやすい会場というのも考えてはど
うでしょうか。
研究内容は大変興味深いものであった。特に、これからＩＣＴを利用した授業（特にタブ
レット端末）は主流になると思うので、授業でもどう使うかを研究することは時代を先取り
していると思った。自校の研究や課題とたいへん関連のあるものが多く、興味・関心を持っ
て聴かせていただいた。学校に持ち帰り、生かしたい。
■ 午後の途中からで申し訳ありませんでした。発表を聞かせていただき、大変参考になりま
した。特に本校の研究については、直接学校に還元していただいております。
■ 共同研究だけを拝聴しました。授業研究会の進め方、興味を持ちました。
■ 具体的な取り組みとその取り組みをもとにした検証がされており、研究の深まりを感じた。
「今後の課題」と記されている内容が一般的、抽象的なものとなっていることが課題ではな
いかと思った。本研究が、それぞれの学校の教員の中で共有されたり、評価されたりという
ことが重要だと思う。
■ 学力向上に関することを授業研究会の改善という視点でも捉えておられたことを、とても
興味深く拝聴しました。指導主事等の授業そのものへのアドバイスも有効と思いますが、自
分たちで考えることがやっぱり大事です。そこに働きかける研究は、おもしろかったです。
学級集団に関する研究は、確かにもう少しいろいろな（多くの）学校の様子を知ることが
できるといいだろうなあと思いました。係活動という切り口はおもしろかったです。この絆
を太くすることが、学力向上であったり、生きる力だったりにつながると、またおもしろい
ですね。

今年度最終回の土曜自主セミナー
を開催しました
２月１５日(土)、今年度最終回となる土曜自主セミナーを開催しました。
今回は、「いま未来の学びを創る ～『コミュニケーション教育×学習科学』が生み出すイ
ノベーション～ 」と題して、国立教育政策研究所の総括研究官白水始氏、鳥の劇場主宰の
中島諒人氏、同制作の齊藤頼陽氏、県立鳥取西高等学校の辻中孝彦教諭を講師及びイノベー
ターとしてお招きして、基調講演、実践発表、演習、シンポジウムを実施しました。
小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、県教委事務局、鳥取大学のそれぞれから、校
長先生を含む教職員の皆様に受講していただきました。
基調講演では、白水総括研究官により、協調学習、特に知識構成型ジグソー法を教育に取
り入れることの意義をコミュニケーションの観点から解説していただきました。
実践発表では、辻中教諭により、県立高校での英語教育の実践、特にストレスのない授業
による望ましい学びの姿についての提言がありました。
演習では、鳥の劇場の俳優でもある齊藤頼陽氏により、演劇ワークショップとも言える展
開の中でミニ演劇等の実践がなされ、受講者はそれぞれ新鮮な体験をさせていただきました。
シンポジウムの内容はこれからの教育にとってたいへん示唆に富む、ハイレベルなもので
したが、随所に考えさせられる内容が含まれていました。

白水総括研究官の基調講演

齊藤頼陽氏による演習の一場面

教育センターが教職員を対象として実施する今年度の研修講座は、この土曜自主セミナー
が最終講座となります。今後も、基本研修、職務研修、専門研修、指導主事等派遣研修、土
曜自主セミナー等、それぞれの研修講座の内容を、時代と受講の皆様のニーズに応えるもの
になるよう工夫、改善したいと考えていますので、多くの皆様が来年度以降の鳥取県教育セ
ンターの研修講座を受講なさるよう、お待ちしています。

島根県教育センターとの連携協議会

を開催しました

２月１７日(月)、米子市で、島根県教育センターとの連携協議会を開催し
ました。
この協議会は、鳥取、島根両県の教育センターが連携し、研修講座を相互
に受講可能としていることから、毎年、次年度開放できる研修講座の情報提
供をはじめ、それぞれの教育センターが取り組んでいる事業等に関する情報
交換を行い、相互により望ましい活動に取り組めるようにするために開催し
ているものです。
両センター間の連携は、平成１５年６月２０日に、「鳥取県教育センターと
島根県立松江教育センター（現島根県教育センター）との教職員研修におけ
る連携講座に関する覚書」が締結されたことにより始まりました。
交互の主催を原則としており、連携１０周年記念の年となった昨年度は島
根県の主催で松江市で開催され、今年度は鳥取県が主催し、米子市を会場と
して開催しました。
この度の協議会では、両県の教職員研修の体系に関する考え方や、研修の
効果測定の方法、それぞれのセンターの特色ある取り組み等について意見交
換がなされ、両センターにとって有意義な協議会となりました。
島根県教育センターの皆様には、今後とも鳥取県教育センターへのご支援
をよろしくお願い申し上げます。

光るひと言
■「不器用の一心。」「下手は下手なりに精一杯。」
「煎じて煎じて煎じ詰めれば、あとは勘。」
１月２８日（火）から２月１４日（金）の間、国立教員研修センターで開催さ
れた「平成２５年度教職員等中央研修（第５回校長教頭等研修）」で講話なさった
「鵤工舎」代表の小川光夫氏がおっしゃった言葉です。
今の人は少し修業するとその成果を見せたがる。しかし、本物になるためには
それではいけない。たとえば鉋の刃を研ぐにしても、先が針のように鋭くなるほ
ど一心に研ぐ必要がある。下手な人でも、それだけ心を込めて一生懸命修業すれ
ば本物になれる。そのように、修業において、煎じて煎じて煎じ詰めれば、あと
は勘でも正しい動きができ、技能は本物になるという意味でおっしゃいました。
同研修に参加した教育センター指導主事が持ち帰った「光るひと言」です。

