
 教科等教科等教科等教科等    園・校名園・校名園・校名園・校名    研研研研    修修修修    員員員員    幼稚園 清水小島幼 降矢降矢降矢降矢    直子直子直子直子    安倍口幼 山崎山崎山崎山崎    清子清子清子清子    久能幼 澁谷澁谷澁谷澁谷    珠路珠路珠路珠路    国 語 長田北小 ※※※※    興津興津興津興津    歩歩歩歩    安東小 杉山杉山杉山杉山    真弓真弓真弓真弓    
社 会 西奈小 大川原大川原大川原大川原    晴久晴久晴久晴久    清水第七中 ※※※※相澤相澤相澤相澤    秀篤秀篤秀篤秀篤    清水有度第一小 糠谷糠谷糠谷糠谷    眞規眞規眞規眞規    安東小 高橋高橋高橋高橋    恵子恵子恵子恵子    観山中 福世福世福世福世    竜也竜也竜也竜也    清水小島小 鈴木鈴木鈴木鈴木    千晶千晶千晶千晶    算 数 数 学 富士見小 有野有野有野有野    研太研太研太研太    蒲原西小 小林小林小林小林    弘和弘和弘和弘和    服織小 戸塚戸塚戸塚戸塚    伸幸伸幸伸幸伸幸    豊田中 猪俣猪俣猪俣猪俣    孝幸孝幸孝幸孝幸    
理 科 服織中 増田増田増田増田    浩浩浩浩    服織中 安原安原安原安原    洋子洋子洋子洋子    西奈中 岡田岡田岡田岡田    直樹直樹直樹直樹    清水飯田中 兼田兼田兼田兼田    博光博光博光博光    蒲原中 藤浪藤浪藤浪藤浪    雅樹雅樹雅樹雅樹    蒲原中 美尾美尾美尾美尾    圭衣子圭衣子圭衣子圭衣子    由比中 村松村松村松村松    辰也辰也辰也辰也     

教科等教科等教科等教科等    学校名学校名学校名学校名    研研研研    修修修修    員員員員    音 楽 横内小 小田小田小田小田    泰子泰子泰子泰子    清水興津小 米山米山米山米山    由美子由美子由美子由美子    安西小 河島河島河島河島    千浪千浪千浪千浪    南 中 丸山丸山丸山丸山    尚子尚子尚子尚子    図 工 美 術 清水興津小 角替角替角替角替    珠実珠実珠実珠実    東 中 久保田久保田久保田久保田    優子優子優子優子    葵 小 小泉小泉小泉小泉    憲明憲明憲明憲明    城山中 宮田宮田宮田宮田    和彦和彦和彦和彦    体 育 保 体 清水小 ※※※※岩堀岩堀岩堀岩堀    康幸康幸康幸康幸    駒形小 光村光村光村光村    博行博行博行博行    清水不二見小 佐野佐野佐野佐野    記透記透記透記透    清水船越小 牧野牧野牧野牧野    和之和之和之和之    技 術 家 庭 観山中 才茂才茂才茂才茂    一幸一幸一幸一幸    清水第四中 ※※※※漆畑漆畑漆畑漆畑    ひろ美ひろ美ひろ美ひろ美    清水第四中 矢代矢代矢代矢代    秀一秀一秀一秀一    英 語 由比中 桂山桂山桂山桂山    礼子礼子礼子礼子    清水第七中 佐瀬佐瀬佐瀬佐瀬    尚子尚子尚子尚子    清水興津中 飯塚飯塚飯塚飯塚    淳淳淳淳    清水両河内中 見城見城見城見城    京子京子京子京子    道 徳 南部小 鈴木鈴木鈴木鈴木    詠子詠子詠子詠子    
 

 

  センターかわらセンターかわらセンターかわらセンターかわら版版版版    No.No.No.No.１０１０１０１０    
静岡市教育静岡市教育静岡市教育静岡市教育センターセンターセンターセンター    ＨＨＨＨ２２２２２２２２．．．．６６６６．．．．８８８８    教育センターHPにも、これまでの教科リーダー研修の様子を掲載してあります。 ぜひご覧ください。 日  時： H２２年５月１４日（金） 内  容： 【１年目教科リーダー１年目教科リーダー１年目教科リーダー１年目教科リーダー：２１名】  ９：３０～１５：００  ◇任命式 ・ 概要説明  ◇講話Ⅰ 教科リーダーとしての心構え  久米 昭洋氏  ◇講話Ⅱ 課題研究１年目の成果と課題  【２年目教科リーダー２年目教科リーダー２年目教科リーダー２年目教科リーダー：２１名】 １４：００～１５：００  ◇活動構想づくり  【１・２年目教科リーダー合同１・２年目教科リーダー合同１・２年目教科リーダー合同１・２年目教科リーダー合同】 １５：１０～１６：３０  ◇ 第１回教科別グループ協議 （１１グループ） 

 

 

