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山梨県総合教育センター

平成２7年度夏季研修会を終えて

教育指導部

７月２３日から８月２１日までの約１ヶ月間，平成２７年度夏季研修会を開催しました。 暑い日が続く
中で，節電に関して，駐車場や研修会終了後の車移動に関わって御理解御協力ありがとうございました。お
かげさまで無事終了することができました。
さて，教育センターは「学校教育を支援する確かな情報発信源としての総合教育センター」を基本方針に
据えて業務に取り組んでいます。今年の研修会においても，先生方に，学校現場への還元ができるよう，ま
た研修への有用感を実感できるよう「学校組織マネジメントの視点」を取り入れながら，「体験・参加型研
修」の研修形態になるよう取り組んできました。多くの研修会で受講者より，「より実践的」であり「現場
に生かしたい」などと好評を得ることができました。今年度より，研修会アンケートはシステムから入力し
ていただく新形式になりましたが，アンケート入力にも御協力いただき感謝いたします。
さて，教育センターでは，初任者研修，５年経験者研修，１０年経験者研修，中堅教員研修といったライ
フステージに合わせた研修体系を構築するとともに，新学年主任学部主事，新主幹，新教頭，新校長といっ
た学校運営に関わる研修，教科の指導力向上をめざす研修，教育課題に対応した研修など，キャリアアップ
につながる研修を充実させてきました。昨年度から実施されている「小学校授業力アップ実践研修会」「中
学校授業力アップ実践研修会」では，「県の学力調査の結果を踏まえた具体的な課題改善に向けての取組や
対応について実践的に学ぶ研修」と位置づけ，「学力向上」に直結できる研修会として義務教育課と共同開
催しました。また今年度から新たに免許状更新講習がセンターの研修に位置づけられたほか，児童生徒理解
のための教育相談研修，急速に学校現場に普及しているタブレット研修の充実も図りました。こうした研修
の成果が，個々の先生方の資質向上，指導力アップにつながることはもとより，学校組織に還元され，チー
ムとしての協働性や指導力を高めることにつながればなによりです。
現在，教育センターでは，本県の教育課題，学校現場や先生方のニーズに応じた研修会を構築するために
来年度の研修会の企画に向けて検討を始めたところです。教職員の資質能力の向上並びに学校の教育力向上
を目指し，今後も教育センターの研修を御活用いただければ幸いです。

初任者研修

夏の宿泊研修会

高校国語科における言語活動の充実研修会
高校の国語科に特化した「言語活動の充実研修会」
が，8月18日に開催されました。講師に元文部科学省初
等中等教育局主任視学官，現川村学園女子大学教授
の田中孝一先生をお招きし，高校教育課の河手由美香
指導主事とともに講義・演習をしていただきました。は
じめに「国語の授業の改善の考え方と方向―高校国
語科の現状と教育改革の動向を踏まえて―」と題し
た田中先生の講義があり，その後，７つのグループに
分かれて「国語総合における授業の改善」を目標に，
それぞれのグループで課題に取り組みました。「単元
の指導と評価の計画」「教材の開発と活用の工夫」
「評価問題の作成」の３つの課題を，それぞれの担当
分野で作成し，午後はパソコン室で入力，発表を行い
ました。受講者からは，「実際の演習を通して『単元の
指導と評価
の計画』を
作り上げる
ことができ，
とても充実
した研修会
だった」「今
回のように，
同じ教科の
先生方とこ
れだけの時
間をかけて
『学習計画』や『目標と指導の一体化』を行えるなら，
自校の国語教育の在り方が今後変わっていくと思う」
といった前向きなコメントが多数寄せられました。

ブリーフセラピー基礎・応用研修会
「ブ リ ー フ」と は，「短 期」を 意 味 し，「ブ リ ー フ セ ラ
ピー」は，解決に焦点を当てるアプローチとして，教
育相談に大変役立つ心理療法です。昨年度まで「い
じめ・不登校指導者養成研修」として県教委主催で各
2日間行っていた研修が，今年度からセンターの教育
相談研修として「ブリーフセラピー基礎」「ブリーフ
セラピー応用」の2講座が新設されました。
基礎研修では，午前中ブリーフセラピーについて
の基礎理論を学び，午後は「3つの家を使った相談」
「問題の外在化」等，様々なペアワークに取り組みま
した。応用研修は，ウォーミングアップから始まり，１日
ワーク中心に進行しました。
どちらの研修も大変受講者からの満足度が高く，
「す ぐ に 実 践 に
生かすことがで
き る。」「子 供 た
ち のリ ソ ー ス を
たくさん見つけ
た い。」「来 年 度
も是非参加した
い。」といった声
をたくさんいた
だきました。

