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甲斐善之助

【西部地域開催】

鳥取県エキスパート認定教員による
公開授業及び研修会の御案内

全国学力・学習状況調査問題より
スーパー・セレクト

記述問題S・S版を作成しました！

すべての子供に「できた」「わかった」を！

ICTを活用した授業づくりの充実に向けて④

特別支援教育ほっと通信

「指導要録」の
「指導に関する記録」の様式について

組織で支える「絆づくり」と「居場所づくり」

教育相談担当教員の役割



Q．どんな問題が取り上げられているの？

何を説明するのかによって、「事実を記述
する」「方法を記述する」「理由を記述す
る」の３つの類型を使い分けたり、関連させ
て記述したりする問題を取り上げています。

全国学力・学習状況調査問題より

記述問題Ｓ・Ｓ版を作成しました！

文章で記述して答える問題になると、解答できない子供
たちが多くいるのだけど、どうしたらよいのだろう？

☆表現力を育てる１つの方法として、御活用ください！

Q．記述問題S・S（スーパーセレクト）版って何？

小学校国語及び算数の全国学力・学習状況調査問題の
中から、記述式の問題をいくつか取り上げて配置し、問題と
解答、解説をまとめたものです。
子供たちが問題を解き、自分で解答や解説を見ながら振り
返ることで、自らの達成度や解き直しをする際のポイントなど
を確認することができます。
子供たちに力を付けるためには、何がどのようにできるよう
になればよいのか、教員側も明確にもっておくことが大切で
す。記述問題S・S版を参考に、指導のポイント等を改め
て確認し、今後の指導に活用してください。

目的や意図に応じ
て表現活動を行う問
題場面で、条件（字
数制限、文章構成
等）に合わせて記述
する問題を取り上げ
ています。
※片面印刷でご使用
ください

小学校算数単元到達度評価問題にも全国学力・学習状況調査の問題を取り入れていますが、記述問題になると、何を
どのように書いてよいかわからず無解答のままになっていたり、解答を書いているが条件を満たしていないために正答と
ならなかったりする子供たちが多くなるといった声をよくお聞きします。

①「見れた」「見られ
た」の二つの言葉
を用いる。
②四十字以上、五十
字以内.

①わけを言葉や数を
使って書く。
②０．１にあたる長さ
がわかるようにする。

小学校国語 小学校算数

自分で問題を解き、自分で
解答を使って振り返る！

解答後、正答の条件をもと
に、友達と確認し合う！

教員が採点し、児童自身が
解答を使って振り返る！

☆自習時間や家庭学習にも御活用いただけます。
☆活用方法を変えながら、繰り返し取り組むこともできます。Q．どのようにして活用するの？

教員が全て解説するのではなく、ど
うすればよかったのかを子供自身に
考えさせるようにします。

正答できたのかどうかを自分で確
認し、できたところやできなかったと
ころをメタ認知できるようにします。

友達の解答をきびしい目でチェッ
クすることは、自分自身の学びにも
つながります。

子供向けの解説に
なっています。

記述の仕方を理解するために、
正答例を視写することも効果的です。

西部教育局
お役立ち情報
令和４年２月号

単元到達度評価問題２月実施分
の付録として配信しています！



ICTを活用した授業づくりの
充実に向けて④

西部教育局
お役立ち情報
令和４年２月号

「活用する力」の育成を意識したICT活用例

研修パッケージ(令和3年11月15日付第202100202666号 小中学校課通知)では、令和３年度全国学
力・学習状況調査をもとに、「活用する力」の育成についてお伝えしました。本号では、「活用
する力」の育成を意識したＩＣＴ活用の実践例を紹介します。

