平成１９年度 県内小・中・高・特支諸学校 校内研究主題
教育委員会 校種

学校名

主題

副主題

富士川小学校 豊かな心を育む 地域との連携

内容

公開

（１）道徳性診断テストを実施し，児童の実態を把握することで，道徳教育にお
ける課題
を洗い出す。
（２）地域と連携した道徳授業の研究を行う。
（３）地域と連携した道徳的実践活動の推進を行う。

ふるさと山梨道徳教育推進事
業

文部科学省より「栄養教諭を中核とした学校・家庭・地域の連携による食育推
進事業」の委嘱を受け、また甲府市の「学校保健指定校」として上記の研究主
題及び副主題について研究していく。具体的には①栄養教諭と連携した食に関
する指導の方法について研究し、推進していく。また、そのための食に関する年
間指導計画を作成する。②アンケート調査を通して児童の食習慣や食生活を
把握すると共に、学校から家庭・地域に対してどのような情報発信をしていくこ
とによって正しい食習慣や食生活の形成について啓発していくことができるか
研究し活動していく。

（国）栄養教諭を中核とした学
校・家庭・地域の連携による食
育推進事業 （市）学校保健指
定校

甲府市教育委員
会

小学校

甲府市教育委員
会

小学校

琢美小学校

甲府市教育委員
会

小学校

新紺屋小学校 「たくましく創造性 ～いろいろな場
豊かな子どもの育 での「伝え合う
成」
力」の育成～

・いろいろな場での「伝え合う力」の育成と学び合いをめざした研究
・可能な限り「特別支援教育」を意識した実践を試みる
・特別支援教育学習会をとおしての共通理解
・学級児童の実態把握のための調査（Q-Uテスト、カルテなど）

甲府市教育委員
会

小学校

湯田小学校

自ら学ぶ児童の
育成

自ら学ぶ児童は、友だちと考えを交流する中で、学び合い、自らの考えを構築する。
学力向上拠点形成事業 拠点校
子どもたちが学び合うためには学級づくりが大切である。また、児童が自らの学習状況 １１月１６日(金）
を把握しながら、資質能力を高めていくことが必要である。
学び合う学級をつくるために、ＱＵを実施し、授業スキルや学級経営を改善する。また、
資質能力を高めるために一枚ポートフォリオを活用した授業のグランドデザインを行う。
さらに教師が自ら力量を高めるために、開かれた授業、開かれた授業研究会を工夫し
ていく。

甲府市教育委員
会

小学校

伊勢小学校

甲府市教育委員
会

小学校

朝日小学校

感性豊かな心と 子どもたちのよ 昨今，コミュニケーションがうまく図れない（人間関係がうまくつくれない）児童が
学びの意欲をも り豊かな言語 増えていると言われている。学習内容の基礎・基本の定着を図り，確かな学力
つ子どもの育成 環境をつくる実 を身につけさせ，さらに自己実現を達成させるためには言葉を媒介とした国語
力の向上が肝要となる。そこで今年度は学校の教育活動全体を通して，また家
践を通して
庭教育の面からも身近な存在である言葉（言語環境）に視点をあて，より豊か
な言語環境作りを模索し，実践していくことを柱に据えた。より豊かな言語環境
作りに取り組むことで子どもたちの学びの土台固めをし，わかりやすく伝え合う
力を育てる

かかわり合い と ～教室を開いて ○児童の実態把握
もに伸びる 学び ～
○各自のテーマ（課題）設定とそれに向けての研究，実践
の創造
○実践後の成果・改善点を探り，更にその後に生かす研究
○特別支援教育にかかわる研究
○「甲府の子ども教育総合推進校」として北中と連携した教育実践

甲府市教育委員
会

小学校

里垣小学校

確かな学力を身に 丁寧な見取りか 子どもたちに「わかる授業」を提供し，子どもたちの学ぶ意欲やできる喜びを引き出すた
つける子どもの育 ら，きめ細かな指 めに，一人一人の見取りを長期的かつ継続的に行い，個人変容学習記録を作成し，個
成
導へ
に応じた課題や支援重点を設定し，指導法を工夫して指導・支援を継続していく。このサ
イクルによって，授業の中に評価の場を設定し，その結果を受けて，その後の指導を，個
に応じた形に移行していく。評価と指導の連携によって，課題の設定や修正，指導法の
改善を図りながら，個に応じた学習を進めていくものである。このような手だてを講じるこ
とによって，結果として，つまづきの早期発見・克服を図り，非剥離的学力として一人一
人の基礎・基本的な学力が身につけられると考え，本年度の校内研の研究内容とした。
そこで，本年度は，長期的かつ継続的な児童一人一人の見取りを行う中で，個に応じ
た方法による支援を手厚くし，一人一人の児童が確かな学力(非剥離的学力)を獲得する
ことへの喜びを味わい，より一層の学習意欲を伸ばしていけることを目指して研究を進
めていきたい。

甲府市教育委員
会

小学校

相川小学校

思いやりのある 地域と連携し
豊かな心を育て た実践活動を
る道徳教育の推 通して
進

甲府市教育委員
会

小学校

国母小学校

甲府市教育委員
会

小学校

貢川小学校

共創の学び

“授業力”を鍛 教師も学びの専門家として互いに学び合う関係をつくるために，授業の観察に
える算数授業 基づく事例研究の積み上げを校内研究の中心に据える。また，授業実践力と
同時に授業観察力を鍛えるための授業研究及び研究協議会の在り方について
の創造
も再考し，日々の授業改善に資するための研究を推進していく。

甲府市教育委員
会

小学校

千塚小学校

学ぶ楽しさを実
感し,自ら進んで
学ぶ子どもの育
成

学び合うため
の指導と評価
の工夫を通し
て

甲府市教育委員
会

小学校

池田小学校

自ら学びをひろ 0
げる子どもの育
成をめざして

道徳教育の研
究

を通して

豊かな心と体を
育み、自ら実践
できる子どもの
育成

栄養教諭を中
核として、学
校・家庭・地域
が連携して行う
食に関する指
導を通して

学び合う学級づく
りを通して

（県）ふるさとやまなし道徳教育
○学校における道徳教育の充実
・ふるさと山梨を担う子どもの育成を目指した道徳教育の充実を図り，保護者 推進事業
や地域 住民が参加し，共に考え実践する道徳教育の推進。
・小・中学校が連携し，義務教育9年間を見通した道徳の指導計画の作成。
・「心のノート」や山梨県教育委員会作成の資料の効果的活用。
・小中学校教職員間相互での授業の参観。
・実態把握のための調査の実施と成果の検証。
○家庭，地域と連携した道徳的実践活動の推進
・小・中学校が連携し，地域に根ざした地域ぐるみの道徳的実践活動の実
践。
・実態把握のための調査の実施と成果の検証。
○家庭，地域と連携した道徳的実践活動の推進
・小・中学校が連携し，地域に根ざした地域ぐるみの道徳的実践活動の実
～コミュニケー （１）コミュニケーションの学習過程への効果的な位置づけ
「広い視野を
児童の実態と学習内容を考えて、学習過程のどの段階にコミュニケーショ
持って 自ら学 ションを生かし
びをひらく子ども た授業の工夫 ンを取り入れることが効果的か考える。
（２）学習形態の工夫
～
の育成」
児童の実態に合わせた、効果的な学習形態を工夫する。
（３）内容と活動の工夫
児童が意欲的に学習に取り組む内容や基礎・基本の定着を促す活動を工
夫する。
（４）評価の工夫
主体的な学習を促すために、コミュニケーションへのかかわり方について
振り返る方法をさぐり、指導にいかす。

昨年度，県の指定で学びの意欲向上推進事業として,理科と音楽科の2教科で
公開研究会を行った。内容は，今年度と同じ「学ぶ楽しさを実感し,自ら進んで
学ぶ子どもの育成」
という主題であった。子どもが学びの意欲を持つためには,子ども自身が自らの
学びの成果を肯定的に実感し，達成感や満足感を感じることが必要と考えた。
そのために,一人一人が学びの成果を実感できる評価方法を開発し，子どもの
実態に応じた,ねらいが明確な授業を創っていくことを実践してきた。今年度は，
昨年度の成果に「学び合い」という指導の工夫を取り入れ,学級で学び合うこと
の大切さを学びの意欲と結びつけていこうという考えで研究が始まった。研究
教科は国語科と算数科である
今年度は，研究主題「自ら学びをひろげる子どもの育成をめざして」のもと，
「主体的に学習する姿」「自分の考えを進んで表現する姿」の実現をめざした授
業実践に取り組む。研究を進めるにあたっては，めざす子ども像や基本的な研
究の流れを共通理解を図り，その上で，一人一人の教員が目の前の子どもた
ちの実態にあわせた効果的な授業展開を追究していく。そのために，今年度は
教科や領域を１つにしぼらず複数のグループを編成し，理論研究や授業研究，
そして授業研究会などの機動性を高めることにしている。

研究主題にある「生きる力」を知の面からとらえた『確かな学力』の育成につい
生きる力を育て 算数科におけ
る教育活動の創 る学び合いの て、算数科を中心に研究を深めていく。研究内容としては、～学び合いの場を
場の工夫を通 工夫した算数科の授業づくり～で、①課題の与え方の工夫②個に応じた指導
造
の充実③子どもたちが自分の意見を持てるようにする指導の工夫④子ども達
して
同士が、お互いに自分の考えを交流し合う学び合いの場の工夫について、の４
点を中心に研究を深めていく。
また、今年は１年次ということで、子ども達の実態調査（アンケートも含めて）、
学習会も予定している

甲府市教育委員
会

小学校

北新小学校

甲府市教育委員
会

小学校

甲府市教育委員
会

小学校

千代田小学校 たくましく生きる千 伝え合う力を深 ①児童の自発的読書を促し，児童が興味を持った本を紹介し合う活動から伝え合う力を
代田の子の育成 める国語科指導 育てる。
の工夫
②「豊かな言語環境プログラム」を活用しながら「読む力」を中心とした授業の工夫を図
り，児童の語彙を豊かに育てる。
甲運小学校
（県）わくわくイングリッシュ小学
かかわる、みが 楽しく学ぶ英語 （１）教育課程全般における国際理解学習の充実

く、未来を拓く

活動の研究

① 国際理解学習関連の単元の洗い出しと学習内容の検討
② 国際交流活動の組み込み（国際交流集会）の検討

校サポート事業

（２）総合的な学習の時間における国際理解学習の充実
① 年間学習計画の見直し…国際理解学習関連の単元・小単元の増設・変更
② 国際交流活動の組み込み（国際交流集会）の検討
（３）英語活動の研究実践
① 英語活動の目的・意義の理解
② 年間指導計画の作成（各学年の目標、月及び週ごとの学習内容）
③ 学習指導過程の研究
④ ＡＬＴ等との効果的なティーム・ティーチングの研究
⑤ ＩＣＴや教材教具の開発と活用
⑥ 授業研究を通して指導法の工夫改善
⑦ 児童の興味関心の変容の把握と学習活動への反映
⑧ 教師の指導力向上の取組（先進校の実践の研究や講師による指導）
甲府市教育委員
会

小学校

玉諸小学校

豊かな心をもち、 国語力の向上を １．国語力の内容や他教科との関連、また言語活動についての基本的理論の研究を通
いきいきと表現で 目指して
し
国語力についての共通理解を図る。
きる子どもの育
２．本校における言語環境の実態調査を行い、課題を焦点化し共有する。
成。
３．焦点化された課題を基に、ブロックごとテーマを設定し、具体的な授業実践を行
う。
４．３年次計画の初年度として、次年度以降の内容をふまえて研究を進める。

甲府市教育委員
会

小学校

山城小学校

生きてはたらく 多様な伝え合 「生きてはたらく 伝え合う力の育成」を研究主題として，教科・学活・道徳にお
伝え合う力の育 う活動を通して いて言葉で自分の思いや考えを伝えることによって，他者と関わり合う力を高
成
め，望ましい人間関係の育成していきたい。特に，教科については，教育の情
報化への対応を視野に入れ，ＩＣＴ（各種情報機器）を活用することにより，伝え
合う活動を豊かにすると共に，学習意欲を高め学力の向上につながる実践を
行っていきたい。

甲府市教育委員
会

小学校

大里小学校

甲府市教育委員
会

小学校

東小学校

「共に学び，共 ―自己肯定感 (1)児童の実態や道徳性の評価とその生かし方
（国）「平成18･19年度児童生徒
に育つ、豊かな を育む道徳教
○アンケートから、児童の自尊感情の状態を見る。 ○道徳の時間の中で見 の心に響く道徳教育推進事業
心を持った大里 育を通して― 取る
推進校」１１月９日
の子」の育成
(2)ねらいを達成するための指導法の工夫
①資料の工夫 ②指導方法の工夫
(3)ねらいの達成や指導の適時性を踏まえての内容項目の重点化及び重点的
な指導の工夫
○重点的な指導（同じ価値項目の授業を期間をおいて繰り返すなど）
(4)道徳的実践力と道徳実践との有機的な関連を図る指導
○他領域との関連指導
・特別活動などのねらいに道徳的なねらいや、それに関連する場し，指導す
自らの世界を広 0
①英語活動を１年を通して計画していく。英語活動実施時数は、１～２年生 ８
げ、未来を拓く
時間、３～６年生１２時間とする。業前学習では、月２回程度「えいごリアン」を
子どもの育成
中心に実施する。これまでの展開案をもとに、児童の反応や学習環境に留意し
ながら、活動計画を見直す。ＩＣＴを利用しながら、担任がする（担任だけでもで
きる）英語活動の研究に取り組む。
②本校の特色の１つであるプラネタリウムを使った授業に取り組む。４年生理
科の活動計画を見直し、創造的な授業実践について研究する。

甲府市教育委員
会

小学校

羽黒小学校

国語力の向上を 0
目指した授業の創
造

甲府市教育委員
会

小学校

石田小学校

甲府市教育委員
会

小学校

新田小学校

確かな学力を育 国語力を向上 研究内容と方法
（国・県・市）学力向上拠点形成
てる学習活動の させ，伝え合う １ 子どもたちの実態や学級集団の状況を把握し，子どもたちの社会性や，学 事業 １１月７日
力を身につけ 習に取り組む構えと習慣などを高める指導や技術を向上させる。
研究
させることを通 ①Ｑ－Ｕのデータ活用②生活のリズムづくりのための「朝読書」「朝学習」の実
施③生活習慣や学ぶ態度に目を向け，個々の認知スタイルを知り保護者とも
して
連携を図る（ＡＡＩのデータ活用・学習の約束を定める）。
２ 学校教育全体を通して，読む・書く・聞く・話すなどの国語力の向上を図る指
導を行い，伝え合う力を高めることを通して確かな学力を育てる。特に国語科・
算数科に焦点を当てて研究する。
①指導方法や学習過程の改善（伝え合うことで新たな思いや考えを創出させる
学習活動の研究）②児童の国語力を把握し日常の指導に生かすために，「○
○名人」「座席表併用型国語力カルテ」「学習感想」の活用③ＣＲＴのデータ分
析に基づく授業重点項目の設定

豊かな心を持ち， 国語力の向上を 国語科の授業づくりに取り組む。研究仮説を「話すこと，聞くことの基礎基本が身に付く
生き生きと学び合 目指して
ような手だてや，話す喜び・聞く喜びが味わえるような場の設定を工夫していけば，豊か
う子どもの育成
な心を持ち，生き生きと学び合う児童が育成できるであろう。」とし，「話すこと・聞くこと」
の領域に限定した研究を推し進める。
研究内容は，①国語科における各学年の話す力・聞く力の基礎基本的内容の確認②
児童の実態把握③「話す力・聞く力」を高める指導と評価の研究・実践の３項目としてい
る。

甲府市教育委員
会

小学校

大国小学校

「伝え合い、学
び合う」児童の
育成

甲府市教育委員
会

小学校

舞鶴小学校

（県）「確かな学力」ステップアッ
（１）コミュニケーション能力についての理論研究
自ら学び考える コミュニケー
プ事業研究推進指定校
子どもの育成
ション能力を育 （２）コミュニケーション能力向上に向けての実践的研究
・国語科における、コミュニケーション活動を適切に取り入れた単元計画の
てる授業の創
設定
と実践
造
（３）「全国学力・学習状況調査」「教育課程実施状況調査」の結果の総合的な
分析、
課題改善のための実践的な研究

甲府市教育委員
会

小学校

中道南小学校 これからを生き

・羽黒小学校として目指す国語力の確認
・国語力における実態調査
・豊かな言語活動の工夫

教育メディアの 各教科、領域の指導の中で、児童が交流する場面を計画的に仕組み、表現、
活用を通して 受け止め、話し合いの中で教育メディアを効果的に利用することにより児童の
伝え合い、学び合う意欲を高めていくように指導方法などを工夫していく。

「人・もの・お金 １．「人・もの・お金を大切にし，勤労を尊ぶ」心を育てる授業実践を行う。
抜く知恵を身に を大切にし，勤 ２ 「人・もの・お金を大切にし，勤労を尊ぶ」心を育てるために，保護者への啓
つけていく子ど 労を尊ぶ」心を 発活 動をする。 有識者による親子マネー学習会や授業参観での「人・も
もの育成
育てる学習・実 の・お金を大 切にし，勤労を尊ぶ」心を育てる授業，懇談会を行う。
践を通して
３ 児童会や学校行事等と連携を取り，「人・もの・お金を大切にし，勤労を尊
ぶ」心 を育てる取り組みに力を入れる。
４ 教職員としての資質向上のため，個人発表をする。

（県金融広報委員会）金銭教育
指定校

甲府市教育委員
会

小学校

甲府市教育委員
会

小学校

甲府市教育委員
会

～伝え合い・認 昨年度に引き続き「話すこと・聞くこと」を中心に継続して取り組んでいく。今年
め合いの活動 度は相手を意識しながら思いや考えを伝えたり、相手の気持ちや思いを受けと
めながらよりよく伝えたりする活動を「伝え合う活動」「認め合う活動」ととらえ、
を通して～
教科や表現の内容を広げながら取り組んでいく。学習活動において、○自分の
考えや思いを伝える大切さを知り、進んで表現する活動 ○友だちの考えを受
けとめ、自分の考えを分かりやすく伝える活動 ○互いの良さを認め合う評価
活動を取り入れた活動 を仕組み、場・学習方法・評価を工夫しながら全員が
検証授業を行う。また、言語に関する学習環境の工夫も合わせて行いながら研
究を進めていく
上九一色小学 「自ら考え 学ぶ楽 ～算数科 ｢数と （１）算数科における｢数学的な考え方｣の指導についての理論研究
中道北小学校 「豊かな心を持

ち、自ら実践す
る子どもの育
成」

校

しさを実感できる
児童の育成」

中学校

東中学校

共に学び合
自ら考え、学
び、行動する生 い、高め合う授
業づくりを通し
徒の育成
て

甲府市教育委員
会

中学校

西中学校

甲府市教育委員
会

中学校

南中学校

学習や生活の課 ～「生徒の思い」 「教科研究」の課題を細分化した上でさらに深く研究を進めるために「ワーキング・グ
題に気づき，進ん を高める授業実 ループ」を設定する。そのワーキング・グループは教師個々の課題別に少人数でチーム
で解決しようとす 践～
を構成する。各グループ７～８名の少人数の構成になるため研究会における話し合いが
る生徒の育成
活発に行われ，実質的な研究が行われると思われる。
グループ会議ではより具体的な討議がされ，教師の資質向上面からしても大きな成果を
もたらした。またそれぞれのグループで課題が浮き彫りにされている。その課題を追求す
ること（これまでの研究の成果を生かし，その場面，経験を繰り返しさらに工夫を入れる
ことに）で本年度は「生徒の思い」を高めることを目指していきたいと考える。

甲府市教育委員
会

中学校

北中学校

意欲的に自己表 民主的な集団を 学級づくりについては、話し合い活動を軸に意見の言い合える民主的な集団づくりから 0
現できる生徒の育 意識した学級づ 自己表現のできる生徒の育成を目指す。また、授業づくりに関しては、学級づくりと同じ
成
くり・授業づくりを 視点を持ちながら、意識的に意見、考えを言い合い、それを共有することできる場を設け
通して
ることで、学習の深まりを目指していく。

甲府市教育委員
会

中学校

南西中学校

自ら学び，たくま ”学びの共同
しく実践する心 体”の創造を目
豊かな生徒の育 指して
成

甲府市教育委員
会

中学校

北東中学校

甲府市教育委員
会

中学校

北西中学校

心をつなぐ道徳 小学校との連 １．学校における道徳教育の充実
（県）小中連携ふるさとやまなし
（１）ふるさと山梨を担う生徒の育成を目指した道徳教育の充実を図り，保護 道徳教育推進事業
教育の実践
携を生かした
道徳の授業の 者や地域住民が参加し共に考え実践する道徳教育の推進について
（２）小・中学校が連携し，義務教育９年間を見通した道徳の指導計画につい
研究
て
（３）「心のノート」や山梨県教育委員会作成の各種資料の効果的活用
（４）生徒の実態把握のための調査の実施及び研究成果の検証
２．家庭・地域と連携した道徳実践教育の推進
（１）ふるさと山梨を担う生徒の育成のため，小・中学校が連携し，地域に根ざ
した地域ぐるみの道徳的実践活動について
（ ）家庭や地域 実態把握 ため 調査 実施及び研究成果 検証
自ら意欲的に学ぶ 成果を実感でき (1)教科研究

