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授業改善（言語活動）

Ⅰ 主題設定の理由
本年度のセンター研究を始めるに当たり，研究

周知されている。しかし，有効な手段である『言

協力校が負担を感じないことを最優先に考えた。

ことは，どの教員も経験上予測できる。教員の指

なぜならば，これまでの学校訪問で，中学校長や

示が通り，学習規律が整っていなければ，騒々し

教員から以下のような現状を聞いたからである。

くなるばかりで学習にはならない。他の考えを受

① 中学校教員は，時間外勤務の多さが示すよ

容する態度がなければ，人間関係にひびが入る。

うに非常に多忙である。部活動指導だけが原

やがて考えを言わなくなる。教科指導においてす

因ではない。複雑な家庭状況にある生徒の対

ぐれた実践を取り入れる方法もあるが，
「学習集団

応，保護者への対応が困難であり，一教員の

の状態に合わせて授業を工夫する」（河村茂雄

対応ではままならぬケースも少なくない。突

2017）ことが大切であり，生徒の実態に合わない

然入ってきた生徒対応などで，予定どおりに

手法を取り入れても授業が成立しない。

語活動』を，すぐに取り入れられるわけではない

いかないことが多い。その結果，一人で進め

各校の授業改善において「主体的・対話的で深

られる教材研究や生徒の提出物チェックを後

い学び」の視点で教科の目標を達成する授業づく

回しにせざるをえない。

りを進めるには，二つの側面からのアプローチが

② 新学習指導要領への移行期となり，各校で

必要である。一つ目は，本時の目標を明確にし，

「主体的・対話的で深い学び」に関する校内

生徒同士の「学び合い」
「話合い」を意図的に取り

研究が進められている。各校，校内研究日を

入れた「授業づくり」である。二つ目は，生徒同

設定しているが，
「教科」
「学年」の壁に阻ま

士の「学び合い」
「話合い」を取り入れた授業を支

れ，専門外の教科の授業を参観しても，意見

えるための「学習集団づくり」である。

が言いにくい雰囲気が依然としてある。

つまり，
教科指導の研究ができる時間の確保と，

③ 個々のスキルアップを図れるように，本セ

全教員で学習集団づくりを進める確認と実践が不

ンターの研修に申し込めるシステムになって

可欠である。各校が抱える課題はそれぞれである

いるが，７月下旬から８月前半の研修は，県

ので，本センターとしては各校の実態把握をしっ

総合体育大会や関東大会の時期と重なってい

かり行い，
適切な支援を講じることが求められる。

る。そのため，熱心に部活指導を行っている

本センター指導主事の働きかけに対し，教員が負

教員は，本センターでの研修に申し込みにく

担を感じることなく，
「授業づくり」と「学習集団

い現状がある。最新の情報を得にくい。

づくり」が両輪となっていることに気付き，学校

「時間がない」
「忙しい」のが今の中学校現場で
あり，研究より優先されてしまうような喫緊の課

全体で一歩前に踏み出す意欲が湧くような支援を
考えねばならない。

題がこれら以外にも山積している。
一方，
「主体的・対話的で深い学び」の視点で教
科の目標を達成する授業改善が必要なことは既に

Ⅱ 研究の目的
研究協力校における現状を把握し，学習規律を

確立させた上で，単元の目標，本時の目標を明確

るように，
「主体的・対話的で深い学び」において

にし，
『言語活動』を要とした授業を展開し，生徒

有効な手段である『言語活動』を，校内研究で毎

が互いを認め合う学習態度や学び合う態度を養

回取り入れる。研究協力校の教員の実態を把握し

い，
「主体的・対話的で深い学び」の視点で教科の

た上で，山梨県教育委員会が作成した「言語活動

目標を達成することを目的とする。

ハンドブック」の中からその研究会に応じた手法

本研究１年目の本年度は，
「学習集団づくり」と

を取り上げ，紹介を兼ねて体験してもらう。
『言語

「
『言語活動』を取り入れた授業」を目標とする。

活動』の体験が少ない教員にとっては，実際に体
験することで，自分の授業で活用する場合のイメ

Ⅲ 研究の方法
仮説

ージが湧わきやすくなる。
Ｃ 教員の意欲

「Ａ 校内研究で，Ｂ 教員が『言語活動』を体

校内研究会で体験することにより，自身の実

験すれば，Ｃ 教員の意欲が高まり，Ｄ『主体的・