ＩＣＴを活用したとっとり授業改革推進事業校大山町立名和小学校
５学年・国語「和の文化を受けつぐ―和菓子をさぐる」(東京書籍「新しい国語五」)の実践より

【指導事項】
目的に応じて、文章と図表などを結び付
けるなどして必要な情報を見付けたり、
論の進め方について考えたりすること。
（読むことＣ（１）－ウ）

実際に資料を選ぶ過程で、選択した
結果を即時に共有し、考えを交流す
るためにＩＣＴを活用します。

≪１時間の流れ≫
①本時の課題を共有し、教材文を読む。
②筆者がどのように説明しているのかを読み取る。

④活用課題に取り組む。

グラフがあると、
量や数値がよくわ
かり、筆者が伝え
たいことが理解し
やすくなるな。

写真があることで、
文章中に知らない道
具や作業について書
かれていても、想像
しやすくなるな。

自分の伝えたいこと
の根拠になったり、
より強調することが
できたりするような
資料選びが大切なの
ですね。

④活用課題に取り組む。
活用課題

考えを即時集計・共有

それでは筆者になっ
たつもりで、実際に
資料を選んでみまし
ょう。 Googleフォー
ムを使って、４つの
資料のどれを使うの
が最も効果的かを検
証しましょう。

和菓子は、食べる人にも
支えられていることを印
象付けるために、和菓子
を食べている写真を用い
るとよいと思ったので、
選択肢２を選びました。

食べる人が増えてほしいか
ら、和菓子が好きな人の数
値をグラフで示したらよい
と思い、選択肢１を選びま
した。

考えが分かれたな。
選んだ理由を聞いて
みたいな。

③資料の効果について考える。



西部教育局
お役立ち情報
令和４年２月号

他にも西部地区内では、子供の実態に合わせたSCによる「心理教育プログラム
（ストレスマネジメント等）」を年間のカリキュラムに位置付けたり、SCを講師として
「hyperQ-U」等の分析結果を活用した研修等、専門性を生かした取組をしている学
校もあります。
教育相談担当教員が中心となって、SC等による校内研修を企画・運営し、全教職員
で専門的な知識を学ぶことが、「チーム学校」として一貫した支援につながります。

≪御活用ください≫ 「安心した学校生活支援事業」（いじめ・不登校総合対策センター）

【目的】
新型コロナウイルス感染症に不
安等を感じている子供へ、臨床心
理士等専門家を派遣し、カウンセ
リング等を行い、安心して学校生
活を送るための支援を行う。

組織で支える「絆づくり」と「居場所づくり」

教育相談担当教員の役割

子供の日々の様子や担任等の支援状況を把握するだけではく、子供への支援に向けた
体制づくりをしていくことも、教育相談担当教員の大切な役割の１つです。

≪御確認ください≫
SCと学校との引継ぎ時間は、カウンセリングの時間とは別に以下の通り設定されています。

・１人配置の学校：４時間 ・２人配置の学校：各２時間

※新型コロナウイルス
感染症の拡大による
不安や悩み、ストレス等
を抱えている子供への
対応に御活用ください。

【活動内容】
１．子供へ（アンケート実施、面接等）
２．教職員へ（子供への支援方法等の研修等）
３．保護者・地域へ
（家庭での指導援助に関する助言等）

４．関係機関（連携・情報提供及び助言等）

【教育相談担当教員の役割】
（１）学級担任へのサポート （２）校内への情報提供
（３）校内及び校外の関係機関との連絡調整 （４）危機対応のコーディネート
（５）教育相談に関する校内研修の企画運営 （６）「いじめアンケート」等の調査研究の推進