甲府市教育委員
会

中学校

富竹中学校

甲府市教育委員
会

中学校

城南中学校

生き生きと活動す ～考えさせる授
る生徒の育成
業の創造～

①「考えること」「考えさせる授業」について職員相互に知見を深めて、共通意識を持つ。
文献研究、講演会など
②全教科における授業研究会
・各教科で、授業研究会を行う。
・３教科において、全職員で授業研究会を行い、議論する。
③部会別研究会（道徳・学活・選択）
３部会で、各学期ごとの実践の情報交換を行い、資料の蓄積をする。

甲府市教育委員
会

中学校

上条中学校

将来に夢を持ち生 0
き生きと学び合う
生徒

甲府市教育委員
会

中学校

笛南中学校

課題に気づき、主 認め合い高めあ
体的に学ぶ心豊 う心豊かな生徒
かな生徒の育成 の育成と主体的
な集団づくりを目
指して

昨年度から取り組んでいる「学びの共同体」づくりの２年目。１時間の授業の中に「活動」
「協同」「表現」の３つの活動を取り入れ，基本的には全教師が１回は自分の授業を公開
し，ビデオ研修という形で授業反省会を行い。教師の間の同僚性を高まる。今年度は特
に，授業の中の「背伸びとジャンプ」という視点にウエートを置く。上記の３つの活動を充
実させるためにも教材の発掘や教材研究にも力を入れていきたいと考えている。また，
研究授業だけにならないように，日常の授業についても「一斉授業からの脱却」を目標に
板書量や教師が一方的にしゃべっている時間を減らしていくことにも少しづつ取り組んで
いきたい。試行錯誤を繰り返しながら上条中の学びを作っていく。
昨年度に続き、主体的に学ぶ生徒を育成することを主題とした。本年度は教科学習から
のアプローチではなく、集団づくりからのアプローチということで、学年集団づくり、学級集
団づくりに視点をあて、認め合い高めあう学級集団を目指し、主体的に活動する生徒を
育成することをねらっている。

南アルプス教育委
員会

小学校

八田小学校

学び合いなが
ら，自らを高め
る子どもを育て
る

計算｣ 領域にお
ける数学的な考
え方の指導を通
して～

（２）｢数と計算｣ 領域における数学的な考え方の指導の研究
（３）研究授業・公開授業等による仮説の検証
（４）チャレンジタイムの有効活用(漢字・計算・文章題チャレンジの内容，方法の検討
と実施)
（５）コンピューターなど教育機器の活用を高める研修

「共に学び合い、高め合う授業を行えば、自ら考え、学び、行動する生徒が育成
できるであろう。」という研究仮説を立てて授業実践を進める。生徒相互のやり
とりを重視した小集団学習を取り入れた授業や、自分の考えを持ち、それを発
表したり交流したりする場面を取り入れた授業などの研究と実践を行う。指導
案はＡ４用紙１枚程度の略案で作成し、教師一人ひとりが１実践以上を行う。ま
た、Ａ（国語・理科・音楽）Ｂ（社会・数学・美術）Ｃ（英語・保体・技家）の３グルー
プに分け 指導案検討や授業検討を行う
自ら学ぶ生徒の 基礎学力の充 フロンティアタイム（本校独自：毎日の放課後の１０分間）の充実、授業づくり、 学力向上ステップアップ事業研
究指定校
育成
実を図り、自ら 家庭学習の取り組ませ方の工夫の３点を、研究内容の柱とする。
フロンティアタイムは、今年で６年目に入り、曜日替わりで実施している語彙、
学ぶ力を育て
算数、英語、漢字のそれぞれの内容の充実を図る。
る授業づくり
授業づくりに関しては、学習効果の上がる小集団づくり、学びの記録やOPP
の活用、学力調査結果を生かした授業改善を研究する。
家庭学習に関しては、意欲的に取り組める家庭学習の提示の方法やその評
価方法も研究を進める。

”学びの共同体”とは，生徒同士のかかわりやつながりを重視しながら，小グ
ループでの活動を積極的に取り入れ，教師も生徒も共に学び合うような場であ
る。この考えに基づき，学年研究を中心に，個々の生徒の学びを成立させるた
めの授業の工夫や授業実践，授業研究を積み重ね，”学びの共同体”の創造
を目指す。

生徒の育成

る授業づくりを目 ・教科ごとに研究主題を意識した研究テーマを設定する。
指して
・授業改善をねらいとする指導法の工夫を図り、具体的な成果を年間指導計画に明示す
る。
・指導の内容と評価の内容に整合性があるかを検証し、修正していく。
・授業記録（指導日誌）等を残し、反省・発展の材料を蓄積する。
・授業研究は、１１月までに各教科内で一度は行うようにする。
・学習指導要領改訂の動向を睨みながら、本年度から３年ほどの計画で全単元を見直
す。
・１時間の授業が見える年間指導計画の作成を目指す。
(2)学級活動
・諸活動全体に幅を広げると研究しづらいので、昨年度より実施している「合唱タイム」の
効果的な運営を探ることを視点としていく。
・合唱活動からの集団づくりを側面研究としていく。
・合わせて生徒会の活動方針の１つである「縦割り活動」を組み込む。
自立できる力を
『かかわり』のあ 自立できる力を持った生徒を、①基礎的な知識・技能、②ルール感覚、③他者との関係
持った生徒の育成 る授業を通して、 能力、④自己決定力の４つを持つ生徒であると定義し、その中でも特に①に重点を置い
基礎的な知識・ て研究を進める。そのなかで、基礎的な知識・技能の獲得のため、他者との関係を持ち
技能の定着をは ながら、学びをあきらめない生徒を育てていくこととし、『かかわり』を持った授業を意識し
かる
て授業改善に取り組んでいくことを、研究の中心とする実践研究をしていく。

子どもが学び合いを通して，学習集団の中で自らを高め，自己の学びを確か
なものにしていくような授業づくりを目指す。そして，授業の中で子どもの変容を
見取る方法を追究する。

自分の考えを表
現する力を育て
る国語化指導の
工夫

言語意識を重
視した、話し合
いの場面を通
して

南アルプス教育委
員会

小学校

芦安小学校

南アルプス教育委
員会

小学校

白根源小学校 一人ひとりが生 どの子も，学習

南アルプス教育委
員会

小学校

南アルプス教育委
員会

小学校

南アルプス教育委
員会

小学校

南アルプス教育委
員会

小学校

南アルプス教育委
員会

小学校

南アルプス教育委
員会

小学校

南アルプス教育委
員会

小学校

南アルプス教育委
員会

小学校

南アルプス教育委
員会

小学校

①「言語意識」についての理論研究
②「言語意識」及び話し合いに関する児童の意識調査
③教師観察による話し合いの実態の把握と分析、変容の見取りと分析
④話し合いの理論研究
⑤言語意識を明確に持つことができるような場面の学習過程への位置づけ
（授業実践を通して、研究仮説を検証していく。）
⑥児童の思いや願いを大切にした教材につい（授業実践をを通して研究仮説を
検証して いく。）
⑦評価研究（自己・教師）

本校は，子ども自らが学ぶことを楽しいと感じ，お互いに考えを出し合い，繋
き生きと追求し， 意欲が高めら げ合い，学び合い，そして高め合っていくことが出来るような授業を目指し，研
学び合い高め合 れる指導の工 究を重ねてきた。ここ数年の研究の成果とし，子ども達が生き生き学習する場
面も見れるようになってきた。しかし，個人差が大きく，能力が高い場合は生き
夫
う授業の研究
生きするが，そうではない場合に沈黙してしまうような場面も見られた。
本年度は，これまでの，子ども一人ひとりをよく見て，その児童に合った単元
構成を構築したり，１単位時間の流れを考えたりしながら，子どもの実態に寄り
添った授業展開をすることで，効果的な授業ができるということも大切にしなが
ら，昨今の社会的ニーズでもある，確かな学力（基礎学力の定着・向上）も身に
付けることが出来るような授業の研究を行う。また，学び合いの質を高め，子ど
もが，学ぶことの楽しさ・分かること出来ることの喜びを味わえるような授業の
研究も進めたい
白根飯野小学 学び合い 高め 子ども一人一 研究の柱として，以下の２点を設定した。一つの柱として，「つかみ・生かす子」
校
合う 子どもたち 人が思考力や （抽出児）を中心にした授業づくりのさらなる明確化に取り組んでいく。どの子を
表現力を高め 「つかみ・生かす子」にするのか。実際の授業づくりの場面での，単元による「つ
るための授業 かみ・生かす子」 の設定方法を授業実践を通して考えていきたい。そして、「つ
かみ・生かす子」の学びや一人一人の学びの具体的検証の方法を提案し合
のあり方
い，子どもたちの記録の取り方，活用の仕方，授業での生かし方について教師
も学び合いたいと考える。そのことを通して，「つかみ・生かす子」をさらに深くつ
かみ，その子の考えをどう生かすのか，その子に気づかせるために他の子とど
こでどうかかわらせるか考える手がかりとしていきたい。もう一つの柱として，子
どもを主体にした授業での教師の役割のさらなる明確化に取り組む。授業の中
で出てくる子どもたちの多様な考えの中で，何を中心の話題として絞り込んでい
くか。子どもの発達段階に応じた教師の出（支援）をどうするか。授業における
教師 出 待ち
見極めをどうするか 子どもたちが考えたくなる 考えを言
白根東小学校 豊かな心を育
「東っ子タイム」 （１）「総合的な学習の時間」における教材開発と全体計画の見直し
み，学ぶ楽しさ， 全体計画の改 （２）実践記録（活動計画案）の作成
学びへの意欲を 善と充実
（３）評価項目（育てたい力）の見直し
培う教育活動の
（４）人材バンクの充実
創造
白根百田小学 友だちと関わり
研究の目標
校
ながら学び，高
・友だちの考えを聞き，自分の考えを伝えることができる子どもの育成
め合う子ども
・友だちとの関わりを通じて，考えを深められる子どもの育成
研究仮説
子ども一人ひとりの実態を把握し，考えや思いを出し合う支援をし，子ども同
士
が話し合い，関わり合う授業を仕組んでいけば，子どもたちの学習において，
思考
力や表現力が育ち，お互いに高め合うようになるだろう。
研究内容 （検証方法）
（１） 子どもたち一人ひとりの思考力，表現力を育てる授業の研究
・子どもたちの実態を記録する。
（２） 友だちとの関わりを重視した学習方法や学習形態の研究
・子ども同士が話し合いやすいように工夫する。
） 座席表 効果や抽出児 生かし方 ポ ト
リオ（評価） 研究
若草小学校
主体的に学習活 身につけた国語 （ 昨年度より国語力向上に取り組んでいる。国語科・国語教育に絞って研究を進めていく
動に取り組み，基 力の活用を生か ということでなく，教科・道徳・特別活動および総合的な学習の時間までを通した国語力
礎・基本を身につ した授業づくり
向上の研究を行ってきた。今年度もこの研究を継続して行い、昨年度の課題としてコミュ
ける児童の育成
ニケーション能力がまだ十分ついていないので，「話すこと・聞くこと」に課題解決の手だ
てを探りながら研究をしていく。また，国語力を高める手立てとして読書活動は欠かすこ
とができない。本校では，昨年度より朝の図書貸し出しも始まり，子どもたちの読書意欲
は年々高まっている。朝の一斉読書，授業における図書時間の確保，読み聞かせ，親子
巡回読書など学校だけでなく，地域を巻き込んだ活動を行っている。今年度も全校体制
若草南小学校 互いに学び合い 安心と承認の

（１）日々の授業実践をベース（個人研究）にした教師同士の学び合い
高め合うことが ある授業つくり ①学習活動の中に自分の考えを持つ場（自分の学び），ともに学ぶ場（学び合
できる児童の育
い）を 設ける。
成
②「自分の学び」が「学び合い」によって高められていくことができるようにす
る。
③教師は反省的実践を意識し，継続する。
（２）教室・授業をひらく（全担任一公開授業）
（３）低・中・高学年別ブロック研究（各学年の実態に合わせたねらいにせまる研
究）
（４）学び合いを成立させるための学級集団つくり（楽しい学校生活を送るため
ケ トQ Uによる事例
小笠原小学校 一人一人を大切 相互の学び合 のアン
（１）「学び合う」という視点から、児童の実態を把握する。
にする学習活動 いから、考える （２）『「学び合う」学習』について学習する。
力を育て、確か （３）めざす子ども像について話し合う。
の研究
（４）研究主題・研究仮説について討議、決定する。
な学力の定着
（５）授業研究のための学年研究を深める。
をはかる
（６）各学年一実践の授業研究をする。
（７）児童の実態から、小笠原小学校の子どもの「学び合う」姿の変容を話し合
う。
（８）成果と課題について話し合う。
（９）来年度の方向性を話し合う。
（１０）国語力向上の取り組み・集会の反省・教育相談学習会を行う
櫛形北小学校 『支え合い，学 一人ひとりの
ＯＥＣＤによる国際学習到達度調査（ＰＩＳＡ２００３）の結果から，基礎学力の低
び合う子どもた 学びの質を高 下と，読解力，文章表現力の不足が指摘された。また、学力の二極化が報告さ
ちの育成をめざ める授業づくり れ，低学力層のボトムアップが重要な課題として位置付けられた。一方，不登
校の問題も依然として，学校現場での大きな課題となっている。学習障害（Ｌ
して』
Ｄ），注意欠損／多動性障害（ＡＤＨＤ）等の発達障害を持つ子どもたちへの対
応も新たな課題である。子どもたちのだれもが安心して学ぶことができ、一人ひ
とりの学力を高める授業づくりが今，求められている。そのためには、一斉授業
から、協同的な学びを組織する授業への転換が必要であろう。協同的なとりく
みを中心にすえた授業を展開し，子どもたちの対話力を向上させることで、一人
ひとりの学びの質は高まっていく。その中で，子どもたちは、お互いに支え合う
人間関係を築き ともに学び合う姿勢を身につけていくのではないだろうか
櫛形西小学校 「心豊かな人間 ～伝え合う力 ①児童の実態についての調査・分析
性を育む授業作 「話すこと・聞く ②先行研究等の理論研究
こと」の指導を ③通年での継続指導（県教委からの資料等参考）
り」
④授業研究（授業づくり・参観・評価・外部講師の招聘等）
通して～
「相手」「目的」「意図」といった言語意識を重点にした授業づくり
「話すこと・聞くこと」に関わる継続した取り組み
⑤長期休業等を利用した臨地研修
豊小学校

「人間性豊かな 国語力の向上 ○「国語力」についての研修（理論学習）
○本校児童の国語力に関する実態把握
児童の育成をめ を通して
○つけさせたい力を明確にした，授業研究
ざして」
○読書指導（今まで取り組んできたことの実践と改善。国語力への意義づけ

南アルプス教育委
員会

小学校

落合小学校

「自ら学び 課題を －算数科の系統 昨年度は，算数科の課題解決的な授業実践について研究を行った。その中で，「学んだ
解決しようとする 性を重視した単 ことを使いこなす。」「ゆたかな具体物からイメージをつくり出す。」授業の必要性が確認さ
子どもの育成」
元づくり（解決可 れた。また，どの教科の学習内容も，教科書やノートの中にだけあるものではなく，私た
能な課題の設
ちの身の回りの生活や暮らしの中から生み出され，抽象化された内容であることを意識
定）－
した授業作りを考え学習に取り組む必要性と子どもたちが学び合う授業づくりの重要性
－小集団を活用 も確認された。
した学習集団づ
そこで、今年度は、教科書で取り入れている水道方式の系統性を学び，単元構成を研
くり－
究していきたい。そして、学習内容をどのように整理し，体系化して学習を組み立ててい
るのかを明確にしていきたい。
さらに、学び合いの授業づくりの視点として、学んだことを「自分でまとめる」「自分で話
す」「みんなの考えを出し合って課題を解決する」等の授業をつくることがこれからの課題
である。学級づくりを通して，バズ学習に取り組み、何でも話せる学級、自由に意見を出
し合える人間関係 間違いから学びあえる雰囲気をつくり出す取り組みをめざしていきた
自ら学び 自ら考 算数科における １、学力調査による児童の実態把握および課題の分析
える力を育てる学 基礎・基本の定 ２、『自ら学ぶ力』、『自ら考える力』を育てる学習指導の手立てと見取りの方法を
習指導をめざして 着を図る
探る。
３、『数と計算』領域における、観点別学習状況の『思考・判断』を高めるための手立
てを探る。
４、基礎・基本の定着がどのように図れたかを見取る手立てとその評価が子どもの学習
に生かせ、次の課題への意欲につなぐための評価方法を探る。
５、幼児教育機関および中学との連携を図るための手立てを探る。

南アルプス教育委
員会

小学校

大明小学校

南アルプス教育委
員会

小学校

南湖小学校

子どもたちが意 地域教材の掘 ①子どもの生活基盤を土台にして，地域教材を掘り起こし授業化する。
・校区の自然，地理，歴史，産業などを知り，授業に生かす。
欲的に学ぶカリ りおこしを通し
・各学年からの実践提案，事例研究をする。
キュラムの創造 た教育課程の
・地域の人材を積極的に活用し，学習する。
編成
②実技研修
③その他

南アルプス教育委
員会

中学校

八田中学校

生きる力を育
み、主体的に活
動する生徒の育
成

南アルプス教育委
員会

中学校

芦安中学校

南アルプス教育委
員会

中学校

白根巨摩中学 学びを楽しむ生 学びの質を高
本校の特質は，学力・部活動・特別活動等，すべてにバランスをとって生徒た (国)学力調査に基づく検証改
校
徒の育成
める授業づくり ちに投入し，豊かな人間性を持ち，知的生産力のある人格の基盤を指向してい 善サイクルの確立に向けた実

～確かな学力 （１） キャリア教育全体計画の計画・実行・評価・改善
研究推進委員会を中心とし、八田中学校キャリア教育の全体計画の実
の定着と豊か
価・改善を推進する
な心の育成を 行・評
目指したキャリ ・ キャリア教育の目標
ア教育の推進
・ 教科、総合、道徳、特活の取り組み
～
・ つけたい力（育てたい能力）
・ 各学年における目標
（２）各学年の取り組み
・ 総合的な学習の時間について
「１年 福祉」「２年 職業体験」「３年 生き方（進路）」にキャリア教育を意
識した内容を展開していく。
「２年 職業体験」は、原則として複数日実施していく。
基礎的な学力の 「学び」の意味
・全職員が「基礎的な学力」をどうとらえるかという共通認識を持つ。
豊かな体験活動推進事業、仲
向上をめざして を求めながら
・全職員が授業を公開し、研究会を持つ。
間と学ぶ宿泊体験活動（文科
・生徒一人ひとりの学びが保障されていたかという共通の観点に基づいて授 省、県教委）
業を観察 し話し合いを行う。
・先進校視察を行い、還流報告をする。
・「芦安中学校の生徒の学力をつけるにはどうしたらよいか」ということを特色
のある行事や活動と関連させて考える。

の実践を通し
て

白根御勅使中 他人を思いやる心
学校
の育成

ることである。過去５年間の道徳教育の研究成果を有効に生かしながら，今年
度からは学力向上に基軸を置いて，身体能力の向上や感性を磨くことなど意義
深い広範囲の活動も併せて企画・実践しながら，本校の特質を具現しようと考
えている。
学びの質を高めることは「人間性」を豊かにするために必要不可欠なものであ
る。実際の授業のなかでは，人間関係すなわち生徒相互・教師とのかかわりに
依存して学びの質が決定される。低学力層のボトムアップだけでなく上位の生
徒の学力アップおよびさらなる意欲の向上が得られた事例が多く報告されてい
る協同的な学びを土台に
学びの質を高める授業づくりを実践して 学びを楽し
道徳の授業を重視する一方で、本校の生徒の長所である「行事等に前向きに取り組

践研究
(県)｢確かな学
力｣ステップアップ事業
(市)学びの質を高める授業づく
り推進事業 １１月９日
(市)地域ふれあい道徳教育推
進事業 １１月１０日

南アルプス教育委
員会

中学校

南アルプス教育委
員会

中学校

南アルプス教育委
員会

中学校

櫛形中学校

主体的に学ぶ生 学び合える集団 教師全員による授業公開をすすめ、教職員の同僚性を高める。また、人・物・事とのかか 生徒指導総合連携推進事業（公開
徒の育成に関する をいかにつくるか わりの中で学びが深まるという前提の下、生徒が安心して学べる集団をつくっていく。目 なし紀要のみ） 学びの質を高め
研究
指すは、１聴き合えるクラス・２意見をつなげられるクラス・３思考を深められるクラス。
る授業づくり推進事業 １０月１７
授業実践を中心に子どもの学びをみとる研究会にする。学年部会と教科部会を2本柱に 日（水）
集団と教材を考えつつ、学びの集団と学びの質を追求していきたい。

南アルプス教育委
員会

中学校

甲西中学校

「基礎・基本の
定着を図り、確
かな学力を身に
つける指導の工
夫」

甲斐市教育委員
会

小学校

竜王小学校

甲斐市教育委員
会

小学校

玉幡小学校

基礎基本を定着さ 国語科の言語能 ①各学年の国語科教育課程を見直し，話すこと・書くこと・読むこと領域における各区学
せる学習指導法 力を中心とする 年の指導重点を設定した。またどの教材で何をねらうかという教材の指導内容の重点
の研究
授業の改善を通 化，また言語能力の焦点かも行った。
して
②授業改善の具体的な方法として，以下の内容に取り組んできている。
ア 子供の変容をみとり，児童の言語能力向上のための授業改善をする手だて
イ 児童の意欲や関心を引き出すための課題設定の方法。
ウ 教科の本質を生かした，学年のねらいの焦点化
エ 学習の形成的評価を生かすための，ワークシート，振り返りカード，学習カルテの活
用。
オ 学習記録を生かして，評価規準にもとづき適切に評価し，その評価を具体的な指導
にフィ ドバックさせる方法

