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平成 30年度 現職研修奨励事業研修報告書

平成 31年 2月 22日

研修形態 グループ研修 サークル研修 個人研修  (該 当に○)

研修主題 主体的に学び、思いを伝え合 う児童の育成
～学び合いの充実をめざした授業づくりの工夫～

研修の概要

成果

今後の課題

研修主題設定の意図
・ 児童が主体的に課題に取 り組み、友達 との学び合いを通 して、自ら

の学びを深めていくことができる授業を展開させていくことで、学級

全体だけでなく個の学力の向上を図ることができるのではないか。
・ 授業やその他の活動を通 して、表現 しようとす る意欲を育てた り、

表現の仕方を身に付けさせたりすることで、学び合いを充実化 させ、

学力向上を図ることができるのではないか。

研修の概要
・ 公開授業実践

全担任が授業公開し学年の発達段階に応 じた研修主題への取組につ

いて研修を深める。
・ 外部講師の招聘

すべての授業実践に外部講師を招聘 し指導助言を得る。

授業実践の概要
。 指導案検討

指導案検討で研修主題への取組を確認するとともに、より深い学び
への取組について全員で方策を練 り合 う。

・ 授業検討会
※見える化
A4用 紙を半分に切つた短冊に以下を記入 し、関連性を考えなが ら

黒板に貼 り付け、各自の考えや改善案などを説明 し合 う。

①よい所 (学んだこと、自分の授業に生かせる)

②本時における「主体的な学習」や 「学び合い」
以上の 2点 を焦点とし、気付いたことや疑問など。

研修の実際

◇ 校内研修
4月  研修の計画

6月  授業実践① (3年 )

「たし算とひき算の筆算」9/13

授業者 :大 上裕史
指導者 :美祢市教育委員会学校教育課

関本 幸司 指導主事
(ポイン ト)

家庭学習での予習から授業に入る流れがスムースでよい。本時
のめあても押さえ授業が展開されている。理解確認では、全員が

自分の言葉で説明する場面の確保があるとよい。ペアやグループ

でのミニホワイ トボー ドの活用は、分か りやすくよかった。 自己

評価にも活用できるのではないか。普段から相手意識を持たせて

発表するようにしておくとさらによい。



研修の概要

成果

今後の課題

※TT指導
「合同な図形」 1/11

授業者 :谷村芳宏 池田員太郎 (専科 )

指導者 :美祢市立大嶺小学校
田谷 義和 教頭

(学力向上推進 リーダー )

(ポ イン ト)

授業の流れが リーダーを中心に整え_ら れている。課題に意欲的
に取 り組む姿がある。 TTの よさを十分に弓|き 出す授業展開につ
いて今後も研修を深めてほしい。授業のゴールを子 どもたちもイ
メージできる課題や投げかけが学びの土台 となる。必要感を抱け
る課題やや りがいを感 じる課題 となるよう課題設定についてさら
なる取組を進めていくことも大切である。

9月  授業実践③ (1年 )

「おおきさくらべ (1)J1/5
授業者 :岡時千絵

指導者 :下関市立一の宮小学校
岡 良治 校長

(ポイン ト)

真剣な眼差 しが印象的な授業であ り、
きた。直接比較か ら間接比較へなど、子 どもたちはどんどん取 り

組んでいた。その考えを取 り上げ、認め、ほめてあげることが大
切である。前に出て代表で操作活動をしたことが、他の児童に伝
わつているかを確認 し、時には教師の支援があるとよい。よい聞
き手 (訊 き手)に なることを子 どもに意識化 させてい く。

10月  授業実践④ (4年 )

「面積」 1/10

授業者 :寺脇幸恵
指導者 :東京大学大学院教育学研究科

市川 伸一 教授

(ポ イン ト)

理解確認は導入であり、全児童が理解できるよう考える。予習
は完壁に理解 しなくてよい。 日を通す、読むだけでもよい。指導
案では、つまず くポイン トを見極め、だからこうしようとい う指

導の工夫を明記することが大切である。教科書の内容はベースで

あり、スター トである。ここから高め、越えていく。そのために
理解深化課題を十分に工夫することも大切である。

授業者 :大坪伸彰 池田員太郎 (専科 )

指導者 :やまぐち総合教育支援センター

教育支援部学校支援 FJI

福田 欽一 研究指導主事

(ポイン ト)

リーダー学習が児童を中心に進める流れがあり、自主的な学び
の姿が見られる授業であった。今後、児童 と児童だけでなく、児
童が教材 とどうつながるかを考えた流れも含まれるようになると

さらに深ま りが期待できる。その際、教師の関わり方 も工夫でき
るとよい。相手をしつか り意識 した発表ができると、話 し手 と問
き手の関係性が深ま り内容の理解度も深められるのではないか。
TTの よさを十分に生かした取組を展開されるとよい。

(6年)※ TT指導
「変わ り方 を調べて (2)」 1/2



研修の概要

成果

今後の課題

(2年 )

「九九のきまり」

授業者 :宮本てる美

指導者 :美祢市教育委員会学校教育課

関本 幸司 指導主事

(ポ イン ト)

正 しく「教えて 考えさせて 定着させる」授業スタイルがで

きた授業であった。授業の流れが的確で、理解深化問題で十分時

間が確保でき、子 どもたちが しつか り課題に取 り組むことができ
た。 ICTの 活用を視野に次年度の取組を考えていくと、視覚に

よる理解や説明にも深まりが出てくるのではないか。

2月  研修のまとめ

『研究集録作成』※データ保存のみ
。研究の概要
。学力向上の取組
。指導の実際

(各学年授業実践 )

(基盤づくり)

。研究の総括 と今後の展望

◇ 校外研修
8月  美祢市教育委員会主催OKセ ミナー

会場 :美祢市民会館

講師 :東京大学大学院教育学研究科
市川 伸一 教授

2月  全国国語教育研究大会 (京都大会 )

会場 :京都市立待鳳小学校

2月  福岡教育大学附属小倉小学校研究発表会

会場 :福岡教育大学附属小倉小学校

5 成果
研修主題 「主体的に学び、思いを伝え合 う児童の育成～学び合いの充

実をめざした授業づくりの工夫～」のもと、授業実践を中心に研修を深

めてきた。一人一授業ながら、事前の指導案検討や必ず外部から講師を

招聘 し、指導助言をいただくことで、より多角的な指導をいただくこと

ができた。また、市が推進する「教えて 考えさせて 定着 させる」授

業を中核にし、予習 (家庭学習)、 理解確認、理解深化、自己評価を 1

時間に位置付けた取組を進めたことにより、どの学年においてもこの流

れを意識 した授業提案での研修を積むことができ、各学年の発達段階や

実態に即した指導の工夫について深めることができた。

また、校外研修で個人が研修 した内容を復伝により校内の教職員で深

め合 うこともでき、大変有意義な一年 目の研修 とすることができた。

6 今後の課題
研究主題にある児童のめざす姿について、全教職員の共有を図 り、研

修を進めることが大切である。特に リーダー学習における学年相応のめ

ざす姿や 「教えて 考えさせて 定着させる」授業の教える場面におい

て、児童が学びたいと思 う課題の投げかけをどう工夫するか、次年度の

課題 として取 り組んでいきたい。


