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中・小規模の中学校において授業について協議し合う仕組みの研究
「チーム学校の構築」に関連して、同一教科の教員が複数在籍していない中・小規模の中学校において、教

員同⼠の学び合いを活性化するため、近隣校が連携して定期的に授業内容や⽅法を研究する取組を推進してい
ます。併せて、11 校の中学校を指定して、異なる教科を担当する教員同⼠が⽇常的に授業について協議し合う
仕組みの構築を目指した実践研究（
「中学校教科間連携による授業⼒向上実践研究事業」
）を進めています。

中学校教科間連携による授業⼒向上実践研究事業（平成 29〜30 年度）
趣旨

中・小規模の中学校において、教員同⼠の協働と切磋琢磨によって授業⼒の向上や思考⼒・判断⼒・表現⼒
等を育む授業づくりが進められるよう、定期的なチーム会や日常的な OJT を企図する教科の枠を越えた授業
⼒向上のためのチーム編成を⾏うなど、学校の組織化・チーム化を推進する研究を⾏う。
事業内容

指定校

①教科の枠を越えた授業⼒向上のためのチームを編
成して学校の組織的な授業改善や授業⼒向上のた
めの体制づくりについての研究を⾏う。
②チーム会や OJT を活性化させることにより、教員
の指導⼒向上を図り、思考⼒・判断⼒・表現⼒等
を育む授業づくりを⾏う。

東部：⾹南市⽴⾚岡中学校・室⼾市⽴吉良川中学校・
⾹美市⽴⼤栃中学校
中部：津野町⽴葉⼭中学校・津野町⽴東津野中学校・
仁淀川町⽴仁淀中学校・⼤豊町⽴⼤豊町中学校
⻄部：宿⽑市⽴東中学校・四万⼗市⽴下⽥中学校・
四万⼗市⽴後川中学校・三原村⽴三原中学校

【⼤豊町⽴⼤豊町中学校の取組例】
【研究テーマ】 教職員の専門職としての意識⾼揚と教科指導⼒向上の研究
〜チューター（チーム会）による授業改善及び授業⼒向上〜
【チーム編成】
チームA

☆：キャップ
チームB

チームC

家庭☆

数学☆

英語☆

音楽

美術

理科

国語

社会

保健体育

養護教諭

数学支援員

英語支援員

【1 学期の主な取組内容】
□チームの研究テーマ策定
□ノートづくり･板書･振り返りシートの内容検討
□公開授業の実施（一人 1 回）
□公開授業についての学習指導案検討
□公開授業後の協議

〜チーム会のようす〜
「音楽科」公開授業後の協議
＜国語科担当＞
・⽣徒が感じたことを「⼩⿃」や「泉」という⾔葉で表現して
いたが、あの時に、
「なぜそう感じたのか」を音楽的な用語で
表現させるとよかったのではないか。

平成 29 年７⽉ 5 日（水）第 4 校時

＜家庭科担当＞
・授業者が時間をかけたかった部分とは違うところで生徒は盛り
上がっていた。学習指導要領に書かれているように、⾔葉で説
明できるようにする流れはどうあるべきか、検討しなければな
らない。
＜管理職＞
・⽣徒はメモも取らずに友達の話を聞いていた。ただうなずくだけで本当に理解していたか。友達の意⾒を聞いて、新たな
考えが創られるような学習活動を仕組んでいかなればならない。より主体的で深い学びにしていくためにはどのような工
夫をすべきか検討していくことが必要。