若草中学校

主体的・創造的
に活動できる心
豊かな生徒の育
成
－各教科にお

む」点を生かし、その取り組みの過程を通して、各学年で身につけさせたい「他人を思い
やる心」から生まれる態度や行動を教師が話し合い、指導過程の中に盛り込んでゆくも
のとする。
目標を明確にすることで、指導過程により明確な指導意図が反映されてくるはずであ
る。学年内では、共通した「思いやりの心」の目標を掲げる一方で、学級ごとにはそれぞ
れ違った個性があるはずである。そこで、日々の学級活動の中では、その個性に応じた
朝の会や帰りの会、清掃や給食当番などの学級内の活動の中に「他人を思いやるため
の試み
を導入して 心の昇華を積極的に推し進める
国語力の向上を通して各教科の授業のあり方を研究し、実践していく。

・研究授業
・教科ごとに具体的重点項目を掲げ、実践後の成果と課題をまとめる。
・教科部内の授業を互いに見あい研究する。

～生徒の実態 本校では、平成１５年度から「基礎基本の定着を図る学習指導の工夫」を研究 （県）学力向上拠点形成事業
に応じた多面 主題として取り組み、平成１７年度からは３年間の指定で「学力向上拠点形成 （確かな学力育成のための実
的な指導・支援 事業（確かな学力育成のための実践研究事業）」の指定を受けた。
践研究事業 １１月８日（木）
体制の充実を
本年度は、この最終年度として、これまでの成果を確認する年となった。
通して～
本校では、確かな学力を「基礎・基本の定着」→「学んでいく力（方法知）の育
成」→「学んだ力（内容知）の生かし方＝応用力の活用」へと発展を行うことで
確かな学力が獲得できるととらえている。「授業改善および質の向上」「個への
指導支援体制の充実」「家庭生活の実態把握と学習習慣の確立」の３つの柱を
軸に、授業改善アドバイザーからの指導助言、放課後の学習相談会、学生
チューターの活用、Ｑ－Ｕを活用した学級集団づくりなどで教師の質の向上を
図り、生徒の実態に応じて多面的な指導支援体制を充実させて確かな学力を

自ら学び考え表 国語科におい ○理論研究
現できる児童の て、基礎学力 ○児童の実態把握
や伝え合う力 ○研究授業の実施
育成
低・中・高ブロックで１実践ずつ研究授業を実施
を育てる中で
○他教科、総合的な学習、道徳等との連携を図る
○読書活動の推進や言語環境の整備を図る
○家庭・地域との連携を図る

「義務教育の質の保証に資する学
校評価システム構築事業」に係る
推進協力校

甲斐市教育委員
会

小学校

甲斐市教育委員
会

小学校

甲斐市教育委員
会

小学校

甲斐市教育委員
会

小学校

甲斐市教育委員
会

小学校

甲斐市教育委員
会

小学校

甲斐市教育委員
会

小学校

甲斐市教育委員
会

小学校

甲斐市教育委員
会

小学校

甲斐市教育委員
会

甲斐市教育委員
会

論理力の向上 言語の教育である国語科は、すべての学習における基幹をなすものである。
自分の思いや考えを整理して、筋道立てたものにすることや、ほかの人に対し
沿った国語科指 を目指して
て理解しやすいように内容を組み立てて話し意思の疎通を図ることは、自立し
導の研究
た一人の人間として重要な「生きて働く力」の一つであろう。PISA調査の結果な
どから課題が明確化されている今、児童一人一人が、自分の考えを持ちながら
読んだり、集めた情報を有効に活用したり、筋道立てて思いを述べたり書き表
したり、述べたいことの中心や主張までの過程を理解したり、という「伝え合う
力」を確実に身につけさせるためにも、国語科における論理力育成を中心課題
にしたいと考える
竜王北小学校 学ぶ楽しさを実 算数科におけ （１）児童の実態調査の考察と身につけさせたい力の設定
①アンケート調査の考察（算数の学習に対する情意面と興味・関心にかかわ
感し，確かな学 る個に応じた
力を身につける 指導を通して る実態を把握し, 学ぶ意欲を喚起し，主体的に楽しく学べる授業づくりのため
の手だてを明らかにする。）
児童の育成
②全国学力・学習状況調査,復習確認検査の考察（基礎・基本の定着度を把
握し，今後の課題 を明らかにする。）
（２）算数科における基礎・基本及び個に応じた学習形態・指導体制についての
理論研究
（３）算数科の個に応じた授業実践
①教材・教具，学習活動の工夫 ②学習形態，指導体制の工夫③評価の工
夫
（４）教育課程の見直し
①評価基準に照らし合わせた学習状況の観察による検証 ②評価基準表の
竜王西小学校 「子どもの学び ～学び合い練 作成
今日的教育課題を踏まえ、子どもの「学び」への回帰をねらっている。単に知
が響き合う学校 り合いの生ま 識や技術の習得・向上だけでなく、子ども同士や子どもと教師の学び合いの関
れる授業を目 わりをもたせながらの授業づくりを目指し研究を進めていく。
の創造」
具体的内容として
指して～
・学び合い練り合いについての教師間の共通理解を図る
・CRT学力検査を行い、児童の実態を把握する
・講師を招いての学習会の開催
・授業計画の立案・指導案の検討
・研究授業の実施、および反省
・指導・評価の工夫・改善を図る
竜王東小学校 自ら学び、共に 伝え合い、学 ①各教科・領域において伝え合い、学びを高め合うための学習方法、指導のあ
伸びる児童の育 びを高め合う り方について研究・討議していく。あわせて昨年度作成した「伝え合い、学びを
高め合う段階表」を日々の教育活動の中でどう生かしていくのか、修正点など
指導の研究
成をめざして
はないか、授業実践を通して検証していく。
②教科書の検討とともに自主編成も見据えながら学年・学級の実態に合った単
元構成、指導計画課題の設定、資料の準備及び学習スタイル等について工夫
していく。
③「学校での教育活動全体で育成する国語力」と「教科・国語科で育成する国
語力」の関連などを整理すると共に、伝え合う力を高める活動について効果的
な指導法を検討していく
敷島小学校
、『主体的・創造 算数科におい 、「算数科」で、低・中・高ブロックに分かれ、それぞれのブロックで研究仮説
的に考える子ど て，学び合い を立て、学び合いの場を工夫し、研究主題に迫る取り組みを行うものです。
が高まる場を
もの育成』
工夫することに
よる確かな学
力作りを通して
竜王南小学校 今日的課題に

山梨県教育委員会指定 「生徒指
導推進協力員」活用事業研究委託
校

する研究を行う。必要に応じ，低・中・高学年のブロックに分かれて行う。
授業研究期間（７～１２月）は，指導案の作成，検討，研究授業を行う。
研究集約期間（１～３月）は，研究のまとめと研究集録の作成を行う。
全体の研究会は行わないが，全学級で研究主題に迫る授業をもち公開する。
（一人一実践の充実を図る）
職員研修として，講師を招聘して，パソコン研修や特別支援教育にかかわる学
習会などを行う。

敷島南小学校 生きる力を支え 国語科の学習 理論研究

る確かな学力を を通して
育む指導の工
夫

中学校

0

敷島北小学校 よく考え，進んで 思考力や表現 基礎研究期間（４～６月）は，研究内容に関する理論，指導案や指導方法に関

発表する児童の 力を高める指
育成
導の工夫

中学校

0

双葉東小学校 道徳性をはぐく

み，豊かな心を
もち未来を拓く
子どもたちの育
成
双葉西小学校 主体的・創造的
に考える子ども
の育成

竜王中学校

玉幡中学校

－学校の教育
活動全体にお
ける心の教育
のあり方－
コミュニケー
ション活動を通
して、考える
力、伝え合う力
を育てる道徳
教育

・国語力について
・コミュニケーション能力の育成について
国語科による授業実践
・ブロックごとに研究授業を行う
・教材開発
・発問、投げかけ
・評価
研究のまとめ
・これまでの本校における心の教育の洗い出しと，新たに取り組むべき重点活
動を探る。
・地域，保護者と連携した道徳の授業の公開と，道徳的実践的活動を推進す
る。
仮説：自己を見つめて考えさせたり、自分の考えを伝え合い他者との関わりを
深めたりする授業や活動を意図的・継続的に仕組むならば、道徳的価値がより
内面化され、児童の道徳性とコミュニケーション力をより高めることができるだろ
う。

コミュニケーション力を育てることをとおして、児童の道徳性を伸ばしたいと考え
ている。道徳性を育成させるためにコミュニケーション力を育てる授業や活動を
全校的に仕組んでいく。各学級が実態を把握し、テーマを持ち、課題を解決さ
るため 道徳的な実践（授業 活動）を 年 重ね
く
自ら学び、心豊 授業を通して 各教科で基礎学力の向上に取り組む。
かで、たくましく 生徒の基礎学 ・基礎基本の定義
生きる竜中生の 力を高めるに ・授業での実践と検証
は～ 実践と検 ・初任者授業研究会での授業提供（学級活動、道徳、数学科、英語科、音楽
育成
科、家庭 科、社会科）
証
道徳授業の実践
・年２回の研究授業
・地域の人材や保護者など外部講師の活用
確かな学力の向 わかる喜びや ①わかる喜びや学ぶ楽しさを中心に生徒の意欲を高める授業づくり
・富士岳陽中学校の取り組みを参考に「グループ学習」や「表現活動」を取り
上をめざす学び 学ぶ楽しさが
た，生徒同士が学び合う授業を展開する。
感じられる授業 入れ
の創造
・お互いに授業を公開し合い，改善に努める。
づくり
②学習を支える集団づくり
・相手の気持ちや考えを理解できる生徒の育成するために，
道徳の授業の充実
構成的グループエンカウンターの活用
朝読書の充実
などに取り組む。

（県）ふるさとやまなし道徳教育
推進事業 １０月２０日（保護
者・地域向け公開）
小中連携ふるさと山梨道徳教
育推進事業
1年目

甲斐市教育委員
会

中学校

竜王北中学校 「自ら学び意欲的 ～一人ひとりの （１）教科研究
中巨摩食育推進研究会 研究推
に活動する生徒の 学習意欲と表現
授業公開日 11月15日
・教科ごとに、学習意欲を高め、自主的な学習につながるような授業を研究実践し、 進校
育成」
力の向上を目指 基礎
基本の定着と、表現力の向上を目指す。
して～
・教科ごとの実態に応じて、研究主題に照らし合わせ、授業改善の課題をより具体
化し、
実践する。また、今年度の実践を通して、生徒の実態や次年度への課題等を
明確にする。
（２）集団づくり研究
・学級、学年の活動において、生徒相互、生徒と教師の相互理解や信頼が深まるよ
うな活
動内容や指導を工夫する。
（３）食と健康に関する研究
・中巨摩食育推
敷島中学校
①教科指導
自ら考え、学

甲斐市教育委員
会

中学校

甲斐市教育委員
会

中学校

双葉中学校

「人間力」を育む ～基礎・基本
学習活動の研 の定着と心の
育成から迫る
究
～

中央市教育委員
会

小学校

三村小学校

よく考え、進んで 『一人ひとりが
学ぶ子ども
よく考える場
面』を想定した
授業作りの研
究

中央市教育委員
会

小学校

玉穂南小学校 「共に感じる豊

中央市教育委員
会

小学校

田富小学校

中央市教育委員
会

小学校

田富北小学校 「生き生きと学

中央市教育委員
会

小学校

田富南小学校 主体的に生き生 基礎基本の定

中央市教育委員
会

小学校

豊富小学校

中央市教育委員
会

中学校

玉穂中学校

中央市教育委員
会

中学校

田富中学校

び、行動する生
徒の育成
～教育課程の
実践と検証を通
して～

かな心を育む」

～コミュニケー
ション活動を通
して人間関係
力を培う～

ア 基礎的・基本的事項を確実に身につけさせる学習方法を探る。 イ 観察，
実験，調査，見学，課題学習，コンピュータ利用などを取り入れた学習指導の
工夫をする。
ウ ２００８年度の各教科の年間指導計画を作成する。
②道徳教育
ア 週一時間の「道徳の時間」を大切にし，実践する。 イ 心のノートを活用す
る。
③学級活動
ア 帰りの会の内容を工夫し，充実したものにする。 イ 学校行事・生徒会行
事を通して，学級・学年の集団をどう作っていくかを探求し実践する。 ウ 読書
活動を推進する。
④総合的な学習の時間
ア 昨年度行った計画をもとに「総合的な学習の時間」を実践し，その成果を検
証しながら，学年の実態に合わせ変更していく。イ それぞれに見合った評価の
方法を探る。
⑤全体会
本校の生徒の実態を把握し、伸びている力と弱い点などを共通理解をもちつ
文部科学賞省 小中連携ふ
つ、到達目標を研究会を通して設定していく。その上で課題解決に向かう方略 るさと やまなし道徳教育
を研究していく。評価もできるだけ行うようにしつつ、軌道修正をしつつ到達目
標に向かう研究にしていく。地域とどう連携していくかも含めて研究をすすめて
いく。
「よく考え、進んで学ぶ」とは、子ども自らが意欲的に対象に関わり、自らの意志
で学ぶことである。変化の激しいこれからの社会を生きる子どもにとって「確か
な学力」「豊かな人間性」「健康と体力」の３つの要素からなる「生きる力」を育む
ことが大切である。本校では『よく考え進んで学ぶ子ども』を育てるために、授業
の中で一人ひとりがよく考える場面を想定した授業作りを行い確かな学力を育
てていきたいと思う。また、このテーマでの研究は２年目になるため考える場面
を想定するだけでなく、考えたことを伝える力やまとめる力・発表する力なども
意識しながら研究を進めたい。具体的には国語・算数・理科の３つのブロックに
分かれ研究テーマを設定し理論研究・授業案検討・授業実践・反省をし、それを
次 授業 生かすと う方法
究を進めた
人間関係力という視点で，「めざす子ども像」を設定する。それをふまえた上で，
「子どものとらえ」と「この子への願い」をもとに，育てたい「他と関わる力」という
めあてを設定する。そして，それを実現するための教科（領域）や単元を探し，
授業の構想を練る。構想がまとまったら，実際に授業実践を行い，「授業を通し
て見えてきたもの」について検討する。その中で，次の実践に生かしていけるも
の，学校全体で共有化していける実践方法などを探っていきたいと思っている。
また，必要に応じて学習会を開く。

自ら学びをひら
自主的・自律的 ①主題にせまる単元・授業作り
き、知を創造する な活動を大切に
○目標の明確化・・・単元の目標・本時の目標を明確にし、子どもと共有する。
児童の育成
した授業の実践
○内容を学びながら、学び方・ものの考え方・問題解決能力を育てる工夫・・・体験
を通して
的・問題解決的な学習を充実させる。
○児童の自主的・自律的な活動場面の設定・・・自分の考えを持つ時間・お互いの考
えを交流し吟味しあう時間・自己評価の時間を設定する。
○指導に生かす評価・・・個に応じた指導・意図的・計画的な評価を実施する。
②心と体の健康に関する授業実践・・・授業実践への養護教諭・栄養士の関わり
③心と体の健康に関する研修
④特別支援教育に関する研修

～かかわり
ぶ子どもを育て 合って学ぶ活
る教育活動の展 動（算数科）を
開」（第３年次） 通して～
「生き生きと学
ぶ子どもを育て
る教育活動の展
開」（第３年次）

きと学ぶ児童の 着を図り，算数
を中心とした
育成
「確かな学力」
の向上を目指
した学習指導
を通して
生き生きと学び コミュニケー
合う子どもの育 ション能力を高
める手だてを
成
通して

粘り強く主体的 基礎学力の向
に課題に取り組 上を図るため
む生徒の育成 の国語力の指
導
主体性を高め
るための自治
活動の実践
「生きる力」につ ～「環境（人・
ながる「よりよく 社会・自然）」と
生きる」生徒の のかかわりを
生かした活動
育成
を通して～

ものや人とかかわり合う活動を通して，算数科における思考力を育てる。その
ために，次のような学習活動（授業）の工夫をおこなっていく。
①もの（教材教具）とのかかわりを意識した授業 ②人〔友だち、教師〕とかかわ
り合う活動を取り入れた授業 ③子どもが学ぶ意味を感じ、教師が指導に活か
す評価を取り入れた授業（学習感想、一枚ポートフォリオ） また，子ども一人ひ
とりの生き生きとした学びを支える土台として、次のような環境づくりもおこなう。
①子どもの実態把握（算数に対する意欲調査，ＱＵアンケート）②学級，学校集
団づくり（朝の活動の時間の活用）③学習基盤づくり（学習習慣の見直し，読書
活動の工夫，国語力育成の工夫）④家庭との連携（校内研便りの発行，子ども
の学びの成果として，一枚ポートフォリオや学習感想のノートなどを保護者に知
昨年までの算数科におけるＴＴを生かした少人数学習・習熟の程度に応じた
コース別学習指導の研究の成果を踏まえて，本年度は，「確かな学力」の向上
を目指し，算数を中心として研究を進めていく。内容としては，算数の図形分野
での一枚ポートフォーリオを活用した授業の開発を進めていく。また，児童の実
態の中で低い思考力，表現力など国語に関係した力をのばし，基礎基本の定
着を図るために，朝の学びタイム（読書・国語・算数・体力作り）の効果的な活用
の仕方を研究していく。
（１）育てたい「話し合う力」の基礎基本の研究〔＊コミュニケーション能力（特に
「話し合う力」に視点をあてて）及び話し合いの基本指導過程等の共通理解（講
師招聘）＊育てたい「話し合う力」の基礎・基本〕（２）話し合いの形態と指導時期
の研究〔＊国語科の授業を通して、螺旋的・反復的に行う。＊他教科、領域で
関連的・補完的に行う。＊学校生活の中で計画的・継続的に行う。〕（３）児童の
実態把握とその変容の確認〔＊児童の実態把握とその変容＊児童の言語環境
実態調査〕（４）授業研究〔＊どのような手だてを投入因子としたか。＊授業実践
の中で「話し合う力」を支える学力をどう捉えたか。＊授業の中でどのように話
し合いの場面を仕組み、コミュニケーション能力を高められたか。＊成果と課題
は何か。〕（５）日常の取り組みの情報交流〔＊学級集団づくり、全校集団づくり
＊朝活 音読指導等＊特別支援 給食指導 図書館指導 保健指導等〕
基礎学力の向上を図るための国語力の指導については、全教科および諸活動
で「書くこと・話すこと」を意識して言語能力や自己表現力を高める指導を行う。
主体性を高めるための自治活動の実践については、全校生徒会・委員会・学
年生徒会・学級活動のリーダーの育成に焦点を当てて指導を行う。また、合唱・
応援・体育部門の練習において縦割りの活動を多く設定し、先輩からの指導が
できるようにする。
「確かな学力」(知識・技能に加えて、自ら学び、自ら考え、主体的に判断して、
よりよく問題を解決する資質や能力)を身につけさせ，「豊かな人間性」（命の大
切さ）を育むための活動の工夫（活動内容，教育課程の位置づけ，指導方法）
を行い，さらに，活動に対する評価の観点や方法を明らかにする。教育課程全
般において，生徒や地域・学校の実態を考慮し，「生きる力」の核となる「確かな
学力」・「豊かな人間性」を育む活動の実践・検証を通して、「環境（人・社会・自
然）とのかかわりを生かした活動」の内容、特に「学習活動」における指導方法・
評価の観点や評価方法の工夫・深化を行うことによって，研究主題に迫れるで

文部科学省学力向上拠点形成
事業11月9日

（国）（県）豊かな体験活動推進事
業（遠くのまち体験活動推進事業）

命の大切さを学ぶ体験活動推
進校

自分の学びをつ 算数科におけ 主題の「自分の学びをつくる」とは，「自他の学びをとらえることを通して，自分
くることができる る表現活動を 自身の学びをよりよいものにし，次回の学びにつなげていく」ことをさす。このた
めには，自分の考えを客観的に表現することが不可欠であることををふまえ，
通して
児童の育成
昨年と同じく全学年で取り組める算数科を研究教科とし，自分の考えをよりよく
表現できるようにするための指導のあり方を探る。方法としては，児童の実態
分析，先行研究等の学習，授業研究を行い，成果を集約する。①表現すべき
「内容」が意識され，②それを表現する「必然性」があり，③表現する対象や場
面に合わせた「言語・方法」が獲得，運用され，④①から③に対する「関心」「意
欲」「態度」が持たれる，という４つの要素を持つ学習機会を子どもたちの実態
に応じて仕組むことで，考えを表現する活動を通して，自分の学びをつくってい
く子どもを育てることができるという仮説をもとに実践に取り組む
わくわくイングリッシュ小学校サ
子どもたちのコ ～英語活動や 昨今，子どもたちの生活の中において，他者とのコミュニケーション不足が叫ば
ミュニケーション 日常活動の取 れていることや，子どもたちを巡る痛ましい事件が，コミュニケーション能力の未 ポート事業 拠点校
能力の高まりを り組みを通して 熟が根底にある，人間関係の希薄さが原因だからではないかという指摘がある
ことなどから考えて，この研究を進めていく意義があると考える。
～
目指して
これまでに取り組んできた「英語活動」の成果を生かし，かつまたこれらの成果
を高次のものへと発展させるために，本校が作り出してきた英語活動の年間指
導資料を，「担任主導でも実践しやすい形」になるよう，より実践的・実用的に改
善していく。