Let's do it !
プラクティカルイングリッシュ英語力の向上研修会

ビデオ教材作成のための Premiere Elements

研修会

ビデオ教材を作成するときに非常に便利な、Adobe Premiere
Elementsの基礎操作及び活用方法の研修会を実施しました。講
師に谷村工業高校実習講師の卯月英二先生をお迎えしました。2
日間に渡る研修会だったので、初日にPremiere Elementsの基礎
操作を一つ一つ丁寧に教えていただきながら、いろいろな編集
作業を身につけることができました。２日目は各自が準備してき
たビデオ素材や音楽素材をもとに、動画素材の編集を実践しま
した。それぞれの先生方が学校生活のいろいろな場面の素材を
用意し、編集の実践を行いました。発表会や各種行事の動画を編
集する先生や、修学旅行の事前指導で使う動画を編集しておら
れる先生もいらっしゃいました。作業に困ってしまったときは卯月
先生がすぐに適切なアドバイスをしてくださり、ほとんどの先生
方がすばらしい作品を仕上げることができたようです。受講者
の先生方からは
「今後も時間を見
つ け て Premiere
Elementsを活用し
て い き た い。」と
いう声が寄せら
れました。

博物館を利用した授業づくり研修会

野外観察（地学領域）研修会
氷河期の針葉樹化石

8月19日の地学野外観察研修
会は，バスで北巨摩地区を巡る行
程で実施しました。
初めに高根町下黒沢のローム
層露頭を見学，ここでは約200万
年前の古八ヶ岳火山崩壊による
岩屑流の層，８万年前の御岳噴火
による木曽御岳第一浮石層などを観察しました。次に天
女山に登り，八ヶ岳火山噴出物の中から，輝石，角閃石，カン
ラン石等を採集しました。受講者は鉱物探しに夢中になり，
希少な石を見つけては歓声を上げていました。午後は白
州町のミニグランドキャニオンで，氷河期の堆積物を観察
しました。川の浸食で至る所に露出している針葉樹根の化
石はみずみずしく，２
０万年前のものとは
思えない状態でし
た。最後に，山梨の火
山活動，糸魚川－静
岡構造線の断層によ
る地震被害，県内温
泉の特徴について説
明を受けました。
今 回 は，５ 名 の 講 師
が緻密な準備のもとに洗練されたプログラムを組み，移
動中にも地域や歴史のエピソードを交えての解説があり
ました。おかげで，受講者は目を輝かせて取り組み，各自の
専門性に応じて，知識と視座を深める機会となりました。
その背景には，受講者の意識を盛り上げた講師の地学へ
の情熱があります。アクティブ・ラーニングには，授業者の
幅広い識見，企画力，熱意が不可欠であることも学んだ研
修会でした。
小学校理科授業改善と観察実験の基本スキル習得研修会

本研修は，理科教員としての資質向上を目的に行いまし
た。
はじめに，授業改善の事例として，①子どもの予想を単元
構成の中にどのように取り入れ言語活動の充実を図ってい
くか。②子どもの学びのみとりを行う０ＰＰシートの活用方法
はどうするかの２つの実践を紹介してもらいました。
また、後半では，新しい機材・器具（Wi-Fi顕微鏡・LED）や各
学年で実際取り組んでいる観察・実験の基礎・基本を学びま
した。その中で、アルコールランプの指導の仕方，道管観察に
適した薬品，簡単にできる気孔の観察方法，デンプンの消化
の学習方法等、実際に器具を使って実習をしました。さらに
は，授業の発展に役立つ問題作りのための実験や、科学クラ
ブ向けの実験もしました。
盛りだくさんの内容でし
たが，「さっそく二学期に，
やってみたい。」「久しぶ
りに実験をおこない楽し
かった。」「子どもが喜び
そうだ。」などの声を聞く
ことができました。

体験で学ぶ火山研修会

環境教育研修会
タブレットを生かした授業づくり研修会

学校組織マネジメント研修会
学校経営をめぐる今日的な課題を踏まえ，学校にお
いて学校組織マネジメントをどのように展開するかに
ついて理解を深め，学校経営能力の一層の充実を図る
ことを目的とした「学校組織マネジメントⅠ」研修会が，
８月４日に新校長の先生方を対象に実施されました。午
前には山梨大学大学院の平井貴美代教授が講師とな
り，歴史的背景も含めた組織マネジメントの理論を学ぶ
とともに，各校の学校経営ビジョンをミッションと照らし
合わせながら再検討するグループワークが行われまし
た。午 後 か ら は，
本センターの一
瀬英史研修主事
のよるメンタルヘ
ルスマネジメント
研修，そして元教
育委員長として
山梨県の教育に
尽力された吉字
屋本店社長の高
野孫左ヱ門氏よ
り「リーダーシップとマネジメント」というテーマで講義
がありました。高野氏は創業４００年を超える企業の１８
代目経営者としての視点から，様々なデータやご自身
の経験、及びエピソードを交えながら，教育の今日的課
題や学校経営に必要な資質能力などについて，明快な
口調で深い洞察と示唆に満ちた講義をしていただきま
した。学校組織マネジメントについて各講師から多角的
に学校経営を考える研修会となりました。