今後、研修会や小中学校課のホームページ等を通じて、指定校の取組を紹介していきますので、各学校にお
ける取組の参考にしてください。
問い
合わせ

小中学校課ホームページはこちら。
http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/310301/
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小中学校課 教育課程推進担当
TEL：088-821-4638
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「高知家」児童会・生徒会サミットに向けて 〜実⾏委員会の取組
県では、児童生徒が主体となったいじめ防止等の取組を推進するため、県内の小・中学校、義務教育学校、
高等学校、特別支援学校の児童会・生徒会の代表者が集まり、いじめやネット問題等をテーマに実践交流や協
議を⾏う「
「高知家」児童会・生徒会サミット」を 10 月に開催します。
サミットの企画・運営は、児童生徒による実⾏委員会が中⼼となって⾏います。
今年 6 月、公募により 33 名（小学生 13 名、中学生 8 名、高校生 12 名）の実⾏委員が決定しました。６月
11 日の第１回会議では、
「どんなサミットにしたいか」について、校種混合のグループで話し合いが⾏われ、
委員それぞれがサミットに向けた思いを発表しました。
【委員からの意⾒（抜粋）
】
「当日来てくれる参加者に『サミットに参加してよかった』と忘れられないサミットにしたい。
」
（小学生）
「サミットだけで終わらず、学校でも考え、話し合えるきっかけになるサミットにしたい。
」
（中学生）
「⼈の意⾒を深く考えることができるサミットに。⾃分のことと思って解決策を考えることができるサミットにしたい。
」
（高校生）

今後、⽉１回のペースで会議を⾏い、サミットのスローガンや宣言文、全体会・分科会の内容等について検
討していく予定です。

実⾏委員会 スケジュール
第１回 06/11（日）

・サミットへの思い（グループ協議）
・スケジュールの確認

第２回 07/16（日）

・サミットのスローガン
・全体会・分科会の内容

第３回 08/20（日）
・役割分担に沿った話し合いと準備
第４回 09/24（日）

実⾏委員⻑・副委員⻑のあいさつ
第５回 10/15（日）
10/29（日）

・最終打ち合わせ・リハーサル
「高知家」児童会・生徒会サミット

第６回 11/26（日） ・サミットの振り返り
・各学校の取組推進について
第７回 12/17（日）
・平成 30 年度の取組について

校種混合のグループ協議のようす

県⺠総ぐるみでいじめやネット問題の解決に向けて考えていくこのサミットに、子どもたちといっしょに参
加してみませんか。

「高知家」児童会・生徒会サミット
１ 期

日 平成 2９年１０月 2９日（日） 10:00〜16:00

２ 会

場 高知ぢばさんセンター（高知市布師田 3992-2）ほか

３ 内容（予定）・開閉会⾏事
・全体会（基調発表・交流活動・実践発表など）
・分科会（校種別グループ協議）
・講演会 など
４ 参加対象者 小、中、義務教育、高等、特別支援、国⽴、私⽴の各学校の児童生徒の代表 2 名及び
引率教員 1 名、教育関係者、保護者、当日の一般参加者

詳しくは人権教育課ホームページをご覧ください。

問い
合わせ

http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/310801/
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人権教育課 人権教育担当
TEL：088-821-4932
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ユニバーサルデザインによる学校づくりシンポジウムを開催します！
県教育委員会では、８月８日（火）に「ユニバーサルデザインによる学校づくりシンポジウム『学校がつく

る未来の共生社会』
」を下記内容で開催します。
ユニバーサルデザインは、障害の有無や年齢、性別の違いなどにかかわらず、全ての⼈の快適さや便利さを
追求する考え方です。発達障害等多様な子どもの実態がある中では、一人一人に必要な指導や支援を考えると
同時に、ユニバーサルデザインに基づき、全ての子どもにとって安心して過ごせる環境づくりや、
「わかる」
「で
きる」授業づくり等の取組を進めることが⼤切です。
今回のシンポジウムでは、
「全ての子どものための特別支援教育」という観点に⽴って、学校はどうあるべき
か、教職員一人一人が何を意識し取り組むべきか考えます。当⽇参加も可能となっておりますので、より多く
の皆様の参加をお待ちしています。
ユニバーサルデザインによる学校づくりシンポジウム『学校がつくる未来の共生社会』

日時・会場：平成 29 年 8 月 8 日（火） 13:00〜
内

⾼知県⽴県⺠⽂化ホール グリーンホール

容：基調講演「これからの学校教育とユニバーサルデザイン」
花熊 曉 ⽒（関⻄国際⼤学教育学部 教授）
パネルディスカッション「ユニバーサルデザインは学校になにをもたらすか」
ユニバーサルデザインによる学校づくり実践校 代表者
鼎談「今、求められる学校像、教師像とユニバーサルデザイン」
花熊 曉 氏、濱川 博子 ⽒（臨床⼼理⼠）
、永野 隆史（⾼知県教育次⻑）