昭和町教育委員
会

中学校

押原小学校

昭和町教育委員
会

中学校

西条小学校

昭和町教育委員
会

中学校

常永小学校

「確かな学力」を 生活科及び
身に付けた子ど 「総合的な学習
もの育成
の時間」の一
層の充実を通
して

昭和町教育委員
会

中学校

押原中学校

自ら進んで学び、
たくましく生き、志
をもって生きる生
徒の育成

韮崎市教育委員
会

小学校

韮崎小学校

生き生きと自ら 子どもたちの
学ぶ子どもの育 「確かな学力」
成
の定着をめざ
して

韮崎市教育委員
会

小学校

穂坂小学校

韮崎市教育委員
会

小学校

（国）平成18・19年度学力の把
握に関する研究指定校事業
（生活科）・・・公開日は未定

かかわりを育て 研究内容
る「話し合い」活
①「話し合い」活動を意図的に仕組んだ授業づくり。
動を意識した授
②人間関係形成能力が高まる「話し合い」活動について、その方法の研究。
業づくりを通して ③よりよい生き方を求め、学校、家庭、地域が連携した道徳教育の推進を行う。
研究方法
①どの実践においても「話し合い」活動を意識して取り組み、教科部会ABC内の研究と
昨年度に引き続き、道徳、「生命の教育」の研究を併せて行う。
②全教師による「一人一実践授業」実施と研究授業３回を行う。
③国語科で、山梨県教育委員会国語力向上推進協議会発行の「ことばの環境にかか
るアンケート」を行い、本校の実態を把握し言語環境プログラムを紹介する。

国語科では，「書く力」を高めることをねらいとしている。主述の関係や漢字など （国）学力向上拠点形成事業
の言語事項を踏まえ，ていねいな文字で意味の分かる文を書くことができるよう
にしたいと考えた。国語科の授業の中で言語事項を意識した短作文による書く
活動を行ったり，日常の取組で，朝学習での視写，日直作文などを行ったりす
る。
算数科では，「数学的な考え方」を高めることをねらいとしている。問題解決型
の学習過程の「考える」「学び合う」の過程に重点を置いた指導の工夫や自分
考えをも ため 算数的な活動 取り れを行う
自ら学ぶ意欲を育 国語科における
学習目標と学習評価を明確にすることにより、児童の学習の意欲化と、指導の改善を
てる指導と評価の ルーブリック作成 はかり、児童の基礎基本の定着につなげるため昨年に引き続きルーブリックを取り入れ
あり方
と活用を通して ていく。ルーブリックそのものをより確かなものとして捉えていくために、昨年度の国語か
らより焦点化して「書く」領域において進めていく。
具体的にはルーブリックの理論研究、「書く」についての理論研究、国語の「書く」領域
でのねらいにそったルーブリックの作成、作成したルーブリックにを活かした授業の実
践、授業後の検証、研究のまとめとなる。

韮崎北東小学 音声言語による 相互交流成立 情報化・国際化時代においては，「人間と人間との関係の中で，互いの立場や
校
伝え合う力を高 のための能動 考えを尊重しがら，言語を通して適切に表現したり，正確に理解したりする力で

める国語科指導 的な聞き手の
の指導の研究 育成を中心に

韮崎市教育委員
会

１．生活科の教育課程の改訂
２．「確かな学力」を育む生活科の授業の創造
３．本校における「総合的な学習の時間」の学習指導要領づくり
４．「総合的な学習の時間」の教育課程の改訂
５．「確かな学力」を育む「総合的な学習の時間」の授業の創造

小学校

韮崎北西小学 豊かな心の育ち なし
校
を通して、自ら

学び、共に生き
ようとする児童
の育成

意欲を持ち，主
体的に学習に取
り組む子どもの
育成

一人一人が学
ぶ楽しさを実感
できる学習指
導の工夫と改
善（国語科を通
して）

ある」伝え合う力を児童に育成することは喫緊の課題である。このことは，教育
現場での伝え合う力の育成の必要性を説いている，文化審議会の答申「これか
らの時代に求められる国語力について」（2004.3）においても同様のことが述べ
られていることからもわかる。
また，教育課程審議会の答申を受けて改訂された現行学習指導要領国語科
の目標に，新たに「伝え合う力」という文言が加わった。このことから，国語科に
おいて伝え合う力を育成することが要諦であることがわかる。
伝え合う力は，人間関係の構築や児童の学び合いには不可欠の力であり，こ
の伝え合う力を児童に身につけさせることにより，本校の学校教育目標「かしこ
く
やさしく たくましく に迫ろうと考えた
「共感する力や思いやりの心など、豊かな心の育成のために、多様な道徳教育
用教材の選択・開発や研究を行い、道徳の時間を充実していけば、自ら学び、
共に生きようとする児童が育つであろう」という研究仮説のもとに、研究を進め
ている。研究課題として「共感する力や思いやりの心、協力し合う態度を育てる
道徳教育」「多様な道徳教育教材、道徳の時間の資料の選択・開発とその効果
的な活用」など、主として道徳を中心に研究を深めている。①魅力ある資料の
選択・開発と多様な指導方法を用いた道徳授業の工夫、②開発した教材を使
用しての道徳の授業実践と考察、③学校環境の整備・充実、及び道徳年間指
導計画の見直し 検討 ④道徳診断テストなど各種実態調査の実施など
昨年度からの継続研究である。国語力向上を目指して「話す・聞く」「読む」「書
く」などの言語活動を積極的に授業に位置づけるとともに，その基礎になるもの
として，語彙や表記，文法，内容構成，表現に関する知識などについての指導
にも力を注いでいく。さらに本年度の研究は，文章教材を焦点化して読解力の
向上を目指した取り組みに重点を置き，授業づくりや周辺の手立ての在り方を
工夫していきたい。これにより，一人一人が学ぶ楽しさを実感できる学習指導
の工夫と改善へとせまることができると考える。
◇食育を中心とした望ましい生活習慣の確立について
◇栄養教諭の参画する授業の在り方について
◇生徒一人一人に学習習慣や学習規律を身に付けさせる中で各教科の基礎
的な学力の定着

韮崎市教育委員
会

小学校

甘利小学校

韮崎市教育委員
会

中学校

韮崎西中学校 人間性豊かな生 望ましい生活

韮崎市教育委員
会

中学校

韮崎東中学校 「生きる力」をはぐ 豊かな心と学ぶ 昨年度の研究（道徳授業の工夫）に加え、学校生活全般を通して、豊かな心を持ち、生
くむ学習活動の研 意欲を育てる活 き生きと活動する生徒を育てるための手法や環境づくりを研究し、「心の教育」の拡充、
究
動実践を通して 深化を目指す。
(1)道徳の時間に関する研究の深化と授業実践、資料の蓄積（道徳授業の工夫、他の活
動との連携）
(2)「分かる」、「できる」楽しさを知り、生徒が主体的に学びに臨む授業づくり（教科指導）

北杜市教育委員
会

小学校

明野小学校

美しい日本語を話
す子どもを育てる
教育活動に関する
研究

北杜市教育委員
会

小学校

須玉小学校

一人ひとりの
ニーズに応じた
学習指導をめざ
して

徒の育成

習慣の確立か
ら生きる力をは
ぐくむ

道徳教育とソー ①対象領域
シャルスキルト
教育活動全般 道徳 総合的な学習の時間 特別活動
レーニングの関 ②道徳教育の充実
連的指導を通し
道徳の時間の学習指導の改善
て
③ソーシャルスキルトレーニングの理論研究と授業実践。
(ｱ) ソーシャルスキル教育の考え方
(ｲ) 学校での取り入れ方
(ｳ) ソーシャルスキルトレーニングの進め方
(ｴ) 各教科・道徳・特別活動・総合的な学習の時間に取り入れた授業の実践
④豊かな言語環境づくりの推進
・豊かな言語環境づくりプログラムの活用

学習困難児に対して行われる授業中の指導に関して，ある程度の一般化，体
系化をめざす。この場合の指導というのは，授業全体を指すのでなく，場面場
面で行われる発問，指示，説明，板書等の1つを指す。当然，授業の中には，こ
うした指導がいくつか行われる。
一見，ある1つの学習内容に限って有効だと思われるような指導も存在する。
しかし，大部分の指導は，本質的な類似点を探すことにより，他の学習場面で
の指導に適用させることができると考えられる。
以上のような考えより，各教科等において，これらの指導に関して指導立案と
実践を進め，つまずきが予想される児童に対する本校独自の実践集を作って

（国）平成１８・１９年度児童生
徒の心に響く道徳推進事業 １
１月１５日

平成１９年度「地域に根ざした
学校給食推進事業」

自ら学ぶ子ども 個に寄り添った 教師に教え込まれるのではなく自ら学ぶ子どもの育成を図るためには，ひとり
の育成
支援をするた ひとりの子どもを深く理解し個に寄り添った支援をすることが大切であると考え
めの，カルテを る。そこで今年度は個を理解するためのカルテの理論研究から始め，実際に生
使った子どもの 活面・学習面においてカルテをとり，そこから子どもの姿を読み取り，個に寄り
理解のあり方 添った支援のあり方や授業のあり方を探っていきたい。カルテは日々変わる子
どもの姿を捉えるもので，単なるその子の総合理解や評価に終わるものではな
いこと，またカルテを取って読み取ることは子どもの理解を深めるとともに教師
が自らを見つめなおす機会となり，支援を工夫するうえで手がかりとなることを
高根東小学校 自ら学び，自ら 国語力を高め ・実態把握，目指す児童像の具体化
考え，表現する る指導・援助の ・国語科における指導法
工夫を通して ・国語科以外での国語力を高める指導法
児童の育成
・言語環境の整備
・本に親しむ活動の推進
・表現の場の工夫

北杜市教育委員
会

小学校

増富小学校

北杜市教育委員
会

小学校

北杜市教育委員
会

小学校

北杜市教育委員
会

小学校

北杜市教育委員
会

小学校

北杜市教育委員
会

小学校

日野春小学校 豊かな心を持

北杜市教育委員
会

小学校

長坂小学校

共に学び合う授 思いや考えを
業の創造
伝え合うために

北杜市教育委員
会

小学校

秋田小学校

自ら学ぶ秋田の ねらいを明確
子ども
にした学び合
いと，自己の変
容を実感できる
評価をとおして

北杜市教育委員
会

小学校

小泉小学校

確かな学力を身 学ぶ意欲をも
につけた児童の ち、自ら考え進
んで伝え合う
育成
算数の授業の
創造（仮）

北杜市教育委員
会

小学校

泉小学校

北杜市教育委員
会

小学校

白州小学校

確かな表現力を
持った児童の
育成

北杜市教育委員
会

小学校

武川小学校

学ぶ意欲を高め 国語科の学習 〇「読むこと」の領域の指導方法と評価のあり方について、児童の読解力を向
上させるための学 習のあり方を工夫し、授業研究を中心にその効果の検証を
るための指導の を通して
おこなう。
あり方
〇各プロジェクト（読み方プロジェクト・作文プロジェクト・漢字プロジェクト・ス
ピーチプロ ジェクト）の取り組みを中心に、望ましい学習の仕方を明らかにし、
全校統一した学習の展開 を日常化する。
〇家庭との連携を強化し、国語科の望ましい家庭学習のあり方について啓発
する。
〇家庭学習の習慣化

英語活動の実 中心となる研究
①英語活動の授業案を元に，学級担任が単独で行う英語活動の授業におけ
び，生き生きと 践を通して
る英語での 「聞く・話す」活動や内容，教材・教具，学習形態等をさらに工夫
活動する児童の
したもの，また より先進的で新たなものを研究・発掘する。
育成
②１～６学年の系統性に配慮し，現存の英語活動年間指導計画を検証し改
善する。
◇①について◇
○ 実践を通しての授業案の改善
・時間配分，授業の流れ，学習形態など
・使用教材，使用視聴覚機器等の記録
・ALTと一緒に行った授業であるか，学級担任単独で行った授業である
か記入
○「授業後の反省及び来年度に向けて・・・」の記入
・実践日の記録
・参考となる事柄や児童の反応等を記入
・小学生英語活動ミニ手帳の活用方法や活用しての感想，改善点等
（特に５．６年生）
○「振り返りカード」の活用
高根北小学校 自ら学び、生き 「伝え合う力」
「自分の考えをしっかり伝えよう、相手の考えを理解しようという意識が弱
生きと活動する の向上をめざ い。」という本校児童の実態がある。「伝え合う力」の向上は、主体的に学ぶ際
児童の育成
して
の重要な要素と考える。そこで本年度は、過去３年間の研究を継続・発展して
いく方向で推進していく。各教科・領域における「伝え合う力」を育てるため実践
を全職員が行う。「伝え合う力」を育てるための活動の場の設定のしかたや支
援のあり方について授業実践を通して検証していきたい。また日々の学習に生
かせるような「話し方における学習ルール」を作成する。
高根清里小学 豊かな心をはぐ ひと・もの・しぜ 全国へき地教育研究大会の公開研究校の指定を受け，子どもたちに豊かな心
校
くむ清里教育の んとの関わりを を教育活動全般を通してはぐくみたいと考えた。そこでまず，本校の子どもたち
に育てたい豊かな心を明らかにし，清里の特性（ひと・もの・しぜん）を生かした
通して
創造
「清里教育」の創造を目指したいと考えた。昨年度日常的諸活動の中ではぐく
める道徳的価値を洗い出したが，それをさらに広げ，地域人材を活用したり，子
どもたちの活動の場を地域に広げるなどの工夫を加えよ，り効果的に地域の特
色を生かした心の教育ができるように考えたい。
高根西小学校 自ら考えよく学

生きる力を育
ち、主体的に考 む授業をめざ
え、実践する子 して
どもの育成

・日常の算数の授業の中に算数的活動、豊かな考えを持たせる場の設定、伝
えあう場の設定、学習感想等を取り入れる。
・算数的活動を取り入れて、子どもたちに考える力、伝え合う力、基礎・基本の
力を付けていく。
・算数科の授業研究をする（一人一実践）。
・特別支援教育について学習会を通して、理解を深める。
①子ども達がお互いに思いや考えを伝え合う活動を通して、共に学びあえる授
業を創造する。②国語力向上のために、読書に重点を置き、音読・朗読・暗唱
などを意図的計画的に取り入れる。③子ども達が自分の思いや考えを表現でき
るようになるための指導法を研究する。④個々の子ども達や考えをつないで、
相互に関わらせるための指導法を研究する。⑤国語力と伝え合う力に関する理
論研究を行い、本校としての共通理解を図る。⑥共に学び合う授業における学
年ごとの「目指す児童像」を明らかにする。⑦言語環境の整備を図る。⑧児童
の実態調査をする
・一枚ポートフォリオの理論研究と学び合いの場の設定についての研究。
・一枚ポートフォリオシートの作成をとおして，学習目標や単元構成を明らかに
する。
・基礎的基本的な事項を確実に身につけるための有効な学び合いの場をどう
作るかの研 究。
・一枚ポートフォリオを使った形成的評価や総括的評価の研究。

昨年度本校では、初めて算数を取り上げて基礎・基本を身につけさせるための
指導方法の工夫について研究を進めてきた。今年度は昨年度の研究をふま
え、「確かな学力」の中でも特に本校の児童につけさせたい力として思考力、判
断力、表現力を取り上げて研究することにした。自分の考えを様々な方法で導
き出し、それを適切に友だちに伝えていったり友だちの考えと比較したり、さら
にその中からもっとも合理的な考えを選択したりする力をつけさせるにはどのよ
うな指導方法が有効か、算数の授業を通して検証していく。
自分の思いや考 国語力向上を ◎国語力向上に向けた国語科「読むこと」の指導の工夫
えを豊かに表現 目指した国語 ○「読むこと」の指導の方法についての研究
する力を育てる 科「読むこと」 ・「話すこと・聞くこと」に注目して
の指導を通し ・言葉・語彙に注目して
ために
・「書くこと」に注目して
て
・評価の方法
○身につけさせたい基礎・基本の力について
○「読むこと」に取り組むときの５つの言語意識について
◎国語力向上を支える基礎・基本および言語環境についての研究
国語科の「話す
こと・聞くこと」の
指導を中心とし
て

国語科の「話すこと・聞くこと」の学習において，学習指導の工夫をすると共に，学校生活
の中で表現する場を生かすことにより，「生きてはたらく力」としての「表現力」を持つ児童
を育てたい。授業研究部会，活動研究部会の二つの部会を設け研究を進める。授業研
究部会では，伝え合う力を高めるための指導の工夫（活動形態・話型・教師の指導技
術・めあての意識化）について探っていく。活動研究部では，「話し方・聞き方名人」を諸
活動に導入していくこと，話し方，聞き方を意識できる環境作りについて研究を進める。

（県）わくわくイングリッシュ小学校
サポート事業

全国へき地教育研究大会山梨大
会

北杜市教育委員
会

小学校

小淵沢小学校 生き生きと学び，
確かな学力を身に
つける子どもの育
成

北杜市教育委員
会

中学校

明野中学校

「人間としての
在り方生き方を
考える教育～理
想の生き方の追
求と実現する力
の育成～」

北杜市教育委員
会

中学校

須玉中学校

豊かな心をはぐ 道徳的価値の ① 生徒の実態調査の実施、実態に基づく指導
くむ道徳教育の 自覚を深める ② 「心のノート」の積極的な活用
充実
道徳授業の実 ③ 道徳資料の充実、活用
践をとおして
④ 研究授業の推進
⑤ 各種研修会への積極的な参加
⑥ これまでの研究成果（「学力向上」）に基づく選択教科「礎」の指導
⑦ 特別支援教育に関する研修の充実

北杜市教育委員
会

中学校

高根中学校

学びの意欲を高
める、学習指導と
評価活動の発展

北杜市教育委員
会

中学校

長坂中学校

『確かな学力を
身につけ、主体
的に学ぶ生徒の
育成』

北杜市教育委員
会

中学校

泉中学校

助け合い，学び 教科や領域の
あう生徒の育成 指導をとおし
て，思いやりの
気持ちを育て
る

北杜市教育委員
会

中学校

白州中学校

北杜市教育委員
会

中学校

武川中学校

一人一人の夢と 系統的な啓発
希望を育むキャ 的体験活動を
リア教育の充実 生かした進路

北杜市教育委員
会

中学校

小淵沢中学校 生き生きと主体 意欲を高める

北杜市教育委員
会

中学校

甲陵中学校

山梨市教育委員
会

小学校

山梨市教育委員
会

小学校

山梨市教育委員
会

小学校

生きる力をはぐく
む学習指導の充
実

国語科・算数科
及び社会科にお
ける検証改善サ
イクルの構築を
目指して

全国学力・学習状況調査の結果等を活用・分析することで，学校における効果的な取
り組みや課題を明らかにするとともに，改善につなげる実践研究を行い，検証改善サイ
クルの確立を図る。調査の結果が出るまでに，全国学力・学習状況調査の問題を分析
し，求められている力は何かを理解する。また，これまで実施してきた標研式CDTテスト
や学力テストの結果を基に国語科教科部会，算数科教科部会，社会科教科部会毎に学
力分析を行い，本校の児童の実態をつかむ。そして，課題を克服するための手立てを考
え，それらを授業の中に取り入れた実践を行い，さらに検証を重ねるといったPDCAサイ
クルの実践を試みる

①人間としての在り方生き方と道徳教育との関連について理論研究をする。
（国）人間としての在り方生き方
②学校教育活動全体での実践的な活動を通して、「人間としての在り方生き
を考える教育
方」に係わる資質や 能力の育成を図る。
③生徒に育成したい資質や能力を把握し、地域人材の掘り起こしとそれに係わ
る教材作りに取り 組む。
④韮崎工業高校との合同研究会を通して、指導の系統性を明らかにする。

・教科部会を活用させ、教科に重点を置いた授業研究を行う。（研究と実践）
・全体研究会を通じて指導と評価のあり方を学び合う。
・校外の研修、講師の招請、教育研究会の活用等を通じ広く情報収集と交流を行う。

学習活動を主
体的に展開す
る効果的指導
法の研究を通
して

「研究仮説」を、「互いに学び合える学習集団を作り、学ぶ意義を理解させ、自
己を表現する力を養えば、確かな学力が身につき主体的に学ぶ生徒が育つで
あろう」と設定した。「主体的に学ぶ生徒」を育てるために、「確かな学力」が必
要である。そしてその「確かな学力」を身につけるために、その原動力として「学
び合える学習集団」「学ぶ意義の認識」「豊かな表現力」が必要であると考え
る。具体的には次の４つについて取り組む。①各学級でQ-Uアンケートなどをも
とに分析をし、互いに学び合える集団づくりを進める。②班学習やTT,ガッテン
講座などの少人数学習を充実させる。③学習の意義・目標・内容などを理解さ
せ、見通しをもって学べるよう、「学習のしおり」や単元のガイダンス資料等を
使って授業ガイダンスを工夫する。④自分の考えを伝えるために、朝読書や班
学習など表現力を向上させる取り組みを進める
二年間にわたる「福祉教育」では，疑似体験や福祉施設への交流訪問を実施し
ながら心の教育を行ってきた。また，校内でのボランティア活動だけでなく，地
域のボランティア活動への参加が定着してきたことも大きな成果である。研究を
通して，学校教育目標にある「豊かな人間性」や「主体性」の育成へと迫ること
ができたと思われる。しかし，高齢者や障害者に対する「思いやり」の心は形成
されつつあるが，分け隔てなく誰に対しても向けられるまでには結びついていな
いのが現状である。そこで，これまでの研究成果をベースに「思いやりの心を
持った生徒」の育成をテーマに研究を推進していきたい。さらに，福祉教育だけ
でなく教科や領域においても，積極的に他と関わりをもちながら学習を進めてい
けるようにしていきたい。そのなかで，思いやりの心をもって，助け合い，主体的
キャリア教育の視点をふまえ、啓発的体験活動の充実を目指し、職場体験のあ
り方などを探る。