践のどの場合で取り入れることが可能であるか，

対話的で深い学び』の視点で教科の目標の達成

また，どのようなアレンジを加えれば取り入れら

を目指した授業づくりが進むであろう」

れるかを自主的に考えるようになるであろう。
さらに，生徒に身に付けさせたい資質・能力の

Ａ 校内研究で

育成において，教科横断的な視点が必要である。

４月中旬には，既に本年度の校内研究の方向性

校内研究においても，一部の教科・領域の担当者

（研究時間の確保，研究主題の設定，組織体制，

だけではなく，全教員が自分事として真剣に向き

研究計画の策定）は，前年度末の確認に則り決定

合えるように工夫する。校内研究会の時間だけで

済みであった。それを覆すことはできないので，

なく，日頃から互いの教育活動に目を向け，自身

研究協力校が決めた 12 回の校内研究会で，本セ

の実践を振り返ることができるように工夫する。

ンター指導主事ができる支援を模索した。研究１

Ｄ『主体的・対話的で深い学び』の視点で教科の

年目は，次の２点をベースに支援を進めることと
した。

目標の達成を目指した授業づくり
教員が，
教科の目標を達成するために有効な
『言

① 研究協力校の実態を把握するために，校内

語活動』を数多く知っておくことも大切だが，
『言

研究会（月に一度の設定，合計 12 回）に本

語活動』のできる「学習集団」に育っていなけれ

センター指導主事も参加する。
（できるだけ

ば，
取り入れることはできない。
「学習集団づくり」

校内研究に同席し，研究協力校教員との人間

は，
学級経営が要となるが，
授業規律の確立など，

関係づくりに努める。どのような形で参加す

全教員で取り組むべき要素がたくさんある。担任

るかについては，事前に研究主任と話し合

任せにせず，
『言語活動』を取り入れられる学習集

い，研究協力校の意向を最優先とする。時に

団に育てることを確認し，学年単位，あるいは全

は，一中学校教員としての意見や感想を述べ

教員で進めていくきっかけを校内研究で作り，校

るなど，研究協力校教員と同じ目線で参加す

内研究を通して普及させていく。

る場合もある。
）
② 研究授業を含む校内研究会すべてが，参加
者すべての学びの場となるように支援する。

Ⅳ 研究の結果と考察
１ 研究協力校の実態把握

（年度当初の計画で，各学年 1 本と初任者２

① ４月 学校長 研究主任と顔合わせ

本の合計５本の研究授業が設定されていた。

② ５月 21 日 第２回校内研究に参加
（学年別・

他クラスの生徒を下校させ，特設６校時とし
て全教員が参観するスタイルである。従来の

教科別部会）
③ ６月 18 日 第３回校内研究 センター指導

研究協議よりも充実した２時間にするため

主事による学習会「
『言語活動』を取り入れる

に，本センター指導主事から研究会のもち方

には」

を提案する。
）
Ｂ 教員が『言語活動』を体験
校内研究で学んだことを，自分の実践に生かせ

④ ６月以降

各種調査の結果を分析

（３年生：全国学力・学習状況調査，県教育
課程実施状況調査）
（２年生：県学力把握調査）

（全学級：ＱＵ）

れた授業を示範する」企画である。
『言語活動』

４月・５月の段階で，多様な生徒が在籍し，研

が難しい原因８個を抽出し，その解決策を小グ

究協力校の教員が日々奮闘していることが分かっ

ループで考えた後，他のグループに対して発表

た。同時に，そのような理由から『言語活動』が

をした。成果物は職員室に掲示していただき，

あまり取り入れられていないことも分かってき

折りあるごとに教員に意識してもらった。

た。そこで，６月の学習会では「
『言語活動』を

さらに，この学習会の評価を図３の形式でし

授業に取り入れる際に何がネックになっているの

てもらった。図２のように回答がおおむね高評

か」を研究協力校の教員に挙げてもらい，そこか

価だったことから，
『言語活動』を取り入れた学

ら改善の方向を見いだせたらと考えた。

習の有効性を感じてもらえたと捉える。

図１で我々が注目したのは「ルールの不徹底」
と「自分の引き出しがない」の２点である。

さらに，研究協力校の教員は，
『言語活動』を
取り入れる上で何がネックになっているかが分
かっているだけでなく，その解決方法について
アイディアが豊富であることが明らかになった。
図４のアイディアを実行に移せるように，本セ
ンター指導主事が背中を押したいと感じた。