詳しくは特別支援教育課ホームページをご覧ください。
http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/311001/2017052400069.html
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問い
合わせ

花熊 曉 氏

特別支援教育課 発達障害担当
TEL：088-821-4741

平成 29 年度 学校安全教室推進講習会について
登下校中の交通事故や学校内外での不審者による事件等、⼦どもたちの安全を脅かす出来事が依然として発

⽣しているなか、各学校において、実践的な安全教育・安全管理等を推進することができるよう、交通安全教
室等の講師となる教職員等の育成や、事件・事故発生時の初期対応等における教職員等の資質向上を図ること
は、学校現場における必須課題です。
本年度も素晴らしい講師をお迎えし、下記の⽇程で、本講習会を開催します。参加につきましては、⾼知県
教育委員会事務局 学校安全対策課ホームページをご確認ください。

平成 29 年度 学校安全教室推進講習会
１ 期日・会場 ： 平成 2９年８⽉ 2１日（月）9:50〜16:45 高知城ホール ４階 多目的ホール
２ 内

容 ：

講義･演習

「効果的な交通安全教育の進め⽅と通学路の安全確保」
東北⼯業⼤学 教授 小川 和久 氏

講 演

「
『子どもたちの命を守るために』〜ASUKA モデルへの想い〜」
さいたま市政策アドバイザー
桐淵 博
氏
さいたま市 ASUKA モデル関係ご遺族 桐田 寿子 氏

実践発表

「高知県安全教育推進事業の取組について」
交通安全：⼟佐市⽴波介⼩学校 ⽣活安全：⾼知市⽴旭⼩学校

３ 参加対象者 ： 幼・保、小、中、義務教育、高等、特別⽀援学校の管理職・教職員等、市町村（学校組合）
教育委員会の学校安全担当者、地域の安全活動に関わっている方

学校安全対策課ホームページ（実施要綱及び参加申込書を掲載）
http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/312301/2017062600237.html
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問い
合わせ

学校安全対策課 学校安全担当
TEL：088-821-4533

⾼知県⽴⾼知国際中学校第 3 回体験セミナーを開催します！
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平成 30 年 4 ⽉、⾼知県⽴⾼知国際中学校が開校します。
8 月 27 日の体験セミナーは、小学校 5・6 年⽣の皆さんに、⾼知国際中学校で実践される世界基準の教育プ
ログラムを体験していただく絶好の機会です！
平成 29 年度⾼知県⽴⾼知国際中学校第 3 回体験セミナー
日時･場所：平成 29 年 8 月 27 日（日）9：00〜12：00
講