（国）学力向上拠点形成事業
１１月９日金

（県）キャリア教育実践プロジェ
クト

（国）キャリア教育実践プロジェ
クト

豊かに伝え合う 昨年度は学習集団の工夫を中心に研究を行い，コミュニケーションをとりあう授業を実践 （県）キャリア教育実践プロジェクト
生徒の育成を目 してきた。今年度は，昨年度の研究をさらに進め，集団での学習において，考えを深めさ
指して
せるための工夫を研究していく。本校は，１教科１人という現状であるが，全職員が全生
徒の授業を行っている利点を生かし，学習指導を重点に，１人１実践を行って，研究を深
めていく予定である。

昨年度までの研究の成果をもとに、一人ひとりの実態に応じたきめ細かな指
的に学ぶ生徒の 指導の工夫を 導を充実させ、基礎基本の理解と定着を図る取り組み、さらに、指導と評価の
育成
とおして
一体化を図り学力の向上に取り組むとともに、教師や仲間と関わり合いながら
主体的に学び、意欲的に課題を追究できる生徒の育成をめざしたい。
①協同的な学びの場の設定。
②適切な目標分析・指導計画の吟味と学習形態の工夫。
③授業の中で計画的に評価活動を組み入れる工夫。
④授業参観週間を設け、一人一実践を行う。

人間性豊かな生 道徳の授業等 ①生徒の実態の把握
心の教育において，支援し伸ばしていくべき課題を洗い出し，教職員間で共通
徒の育成
の実践を通し
意識をもつ。それを道徳の授業等の構成を考えていく上での材料としていく。
て
②理論研究
文献や実践発表，適宜指導助言者（指導主事やスクールカウンセラー等）を
招く等，道徳の授業における題材の設定や生徒へのアプローチに関しての学
習や研究を進める。
③一人一実践（研究授業等）
学級担任はもとより，校長，教頭以下全ての教職員が何らかの形で道徳や学
活の時間を使って，全員で作り上げ研究を深めていく。
④家庭や地域との連携
道徳，学活の授業に家庭や地域社会の参加協力を呼びかけ，有効な活用法を
探るとともに開かれた学校づくり 推進に寄与する またホ ムペ ジ
発
加納岩小学校 豊かな学力の育 「学びの共同
子どもたちの学びの意欲を高めるために，授業の中に「学びの共同化」を図り，
成
化」を図り，意 わかるようになった，できるようになったという学びの実感をもてる授業をつくっ
欲的に学ぶ子 ていく。
＊自分の考えをもち，表現できる子どもを育てる。
供をめざして
＊意見の交流を図り，高まり合うことができる授業をつくる。
以上を研究の目標に据え，昨年度試案としてまとめた「共同化で目指す子ども
像」を検証していく。そのために，子どもの実態を知る手がかりとして「学習感
想」を大切にし，個々の学びの様子を見取っていく。また，意見の持たせ方，交
流のさせ方，教師の支援のあり方，班学習のあり方についても理論学習を進
め 全員が 人 実践の授業公開をしながら 互いに高まり合う教師集団であ
日下部小学校 「確かな学力」を 「書く活動」を
昨年度は，国語，道徳，学級活動において討論的授業を切り口として，低･中･
保障する指導の 通して，「伝え 高の実態を考慮した伝え合う指導の工夫に取り組んだ。今年度は，書いて考え
研究
合う力」を育む る学習指導に視点を置き，さらに確かな思考力・表現力を高めたいと考える。そ
指導の工夫
こで，国語科を主としながらもそれぞれの教科の本質を生かす書く活動の工夫
を行い，書いたことを元にして伝え合う力につなげる方策を探っていきたいと考
え，本主題を設定した。
研究の具体的内容については，①「書く活動」についての理論研究・学習会
②「書く活動」についての実態調査 ③実態調査に基づいた授業践と指導法の
夫 ④「語彙力 指導 授業公開（ 人 実践） ⑤特別支援教育に
後屋敷小学校 自ら授業を創る子 子どもの変容の 子どもの変容の明確な把握についての研修会
どもの育成

（国）学力検査の結果に基づく検証
改善サイクルの確立に向けた実践
研究 （県）「確かな学力」ステップ
アップ事業

明確な把握をも 子どもたちの国語力についての学習状況の把握と分析
とに「国語力」を つけたい力を明確にした国語科の授業実践
育てる国語科の 特別支援教育についての研修会
授業づくりを通し

学び合い，生き 「伝え合う力」 ・授業実践
・年間指導計画を見直し、同じ国語科の「話すこと」や、社会、総合、道徳な
生きと活動する を育てるため
験的な活動と関連を持たせる工夫をする。
の指導の工夫 ど体
児童の育成
・個人カルテや評価をより使いやすいものへと工夫する。
・視覚的な資料を作り、どの子にもわかりやすい授業を心がける。
「書くこと」から
・一斉指導の中で、個別指導を意識する。指導案の中に明記する。
のアプローチ
・言語環境を整える
子どもたちの「書きたい」「伝えたい」思いをかき立て、書いたことが評価され
意欲へとつながるような支援をしたい。書いたものを巡って子どもたち同士が話
し合うことでお互いの理解を深め、認め合い、それぞれの自己実現につながる
ように仕組みたい。 今年度は特別支援教育も初年度なので、この視点からも
授業を考えていきたい。
子どもたちの意 達成感がもて 子どもたちの学習意欲を高めるための評価方法について実践していく。子ども
欲を高める評価 る評価方法の たち一人一人が学習の達成感を感じ、より意欲的に取り組めるような方法で、
実践を通して 日々実践できる方法を探っていく。子どもたちにとってよりよい評価方法の工夫
方法の工夫
に取り組むことにより、子どもたちの学習する意欲はさらに高まっていくと考えら
れる。
＜具体的内容＞
①指導（支援）と評価の一体化、指導過程における評価などについて学習会を
行う
②評価を工夫した授業実践を行う
③特別支援教育に いての学習会を行う
生きる力を支える 命の大切さを学 「命の大切さを学ばせる体験活動」の教育課程の作成と実践に取り組む
命の大切さを学ばせる体験活動推

山梨市教育委員
会

小学校

日川小学校

山梨市教育委員
会

小学校

山梨小学校

山梨市教育委員
会

小学校

八幡小学校

山梨市教育委員
会

小学校

山梨市教育委員
会

小学校

山梨市教育委員
会

小学校

山梨市教育委員
会

小学校

山梨市教育委員
会

小学校

山梨市教育委員
会

中学校

山梨南中学校 真理を求め，自ら 探求心をはぐく
考え，正しく判断 む学習活動の推 ①「思考・判断・表現などが必要になる課題解決的な学習の推進」
２２日
し，進んで学習す 進
学習形態の工夫も含め，考える時間を確保し，学んだことや経験から正しく判断し，表
る生徒の育成
現することを通して，課題を解決する。
②「自分自身の生活との関係で考えたり，表現したりする授業の工夫」
自分の生活とのかかわりで学習対象に接し，自分の考えや感情を表現することによっ
て関心や意欲を高め，自ら考える態度の育成を図る授業の工夫
③「発表や話し合いなどにより，学びの質を高める指導の工夫」
自分の考えと他者の考えを比較検討するなかで，確かな学びとなるような指導の工夫
（２）指導と評価の一体化を図り，フィードバックを充実させることによる基礎・基本の定着
①「生徒の発言やつまずきの分析をもとにした適切な支援」
生徒の発言・発想のもとになっている既習知識を生かすような支援
生徒の学習上のつまずきの分析と指導の工夫
②「評価内容及び評価方法の改善」
定期テスト，単元末テストなどの出題についての改善
実技テスト，パフォーマンス・テストなどのテストについての改善

山梨市教育委員
会

中学校

山梨北中学校 確かな学力向上 学ぼうとする力 （１）一人一人の個性を大切にする学級経営

豊かな心を育むた ぶ体験活動を通 ア 各学年の体験活動の洗い出しと教育課程の見直し
めの指導の工夫 して
イ 学年に応じた，体験活動の設定
ウ 体験活動の実施と検証

進校

生き生きと学習 伝え合う力の
昨年度は国語と算数の教科において，子どもの実態や教科の特性を考えな
する児童の育成 向上をめざして がら，話し合いの仕方について手だてを工夫することによって，子ども達の伝え
合う力を伸ばすことに取り組んできた。その結果，子ども達は発言の仕方が分
かるようになったり，発言するための考えを持てるようになってきたりしている
が，引き続き継続指導が必要な状況である。また，自分の意見を持ったり，深
まりのある話し合いをしたりするためには，まず人の話を聞くことが大前提とな
るが，その「聴く力」を育てていくことの必要性も強く感じた。そこで今年度は，
「伝え合う力」についての児童の実態調査・分析を基に，「聴く力」の定着に向け
ての手だての工夫・話し合いの仕方の指導の工夫・自己評価能力の育成という
３点を中心に取り組む中で，伝え合う力の向上をめざし，主たる課題である「生
牧丘第一小学 書く力を高める スキル学習と き生きと学習する児童の育成」を実現していきたいと考えている
・「書こと」についての理論研究。
校
・アンケートを実施し，各クラスの実態把握をする。
国語科の指導と 形成的評価の
・学習指導要領の「書くこと」の内容を系統的に把握し，基礎・基本の着実な
評価に関する研 工夫をとおして
定着
を目指して，児童の実態に基づいた年間指導計画を作成する。
究
・課題を解決するためのスキル学習の開発
・書く力と意欲を高める評価方法の工夫
牧丘第二小学 主体的に学ぶ児 数学的な考え 「解決について見通しを持ち筋道を立てて考える力」を中心にすえた「数学的な
校
童の育成
方を育む算数 考え方に視点を当て、その力の育成を図ることを目ざし研究を進める。
科の指導方法 ・「数学的な考え方」「算数的活動」ついての理論研究
の工夫
・算数的活動を充実させるための指導の工夫（授業研究・授業実践）
・考える力を支える計算力を高める指導の工夫
岩手小学校

牧丘第三小学 学ぶ力を高める指 ～朝の習熟学習 本校は，昨年度しっかりした学力をつけたいと考え授業研究を中心に，学習習慣の育
校
導の工夫
時間の活用とわ 成，百マス計算や漢字前倒し学習，低学年からの辞書の活用など様々な取り組みを試
かる授業作りを みた。本年度は昨年度の研究をさらに継続発展し，基礎学力を確かな力として定着させ
通して～
るとともに，学ぶ意欲を持って自ら課題解決していく力をつけていきたい。そのために，
朝の習熟学習の時間を設定し，全校で「読む・書く・計算する」力を確実につけるよう取り
組んでいきたい。また，児童自ら，授業がよくわかる，勉強ができるようになったと実感で
きる学習指導を重点に置いて授業研究し，学ぶ意欲を高め自ら考え課題解決していく力
をつけていきたい
三富小学校
進んで学び，高 聴く・話す力を 伝え合う力の基盤である国語力を向上させることで，豊かな人間関係が構築さ

め合う児童の育 中心にした国
成
語力の向上を
めざす手立て
を通して

を目指す学習指 を高めるため
導に関する研究 の指導を通し
て
｢理解力や表現
力などの国語
力の向上に関
する研究をふ
まえて｣

れ，集団内の言語活動，とりわけ話し手・聞き手相互の向上を目指すコミュニ
ケーションが行われ，少人数のよさを生かした望ましい学習集団を築いていくと
ともに，一人一人が確かな学力を習得し，主体的に学んでいく児童を育成する
ことにもつながっていくのではないかと考える。具体的には以下のような内容で
ある。
（１）国語力に関する理論研究をおこなう。
（２）国語科を通して，国語力の向上を図るための授業研究・授業実践への取り
組み。
（３）聴く・話す力向上の取り組み
（４）集団の中で互いを認め合い 高め合う児童を育成するための取り組み
（１）思考力・判断力・表現力・問題解決的な資質や能力の育成
（国）学力向上拠点形成事業 ６月

一人一人の個性を大切にし，お互いに高めあえるような学級とはどのような学
級か，そのような学級を経営するには，どんな方法があるのかを，講義なども含
めながら検討し，実践していく。
（２）基本的な生活習慣と学習習慣の確立
望ましい生活習慣と学習習慣（学校生活の過ごし方，チャイム着席，あいさ
つ，発言の方法，ノートのとり方，話の聞き方など）について，山梨北中の方針
を教師全員で確立（確認）し，どのような方法で，どのように身につけさせていく
のか，検討・実践する。
（３）個に応じた教科指導
個に応じた教科指導の視点は，次に示す４つである。これらは，昨年の各教
科の研究結果に基づいており，今年度も継続・見直しをする必要がある事項と
考える。
①評価を生かした指導の改善
②少人数指導・コース別学習など学習形態の工夫
③個に応じた指導のための教材開発や，学習過程の支援の工夫・改善
④学びの機会の充実

教科で授業研究を実施し、生徒の学習意欲を高める指導法を研究し、また学 「確かな学力」ステップアップ事
力検査の分析を通して基礎学力の向上を目指す研究を行う。具体的には全体 業
研究と教科指導研究会（国・数・英研究部と教科研究部（各教科））と学年指導
研究会という部会での研究を行う。教科指導研究会では基礎・基本の確実な定
着を目指し、全国学力調査やＣＲＴ検査などの結果を分析して生徒の実態把握
を行い、指導計画や指導方法の修正をはかる。また教材・教具の工夫を行い、
生徒の学習意欲を喚起したり、基礎学力の向上をはかる。学年指導研究会で
は各学年に分かれ、放課後や長期休業中に生徒達がわからないところを教職
員に聞く機会を設けたり、総合的な学習の時間や特別活動の時間で外部講師
や卒業生による講話、体験入学、職業体験や職業調べなどを行い、３年間を見
通した学習を意識付け 進路の実現に取り組む
塩山南小学校 意欲的に生活を 国語力の向上 これまでの２年間，国語力の向上に向けて「読むこと」「話すこと・聞くこと」の領
創り出し実践し を目指した学 域において研究を進めてきた。今年度はこれまでの成果を活かし「書くこと」の
ていく子どもの 習指導法の工 研究をベースに他教科・領域に広げ実践・検証し研究を深める。また豊かな言
語環境づくりプログラムへの全校的な取り組み，初任者研修実習校としての授
夫を通して
育成
業公開も行う。具体的内容と方法としては，児童の実態把握，国語力を活かし
た学習指導法の理論研究，身に付けたい力を定着させるための指導と評価，
言語環境づくりプログラムの推進，初任者研修
実習校としての授業公開（国語・算数・道徳・特活）である。３年次計画の３年目
笛川中学校

一人ひとりの学
習意欲を高め、
主体的に学習に
取り組む生徒の
育成

山梨市教育委員
会

中学校

甲州市教育委員
会

小学校

甲州市教育委員
会

小学校

塩山北小学校 心豊かにいきいき 子どもたちの実 (ア)全員が実践提案していく研究方法とする。
と学び合う子ども 態把握と学力の (イ) 学力に関する研修会をする。先行研究についての話を聴く。
の育成
分析を通して
(ウ)今年度は子どもの実態調査、学力の分析をすることにより、研究の柱を明確にしてい
く。研究の柱を明確に設定できるような段階に至ったときに、研究仮説を設定し、仮説検
証を進め研究の深化を図る。

甲州市教育委員
会

小学校

奥野田小学校 基礎・基本の定 ～指導方法や ①個に応じた指導方法や指導体制について、特に、Ｔ・Ｔ指導の形態・方法につ 仲間と学ぶ宿泊体験活動推進

甲州市教育委員
会

小学校

大藤小学校

甲州市教育委員
会

小学校

神金小学校

甲州市教育委員
会

小学校

玉宮小学校

甲州市教育委員
会

小学校

松里小学校

甲州市教育委員
会

小学校

井尻小学校

甲州市教育委員
会

小学校

勝沼小学校

甲州市教育委員
会

小学校

祝小学校

甲州市教育委員
会

小学校

東雲小学校

甲州市教育委員
会

小学校

菱山小学校

着を図るための 指導体制の工 いて、学習を行う。
個に応じた指導 夫改善を通し ②低学年・中学年・高学年に分かれ、学年に応じた個に応じた指導法の研究
法の研究（算数 て～
（算数科でのつまずく単元・部分の洗い出しを含む）及び、研究授業・授業実践
科）
の検討を行う。（各ブロックの情報交換も行う。）
③研究授業（高学年・中学年・低学年）、授業実践（各クラス）を行い、成果を確
かめる。
④教材プリントの作成を行う。
主体的に学習で 読む力を伸ば （１）読む力が高まる国語科の指導方法を探る。
きる児童の育成 す指導を通し ① 理論研究及び学習を通して，共通理解を図り具体的指導法を探る。
て
② 読み取り指導の工夫－読む力を育てるための授業改善－をする。
・教材分析の方法や読みが苦手な子への指導法を学び，授業に生かす。
・研究授業や，一人一実践の公開授業をし研究を深める。
③ 語句を増やすための指導法を探る。
（２）読む力を支える日常的な指導に取り組む。
① 音読指導の工夫
② 視写指導の工夫
③ 読書活動の工夫・充実
心豊かな児童の 道徳の授業の スタート時点で児童の道徳性検査を実施し、その結果を分析する。そこから本
育成
充実と、学校・ 校児童の道徳性の実態を把握すると同時に、課題の洗い出しを行う。それを生
家庭・地域が かして全体計画の見直しと年間指導計画の見直しを行っていく。また、それと並
連携した道徳 行して、地域を巻き込んだ道徳教育のあり方や人材活用と地域の教材化など
教育をめざして についての学習を深め、道徳の授業を工夫していく。そしてそれを研究授業や
個人実践の中で検証していく。さらには、ブロック内の中学校と互いに道徳の授
業を参観し合うなどして小中の連携を図っていく。年度の終わりにも道徳性検
査を実施し、児童の実態の変容を見取り、来年度の研究につなげていく。
人間性豊かに主 道徳の時間の 豊かに主体的に生きる児童を育成するために，道徳の時間の指導を研究す
体的に生きる児 指導の工夫を る。
①理論研究…道徳の神髄や興味を持って取り組める授業の研究
通して
童の育成
②実態調査…アンケート等を職員，児童，保護者に行い，児童理解や求める児
童増を確
立する。
③研究授業
研究授業…研究仮説に添った授業を実践し，検証する。
授業研究…一人一実践を基本とし，授業を通して学び合う。
保護者等に授業を公開する。
④学級経営的な視点による，日常継続的な指導を行う。（互いに認め合い，学
び合う学
級づくりの工夫）
子どもたち一人一 学びの意欲を高 昨年度まで「学びの意欲向上推進授業」研究指定校でした。図画工作科・算数科におけ
人の学力を高める める指導法の工 る学びの意欲を高める指導法の工夫の研究を今年度も引き続き行い、児童の主体的な
研究
夫
学びを指導支援していく。
具体的な内容としは、１）主体的な学びを育てる学習過程の工夫 ２）学びの意欲を高め
る学習指導の工夫 ３）指導と評価の一体化を柱とし、２回の研究授業を行う。

意欲的に取り組 国語力を伸ば 「国語力向上に向けた指導」と「国語力を支える環境の充実」の２本の柱に取り
組むと同時に，それにまたがる役目としての「読書活動の推進」を進め国語力
み，自ら追究す す指導の工
る児童の育成 夫・改善を通し の向上を目指す。授業研究では、「読むこと」の領域を切り口として、読みの広
まりや，深まりにつながる指導過程，指導形態，指導技術など指導の工夫に取
て
り組む。言語環境の整備にも本年度は力を入れていきたい。
豊かな学力を育 ～国語力の向 本校の子ども達の実態分析の中で明らかになった結果を基に，「話す・聞く」
む指導のあり方 上をめざした授 の領域の指導を通して主に「表現力」を，「読む」領域の指導を通して主に「語
業実践と言語 彙・思考力」の向上を目指してきた。本年度も，理論研究を進め，児童の実態を
環境づくりを通 把握し，ねらいと評価を明確にした国語科の一人一授業実践に取り組み，身に
して～
つけさせたい言語能力を学年の発達段階を考慮しながら系統化し，豊かな言
語環境づくりの取り組み（読書活動など）を通して研究を深めていく。また，研修
や公開研究に参加し，全体会での還流報告をしていく。
「子どもを高める ～一人一実践 ①一人一実践（年間８回）
指導法の研究」 の取り組みを ・本研究は，仮説を立て，検証していくとう「仮説－検証」型の研究ではなく，授
業実 践を中心とした事例研究とする。
通して～
・無難に流れる授業よりも，見る職員が勉強になるような「主張・テーマ・思い入
れ・ 投げかけ」がある授業を心掛ける。
②国語力の向上について（年間３回）
・年度初めに，言語環境実態調査を行って，課題点や解決策を話し合う。
・県教委からの冊子のプログラムに則り，豊かな言語環境づくりに努める。
・指導主事を招聘して，学習会を行う。
・年度末に再び，言語環境実態調査を行い，変容を見取り，反省を行う。
豊かな人間性を 「書くこと」の指 ①「書くこと」の基礎基本や「書く力」を伸ばす活動についての理論研究
②「書くこと」についての意識調査・実態調査を全学年で行い，考察する。
育む国語科の 導を通して
③「書くこと」の指導・評価の研究
研究
・国語科の目標，内容及び言語活動例がそれぞれ２学年ずつまとめて示され
ているこ とから，低・中・高の３つのブロックを設置し運営する。
・一昨年度の「聞く・話すこと」の領域研究，昨年度の「読むこと」の領域研究
の進 め方にならって，教科書から「書くこと」の単元を洗い出し，「書くこと」の
評価 規準表（教師評価・自己評価）を作成する。
意欲的に活動す 国語科におけ 国語科における「読むこと」とは何かを文献や講師から学ぶ。
る子どもの育成 る「読むこと」の 「読むこと」についての子どもの課題，教師の課題を明らかにし，そのことを中
授業を通して 心にして研究授業を年間２回行う。得られた成果と課題を共有する。
一人一実践ということで，全員が授業をする。