文部科学省『生徒指導提要（平成２２年３月）』より

教育相談担当教員による校内への情報提供・連絡調整（例）

対象 実践例 効果

SC・SSWと
子供

・教育相談期間での面談の調整 ・子供への支援の幅を広げること
ができる。

SCと
教職員

・「複数の教職員で情報共有を
行うこと」への働きかけ

（ＳＣによるカウンセリング後 等）

・専門的な見立てを多くの教職員で
共有し、支援の幅を広げることが
できる。

SCと
子供や
保護者

・中学校区で共通の
「教育相談通信」の発行

（カウンセリング等が可能な日程等の周知 等）

・相談機関を利用しやすい環境を
作ることで、つながりを深めること
ができる。

教職員 ・中学校区で共通の「スクリー
二ングシート」を活用した次学年
への引継ぎ

・全教職員で子供の様子等につい
て情報共有することで、子供が安
心して新学期を迎えることができる。

※スクールカウンセラー（以下SC） スクールソーシャルワーカー（以下SSW）



特別支援教育ほっと通信 令和４年２月
西部教育局

子供たちの力を最大限に伸ばすためには、適切な引継ぎを行うことが重要です。
そのためにも、特別支援学級における諸帳簿について、再度御確認ください。

A様式

指導要録の様式等については、各市町村（学校組合）教育委員会に
お問い合わせください。

再確認を！「指導要録」の「指導に関する記録」の様式について

県教育委員会では、児童生徒の実態に応じて適切なものを選択できるよう
2つの様式を示しています。（県独自で、A様式・B様式と呼んでいます。）

B様式

いわゆる「数値」で評価する様式 いわゆる「記述」で評価する様式

どちらを使用するのかは、
児童生徒の実態（教育課程）によって決まります。

A様式…小学校又は中学校に準ずる教育がほぼ可能である児童生徒の場合
（下学年適用も含む。）

B様式…特別支援学校（知的障がい）の教科等を取り入れ、各教科等を合わせた
指導を導入して教育を行う（知的障がいのある）児童生徒の場合

要注意！ 知的障がい特別支援学級 ＝ B様式

指導要録の記載については「特別支援教育の手引」を
参考にしてください。

下学年適用の場合、前学年の各教科の目標・内容に替えて指導している事実を
「総合所見及び指導上参考となる諸事項」の欄に記述すること。



参加
申込

ファクシミリ送信票で，実施校へ直接申し込みをしてください。
※開催案内とファクシミリ送信票は，各校へC４ｔｈで送付されています。
また，鳥取県教育センターホームページ【エキスパート教員授業案内】からダウンロードすることもできます。
※公開授業ごとに，締め切り日が異なりますので御注意ください。
※オンライン開催に関わる連絡事項は，西部教育局より，参加申し込みのあった学校へ，C4ｔｈ（学校業務支
援システム）で直接連絡いたします。

鳥取県エキスパート認定教員による

優れた教育実践を行っているエキスパート教員の授業を参観することは，教育技術を

学ぶとてもよい機会です。教科等の指導技術や児童生徒がいきいきと学ぶ環境づくり

等，具体的な姿から指導のコツやポイントを学ぶことができます。ぜひ，御活用ください。

西部教育局
令和４年２月

●開催時間 【受付】 １３：30～１４：００
【公開授業】１４：１０～１４：５５

●授業内容 【単元名】第５学年

「円と正多角形」
※プログラミングを活用した正多角形（円）を作図
する活動を通して，図形についての感覚を豊かに
する。
※コンピューターを活用することで，繰り返し同じ
作業を正確に行えることの良さを実感したり，手
作業では表現しにくいことができることの利便性
に気付いたりする。
※プログラミングに文字変数や数式を用いることの
良さを知る。

2月4日
(金)

認定分野

「小学校 算数」

日南町立日南小学校
日野郡日南町生山４５０番地２

●授業者

山田 敏之 教諭

●開催時間 【受付】 １０：３０～１０：５０
【公開授業】１０：５５～１１：４５
※研究協議は，希望がある場合開催

●授業内容 【単元名】第１学年

「箏曲の特徴を感じ取って，その魅力を味わおう
教材名：「六段の調べ」（八橋検校）」

※箏曲「六段の調べ」を鑑賞し，曲想や音楽の
構造を理解し，奏法や音色の美しさを味わう。
※共通事項にある序破急を理解し，その内容が
音楽科だけではなく他教科や他の領域にも関
わることを理解し，学びがさらに発展的になる
ことをねらう。
※めあて，まとめ等の活動に一貫性を持たせその
充実を図る。
※タブレットＰＣを使用した効果的活用の一例

2月22日
(火)

認定分野

「中学校 音楽」

米子市立後藤ヶ丘中学校
米子市上後藤１丁目１番１号

●授業者

米原 真吾 教諭

2月２５日
（金）

☆公開授業のみ，オンラインでの開催となります。

２月１０日
（木）

☆オンラインでの開催となります。