図１ 言語活動が難しい原因
ルール作りが先であること，また教員に知識・
経験がないため，自信をもって言語活動を取り入
れられないと考えている教員が多いことが分かる。

図２ リフレクション回答の様子

また，生徒が受けた各種調査から，
「正答率度数
分布において，中央が若干少なくて二つの山がで
きている」ことが明らかになった。さらに，質問
紙から「自尊感情が低い」ことも読み取れた。
本年度の研究では，教員が意識すべき重要な視
点として，
「ルールの不徹底」
「自分の引き出しが
ない」
「二つの山」
「自尊感情が低い」の４点を改
めて提示していく必要性がある。
２ センターからのアシスト
（１） 『言語活動』を取り入れた授業スタイ
ルの学習会

６月・８月・12 月の３回の学習会は，本セン
ター指導主事に担当してもらいたいとの要望を
受けた。研究協力校の課題の解決に向かう内容
を取り上げ，
「言語活動ハンドブック」に載って
いる手法を少しずつ紹介し，体験していただい
た。
① ６月「言語活動を取り入れるには」
本センター指導主事が「
『言語活動』を取り入

図３ リフレクション項目

③ 12 月「特別の教科 道徳」の実施に向けて
道徳教育の充実に向け，研究協力校から相談
を受けた。そこで，来年度より始まる「特別の
教科 道徳」の年間指導計画作成に全教員が関
わることにした。
（図７）年間 35 時間の授業に
おいて，いつ，どの内容を扱うかを，学校の実
態に即して考えるものである。本センター指導
主事が 22 項目の価値の説明をした後，付箋を
用いて，学年ごとに作成した。項目を記した付
箋，
学校行事と総合的な学習を記入した台紙は，
図４ 成果物（マンダラート）

指導主事が作成し準備した。生徒の発達段階だ
けでなく，学校や地域の実態を反映させた。複

② ８月「主体的・対話的で深い学び」の実現

数回扱う必要のある内容の確認ができたことに

に向けて

加え，教科書の配列ではなく，より生徒の実態

夏の学習会では，
「教員に知識・経験がない」

に即した計画を作成することができた。
（図８）

「ルールの不徹底」
「二つの山への対応」につい
て，より詳しい解決策を出し合い，２学期以降
の取組に反映させることをねらった。思考ツー
ル「フィッシュボーン（図５）
」
「マトリクス（図
６）
」を用い，小グループで成果物を仕上げ発表
した。付箋の使い方（色の指定・向き・筆記用
具）を統一した。成果物の台紙は本センター指
導主事が準備し，研究協力校研究主任の手を煩
わせないように配慮した。また，代表者が全体
に対して発表するのではなく，他のグループの

図７ 検討の様子

人に説明する形をとり，全員が発表する交流と
した。授業で応用できるように工夫した。

図８ 道徳年間計画検討図
（２） ワークショップ型の研究会
図５ フィッシュボーン

研究授業は学年１本×３学年＋初任者２
本の合計５本が計画されていた。昨年度の様
子を聞いたところ，自分の専門教科以外では
意見を言いにくい雰囲気があり，深まらなか
ったという。本年度は，傍観者のいない研究
会を目指し，付箋を用いた研究協議に変えて
いただいた。
「マトリクス」
「拡大指導案」
「座
標軸」による分析方法を全員が体験した。さ
らに，成果物を利用しての交流発表で「代表

図６ マトリックス

者による全体への発表」
「ジグソー」
「ペアコ

ミュニケーション」を体験していただき，言

本センターから「拡大指導案」を用いて，

語活動に対する教員の知識・経験の乏しさを

前回と同様３つの視点での協議を提案した。

補えるように工夫した。

グループ代表者が発表した。
（図 11）

① ７月２日（月）第１学年 社会 研究協議

本センター指導主事から「付箋を用いる」こ
とと「小グループでの話し合い」を提案した。
一昨年まで行っていた「ＫＪ法」を用いて，学
年単位で話し合った。グループの人数が多すぎ
たこと，授業観察の視点が曖昧であったことが
課題として残った。
② ９月 19 日（水）第２学年 国語 研究協議