事業

（県）小中連携ふるさとやまなし
道徳教育推進事業

小中連携ふるさとやまなし道徳
教育推進事業

小中連携ふるさとやまなし道徳
教育推進授業

甲州市教育委員
会

小学校

大和小学校

学び合い高め合
い意欲的に学ぶ
児童の育成

甲州市教育委員
会

中学校

塩山中学校

甲州市教育委員
会

中学校

甲州市教育委員
会

中学校

甲州市教育委員
会

中学校

甲州市教育委員
会

中学校

笛吹市教育委員
会

小学校

石和南小学校 豊かな心をもち 考える力を育

笛吹市教育委員
会

小学校

石和東小学校 「自ら学び，自ら考 ～「仲間とかか
え，生きる力を持 わり合う活動」を
つ児童の育成」
生かした国語科
の学習を通して
～

笛吹市教育委員
会

小学校

石和北小学校 自ら学び，自ら

笛吹市教育委員
会

小学校

笛吹市教育委員
会

小学校

笛吹市教育委員
会

小学校

国語力向上のた ○研究の見通しおよび内容
めの学習指導の ・昨年度取り組んできた「読むことに対する意欲を高める」学習指導の工夫についての研
工夫
究の上に「話す力」「聞く力」をつけていくために，言語環境の見直しを全教育課程から行
い，また，国語科の「話す力」「聞く力」の単元の洗い出しをしてそれぞれの学年の発達
段階に応じた指導のあり方について探る。
・実態調査やアンケートなど，１年間を通じての変容が見られるように実施する。
・読書推進の取り組みについて，継続と充実をはかる。
○研究方法
・児童の実態把握・授業研究による検証・一人一実践と報告・文献による学習
・「低」「高」のブロックによる授業研究活動の実践
・読書活動推進ブロックを有効に機能させ，それぞれの方向から読書活動の推進をはか
る。

心豊かに，生き 国語力を基盤 本校はH16,17年度「国語力向上推進事業」拠点校として，またH18年度「心に元
る力をはぐくむ とした，心をた 気を育む道徳教育推進事業」推進校として，それぞれ研究を進めてきた。本年
がやす道徳と 度はその成果を基盤として，ここ数年来の課題である「生徒の学力向上」を中
教育の研究
基礎・基本の 心におき研究を進めることとした。特に「学びの主体となる生徒の質的向上」
定着を図りな 「各教科における現状把握・指導法改善」「学びの基本となる授業規律の確立」
がら
の３つの視点からアプローチを図り、研究を進めていく。
塩山北中学校 自ら学び，進ん 確かな学力を 今年度より「小中連携 ふるさとやまなし道徳教育推進事業」として３カ年にわ （県）小中連携 ふるさとやまな
で活動できる生 育てる学習活 たり「大藤小・神金小・玉宮小」と連携し,道徳教育の推進と授業の実践を実施 し道徳教育推進事業
徒の育成
動の取り組み することになった。各学校との連絡を密に行いながら地域へ発表や普段の行事
と道徳教育の を通しての道徳教育を行いたい。
実践を通して
第二に「学力向上,国語力向上」を図るため「読書活動の充実」や「自ら進んで
あいさつをする生徒」を育てたいと考える。そこから子供達に豊かな言語環境を
育みたいと思う。そしてリーフレットにあるようなアンケートを利用することで実
態の把握と共に問題点の発見の手だてとしたい。
松里中学校
「生きる力を育 ～進路指導年 （１）進路指導全体計画の作成
成する教育の創 間計画の作成 学校の教育活動全体を通して行う進路指導を統括する全体計画を作成する。
造」
を通して～
本校が目指す進路指導の方向およびそれを実現するための指導内容を含め、
人間としての在り方や生き方を踏まえた進路指導を推進するための計画を作
成する。
（２）基礎学力充実のための取り組み
国語・数学・英語の三大会テストに全校で取り組み、家庭学習を定着させ、基
礎学力の向上を図る。特に未定着生徒への支援の手だてを工夫して取り組
む。
（３）豊かな言語環境への取り組み
場面に応じた言葉遣い 必要な語彙の拡充 読書生活の充実 校内掲示物
勝沼中学校
心豊かに「よりよ ～総合的な学 本校では，「生きる力」のもととなる「確かな学力」を身につけるために，平成１５

大和中学校

く生きる」生徒の 習と道徳の連 年度より基礎学力の確実な定着を目指して研究を継続してきた。そして，昨年
育成
携をとおして～ 度は文部科学省よりキャリアスタート推進地区の指定を受け，キャリア教育に
取り組んだ。本年度はキャリア教育をより充実させるために，生き方について考
える機会・体験を通し，そこに道徳的価値を付加すことにより，心豊かな生徒を
育てることができるであろうと考えた。
研究内容としては，生きる力に視点をあてた授業の展開を工夫する。そのため
の具体的な取り組みは，○総合的は学習のテーマ・指導計画の見直しをし，３
年間の系統的な指導計画の具現化。○総合的な学習と道徳のリンク（授業研
究）○各教科における
人 実践等である これらのことに取り組み研究を深
「自己教育力」を
現代社会においては、国際化・情報化・少子高齢化が急速に進み、社会が急激に変化
高め、「心豊かな
生徒」の育成

している。この変革期を生きていく生徒には、変化に対応し、主体的に行動できる自己の
確立が強く求められる。そのためには、自学自習の意欲を持たせつつ身につけさせる
「確かな学力」と「豊かな心」を兼ね備えた個性ある、人間像を理想としなければならな
い。
（１）自己教育力を高め、確かな学力の定着図るための研究
①大和中生徒が習得しなければならない学習内容を明らかにし、その定着を図るため
の研究。
②教科学習において基礎的・基本的内容を定着させるための指導法・指導形態の工
夫。
（２）豊かな心の育成を図るための研究
①読書活動の推進

１，一人一人の学びを深める算数科の教科指導の研究と授業実践
自ら行動する子 む算数の指導 ２，指導と評価の一体化の研究
どもの育成
を通して
３，児童の算数の学力の分析と学力を伸ばす授業づくり
４，一人一人の学びを深め、豊かな心を育む集団づくり
５，一人一人の生き方につなげる教育環境作りに充実

本校では，「自ら学び，自ら考え，生きる力を持つ児童の育成」をテーマに，「仲間とかか
わり合う活動」に焦点を当て，研究を進めている。「仲間とかかわり合う活動」について本
校では，『お互いの考えを交流し，コミュニケーションをはかる活動』ととらえている。今年
度は，児童の実態の分析から，「話すこと・聞くこと」「書くこと」「読むこと」は，すべての教
科においての基本と考え，国語科を通して研究することとした。国語科の目標にある「伝
え合う力」と本校の「仲間とかかわり合う活動」を関連づけて考え，お互いを尊重しあえる
学級集団をつくるなかで，自分の考えを相手に伝えるために，様々な言語活動を通し
て，コミュニケーションをはかることにより，本校のめざす子ども像に近づけるとともに，国
語科の基本的な知識や技能を身につけさせたいと考えている。

子ども同士が， ◎子ども同士が，思考を伝えあう活動を取り入れた教科の授業づくり
考える子どもの 思考を伝えあう ・１単位時間の中での「伝えあう活動」を取り入れる目的を明確化する。
育成
活動を取り入 ・評価基準と照らし，学習内容の基礎基本と伝えあう活動の関連を明らかにす
れて
る。
・思考を持たせるための学習履歴の活用について研究を深める。
・伝えあう場を保障するための学習集団，学習形態の工夫について，研究を深
める。
◎伝えあう活動を支える「聞き方」「話し方」を身につけさせるための手立てを実
践し， 情報交換を行う。
◎縦割り活動を中心とした行事による集団づくり
◎家庭と 連携によ
富士見小学校 確かな学力を育む 算数科におけ
（県）学力向上拠点形成事業 指
算数科の授業づくり
学習活動の創造

る，基礎・基本の
定着を図る指導
方法と，学び合
いの場の工夫を
通して

定校 公開研究会 11月14日

授業づくり部会，集団づくり部会，環境づくり部会の３部会を設定し，生きる力の 学習調査の結果に基づく検証
考えを交流し， 知徳体の３つの力のバランスよい向上を目指す。授業づくりでは，国語・算数の 改善サイクルの確立に向けた
共に学び合う 教科にルーブリックや自己目標，友だちとの学び合う場の設定，意見交流の場 実践研究
活動を通して の設定などを手立てとして取り入れながら学習を進める。

石和西小学校 「生きる力」を育 互いの思いや

む学習活動の
創造

①基礎・基本の確実な定着を図る指導方法の工夫。
・児童の実態把握と単元の指導目標設定より，基礎・基本の内容を明らかにする。
・朝の学習の充実，ＴＴ方式・少人数指導等学習形態の工夫を行う。
・学ぶことの楽しさや充実感を味わう学習活動の工夫を行う。
②学び合いの場の工夫。
・子どもの思考を深め，課題を解決する学び中で，お互いの思いや考えを交流し，高め
合う学習の場の工夫を行う。
③評価活動の工夫。
・授業の流れの中で，子どもの学びを受け止め，学び合う関わりを支える評価活動を進
める。
・書く活動を取り入れ，数学的な思考力，変容をとらえる手だてとする。

御坂西小学校 「確かな学力」の “一人ひとりが 授業づくり

定着をめざす学 わかる“授業づ ①基礎的語句集を活用し、学習指導要領の目標と内容、児童に定着させなけ
ればなら ない基本概念、基礎・基本についての確認し、授業実践に生かす。
くりを通して
習指導
②授業の目標やねらいを明確にして、児童の意欲を引き出し、めあてを意識
させる工 夫する。
③学び合う場を取り入れた授業の展開を工夫する。
④児童の学習状況を把握し、個への有効な評価・支援の仕方を考える。
⑤学習意欲につながる自己評価・相互評価を工夫する。
集団づくり
学習環境づくり

笛吹市教育委員
会

小学校

御坂東小学校 命を大切にする心 総合単元的道徳 道徳教育において、総合単元的道徳学習の指導計画づくり、道徳の時間の充実、子ど
をはぐくむ道徳教 学習をとおして もの見取りの３点を研究の中心に据え、子どもに命を大切にする心をはぐくむことをめざ
育
した研究を推進していく。本研究は、今年３年目を迎え、昨年度までの成果と課題を受
け、総合単元的道徳学習の指導計画の見直しや、子どもの見取りを具体的にどのように
生かしていくのかなどが本年度の研究の中心となる。また、道徳の時間だけでなく、総合
単元的道徳学習の指導計画に位置づいている教科、他領域まで、研究の視点をあてて
いこうと考えている。

笛吹市教育委員
会

小学校

笛吹市教育委員
会

小学校

笛吹市教育委員
会

小学校

笛吹市教育委員
会

小学校

笛吹市教育委員
会

小学校

昨年度に引き続き本年度も「個への対応」の工夫を行い、「対話」をキーワード
対話のある授
合う子どもの育 業実践と個へ とした授業研究を中心とした校内研究を実施していく。また、学び合う授業を構
の対応の工夫 成する基底となる集団づくりについても、研究していく。
成
＜＜研究内容の抜粋＞＞
を通して
・個への対応 異質な児童らが十分探求できる教材の工夫をどう設定するか
・個への対応 個の発言や活動を教師はどうつなげ生かしていくか
・対話をどのように位置づけ、子どもたちの思考はどう変容していったか
・対話の要素の捉え方
（Ⅰ､教材との対話。 Ⅱ､仲間や教師との対話。 Ⅲ､自分自身との対話。）
・安心して自己表現できる集団づくりをどう育成していくか
一宮南小学校 生き生きと活動
（１）授業づくり
する子どもの育
・子どもに学習のめあてをはっきり持たせるノート指導やワークシートを活用し
成
た授業のあり 方の研究を行う。
・授業観察の視点に沿って授業分析・考察を行い仮説を検証していく。
・日々の実践を大切にし、日常的な実践交流を積極的に行う。
（２）集団づくり
・学級集団および異年齢集団における、認め合い高め合う集団づくりに取り組
む。
・各学級の様子・児童の様子を全職員で共通理解し合う。
（３）教育環境づくり
・生活習慣の改善を家庭との連携で行っていく。
・地域の教育力の活用を図っていく
一宮北小学校 「豊かな心をも ～考えを伝え ◎研究主題にせまるための手立てを探る（①研究の基本的な考え方について、
ち、生き生きと 合い・高め合う 共通確認を行う。②昨年度作成した金銭教育年間指導計画をもとに、「豊かな
学ぶ児童の育 活動をとおして 心」の育成に関わって内容の見直しを行う。）◎年間指導計画に基づいた実践
を行う（①指導計画に基づいた取り組みを行う。②実践の中の一コマを全学年
～
成」
授業公開する。授業公開を全員で見合い、仮説に迫るための手立ての有効性
を検証するとともに、ともに学習する機会とする。◎研究を振り返る（①実践を
振り返り、成果と課題を明らかにし、新たな研究の方向性を探っていく。）
◎「集団づくり」について（児童会の系列を単位とした小集団の中で「人との関
わり合い」を児童が学ぶことをねらっていく。）
八代小学校
発問の構造 １，授業づくり研究
「伝え合い響き
（１）発問の構造化を子どもの「話し合い活動」とに関わりから，計画段階と授業
合い，生き生き 化をとおして
での実
施段階を分析してその有効性を確かめる。
と活動する子ど
（２）授業での「話し合い活動」の中で，子どもたちが考えを広げたり，深めたりし
もの育成 」
て，
お互いの考えを交流し発展させる「話し合いから学び合いへ高める」事
例を授業実
践を通して研究していく。
（３）授業研究を通して，各学級の子どもたちの実態をとらえる。
２，集団づくり研究
（１）学級経営案に基づき，学期ごとに成果と課題を確認する。
（２）集団づくりを通して，子どもたちの実態をとらえる。
３，教育環境づくり研究
（１）地域・家庭との日常的な連携活動の推進をする。（子どもたちの表現力を
高めるた
めの連携活動等）
（２）保育園との連接活動をする。
（３）学校・家庭・地域との連携による食育の推進をする。
境川小学校
生き生きと活動 自ら考え表現
指導の工夫としては、学習過程に「個別に考える」「交流での追求」「振り返り」
し、基礎基本を できる力を育て の時間を組み入れ、ノートに考えを書く・子ども同士の関わり合いをする・授業
身につける子ど る指導と評価 を振り返ることの３点について研究をしていく。
もの育成
の工夫を通し
評価の工夫として、子どものノートに見られる考えの記述や学習感想から、教
て
師側としての評価に役立て、子ども達も自己評価の手段としていく。
昨年度までの課題を克服すべく、「子ども同士の関わらせ方」を研究の中心に
据え、交流における指導者の対応の仕方について研究を深めていきたい。

笛吹市教育委員
会

小学校

春日居小学校

笛吹市教育委員
会

中学校

石和中学校

笛吹市教育委員
会

中学校

御坂中学校

「基礎学力の定着 ～生徒理解を生 研究仮説を「生徒の学習活動の場面において，生徒実態に即した効果的な学習指導 （国）キャリア教育実践プロジェクト
と向上を図るため かした授業づくり 上の工夫を図れば，学習内容に対する生徒の理解が深まり，基礎的・基本的な学力を
の実践的研究」
のあり方を探りな 身につけた生徒の育成が図られるであろう。」とし，以下の内容に重点を置いて研究す
がら～
る。
１．各教科ごとに，①基礎基本の明確化，②生徒の実態把握
と課題の見い出し，③学力の向上を図る取り組み，④検証のための資料の収集と分析。
以上の４点を行う。２．研究授業を，一人一実践という形で実施する。全校体制での研究
授業も1,2回行う。
３．「基本的生活能力アンケート」を実施しその活用を図る。
４．生徒理解等に係わる学習会(校内研修会)を実施する。
５．キャリア教育の推進を図る。
６．「豊かな言語環境づくり」の推進を図る。

笛吹市教育委員
会

中学校

一宮中学校

「課題に気づき、
主体的に活動す
る生徒の育成」
～学びの意欲
向上を図るため
の指導と評価の
一体化を通して
～

一宮西小学校 自ら考え、学び

「主体的に 進んでコミュニ ・国際理解教育のねらいの確認
取り組む児童の ケーションを図 ・国際理解教育の年間指導計画の見直し
ろうとする子ど （低学年８時間、中学年１２時間、高学年３５時間の学習展開を作る）
育成」
も ～英語活 ・ＡＬＴや地域人材の効果的な活用についての研究
動を通して～ ・単位時間の学習展開についての研究
・担任（ＨＲＴ）主導の授業展開とＡＬＴの関わり方の研究
・参考図書による書籍研究
・先進校の視察（中学校との合同研究会も含む）
・先進校の講師による研修会
・授業で使える歌やゲームの研修会
・教師の英語力向上のための研修会
・授業研究会３回（低・中・高学年１実践ずつ）
・授業で使えるＣＤ、
今年度も生徒理解を中心にした集団づくりを継続していきます。日常の学級
主体的によりよ 仲間と共に高
く生きようとする まる集団の育 づくりや学年づくりで、集団生活のマナーや生活上のルールを守らせる取り組
成、生徒の出 みを通して安心して過ごせる学校にしていきます。生徒会行事や学年行事と連
生徒の育成
番がある授業 動した学級会活動をどのように仕組むか研究していきます。
授業づくりでは、授業公開を一人一実践として取り組みます。昨年度は教科
づくりの工夫
内で代表が授業提供していましたが、今年度は全員が授業提供することでお
互いの良いところを見合い吸収していく機会を多く設定します。サブテーマにあ
るように、生徒にわかりやすい授業やたのしい授業を心がけて、生徒の出番が
ある授業づくりを実践していきます。

昨年度までの研究を踏襲し、各教科の目標を明確化し、評価規準表をもとに
基礎的・基本的な事項を意識しながら計画的に授業を進めたい。
「授業づくり」と「集団づくり」の２本柱で行い、教科においてはシラバスの有効
活用により学習の見通しを持たせる工夫、発表の工夫（新たな場面を設定し
て）、評価の再確認をする。集団づくりでは生徒の実態を把握しKJQ調査を昨年
同様に実施して、生徒と活動する時間を多く持つ工夫をする。今年度も昨年度
の研究をさらに深めていきたい。

（国）豊かな体験活動推進事
業・遠くのまち体験活動推進事
業

（国）栄養教諭を中核とした学
校・家庭・地域の連携による食
育推進事業

（国）（19年度、20年度）「わくわ
くイングリッシュ小学校サポート
事業」

キャリヤ教育実践プロジェクト
公開日未定です。

『確かな学力の 「かかわり合い １，授業づくり
①授業実践の工夫
育成』～かかわ の工夫を通し
ａ）学習過程にかかわり合いの工夫を位置づけた授業実践の工夫
り合いの工夫を て」
ｂ）生徒一人一人の「論理的な力思考」の育成と「意欲化」への手立ての工
通して～
夫
ｃ）目標に準拠した分析的な評価と指導の一体化の工夫
②授業実践 初任者授業研修会における示範授業
③言語環境教育に関わる実態アンケートの実施・分析
２，集団づくり
学級経営に関わる学習会・教育相談に関わる学習会・特別支援教育に関わ
る学習会を行 う

山梨県小中学校体育連盟保健
体育研究推進校

笛吹市教育委員
会

中学校

浅川中学校

笛吹市教育委員
会

中学校

春日居中学校 「生きる力」を育む 確かな学力の定 本年度の研究は、「国語力の向上」と「キャリア教育」の２つを柱として進めていきます。 （国）キャリア教育実践プロジェクト
教育課程の創造 着と豊かなこころ 国語力の向上では、「確かな学力」を身に付けるために必要な力としての「国語力（考え （公開の予定無し）
の育成をめざし る・感じる・想像する・表すの４つの力」を向上させることを目標に、朝学習や各教科の学
て
習の中で指導法や学習内容などの工夫を研究していきたいと考えています。
キャリア教育では、本年度キャリア教育の研究指定を受け、キャリア教育についての総
合的な学習や実施にあたっての方法等を研究・実践していきたいと考えています。