⾼知県⽴⾼知⻄⾼等学校

師：聖ヨゼフ学園小学校 秋吉梨恵⼦ 氏
東京都⽴国際⾼等学校 佐野 寛子 氏
玉川大学学術研究所 K－16 一貫教育研究センター 講師 カメダ クインシー 氏

対

象：⼩学校５・６年⽣親⼦ 90 組（今年度のセミナー未参加の 6 年⽣を優先。定員を超えた場合は抽選。
）

内

容：高知国際中学校の概要（入試について、IB 教育等について）
、体験授業・参観

詳しくは⾼知県⽴⾼知国際中学校・⾼等学校ホームページをご覧ください。
http://www. kochinet.ed.jp/kokusai-jh/

3 日 防災教育研修会＜中部地区 B＞
（高知市 高知城ホール 9:50〜）
4 日 防災教育研修会＜⻄部地区＞
（⿊潮町 ふるさと総合センター 9:50〜）
4 日 若者はばたけプログラム活⽤研修会＜指導者・アドバイザ
ー養成講座Ⅱ＞（いの町 ⾼知⻘少年の家 10:30〜）
５･６日 第 55 回四国中学校総合体育大会
（高知市 県⽴武道館ほか 11:30〜）
7･8･
平成 29 年度体育・保健体育授業つくり講習会
16･28日 （高知市 県⺠体育館ほか 9:30〜）
8 日 ユニバーサルデザインによる学校づくりシンポジウム
（高知市 県⺠⽂化ホール 13:30〜）
14 日 高知県小中学校 PTA 連合会・⾼知県⼩中学校⻑会懇談会
（高知市 教育センター分館 13:00〜）
16~18日 国際バカロレア・ワークショップ in Kochi 2017
（高知南中・高等学校 16 日 9:00〜、17･18 日 8:30〜)
17 日 教育相談体制の充実（チーム学校）に向けた連絡協議会
＜高知＞（高知市 ふくし交流プラザ 13:00〜）
17~20日 平成 30 年度⾼知県公⽴学校職員採⽤候補者選考審査第 2
次審査＜筆記審査/実技審査/面接審査＞（高知小津高校、
教育センター、⾼知北⾼校、岡豊⾼校 ８:10〜）
18 日 教育相談体制の充実（チーム学校）に向けた連絡協議会
＜東部＞（田野町 ふれあいセンター 13:00〜）
19 日 PTA・教育⾏政研修会（⾹美・⾹南地区）
（香南市 ⾹我美市⺠館 13:15〜）
20 日 「⾼知家」児童会・⽣徒会サミット実⾏委員会
（高知市 教育センター分館 13:00〜）
21 日 学校安全教室推進講習会
（高知市 高知城ホール 9:50〜）
21 日 平成 29 年度⾼知県公⽴学校校⻑・教頭会総会
（高知市 高知共済会館 9:00〜）

問い
合わせ

高知国際中学校・高等学校
TEL：088-844-5030

21 日 教育相談体制の充実（チーム学校）に向けた連絡協議会
＜⼟⻑南国＞（香南市 ⾹我美市⺠館 13:00〜）
22 日 教育相談体制の充実（チーム学校）に向けた連絡協議会
＜高知＞（高知市 ふくし交流プラザ 13:00〜）
22･23日 若者キャリア⽀援セミナー・相談会
（高知市 県⽴⼤学池キャンパス 10:00〜）
23 日 「高知家の親の育ちを応援する学習プログラム」を活用した講座・研修会
（高知市 地域子育て支援センター「こあら」 10:00〜）
23~29日 高知県教育委員会・シンガポールスポーツスクールスポーツ
交流（高知市 県⺠体育館ほか）
24･25日 教育相談体制の充実（チーム学校）に向けた連絡協議会
＜高岡＞（須崎市 市⺠⽂化会館
24 日 13:00〜）
＜幡多＞（宿毛市 宿毛文教センター 25 日 13:00〜）
26･27日 平成 30 年度⾼知県公⽴学校職員採⽤候補者選考審査第 2 次
審査（面接審査）
（南国市 岡豊高校 8:10〜）
28 日 平成 29 年度教育課程研究集会（聴覚障害部会）
（高知市 高知ろう学校 8:40〜）
30 日 平成 29 年度教育課程研究集会（肢体不⾃由部会）
（高知市 若草養護学校 9:00〜）
31 日 若者はばたけプログラム活⽤研修会初級講座Ⅱ＜中部＞
（いの町 ⾼知⻘少年の家 10:30〜）

1 日 若者はばたけプログラム活⽤研修会初級講座Ⅱ＜東部＞
（田野町 ふれあいセンター 10:30〜）
2 日 PTA・教育⾏政研修会＜⼟⻑南国地区＞
（大豊町 農業センター 13:15〜）
8 日 若者はばたけプログラム活⽤研修会初級講座Ⅱ＜⻄部＞
（四万十市 中央公⺠館 10:30〜）
15 日 社会教育主事等及び市町村人権教育・啓発担当者研修会
（いの町 ⾼知⻘少年の家 13:00〜）
24 日 「⾼知家」児童会・⽣徒会サミット実⾏委員会
（高知市 教育センター分館 13:00〜）

：

＜発⾏者＞⾼知県教育委員会事務局教育政策課
TEL：088-821-4731
FAX：088-821-4558
E-mail：310101@ken.pref.kochi.lg.jp
高知県教育委員会 WEB サイト：http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/310000/
※本広報紙への感想やご要望がございましたら、発⾏者までお寄せください。
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