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和歌山県教育委員会が実施する初任者研修は、校外研修と校内研修で構成されており、それぞれを次のように示しています。 

今年度は、新しい試みとして初任者:研修のための事前視聴動画を作成し、

４月～５月に実施する校内研修において、初任者と指導教員等が同じ動画

を視聴し、授業づくりや学習指導案について学ぶことができるようにしま

した。 

６月の教職基礎研修③では、事前視聴動画を基に作成した学習指導案を

持ちより、指導主事による示範授業や協議を通して新たな気付きを得ていました。このように校外研修（教職基礎研修や宿泊研修での

授業づくり演習）と校内研修での学びとを往還させることで、授業づくりについての理解をさらに深めることができました。これらは、

初任者の授業研修や今後の授業改善に大きな効果をもたらすことができると考えます。 

８月の第２回指導教員連絡協議会では、指導教員等による実践発表や協議を通して、各校での校内研修の取組について情報交換しま

した。指導教員等が中心となり、学校全体で取り組んでいる実践例や明日からでも取り入れたいアイディアを共有することができまし

た。 

初任者研修が契機となり、若手教員の授業実践力が向上するとともに、全ての教員が学び続けることを意識し、学校全体の力が高ま

ることを期待しています。

 
8月１日に、平成３１年度（令和元年

度）全国学力･学習状況調査の結果が発

表されました。 

小学校では、国語、算数ともに、昨年

度と同様に全国平均と同程度の結果と

なりました。中学校については、国語の

結果が昨年度を下回ったものの、数学

は全国平均と同程度の結果となりまし

た。また、本年度初めての調査となった

英語の結果も全国平均と同程度でし

た。これらの結果は、各学校の先生方が

日々、授業改善に対する意識を高くも

ち、取り組んだ成果の表れと考えてい

ます。 

 課題が見られたのは、中学校国語の

「問題文に書かれた情報を整理して内

容を正確に理解すること」「読み解い

たことをもとに自分の考えをまとめる

こと」などでした。また、記述式問題

の平均正答率は、小学校国語以外の教

科で全国平均を下回りました。 

児童生徒質問紙調査では「授業の内

容はよく分かる」と回答した児童生徒

の割合が、すべての教科で全国を上回

りました。また、「難しいことでも失敗

を恐れないで挑戦している」と回答し

た児童生徒の割合も全国を上回りまし

た。 

 一方、小学校、中学校ともに、「授

業では、課題の解決に向けて、自分で

考え、自分から取り組んでいたと思

う」と回答した児童生徒の割合が全国

より低くなるなど、主体的・対話的で

深い学びを実現するための学習活動

の充実が求められています。 

小学校では来年度、中学校では再来

年度から新学習指導要領全面実施と

なります。和歌山の児童生徒に自信と

誇りをもたせるため、これまで同様、

全力で学力向上に取り組んでいきま

しょう。 

和歌山県（公立）と全国（公立）の平均正答率（％） 

 小国 小算 中国 中数 中英 

県 64 66 70 59 55 

全国 64 67 73 60 56 

差 0 -1 -3 -1 -1 

※平成28年度から、平均正答率については整数値で示しています。 

 

和歌山県（公立）と全国（公立）との平均正答率の差の推移 

 小国 小算 中国 中数 中英 

A B A B A B A B  

H28 -3 -2 -1 -1 -2 -4 0 -1  

H29 0 -1 0 0 0 -2 0 0  

H30 1 0 -1 -1 -1 -2 1 -2  

H31(R1) 0 -1 -3 -1 -1 

令和元年度初任者研修 
～校外研修と校内研修の往還を図り、研修効果をさらに高めるために～ 

校外研修 

〇「授業づくり」「学級経営・生徒指導」に係る講義・演習を充実させることに

よって教員として必要となる力を総合的に高める。 

〇演習・協議の回数を多くすることによって、自己の実践を省察する機会を増

やし、教員としての使命感、責任感、教育に対する情熱、協調性を育てる。 

校内研修 

〇校内における具体的な実践に基づき、学習指導や学級経営等について研修す

る。（平成３１年度初任者研修の手引から） 

平成 31 年度（令和元年度）全国学力･学習状況調査 
和歌山県の調査結果の特徴 
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中学校外国語科授業研究会の様子 

《研究会メンバーの感想》 

 Small TalkやCAN-DOリスト等について研究

会メンバーと交流したことで、大きな気付きが

得られました。この気付きを持ち帰り、実践

し、また共有することで、より効果的な指導方

法につなげていきたいです。 

中学校国語科授業研究会の様子 

 

  

中学校外国語科授業研究会では、田辺

市内の中学校外国語科担当教員が参加

し、中学校外国語科の効果的な指導方法

について研究を進めています。兵庫教育

大学大学院 吉田 達弘 教授に指導

・助言をいただきながら、新学習指導要

領の円滑な実施と、全国学力・学習状

況調査に見られる課題解決に向け、互

いの考えや気持ちを伝え合う対話的

な言語活動(Small Talk等)や複数の

領域を統合した言語活動について研究し、それぞれの学校での実践を通して

検証を行っています。１２月には田辺市内の中学校で授業公開をし、成果を

まとめていく予定です。 

この研究会の様子が、令和２年１月１９日に「はばたく紀の国～教育は今

～」（テレビ和歌山）で放映されます。番組名は「世界にはばたけ！グロー

バル人材～中学校外国語科の授業づくり～」で、子供たちが「勉強が好き」

「授業がよく分かる」と感じる授業づくりに取り組み、世界

で活躍できる人材を育成している教員の様子を紹介します。 

※「はばたく紀の国～教育は今～」は、和歌山県教育委員 

  会が教育のめざす方向性やその時々の教育課題について、 

  新しい取組や学校・地域の特色ある取組などを取り上げ、 

  作成しているテレビ番組です。 

 