芦川村教育委員
会

小学校

芦川小学校

芦川村教育委員
会

中学校

芦川中学校

自ら学び、自ら
考え、主体的に
活動する子ども
の育成

問題解決的な （１）『生活科』，『総合的な学習の時間』について
学習過程で関
・問題解決的な学習過程を取り入れた授業づくりを行ったり，地 域や保護者
わり合いの工 の方に協力をお願いしたりする。
夫を通して
・児童一人ひとりの実態を適切に把握し，関わり合う力を育てる。 （特に友
達の考えのよいところを発表しながら，自分の中に取り入れるなどの過程を授
業の中に取り入れるよう工夫する。）
・形成的評価（ルーブリックなど）を取り入れた指導と評価の一体化に取り組
む。
（２）各教科について
・問題解決的な学習過程を取り入れた授業づくりを行う。
・児童一人ひとりの実態を適切に把握し，関わり合う力を育てる。
（作業的，体験的，具体物をもちいた活動を自ら学び考える過程に取り入れ，
また，友達の考えをよく聞きながら，自分の考えと比べることができる過程を授
業の中に取り入れるよう工夫する。）
形成的評価（ル ブリ クなど）を取り入れた指導と評価の 体化に取り組
地域に根ざし、生
（１）「教科指導」において
きる力をもつ生徒
の育成
～教
科指導と生徒会活
動の取り組みを通
して～

①本校の生徒１人１人についての継続的実態の分析
②基礎・基本の定着のための具体的手だての検討と実践
・定期的な評価活動の積み上げ
・授業形態の工夫
③個を生かす指導、意欲を高める指導を目指した授業実践（１人1実践）
④生徒を肯定的に見取る力のスキル・アップ（研修を含む）
（２）「生徒会活動」において
①生徒理解に関する学習会や研修

市川三郷町教育
委員会

小学校

上野小学校

生き生きと学び合 実践を通して「学 ○学び合うについて学習、研究、実践し、学び合う子どもをを育てる。
う子どもの育成を び合う姿」をどう
・「学び合う」について学習、研究、実践する。
めざして
育てるか
・「豊かな言語環境づくりプログラム」について学習を深める。
○「特別支援教育」について学習を深め、支援のあり方などを探る。
○１人１提案して研究を深める。

市川三郷町教育
委員会

小学校

大塚小学校

表現力（言葉を 対話を意識し
「心の教育」の充実を図り、何でも話せる温かな学級づくりをめざすとともに、
通して人とかか た授業づくりを 対話を意識した授業づくりに努める。相手の思いや考えをくみとって聴いたり、
わる力）の育成 通して
正しく聴きとったりする力や相手や目的に応じて、自分の思いや考えを自分の
をめざして
言葉で伝える力を身につけ、言葉を通して人とかかわることができるようにして
いきたい。
（１）対話を意識した授業づくり
（２）何でも話せる温かな学級づくり
（３）コンピュータを効率的に操作するための研究
（４）保健教育の研究（保健教育研究指定校）

市川三郷町教育
委員会

小学校

市川小学校

自ら「見つめ､調 評価と指導の一 ①指導と評価と支援の計画の作成や，評価記録簿や座席表などによる評価情報の蓄積 （国）学力向上拠点形成事業 11
べ､まとめ､表現す 体化を図った授 に より，指導のいきる評価のあり方を考える。
月16日
る」子どもたちの 業の創造
②個に応じた指導方法や学習形態，教材教具の工夫により，評価をいかした指導のあり
育成を目指して
方を考える。
③学力の育成を支える環境づくりとして，学級づくり，地域や家庭との連携のあり方を
考える。
④学力検査や実態調査を実施して実態を把握した上で，今後の課題を見いだし，指導
に いかす。
⑤算数を研究対象とする。

市川三郷町教育
委員会

小学校

市川南小学校 「考える楽しさを ～子どもたちの 本校では，学力を「教科などで習得した知識を総合的に活用しながら，自分を

市川三郷町教育
委員会

小学校

市川三郷町教育
委員会

小学校

六郷小学校

市川三郷町教育
委員会

中学校

三珠中学校

心豊かでたくましく 「生きる力」に焦 「生きる力」をはぐくむための教科・道徳の授業の展開の工夫（生徒が学習に興味関心を
主体的に活動する 点をあてた授業 持って取り組む意欲を喚起する場面）をおこない、生徒が心豊かでたくましく主体的に活
生徒の育成
（教科・道徳・特 動できるよう実践を通して明らかにする。特に教科や道徳などの授業公開をおこない、
別活動）の展開 生徒のみならず職員相互の実践力をつけらるようにしていきたい。

市川三郷町教育
委員会

中学校

市川中学校

「生き生きと意欲
的に学び合う生徒
の育成」

実感し，知識を 学ぶ意欲と過
総合的に活用で 程を大切にし
きる子どもの育 て～
成」
市川東小学校 思いや考えを豊 「読む力」をつ

かに表現できる
子どもの育成
かかわり合い豊
かに学ぶ子ども
の育成を目指し
て

主体的に表現できる力」と考え，考える楽しさを実感させながら学力の向上をめ
ざす研究を行う。①学力についての学習②本校児童の実態把握③本校児童に
付けたい学力④学習意欲と過程を大切にした取り組み方法の研究⑤実践授業
⑥先進校視察を行う。また、評価制度，特別支援教育,国際理解教育,道徳につ
いても研修を深める
（１）読む力（読解力）を高める授業の研究・実践
（２）言語環境整備の取り組み

ける指導と言
語環境整備を
～各自で設定 １．授業や授業以外のすべての活動の場で「人」「もの」「こと」とかかわり合う場
する～
を設定し、子どもの変容を見取りながら、豊かに学ぶ子どもの育成を目指す。
・全体研究テーマに関わって、個人研究テーマを各自設定し、それぞれの切り
口から テーマに迫れるようにする。
・各クラス、研究授業または実践報告を行い、課題に対してどのように取り組
んでい るか全体研究の場で検討し、さらに個人研究課題を深められるように
する。
２．特別支援について学習し、子どもの理解を深める。
３ コンピュータの基本操作やいろいろなソフトの活用について学習する。

①「小集団学習」にかかわる研究成果を総合し、各教科の特性に合わせた方法を創り上 （国）学力向上拠点形成事業（確か
げながら、「学び合い」に発展させる具体的な方策を探る。また「学び合い」を支え る学 な学力育成の実践研究事業） １１
級を中心とした人間関係づくりの推進。
月２２日
②「自主学習ノート」の取り組みを全校的に展開する。「学習の手引き」の有効活用と 内
容の見直し。
③定期テスト前および長期休業中の学習会をより有効なものにするための研究。日常的
な学習相談を充実させるための研究。
④生徒の学習意欲に関する調査やＮＲＴ等の調査結果を分析・考察し、その結果を教科
指導や学習指導に生かす方法を探る。

各教科・道徳等の指導において、生徒が自ら学びを実感できる指導過程の工
し、主体的に活 に重点をおい 夫、特にかかわり合いに重点をおいた学習指導の工夫を、実践を通して明らか
動できる生徒の た学習指導の にする。研究仮説は「各教科・道徳等の指導において、個々の生徒の実態を把
握し、かかわり合いに重点をおいた学習指導を工夫、実践していくことにより、
工夫～
育成」
生徒の学習意欲が喚起され、主体的に学習し『確かな学力』を身につけさせる
ことができるであろう。」である。具体的な研究内容は以下の通り。
１．「確かな学力」の定着につながる各教科の授業の研究と実践
２．「主体的にたくましく生きる力」を育成するストレス・マネジメント教育の研究
と実践 生徒はかかわり合いながら学ぶことにより、互いに認め合い、自分のよ
さに気づき、「学楽しさ」を実感できる。そのためには様々な要素とのかかわり
合いの工夫が重要。かかわり合って学ぶ場の工夫により、自ら考え判断し、主
体的に行動しようとするたくましさを養うことができるという考えのもと、授業実
践を通して研究を深める
心豊かで意欲的 確かな学力を ・生徒の実態調査や学習状況の把握
に活動する生徒 身につける指 ・各教科での指導方法、学習形態、評価・支援の日常的な工夫の具体化
の育成
導方法や学習 ・各教科における「基礎的、基本的内容」「身につけさせたい力」についての検
形態の工夫と 討
改善
・特別支援教育推進のための研究、情報交換、学習会の実施
・先進的な学校の実践研究の視察
・小中の連携を図り、研究と実践の交流の場の設定
実感のある学び 考え方を明ら ◎問題の解決過程を重視して，問題の解き方を子どもに発見させる授業を仕
をはぐくむ授業 かにする算数 組み，どのように考えて立式したり，解答したりしたのかを明らかにできる子ども
の学習を通し の育成をめざして授業改善に取り組む。
の創造
て
○「できた」「わかった」という，克服感や充実感をともなう算数の授業づくり。
○ 教材を工夫し，基礎学力の確実な定着を図る算数の授業づくり。
○ 体験的な学習や問題解決学習を導入して，応用力のある学力を培う算数
の授業づくり。
○ かく・話す・聞く力をはぐくむ算数の授業づくり。
○ 単元の特性を把握し，十分な教材研究にもとづく算数の授業づくり。

市川三郷町教育
委員会

中学校

市川南中学校 「自ら考え、判断 ～関わり合い

市川三郷町教育
委員会

中学校

六郷中学校

増穂町教育委員
会

小学校

増穂小学校

増穂町教育委員
会

小学校

増穂西小学校 確かな学力を育 算数科におい

増穂町教育委員
会

小学校

増穂南小学校 「主体的に活動 ～自分の考え

増穂町教育委員
会

中学校

増穂中学校

本年度も，確かな学力の中の「考える力」に焦点を当てる。授業の中で，学び合
てる授業の創造 て，「考える力」 いの場を設定し，教師の指導法についての研究を進める。
（論理的思考） 研究内容は，
を育てる指導 １．子どもの考える力を（論理的思考力）を育てる指導。
法の研究
＊授業つくりの視点に立った実践
＊子どもひとり一人の学びの記録を残す。
＊個に応じた指導で授業を作っていく。
２．複式学級・小規模校の特性を活かした学習指導。
＊個人がのびる指導，大集団の中でも力が発揮できる子どもを育てる。
＊効率の良い複式の学びの検討。
３．特別支援教育について講師を招き，理解を深める。
○授業以前としては，信頼関係を築き，児童が自分の思いを伝えることができ
し，共に学び合 を伝え合える る学級経 営に心がける。
子どもを育てる ○授業の中では，児童の興味・関心を高めることができるような授業を工夫す
う子」
る。ま た，児童が積極的に人と関わり，自己表現しやすいような場の設定
～
や，発問の工夫を していく。自己評価や相互評価を行い，児童が自他の良さ
に気づけるようにする。
○個のみとりとして 児童一人ひとりに視点を当て 個の変容をみとる。
「主体的に学
～ 聴き合い、 研究内容（柱）
び、活動する生 学び合う授業
（１）教師全員が「協同的な学び」という点に焦点を当てた授業づくりを行う。
徒の育成」
の創造 ～
（２）授業を通して、「子供を中心に語る」研究会を行う。
（３）「背伸びとジャンプ」をさせる課題づくりの研究
（４）本校生徒の生活および学力の実態を把握する。
研究の進め方
私たち教師は、どのような授業をすれば生徒が意欲的になり、また、学力の
向上に結びつくかということを、研究者（学者）のように詳しく述べることはできな
い。しかし、日々の授業を実践している私たち教師は、どのような授業をすれば
生徒が意欲的になり、また、学力の向上に結びつくかという研究者の言葉に耳
を傾けることはできるし、その理論を実践することもできる。
増穂中学校では、一昨年度から、東京大学大学院の佐藤学氏の考え（理論）
を中心に授業づくりを行っている。その理論を信じ、校内研究（研修）を進めてき
ている
（国）学力調査の結果に基づく検証
○国語科・算数科の授業づくり
改善サイクルの確立に向けた実践
・授業のベースとなるもの（流れ・発言・ノート・板書・規律・他）
研究
・学習意欲を高める工夫
・学び合う授業を行うための手だて
・家庭学習・朝学習の充実と授業との関連
○昨年度実施した標準学力調査の詳しい分析
○全学年による学習状況調査の実施と分析
○全国学力・学習状況調査結果の分析
○児童の実態分析に基づく授業改善と検証

生き生きと学び
合う授業の創造

鰍沢町教育委員
会

小学校

鰍沢小学校

鰍沢町教育委員
会

小学校

鰍沢中部小学 ともに学び、す 少人数学級
鰍沢中部小学校は全校24名の少人数である。長所としては、児童一人ひとり
校
すんで考える子 で、一人ひとり に目が行き届き、きめ細やかな指導ができる。一方、短所としては、教師対児

どもの育成

を生かし多様
な考えを引き
出す指導を通
して
夢を育む「生活 ―国語科との
科」と「総合的な 関連の研究を
学習の時間」の 通して―
充実

鰍沢町教育委員
会

小学校

五開小学校

鰍沢町教育委員
会

中学校

鰍沢中学校

早川町教育委員
会

小学校

早川南小学校 「自ら取り組み， 対話力を高め

早川町教育委員
会

小学校

「生徒一人ひと ～活動的で協
りに学びを保障 同的で表現的
する授業づくり」 な学びをめざし
て～

生き生きと活動 る授業実践
する児童の育 活動意欲を高
める取り組み
成」
早川北小学校 小規模校の特

性を生かした
「人間力」向上
のための実践

0

童の個別学習になってしまい、子どもどうしの学びあいや話し合いが少なくなっ
てしまいがちである。また、考え方が狭くなり、固定化しまいがちな面もある。
そこで、国語科に焦点をあて、多様な考えを引き出す指導の研究をすすめ
る
・ 「生活科」「総合的な学習の時間」のねらいを達成するための単元設定
・ 「生活科」「総合的な学習の時間」と各教科の発展的内容との関連
・ 学びを支える国語力の充実（実態把握・理論研究・授業実践・言語環境の
整備）
・ 地域との関わりを生かした「生活科」「総合的な学習の時間」の実践
「活動的で協同的で表現的な学び」、その中でも特に、「協同的な学び」の実
現をめざすことで主題に迫りたいと考えている。具体的には、小グループでの
学習を導入することにより、一人ひとりが安心して声を発し意見が言えるような
授業づくりをめざす。そのことにより、一つの教室の中で能力の異質な生徒同
士が学び合いながら、お互いが他者を認め合い補完し合いながら学びあう生徒
の姿が見られるようにしたい。
手だてとして、１時間の授業の中に「活動（個人作業）」「協同（小グループ活
動）」「表現（互いに表現し交流して吟味する活動）」の３要素を組み入れる。ま
た、できるだけ生徒が「背伸びとジャンプ」できる課題（教科書をやや超えたよう
な質の高い課題）を設定することと できるだけ モノを持参するように心がけ
これからの未来を生きる子どもたちに必要な対話力を高めるために「対話力を
高める授業」を研究し，その研究を実践に生かしていく。本年は，実践に重点を
置くと共に，教育課程における対話の授業の精選，評価カルテと評価規準の継
続利用と内容についての検討，内容の精選を行っていく。また，もう一つの柱で
ある「活動意欲を高める取り組み」では，小規模校の特色を生かした各活動が
子どもたちにとってよりよい活動になるようにさらなる継続研究をおこなってい
「生きる力』の理念を生かしつつその理念を発展させたものを「人間力」ととら
え，「人間力」の向上を研究の中核に位置付け今後継続研究を図っていく．そ
の際，研究の起点となるのが児童数16名という本校の実態であろう。それは小
規模校という特性を生かした「濃密な教育」という表現に集約される。本年度
は，国語力向上・フィットネスクラブの充実・児童会活動の充実・家庭，地域との
連携，協働の4つを研究の重点とし，個々の児童に対して細かな実態把握を
し，全教育活動を通して「人間力」向上の道筋を明らかにしていきたい。

（国）「学力調査の結果に基づく
検証改善サイクルの確立に向
けた実践研究」 （県）「『確かな
学力』ステップアップ事業」

早川町教育委員
会

中学校

身延町教育委員
会

小学校

身延町教育委員
会

小学校

身延町教育委員
会

小学校

身延町教育委員
会

ふるさと早川に 表現力の向上 ①表現力を高める工夫・研究を進める。
各教科・道徳・総合的な学習の時間等の授業研究を通して「生徒の表現の場」
誇りを持ち、たく を目指して
を 仕組むことによって、生徒の表現力を高める指導の工夫をしていく。特に
ましく生きる生
生徒同士 のかかわり合いの中で、生徒の自己表現が高められていく指導を
徒の育成
工夫していく。
久那土小学校 「学びの共同
「学びの共同体」としての学校をめざし、１「学び」を中心とする授業の実践、２ 身延町教育協議会センター校 １０
教育の専門家として育ち合う「同僚性(collegiality)の形成、３保護者の学習参加 月１３日（土）
体」としての学
の３つを柱として研究をすすめます。本校で考える「学び」を中心とする授業と
校をめざして
は、①子どもたちが意欲的に学び、夢中に学ぶ授業、②子どもたちが他者に心
を開きながら学ぶ授業、③子どもたちに確かな学力をつける授業の、３つの条
件を満たす授業です。私たちは、以下の４つを具体的課題として、教育の専門
家としての自覚を持って研修に努めたいと考えます。①個人研究テーマにもと
づく研究を推進し、その成果を日常的に交流し合う。②一人が最低１回以上授
業を公開し、互いに学びの場とする。③他者から学ぶ機会をつくる。④授業研
究の日常化と授業研究会の充実。昨年度に続き、今年度も東京大学大学院教
授 佐藤学先生を共同研究者に迎え研究を進め
きた と考え
ます
下部小学校
自ら考え主体的に 確かな学力を保 ・学力を保障する取り組みの根幹をなす「国語力」の基礎基本を各学年の発達から検討
早川中学校

学ぶ児童の育成

障するための授
業の工夫
＜表現力を高
め、かかわりを
深めるために＞

していき、それを広く他教科や特別活動へとかかわらせていくようにする。
・多様な表現力を期待するために、かかわりを深めるための教材や課題を工夫する。
・協同的な学びの場を授業の中に取り入れていくことで、ひとり一人の子どもの思いや
考えを深めるようにしていく。また、教師ひとり一人が研修の充実を図り自身の教師 とし
ての力量を高めていく。
・学年の発達段階や児童の実態により、研究テーマに向けての取り組み方に違いがある
ので、学年別に期待する子どもの姿と、身につけたい力や学び方を具体的にした個人
研究テーマや内容を設定して、それぞれが、「表現力を高め、かかわりを深める実践」を
目指すようにする。

西嶋小学校

「学ぶ意欲を支
える指導法や環
境づくり～その
開発と追求～」

上記研究主題
にアプローチす
べく個人がテー
マを設定し研
究する。そのた
め各自の研究
テーマが副主
題になる形で
す。

小学校

静川小学校

「一人ひとりに適
切な教育支援の
在り方」

研究内容・方法
□理論研究
・各自が自分の課題を明確にし，個人テーマ（教科・領域など全ての教育活動
をオープンで）にそった提案（設定の理由・根拠となる理論・具体的な方法・各自
の研究計画など）をもとに交流研究会をもつ。
・一年間で自分自身をエキスパートに育てる。
□授業研究
・日常の実践を公開することをめざし，一人１回以上の授業公開を積極的に行
う。
・個人研究を個人にとどめず校内研としての共有財産として活用していく。
□実技・臨地研修
・各個人研究に必要な講師 実技研修など計画し研修を深め拡げる

身延町教育委員
会

小学校

原小学校

身延町教育委員
会

小学校

下山小学校

身延町教育委員
会

小学校

身延小学校

身延町教育委員
会

～支援の積み重 ○児童のさまざまな実態に応じた支援・指導法について研修する。
ねを大切にした
・全学年（６学年）が国語か算数の授業研究を行う。各クラスの実態に合わせ、児童
授業づくりを通し が学習や生活の中でつまずき、抱いている「困り感」の背景を解明し、適切な具体的支
て～
援の手だてを探る。全職員で研修を重ね、共通理解を図る。
・実態把握のための観点として、学習・行動・コミュニケーション・対人関係等について、
チェックリストを行い、調査を実施する。また、年度末には国語と算数の学力テストを行
う。
・放課後教室を開設し、子どもたちの指導に全職員が交代で当たる。授業だけでは十
きなか た児童や進ん 学習したい児童が参加する
学ぶ楽しさを感 共に学び高め 分理解
○学び合う関係づくりを仕組んだ授業の工夫

じ，確かな学力 合う算数科の
を身に付ける子 授業を通して
どもの育成

小学校

豊岡小学校

・教材研究と教材開発
・学習指導方法の工夫
○学習感想の活用
○算数科学力テストの結果の考察と活用
○学ぶ意欲に関わるアンケート調査
○基礎・基本の定着を図る，朝ドリルの方法と内容