❖今まで校内研修の事後研のもち方や学年経営でもやもやしていたことが、すっきりと整理された気がした。 ❖実践を取り入れながら具体的なお話があり、ぐいぐい引き込まれた。 学校に帰って早速試してみようと思う。講話を聴いたら、自分の頭の中だけで「ああ、そうか」と理解するのではなく、アウトプットすることが大事だと感じた。 ❖とてもエネルギーをもらえる話だった。リーダー性は、どんどん開発されていくということだったので、自分も力をつけていきたいと思った。 ❖自分が教員として経験してきた１７年の貯えを、少しでも多くの先生方にシェアしたいと思った。そのためには、自分が持っているものを再検討し、より効果的・効率的にシェアできる方法を考えなくてはいけないと思った。 
【教科リーダー制度についての意見等】【教科リーダー制度についての意見等】【教科リーダー制度についての意見等】【教科リーダー制度についての意見等】    

≪１年目教科リーダー≫≪１年目教科リーダー≫≪１年目教科リーダー≫≪１年目教科リーダー≫    ●自分にできることを探しながら、向上心をもって取り組んでいきたい。 ●教科リーダーで学んだことをどのように今後に生かしていくか、そういった機会を どのように設定していけるかは、今後の課題であると思う。教科リーダーという名称上、 教科の指導力の向上と後輩等に対しての助言の仕方を学ぶ場でありたい。 ●教科別グループ協議が非常に充実していた。同じ教科で授業研究を行うので、 今後、多くの学びがあると感じた。    

    

≪２年目教科リーダー≫≪２年目教科リーダー≫≪２年目教科リーダー≫≪２年目教科リーダー≫    ●今年度は教科の研修なので、他校や異校種の様子を聞きながら、教材研究を深められることを期待している。 ●教科としての特色を取り入れながら、どれだけ提案授業デザインシートを作っていけるか、これから練っていけたらと思っている。 ●今年度は広く、多くの人に授業を観てもらって意見をもらいたい。 ●校内で研修の機会（授業参観、事前、事後研修会等）を増やすことがなかなか大変です。どの先生方も忙しい中でお願いするのも心苦しいのですが、できるだけ協力していただけるよう働きかけていきたい。また、教科リーダーの活動の認知度がもっと上がっていくといいと思う。 

大変参考になった80%
ある程度参考になった20%久米昭洋氏の講話久米昭洋氏の講話久米昭洋氏の講話久米昭洋氏の講話

 

【講話Ⅰ講話Ⅰ講話Ⅰ講話Ⅰ】 教科リーダーとしての心構え教科リーダーとしての心構え教科リーダーとしての心構え教科リーダーとしての心構え     ・教科リーダ―に求められる力量と研修   ・リーダーシップの３要素   ・チームワークの大切さ   ・４レベル評価モデル   ・SWOT 分析・・・など 内容の一部を紹介します。 
 

PHP 教育研究所公認上級ビジネスコーチ  久米久米久米久米    昭洋昭洋昭洋昭洋氏 
４名の研究員より授業改善を目指した活動構想を発表していただき、各自の活動計画を記入しました。 

任命式 
１年目教科リーダー 
２年目教科リーダー 集計数２０名分 

 

HHHH２１２１２１２１・・・・２２２２２２２２年度年度年度年度    教科教科教科教科リーダーリーダーリーダーリーダー研修員研修員研修員研修員    

教科リーダーにはどのようなスキルが必要か、付箋にたくさん書き出し、グループで話し合いました。 
講話を聴いての感想講話を聴いての感想講話を聴いての感想講話を聴いての感想 

＜＜＜＜教科教科教科教科リーダーのリーダーのリーダーのリーダーの活動活動活動活動についてについてについてについて＞＞＞＞    課題研究室では平成２１・２２年度の２か年に渡り「授業改善を目指す教科リーダーの活動に関する研究」を進めています。教科リーダーの活動は、教科についての１対１の相談から校内研修・近隣校研修のサポート等に至るまで、多岐に渡ると考えられます。教科リーダーを活用して先生方の授業改善を目指したいと考えている場合は、お気軽にセンター課題研究室までご相談ください。                                  教育センター課題研究室 TEL２５１－３２８８ 

 

※※※※研究員研究員研究員研究員    平成２１年度から２年間継続です。 授業者授業者授業者授業者    中心授業の単元名・授業日時・対象学年等は、次回の「かわら版」にてお知らせします。  参加者一人ひとりの授業改善につながるよう、現在、企画・運営に努めています。 
 教科別グループ別協議 では、道徳の OB（２名）が参加してくださいました。 

 集計数 39 名分 H２０年度 教科リーダー研修員 西奈幼 　吉川　千愛 井川小 　鈴木　博也 清水船越小 　宮城嶋　理重東豊田幼 　入谷　邦子 清水第一中 　久慈　茂樹 大谷小 　纐纈　仁北沼上小 　佐藤　俊子 南　中   久保田　嘉宏 城北小 　小澤　佐和子梅ヶ島小 　井上　聖一郎 千代田東小 　塩澤　康人 体育・保体 葵　小 　奥村　康之清水有度第二小 　澤本　由美 清水浜田小 　片瀬　力丸 英語 豊田中 　前田　いつ乃清水第七中 　栗田　柄子 清水岡小 　松永　友里子 清水江尻小 　橋爪　靖社会 大谷小 　西田　哲也 清水浜田小 　川合　あずさ 清水三保第二小 　久保田　良子数学 東豊田小 　島田　明彦 長田南中 　南條　美穂 蒲原中 　高橋　雅徳道徳
図工美術国語 数学理科音楽

幼稚園
 

 研修は既に修了されていますが、様々な場面でお力を発揮していただきたいと思います。 