■「頂上に立てば近道が見える。」
２月１５日（土）に開催した土曜自主セミナーで、実践報告してくださった県
立鳥取西高等学校の辻中孝彦教諭の言葉です。
「ストレスのない授業を実施するのはいいが、生徒の学力の定着のための時間
はあるのか？」との質問に対し、その答えとして発言されました。
授業にはゴールイメージを持って臨む。そして、そのゴールとも言える山の頂
上に立てば、そこに麓から達するための近道となる、短時間で学力をつける授業
の方法も自ずから見えてくるという意味で発言されました。
授業に限らず、私たちは、様々な取り組みにおいてゴールイメージを持ち、そ
こに近づくことを意識して活動しなければならないということを確認させていた
だきました。

巻末随想

「私の研究発表」

所

長

坂

本

修

一

鳥取県教育センターは平成２５年度の研究発表会を成功裡に終えた。そこで私も、
今号の巻末随想の場を借りて、昔を思い出しながら研究を発表する。
＊
かつて心身ともに元気すぎたころ、教材研究の勢いが余って、「古今和歌集の鳥」
という一文をものしたことがある。
その内容は、「八代集」と呼ばれる８つの勅撰和歌集の嚆矢となる「古今和歌集」
に収められている和歌約１１００首のうち、鳥の詠まれた歌が何首あるかというこ
とを調べたものだが、その稿は、県立鳥取西高等学校の研究紀要である『鳥城』第
２７号や、当時発行されていた鳥取県東部地区高等学校国語教育研究会の『研究集
録』第１８号及び第１９号に分割掲載していただいた。
執筆の過程で、鳥に関して多くのことを学んだ。昨年度の「センターだより」早
春号にも引用したが、「梅の花 見にこそ来つれ 鶯の ひとく（人来）ひとくと
厭ひしもをる」という、鶯の「谷渡り」と呼ばれる、警戒のための激しい鳴き声を
巧みに詠んだ歌の存在を知ったことなどは、とても大きな収穫だった。
学んだことは、鳥以外にも少なからずあった。例えば花に関して、年の初めに他
の種類の花に先駆けて咲くことから、梅のことを「花の兄」と呼び、その逆に「花
の弟」（この「弟」は「おとと」と読む）は菊ということなど、「古今和歌集の鳥」
を書いて知ったことだ。そして、それを鳥に当てはめると、
「鳥の兄」はさしずめ鶯、
「鳥の弟」は雁ということになるのかな、などと考えてほくそ笑んでいた。
そのように副産物の多い教材研究だったが、「古今和歌集の鳥」のまとめの段落は
次のようなものであった。
＊
「古今和歌集」所収の和歌全約１１００首のうち、遺漏を恐れずに言うと、鳥の
詠まれたものは全部で１２３首。それがこの拙論のまとめだ。最も多く詠まれたの
はホトトギスの４２首。次が鶯で、２７首ということであった。第３位は雁だが、
２５首だから鶯とほとんど変わらない。以下、鶴９首、鶏４首、千鳥３首、カイツ
ブリ２首と続き、郭公、鴨、鴛鴦、鴫、鶉、雉がそれぞれ１首ずつに登場する。そ
して、多くの鳥、あるいは種類の特定しにくい鳥が５首の歌に詠われていた。
自然の風物も多くあるが、「古今和歌集」においては、１０分の１以上の歌に鳥が
歌われている。多いと見るべきではないか。鳥好きとしてはめでたい限りである。
＊
その後、機会を得て、「八代集」の掉尾を飾る「新古今和歌集」についても、「新
古今和歌集の鳥」という続編のような文章を書いた。その結果、先の「古今和歌集
の鳥」と比べるとおもしろいことが言えることに思い至った。
＊
「新古今和歌集」所載の和歌約２０００首のうち、鳥の詠まれた歌は、私の調べ
たところでは１６６首だった。１位は「古今和歌集」と同じくホトトギスで４８首。
「古今和歌集」よりも６首増えている。２位は「古今和歌集」の鶯を逆転して、雁
の３６首だった。「古今和歌集」よりも１１首の増だ。３位は千鳥の１８首。鶯は何
と、１０首で４位に後退してしまう。
鳥の詠まれた歌の所載率は「古今和歌集」が１１．２％で１０分の１を超えてい
たが、「新古今和歌集」では８．３％に減少している。しかし、詠まれた鳥の種類自
体は１３種から２０種に増加していた。
「古今和歌集」の編まれた９０５年から、「新古今和歌集」の編まれた１２０５年
までの３００年間において、あくまで二つの勅撰和歌集に撰ばれた歌の材料を比べ
る限りということではあるが、詠まれた対象が、鳥においては細分化し、その他の
自然や人事に拡散している。
＊
３００年といえば長いようで短い。私が生まれてから生き
た約６０年は、すでにその５分の１だ。そしておそらく、現
代の６０年は、当時の３００年に匹敵するどころか、何倍も
の速さで飛ぶように世の中を変化させている。夢の中の鳥の
ように軽々と。Time flies as the birds fly. それが実感だ。油断
しすぎて生きてきた年月を笑うしかない、という結論となる
研究発表のお粗末。