 

 

 

 中学校国語科授業研究会は、新宮市の中学校の国語科

担当の教員が参加し、中学校国語科の効果的な指導方法

について研究を進めています。研究内容は「読むこと」

の領域における説明的な文章の指導にしぼり、指導事項

の明確化、単元・授業のゴールを見据えた授業づくり、

論理的思考を促す発問の活用、言語活動における具体的

な成果物で評価すること等に重点をおいています。また、

兵庫教育大学大学院 吉川 芳則 教授に指導・助言を

いただきながら、新学習指導要領の方向性を踏まえた「読

む能力」を高める授業づくりについて、それぞれの学校

での実践を通して検証を行います。１１月１１日（月）

には、授業公開を行い、成果をまとめていく予定です。 

 

 

 

          【研究会の概要】 

第１回 研究の趣旨説明、新学習指導要領の要点、単元構想 

第２回 中学校・高等学校国語科教育研修講座の受講 

第３回 単元構想と授業づくり（１） 

第４回 単元構想と授業づくり（２） 

第５回 授業公開、研究協議、外部講師による講義 

第６回 研究のまとめ 

単元構想はゴールか

ら逆向きに設計してい

くことが効果的である

ことがわかりました。

毎回、単元の最後はこ

うやって終わろうと決

めて授業に臨んでいる

つもりでしたが、今回

の研修の中でもっと具

体的な構想が必要だと

感じました。 

単元を通した言語活

動の成果物を具体的に

イメージすることの重

要性を感じました。ま

た、指導事項を確認し、

その単元で身に付けた

い力を明確にして指導

していくことは大切な

ことであると痛感しま

した。 

《研究会メンバーの感想》 

外国語の効果的な指導の探究 
―中学校外国語科授業研究会― 

「読むこと」(説明的な文章)指導の充実 
―中学校国語科授業研究会― 
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これを機会に、学びの丘へ学びに来ませんか 

 

 

  

 

今年9月に、学びの丘プラネタリウムの投影機

が新しくなりました。以前よりも光源が明るくな

り、鮮明な星空の投影ができるようになっていま

す。発色やコントラストも向上し、臨場感のある

星空を再現することができます。 

 

 

自動でその日の夜空に見える惑星や星座の見所

を解説します。また、任意の日時を設定すること

で、日食や月食などの天文現象を再現することも

可能です。その他にも、国立天文台４D２Ｕプロ

ジェクトのデータ（4次元デジタル宇宙ビューワ

ー「Ｍｉｔａｋａ」と同じもの）を用いて、地球

を離れた視点から宇宙の姿を見ることができます。 

投影機のリニューアルに

伴い、右に示すプラネタリウ

ム番組を追加しました。 

新投影機の性能に合わせ

た鮮明で迫力ある映像を見

ることで、小学校低学年か 

ら一般の方まで、楽しみなが

ら宇宙や天体についての学

習ができます。星空自動解説と合わせて見ることで、星空への興味・関心が一層高まることが期待されます。 

 

 
 

学びの丘では、プラネタリウム鑑賞の他、Eサポートによるプラネタリウムを活用した理科の授業を行っています。「星の観

察の指導が難しい」「星の観察は天候に左右されるのでやりにくい」など、天体の学習指導に悩んでいる先生方を支援します。 

                         

                                

     

        

 

 

星空をきれいに再現 

コンテンツ追加 

学びの丘Ｅサポートによる理科授業 先生方のオリジナル授業 

解説機能等の強化 

〔星座早見の学習〕 
ドームに星空を投影し、

星座早見を使って天体を探

します。また、星の位置の

調べ方も学習できるので、

実際に星を観察する前の練

習を行うことができます。 

〔星や月の動きの学習〕 
プラネタリウムを使ったシ

ミュレーションにより、月や

星の動きを確かめたり、月の

形によって見える時間が変わ

ることに気付かせたりするこ

とができます。 

〔月の満ち欠けの学習〕 
観察の視点を地球の外に

設定し、地球、月、太陽の

位置関係によって月の満ち

欠けを確かめることができ

ます。 

〔天体の運動の学習〕 
光跡残しの機能を使った日

周運動、季節による太陽高度

の違い、惑星の順行や逆行等、

シミュレーションによって実

感を伴った学習ができます。 

 学びの丘スタッフによる授業だけでなく、「プラネ

タリウムの操作をしたい」「プラネタリウムを活用し

て、こんな授業をしたい」という先生は、是非お問い

合わせください。プラネタリウムの操作説明や教材開

発をお手伝いします。 

問い合わせ先 

＜プラネタリウム鑑賞＞ 

教育センター学びの丘 プラネタリウム運営係 

 電話（０７３９）２６－３５１１ 

＜学びの丘Ｅサポート＞ 

教育センター学びの丘 学校支援課 

電話（０７３９）２６－３４９４ 

 