本センター指導主事から「小グループの人数
を減らすこと」
「授業観察の視点を複数用意し，
担当者を決めること」を提案した。学年や教科
がなるべく重ならないように，全体を６グルー
プに分け，５名編成とした。
授業観察の視点を「ルールが不徹底」
「二つの
山への対応」と校内研究主題「気づき，考え，
実行する」の３つとし，それぞれ２グループに
担当してもらった。
さらに，
「マトリクス
（図９）
」
と「座標軸」の成果物を仕上げ，グループ代表
者が発表し，互いに学び合った。
（図 10）

図 11 拡大指導案
④ 11 月 19 日（月）第 3 学年 保健体育 研究
協議

図 12 検討の様子
本センターから「拡大指導案」
「座標軸」を
用いて，前回までと同様３つの視点での協議
を提案した。
（図 12）
⑤ １月 28 日（月）第 1 学年 道徳 研究協議

図９ 二つの山への対応 マトリクス

本センターからは「拡大指導案」
「座標軸」
「マトリクス」を用いて，前回までと同様３
つの視点での協議に加え，ペアコミュニケー
ションによる交流をするため，全員が一人 2
分でプレゼンテーションをすることを提案
した。さらに，研究会の場所を「普通教室」
とし，自身の授業でペアコミュニケーション
を取り入れる際の参考となるようにした。
（図 13）

図 10 座標軸
③ 10 月 29 日（月）第 1 学年 数学 研究協議
図 13 ペアコミュニケーション

（３） 言語活動を取り入れた授業開発
研究協力校が計画している５本の研究授業を

① 統一したルールづくり
「授業十ヵ条」を掲げ，２学期から学年単位

充実させるために，事前検討から本センター指

で取り組み始めた。

導主事が関わった。
（図 15・図 16）研究協議の

② 全国学力・学習状況調査等の結果にみんな

最後には，山梨大学のアドバイザーからも助言

で学ぶ

をいただき，充実した研究会となった。

教科の正答率だけでなく，質問紙にも目を向

また，全国学力・学習状況調査などの結果を

け，
「自尊感情」を高める手立てが必要であるこ

分析し，授業提供者だけでなく，全ての教員に

とを全教員で確認した。学級担任だけでなく，

授業改善を促した。本センターで作成した資料

全教員で生徒に声掛けをしていくことや，部活

を増刷し，全教員に配付し解説した。
（図 14）

動などで生徒の努力を認めるなど，より一層積
極的に生徒に関わるように努めている。
③ 道徳年間指導計画の作成
生徒の実態を踏まえ，年間 35 時間の授業で
扱う内容を決めた。来年度からの教科化に向け
て，道徳の授業の質的・量的改善を図り始めた。
④ 言語活動を取り入れた授業の増加
生徒が『言語活動』に慣れることも大事との

図 14 指導の様子

視点から，総合的な学習の時間や学級活動で取
り入れるようになった。他教科の教員の授業に
も目を向けるようになり，自身の授業を振り返
り，改善を図り始めた。本センターから発信し
た資料に目を通すようになった。
（図 17）

図 15 授業の様子（国語）
図 17 成果のイメージ
図 18 が示すとおり，校内研究会で『言語活
動』を取り入れたことにより，教員同士が話す
機会が増えたと言える。校内研究会での「気づ
き」から教員が「考え」
，校内研究会ではない
場において「実行」したのである。
図 16 授業の様子（保健体育）
３ 研究協力校のアクション
―校内研究会での学びを生かし，みんなで一歩前
進―
本センターが支援した校内研究会をきっかけに，
日常の教育活動に変化が見られた。校内研究会で
自分の考えを話す機会が増え，1 人ではなくみん
なで協力する気持ちが高まったようである。