学びを深める1年間

岩下和子（大藤小学校）

教員になって２０年以上が過ぎましたが，これまでに様々な子供との出会いがありました。対応が難し
いと感じることもある中，「自分自身がもっと子供たちを理解して関わることが必要なのではないだろう
か。」そんな思いから，教育センター一般留学生の試験を受けることにしました。
私は「教育相談の充実に関する研究」の領域で勉強をさせていただいています。現場にいるときには，
目の前の子供たちに向き合うことや，多くの校務分掌に関わる事務処理仕事をするだけで精一杯でした。
本を読んで新たなことを学ぼうという気持ちはあっても，その余裕はほとんどありませんでした。しかし，ここでは
学ぶことが仕事です。教育に関する様々な本を読む時間をもつことができます。そして，専門的な知識をおもちの先
生方からお話を伺うことで，これまで知らなかったことに出会い，更に学びたいという思いが溢れてきています。ま
た，研究に関しても主担当の先生をはじめ，支援グループの先生方や，現場にいらっしゃる研究協力員の先生方がサ
ポートしてくださり，様々な視点から知見を深めることができます。
さらに，教育について見直す機会もいただきました。今の時代に求められている教育とは何か，どのような変化が
起こっているのかを，教育課題研修会や講話会といった機会を通して考えることができます。目の前のことばかりに
必死になっていた自分には，もっと広い視野が必要であったことに気づくことができました。

平成27年度一般留学生の声
充実した研究の日々

橘田昌樹（石和西小学校）

一般留学生としての研修生活がスタートしてから，５ヶ月が過ぎました。現場にいた時は，「自分の指
導法はこれでよいのか。」と自問自答するものの，多忙な日々を送り，なかなか自分の指導を振り返ると
いうことができませんでした。そんな時，センターの研修制度を知りました。「１年間，自分を鍛えるつ
もりでがんばろう。」と思い，一般留学生を希望することを考えたのは，ちょうど１年前のことです。
４月当初は，「こんな研究をしてみたい。」という漠然とした気持ちでスタートをしました。そして，昨年までの
研修生が残したすばらしい研究成果を見ると，「自分はこのような研究ができるだろうか。」という不安な気持ちが
どんどん大きくなっていきました。しかし，研究を進めていくうちに，不安な気持ちは徐々に小さなものになってき
ました。それは，研究・研修を支えてくださる総合教育センターの体制がとても充実したものだからです。
自分の研究・研修を進めるにあたり，まずは，研究主担当の先生が決まります。研究に行き詰まったときには，い
つも相談に乗ってくれます。また，一般留学生は研究開発部に所属するので，部内の先生方にも相談をすることがで
きます。さらに，研究主担当の先生以外にも，研修主事の先生方で構成される支援グループと現場の先生方で構成さ
れる協力員部会が組織されます。支援グループでも，協力員部会でも毎回貴重な指導・助言を受けることができ，自
分の研究が形になっていきます。そして何より，センターにいる様々な校種の先生方に相談ができたり，指導をして
いただけたりするというとても贅沢な環境にあります。また，教育課題研修会や講話会が定期的に行われ，研究分野
以外の今日的な課題や教育全般に関しての学びを深めることもできます。
このように，自分の研究・研修に集中し，充実した研修生活を送ることができることに心より感謝しています。勉
強不足を感じる日々ですが，多くのサポートを受けながら，研究の悩みに対して的確なアドバイスをいただき，自分
の成長も感じられるようになりました。子供たちが目の前にいないことにふと寂しさを感じることもありますが，今
やっている研究がいずれは子供たちのためになっていくと考えながら，日々がんばっています。現場に戻ってから，
この成果を還元できるように，今後も研究・研修に努めていきたいと思います。

平成２７年度研究発表大会のお知らせ
期日：
会場：
内容：

特別講演の演題や研究発表の
内容等については，後日，開
催要項でお知らせします。多
くの先生方の参加をお待ちし
ています。

平成２８年２月２３日（火）
山梨県総合教育センター大研修室他
午前 開会行事
基調提案「センター研究の概要」
特別講演 講師 早稲田大学大学院教授 田中博之
午後 研修主事及び一般留学生の研究発表
こすもす教室の実践発表
教育センターでは，学校等の研究
活動を支援するために講師を派遣す
る「出前研修」をしています。詳細，及び申込についてはセンターHP
を御覧ください。

http://www.ypec.ed.jp/

先生
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