図 18 アンケート結果

図 20 が示すように，研究協力校の教員は,本セ

Ⅴ 研究のまとめと今後の課題
研究協力校の先生から，以下のような御意見・

ンター指導主事が関わった本年度の校内研究を肯

御感想をいただいている。

定的に捉えている。

☆ 校内研究の中身が非常に充実しており,実

「
『気づき，考え，実行する』生徒の育成～主体

り多き一年間でした。先生方も学ぶ環境にお

的・対話的で深い学びを目指した授業づくりを通

かれると学ぶのだと確信しました。

して～」
を研究テーマに掲げてきた研究協力校が，

☆ 教員の意識が高まり,学校の活性化につな
がりました。
☆ 話合いをもつことで,一緒にやる研究とい
う意識がもて,研究が進みました。
☆ 新しいことを知ることができて勉強になり
ました。主体的に校内研に関われました。
☆ 小グループで取り組むことで,自分の考え
を言うこともそうですが,周りの教員の考え
と交流する機会が増えたことが良かったと思
います。
☆ グループエンカウンターを実際に取り入れ
て講義をしていただいたことで,私自身も楽
しく学習することができました。
☆ 自分自身が勉強になりました。今後活用し
ていきたい。
☆ 何度も本校に足を運んでくださりありがと
うございました。新しい発見もあり，今後の
授業内容に生かせるよう，更に研修を続けて
いきたいと感じました。まだ成果は感じられ
ませんが，教えていただいたことを生かせる
ように精進していきます。

「今年度の校内研究を終えての成果と課題アンケ
ート」を２月に実施した。抜粋して紹介する。
⑤ 生徒にとって，よかった点は何ですか。
（評価 ５）
〇 校内研究会が活発化したことで，他学年
の授業を参観し，生徒の実態を把握する機
会となった。授業の手立ても深まるにつれ
て，生徒が生き生きと学習していた。
〇 生徒が発言する機会や，生徒同士で協
力する機会を増やすことができた。
〇 互いの考えを発表する授業が多くなり，
自分の考えを広げることができた。
〇 教員が授業を改善していくことで，直接
的，間接的に生徒のためになっていると思
う。
〇 教員が研究することによって，よりよい
授業を提供することができた。
〇 教師がワークショップ形式で反省したた
め，授業を具体的に反省することができ
た。そのため，授業改善が進み，分かりや
すい授業を行うことができた。
〇 自分の考えを書くことで，意思をもつこ
とができたことは大きかった。
教員は，校内研究が生徒のためになっていると
捉え，校内研究に価値を見いだしている。教員の
意識の変容が認められる。
② 研究の具体的な内容（
『気づき，考え，実

図 19 ４月当初の気持ち

行する』授業について実践研究に取り組む）に
ついてどれだけ達成できましたか。
（評価 ３.７）
〇 研究会においても，活発に意見を出し合
うことができた。
〇 センターや大学との連携で，研究の仕方
について学ぶことができた。
△ 「対話的」の部分で課題が残った。

図 20 1 月の気持ち

△ 様々な活動の方法を知ることができた一
方で，その使い方を理解することが不十分
であった。
△ 話合いのルール作りは，学級開きから徹
底する方がよい。
△ 話合いのルール等については各教科の年
度初めの教科部会で話し合い，学年を越え
て統一できたらと思う。
△〇 授業規律を最優先にしなければならな
い現状がある。しかし，できるだけペアや
グループでの活動を入れて基本を定着させ
る工夫をした。
△ 研究授業では意識できたが，日々の授業
では難しい面もあった。

だからこその意見が多く出ている。傍観者ではな
く，当事者として，本年度の校内研究に関わって
きたことが分かる。さらに，自身の実践と照らし
合わせて，次に学校として何を取り組むべきかを
考えている。研究授業だけでなく，普段の授業で
互いに何を行っているのか，気になり始めている
ことが分かる。
以上の内容からも，仮説「校内研究で，教員が
『言語活動』を体験すれば，教員の意欲が高ま
り，
『主体的・対話的で深い学び』の視点で教科
の目標の達成を目指した授業づくりが進むであろ
う」は，教員の意識が変容した部分で証明された
と言える。授業の土台となる「学習集団づくり」
で教員がチームとして前進することができた。
一方，
個々の教員の授業改善を検証する機会は，

自身の実践を振り返りつつ，学校としての課題

５回の研究授業しかなかった。
「言語活動」の手法

点を挙げている点に注目したい。
「授業規律が最優

を教員が知識として得ることは確かにできた。
「教

先である」
「話合いのルール作りは年度初めから徹

師に知識・経験がない」部分を補う校内研究会を

底する」など具体的な改善案を出すほどに，教員

支援することはできた。しかし，思考ツールの使

の姿勢が前向きになったことが感じられる。

用や，対話を取り入れた実践が普段の授業の中で

③ 研究の具体的な内容（教科・学年ごとの

増えたとは言いがたい。
（図 21）

特性に応じて，一人一実践や研究授業を行
う。
）

（評価 ３.６）

〇 各学年の授業を観察し，教科や学年の特
性に応じて研究することができた。
〇

研究において主体的に活動することがで

きた。講師の先生に来ていただいたので，話
合いが活発になった。
〇 学年として「授業十ヵ条」に取り組み，更
にその中で授業準備（時間の意識も含む）
，姿
勢，無駄口について意識することにより，教
員生徒ともよい変化が見られている，各教科
の特性もあるが，小グループを効果的に使
い，学びを深めていけるよう引き続き取り組
んでいきたい。
△ もう少し実践したことの情報交換などが
あればよかった。
△ 基本的な生活習慣が身に付いていない生
徒もいる。
△ 準備不足な部分もあり，活動が不十分に
なってしまうこともあった。
△ 個人的には実践できなかったので，今後
は研究で学んだ知識を基に実践したい。
校内研究をきっかけに，各自が真剣に取り組ん

図 21 思考ツールの使用
④ 今年度の研究の進め方について，ご意
見をください。

（評価 ４.８）

〇 センターや大学と連携をとって進めて
いただいたので，勉強になることがたくさ
んありました。
〇 センターや山梨大学との連携は緊張感
が保ててよかった。
〇 割り振っていただいたグループが，学年
や年齢がばらばらだったので，それぞれの
視点からの意見を聞くことができ，とても
勉強になりました。
〇 話合い活動を通じて，教員側も学びが深
まった。
〇 活発で緊張感のある研究会で，学習面を
中心に課題に向き合い，真剣に考える機会

となった。学ぶことが多かったと思う。

末筆となりましたが，本研究に協力いただいた

〇 活動方法を知った上で，活動例なども校

清水校長先生をはじめとする研究協力校の皆様，

内研究会で考えることで，より深い学びに

また，ご指導くださった山梨大学のアドバイザー

つなげることができると思う。

の皆様に心より感謝申し上げます。

研究授業だけでなく，日頃の授業を検証する機
会を設けたいと考える。授業改善への意欲を見せ

【引用・参考文献】
河村茂雄 著(2017)「アクティブ・ラーニング

始めた研究協力校に対し，より教科・領域の特性

のゼロ段階 学級集団に応じた学びの深め方」

に応じた専門的な助言が今後必要になる。

（図書文化社）

⑥ 来年度に向けての改善点を挙げてくだ
さい。
〇 研究会の活性化で，全体の授業の質を
高めていく姿勢が高まった。方向性が見
えたので，これからもこの方向でよい。
△ もっと家庭学習につなげられる手立て
まで考えていきたい。
△ 特定の先生に負担が偏らないようにし
 ていくとよい。
てほしい。

山梨県教育委員会（2016）
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校長 清水 千春

【山梨大学連携研究会アドバイザー】

研究協力校のニーズに応えたい思いもある。特

山梨大学

特任教授

渡井 渡

に家庭学習については，
あえて後回しにしてきた。

山梨大学

客員教授

氏原 一宏

まずは，学校内での教育活動の充実を図るべきと

山梨大学

准教授

猪股 真弥

考えたからである。本センター指導主事が関わる
授業を増やすこと，校内研究における各教員の負
担感を均等にすること，家庭学習につながるよう
な授業づくりを提案することが今後の課題である。
そこで，研究２年次は，
『主体的・対話的で深い
学び』の実現を目指した授業づくりをもっと進め
ていく。具体的には，次の５点である。
① 全国学力・学習状況調査，教育課程実施状況
調査への協力
② ①を生かした研究授業の提供
③ 拡大校内研究会の開催
④ 本センター指導主事による学習会の実施
⑤ 本センター研究大会での「ポスター発表」へ
の協力
特に②においては，本センター指導主事と共同
で指導案を作成するイメージで，事前検討から積
極的に関わっていく。一度の研究会で２本の授業
を提供していただくなど，本年度より教科指導の
充実を図る。本年度末の校内研究会で来年の構想
を研究協力校へお伝えし，本センターと連携した
取組，内容等を顧慮していただき，年間作成計画
に反映していただく。

【総合教育センター研究アドバイザー】
調査研究課長（教育研究推進幹） 笹本 忠彦