主体的に生きる 一人ひとりが １．研究の重点
力を育む教育活 かかわり合い、 ◎「主体的に生きる力」を育む授業をつくる。
学び合う授業 □授業づくりのキーワード
動の創造
主体的 一人ひとり かかわる 学び合う
づくり
①題材に主体的にかかわる授業
○子どもにとっての学びの必然性を考え、重点題材を設定する。
○導入段階を大切に・ゆっくりと行う。（学ぶ意欲の喚起・学びの見通し・多様な
考えの保障・課題の設定等により、学ぶ意義の意識化をはかる）
○具体的な活動・体験を取り入れ、体全体を使った授業をつくる。
○立ち止まり、振り返りと見通しの確認を行いながら、子どもが自分で進む学習
過程を仕仕組む。
②一人ひとりの学びをつくる授業
○一人ひとりの実態を把握し、どの場面でどの子どもがこだわれるか、活躍で
きるかを見 通し、授業を組織する。（個々の気付き・変容・考えやその背景に
あるものを授業に生かす。）
○自分なりの考えをもつ力を伸ばす。
○伝えることを意識して表現する力を伸ばす。
③子どもどうしがかかわり、学びが深まる授業
○聴くこと・受け入れることができる態度を育て、多様な考えを保障する。
○自分なりの考えを基本に互いの考えを摺り合わせていく。（教師がつなげる
→子どもど うしがつなげる）
○個の学びと集団の学びとが行ったり来たりしながら、学びが深まっていく。
○学習集団づくりの工夫をする。（お膳立てをしすぎない。子どもの力を信じる。
試行錯 誤、障害も必要）
④よい授業を支える学習環境をつくる。
○何でも言い合える学級集団、互いを認め合える温かい雰囲気の学級集団づ
くり
○子どもたちの多様な考えが引き出せる場の設定
○地域、保護者等を生かした学習の場の設定
○教材、教具の有効な活用
２．研究の内容と方法
□児童の実態に即したブロック研究の充実
○一人ひとりの児童や学級の実態把握を把握する。
学びを楽しむ子 説明的文章を
主体的に学びを楽しむ児童を育てるために，昨年度の研究をもとに,国語科の
どもの育成
通して,読み取 読解力に焦点をしぼって次のような研究に取り組む.
る力を高める （１）説明的文章を読み取らせるための効果的な指導の研究
指導法の研究 （２）読書活動を推進する手だての研究
（３）家庭・地域との連携を推進するための研究
研究仮説・・・説明的文章を読み取るためのわかりやすい方法を提示すれば，
子どもたちは積極
的に文章に立ち向かう意欲を高め,学びを楽しむ
言語活動を通し ことができるだろう
子どもたちが自分の生き方，ものの見方や考え方，感じ方などを大切にし，一人の人

豊かな人間性の
育成をめざす教育 て，自ら学ぶ力を 間として，生涯にわたり，心豊かにたくましく主体的に生きていくたまには，自ら学ぶ意欲
育む授業の創造 や思考力・判断力・表現力の育成が求められる。
これらの力を育むためには，確かな言語の力をつける教育が必要と考える。そこで，国
語の三領域一事項を中心とし，低・中・高の三ブロックに分かれ，実態を考えつつ，言語
を基盤とした活動を仕組み，自ら学ぶ力を育む授業づくりを目指し，研究していく。

①（峡南教育事務所）体験的な学
習「小中学校児童生徒に対する農
業啓発事業 平成１９年度勤労生
産学習推進校②（農務事務所）は
つらつ農業担い手確保育成推進
事業 小中学校農業教育推進地
区活動事業

英語活動・国 英語の学習を通して外国の生活や文化に触れ，親しみながら，異なった文化を （国）わくわくイングリッシュ小学校
進んでふれあお 際理解教育を 持った人々と将来にわたって共に生きていこうとする子どもたちを育てることを サポート事業
目標とする。英語を学ぶことはその背景にある外国の文化を知ることであり，ひ
うとする子ども 通して
いては我が国日本の文化や伝統を意識し再認識することでもある。この学習を
の育成
通して，自分たちの国のことを誇りをもって外国の人たちに語れる子どもたちの
育成も理想に掲げながら，「英語活動・国際理解教育」を推進したい。
研究内容
・英語活動のカリキュラムの検討と評価の観点の研究
・教材開発と収集・整理
・ＡＥＴと学級担任の英語学習授業における役割分担や関わり方の研究
・クラスルーム・イングリッシュの利用場面の研究
・国際交流会の企画・運営・成果のまとめ
・各種の研修に参加し成果をまとめる

身延町教育委員
会

小学校

大河内小学校 異文化を知り，

身延町教育委員
会

中学校

久那土中学校 「学び」を中心に 背伸びとジャン 「誰もが安心して生活できる学校」をつくることを究極の目標とする学校改革の

身延町教育委員
会

中学校

下部中学校

身延町教育委員
会

中学校

中富中学校

わかる授業・生き 確かな学力を身 授業（指導法の改善）を通して基礎学力の向上を図り，課題解決力を育てることに重点 自主公開（身延町研究センター校）
生きとした生活の につけ，主体的 をおく。具体的には，１時間の授業において，教師の課題設定，生徒の様々な意見や考 １１月２日
創造
に課題解決に取 えを交流する場面をつくることを工夫していく。また，学習シラバスを作成・利用すること
り組もうとする生 で授業改善を進めたい。
徒の育成

身延町教育委員
会

中学校

下山中学校

身延町教育委員
会

中学校

身延中学校

南部町教育委員
会

小学校

睦合小学校

「自ら考え、主体 自己肯定感を ①「学びの共同体」についての理解を図る。
ⅰ．「学びの共同体」についての学習会を持つ。
的に判断し、行 育む教育活動
ⅱ．「学びの共同体」の授業を行っている先進校を視察する。
動できる生徒の を通して
ⅲ．全員が授業を１回は公開する。また、公開授業後に、生徒の活動を中心
育成」
とした意見交換会
を行う。
ⅳ．授業公開の際に指導主事を招聘し、助言・指導を仰ぐ。
②「特別支援教育」に関する学習会を行う。
ⅰ．講師を招聘して、軽度発達障害に関する知識を得る。
ⅱ．特別支援学級生徒の支援方法に関する情報交換及び支援方法の研究を
する。
自ら学び意欲的 確かな学力の （１）個に応じた学習指導・学び合いについて
県指定キャリア教育実践校
に活動する生徒 向上を
個に応じた学習指導は、授業研究の柱として継続して研究していく。それに 公開日なし
の育成
よって自己肯定感や学ぶ意欲を高めていく。さらに、小グループの学習の中
で、お互いを認め合い理解の早い生徒と理解の遅い生徒が協同的に学ぶこと
によって、理解の遅い生徒が理解の早い生徒に支援を受けながら学ぶことがで
き、学力の底上げを目指す。
（２）実践検証としての「道徳」と「学活・総合的学習をとおしての生き方学習」
ア「道徳」については、学校・家庭・地域の相互連携による「豊かな心をはぐくむ
実践活動」の研究推進を図る。
イ各学年、啓発的体験学習を取り入れたキャリア教育等の進路指導や総合的
な学習を年間計画に基づき実践し、課題などを明確にし、精選や見直しを考え
ていく。なお、学年の実態を考慮し、昨年と大きく計画・内容を変更する場合は、
事前 職員 提案を 全学年 流れなどを検討 た
すすめ
く 資
基礎学力の定
・基礎学力（読み・書き・計算の力）の習熟と確実な定着を図るために，具体的
着を図る教育実
な到達目標や取り組み内容，指導方法を検討し，実践し，評価する。
践の手だて
基礎学力として，主に次のような「読み」「書き」「計算」の内容に取り組む。
・「読み」・・・音読（暗唱や文章をすらすら読むこと） 読書量を増やす など
・「書き」・・・当該学年までの漢字の読み書き 文章等の表記 など
・「計算」・・・四則計算の習熟 など

した授業の創造 プのある授業
をいかに創造
するか
「聴くこと」「つ
なぐこと」「戻す
こと」の研究と
実践
「聴き合う関
係」と「訊き合う
関係 をいかに
確かな学力を持 「聴き合い、学
つ生徒の育成を び合う」授業の
創造
目指して

自主公開研究会 １１月９日

中心に校内研究を位置づけ、日々の授業の改善と改革を研究していく。従来行
事や部活動などを中心に行われてきた「仲間作り」を授業の中でも行えるよう
に、またすべての生徒の学ぶ権利を保障し、「背伸びとジャンプ」が起きるよう
に、日々の授業に小グループによる協同学習を取り入れ、その際に与える課題
の設定について実践しながら研究していく。職員の「同僚性」を育てるためにす
べての職員が自分の授業を公開しあう。授業公開の後には、「生徒の学びがど
うだったか」を中心に研究会を持つことにする。

生徒が「聴き合い、学び合う」という意欲を持ち「確かな学力」を身に付けるため
にはどのような実践をおこなえば良いのかを教科をの授業を核として研究す
る。

今年度新たに基礎学力到達目標を各学年で設定し，目標達成のための取り組
み内容，指導方法を
個人→ブロック→全体の順で検討し，実践を授業公開や研究授業の形などで
公開，提案していく。
そして，実践したことについての評価をおこなう。また，評価については児童に
よる評価も行うこととする。
南部町教育委員
会

小学校

栄小学校

互いに学び，高め 国語力を育てる ○国語力についての共通理解を図りながら指導に当たる。
合い，生き生きと 学習指導
○国語科における各領域及び言語事項の身につけさせる力の重点化を図る。
活動できる子ども
○子どもたちの実態をしっかり把握し，指導と評価の一体化を図る。（教師は，次の指導
の育成
に生きる評価を行う。また，子どもの自己評価の方法を工夫して積み重ねていくことによ
り，学習内容の習得をより確かなものにしていく。）
○国語力向上に向けた授業実践の工夫をする。（話し合い活動の質を高める工夫，一斉
指 導や教師と子どもとのピストン対応から，子ども同士が互いに考えを言い合ったり，
質問し合ったりしながら授業を深めていく工夫。）

南部町教育委員
会

小学校

富河小学校

南部町教育委員
会

小学校

万沢小学校

小中連携ふるさとやまなし道徳教
『心豊かに，たく 「生命を大切に （１）道徳教育の充実
育推進事業
ましく生きる子ど し，つながり合 ①児童の実態をふまえた道徳の授業の実践と保護者への公開。
②地域人材を活用した道徳の授業の実践。
える子ども」
もの育成』
（２）小・中学校の連携の確立
①小・中学校の９年間を見通しての道徳の指導計画の作成。
②研究の成果の検証方法を探る。
（３年間同一の内容のアンケートを子どもや保護者に実施し，そのデータの
比較をして意識の変容を検証する。）
③小・中学校がお互いの授業を教科にかかわらず参観し合い，交流と研究を
深める。
④小・中学校合同での行事の実施または小・中学校の行事での交流。
（３）家庭，地域と連携した道徳的実践活動の推進
（小中連携推進協議会を活用しての取り組み）
①小・中学校が同じ視点で基本的な生活習慣の育成をする。
②地域ぐるみの道徳的実践活動の実施。
（保護者，地域児童生徒を含めた心の教育懇談会や講演会の実施など）
（４）公開研究会への参加
①積極的に公開研究会に参加していく。あわせて校内研究会において還流報
個を大切にした 国語科におけ ・国語科における基礎・基本についての共通理解を図る
指導・支援の在 る基礎・基本の ・国語科の基礎的な学習内容を一人ひとりが確実に理解するために、子どもた
り方を追求する 定着をめざして ちの実態 を把握する
特別支援教育 ・国語科における基礎・基本の定着のために、日常活動や授業実践の工夫を
についての学 する
・「特別支援教育」について学習し、教師一人ひとりの認識を高め研究を深め
習を深める
る。ま た、全校児童一人ひとりに目を向け、児童の実態を把握し問題解決の
ための話し合い の場を設ける。

○各自の担当教科へ集中できるような体制をつくり、基礎・基本の定着と学習
意欲の向上に向け ての指導方法のあり方を探る。
○具体的に数字であらわれるような目標をたて、実現に向けて手だてを工夫す
る。
○学習規律の徹底（タイム席、忘れ物、あいさつ等）を図る。
○文系ブロック、理数系ブロック、技能系ブロックに分かれ研究を行い、ブロック
ごと１回の授 業提案を行う
２１世紀を主体的 道徳教育を中心 （１）家庭、地域との連携の上に小中学校が連携し、義務教育９年間を見通した道徳教
小中連携ふるさと やまなし道徳
自ら学び、進ん 基礎・基本の
で活動できる生 定着を図る指
導の工夫
徒の育成

南部町教育委員
会

中学校

南部中学校

南部町教育委員
会

中学校

富河中学校

南部町教育委員
会

中学校

万沢中学校

富士吉田市教育
委員会

小学校

富士吉田市教育
委員会

小学校

下吉田第一小 かかわり合いなが ～学び合う集団 １ 「学級集団の状態を把握する」方法について研究する。（関わり合い度・意欲度）
学校
ら、意欲的に学ぶ づくりを目ざした ２ 「学び合う集団」について、指導要領の目標・内容・文献や実践例などをもとに、
子どもの育成
活動を通して～ 下一小のとらえを明確にする。
３ 本校のめざす「学び合う集団」になるような学級経営・授業展開のあり方を模索
する。
下吉田第二小 生きる力を育む ～国語科「読 （１）理論研究
学校
・文献、資料等を参考にした理論研究
学習活動の創 むこと」の指導

に生きる生徒の育 とした「学びのあ 育を実践する。
成
る生徒」の育成
①学校における道徳教育の充実と道徳の授業の公開。
②家庭、地域と連携した道徳的実践活動の推進。
（２）小グループ活動を取り入れた「学び合い」の授業を実践する。

教育推進事業

各教科で、学び合いのある授業づくりを行っていく。具体的には、○全員が必
確かな学力を定 学び合いのあ
着させるための る授業を通して ず授業を公開する、○授業後の研究協議会を充実させる、○各自が個々の
テーマ（その教科でどのような生徒を育てたいか）に沿って研究を行う。
研究
授業の３要素①「活動」(作業的な学習）、②「協同」(小グループの話し合い)、
③「表現の共有」（発言・アイディアの交流と共有）を毎回の授業ですべての教
師が、すべての教科で取り組んでいく。また、子どもに「えっ？と思うような」高い
レベルの課題を提示し、よくわからないと頭を捻っている生徒の声を拾いなが
ら、グループの話し合いを行い、グループ全体を高めるよう指導する。
研究授業では、ビデオ撮影を行い、子どもたちの学びの姿と、与えられた課題
が適切であったかどうかを協議会の論議の焦点としていく。

造

法を通して～
（２年次）

・国語科の「読むこと」に関する実態を把握した上で、各学年の基礎・基本を
明ら
かにし、「読むこと」の単元の教材研究を通した指導法の工夫
・発段階に応じた学年の指導法の工夫
・評価基準や評価方法について研究
（２）授業実践を通して仮説を検証
・年間学習指導計画にそった指導の検討（学年）と授業実践
・学年・学校全体での１実践の取り組み
（３）日常での取り組み（国語科・教科外指導）
・豊かな感性の育成するための読書指導の取り組みの工夫
・基礎基本の習得に向けた１人１実践の取り組み
※日々の実践発表
・研修への自主的な参加の推進

「国語科におけ ～「読むこと」
る基礎・基本を の指導を通し
定着させる指導 て～
法の研究」

１．国語科における「読むこと」の基礎・基本の理論研究と共通理解を行う。
指導主事の先生を招聘し、「読むこと」の学習会を開く。
明見小における「読むこと」の基礎・基本を、ブロックごとに考える。
２．各ブロックで一回ずつ研究授業を行う。二学期の研究授業には、指導主事
の先生を 招聘し、指導していただく。
３．授業実践における資料等の保存を行い、次年度以降に有効活用できるよう
にする。
４ 公開研究会に積極的に参加し 環流報告を行う
自ら学び，考え 人間関係を深 児童と学級集団の理解のために，Ｑ－Ｕを実施しする。Ｑ－Ｕの結果をもとに，
「生きる力」を獲 める学級づくり 学級づくりのために構成的グループエンカウンターをとりいれる。またエンカウ
得する児童の育 を通して
ンターを教科・道徳・特活などに取り入れる。人間関係づくりが，学級づくり，授
成
業にいかされ，それにより子どもたちがどのように変わったかを検証していく。

富士吉田市教育
委員会

小学校

明見小学校

富士吉田市教育
委員会

小学校

吉田小学校

富士吉田市教育
委員会

小学校

吉田西小学校 児童の生きる力 国語科におい

富士吉田市教育
委員会

小学校

富士吉田市教育
委員会

小学校

富士吉田市教育
委員会

中学校

富士吉田市教育
委員会

中学校

明見中学校

生徒一人ひとり
が自分の居場
所をみつけ、喜
びを感じ、生き
生きと活躍でき
る学級づくりの
研究

富士吉田市教育
委員会

中学校

吉田中学校

居心地が良くやる 規律づくりとリ
気のある学級集 レーションづくり
団づくり
の実践を通して

・新しい時代の義務教育は、「ＰＩＳＡ型読解力」と同じ目的や方向、方法と内容
の育成を目指し て、わかりやす 等を 目指すものと判断し、国語科の中で「書く能力」において「自分の意見を明
く伝えるための 確に書く記述力」を高めるための指導法の研究を行う。
て
「書く力」を高め ・「書くこと」に重点を置いた日常的な指導計画と学習指導の工夫を行う。
る指導法の工 ・授業場面での評価方法の工夫と、指導への活用を行う。
夫
富士小学校
豊かな人間性を 生命や生き方
研究仮説「道徳教育において，生命や生き方について考える機会を増やし， （国）児童生徒の心に響く道徳
培う道徳教育の についてよりよ 道徳的価値を子どもの心に響かせることにより，豊かな人間性が培われた子ど 教育推進事業 １１月２２日
推進
く考えることが もを育てることができるであろう。」をもとに，以下の内容で研究を進める。
できる子どもの ① 昨年度作成した全教育活動との関連及び小中学校での連携・交流活動を
育成
考慮した道徳教育全体計画を見直し，それに基づいた教育実践に取り組む。
② 学習過程や学習形態の工夫や，子どもたちの実態にあった教材や資料の
開発に取り組み，道徳の授業を行う。
③ 豊かな心をはぐくむ教室環境・学校環境のあり方について検討し，整備し
ていく。
④ 子ども・保護者の実態を調査し，昨年度との比較の中で取り組みの成果及
び課題等を明らかにし 今後の教育活動に活かす
下吉田東小学 「確かな学力」を 「読むこと」の
本校は、「国語科の基礎学力の向上」に視点をあて、国語科３領域のうち、
校
育む国語教育 指導の工夫を 「話すこと・聞くこと」「書くこと」の研究・実践を積み重ねてきている。そこで、本
年度は、「読むこと」領域に研究の視点を広げることにより、児童の国語力をさ
通して
の研究
らに高めていきたい。
・学習指導要領、文献等を参考に、「読むこと」の指導内容を確認したり、理論
研
究を行う。
・「読むこと」に関する実態調査を実施し、児童の実態を把握する。
・児童の実態にあった指導方法を研究・工夫する。
人 実践を基本に「読むこと」領域の授業研究 授業実践
下吉田中学校 「自ら学び、考え、 ～認め合い、磨 ①人と関わるときのルールと親しい人間関係（リレーション）を集団に確立する。
活動する生徒の
育成」

き合い、高め合う ②授業を通しての学級集団づくり
学級集団づくりを ・授業の中に、互いに認め合い、磨き合う学級の人間関係をはぐくむ学習の場の設定
めざして～
③日常生活においての、学級組織の仕組みや活動方法の改善を通しての学級集団づく
り
・一人ひとりが大切にされ、居場所のある学級集団づくりを目指す。
④行事を通しての学級集団づくり
⑤講師を招聘しての学級づくりについての学習会の実施
・経験や実践のある先生の話から学ぶ。
⑥学級満足度調査Q-U検査の持つ意味と意義の理解
・Q-U検査の実施・分析・評価（６月、１１月）

今日、生徒の実態、家庭環境、社会の多様化を見るにつけ、学級づくりに困難
な点があると思われる。そのため、学級において生徒一人ひとりに視点が当た
るような取り組みが必要であると考える。本校においても、気は配っていても、
一人ひとりになかなか目が行き届かないのが現状である。本年度は、「学級づ
くり」についての研究を行い、より一人ひとりの生きる学級づくりを目指したい。
目指す学級像は「生徒が自身の目的達成するための行為を、周囲が認めるこ
とのできる学級」「教師と生徒のコミュニケーションが意図的・計画的に行われ、
お互いの信頼関係ができている学級」「きちんと授業規律がつくられているなか
で、学力を身につけるための雰囲気がつくられている学級」である。
研究会では３つの分科会を設け、その分科会ごとにテーマを絞って研究を
行っていく予定である。

「居心地が良くやる気のある学級集団づくり」を規律と関係づくりの実践から研究してい
く。
日々の学級活動から課題を見いだし。課題を克服できる民主的で自治的な集団づくり
から、真面目に頑張る生徒の層を広げ、クラスや学年に正義を通す。

学級集団づくりにも焦点を当てて研究していく。まず、生徒の活動の中心となる班のあり
方。そして、班長や学級役員の育て方。そして、討議つくりを通して集団の合意をつくる
過程を学ばせていきたい

富士吉田市教育
委員会

中学校

富士見台中学 「豊かな人間性 －生き方につ 今日の社会では、青少年の集団暴行、殺人、いじめ等、他者の存在や命を冒 児童生徒の心に響く道徳教育
校
を培う道徳教育 いて深く考える 涜するような事件が頻繁に見られる。また、自らの命を絶つ行為が連鎖的に行 推進事業 11月22日

ことができる感 われるなど、人として最もかけがえのないものを大切にできないなど、命を軽ん
性豊かな生徒 ずる風潮がある。これらは、人間関係の構築の貧しさや他者への思いやりやよ
りよく生きようとする気持ちの欠如等の表れとしてみることができる。
の育成－
本校の地域社会においても、少子化・核家族化が進み、子どもが祖父母等の
近親者の死を目の当たりにすることが少なくなり、死という厳粛な問題について
考えたり、生命の有限さや重さなどを理解する機会が減っている。また一方で、
子どもたちは殺人の場面を繰り返すような情報や、虚構の世界で作り上げられ
た「生と死」に頻繁に接している。さらに、情報通信機器などを用いた生活時間
が増加し、人や社会・自然との関わりが希薄になっている。そのため、生命や生
き方について考え、豊かな人間性を育むための教育を一層充実させることが求
められている
谷村第一小学 豊かな心を持ち， 食に関する学習 ①「食育」について，講師を招いて学習会や学習会への参加，研究会の参加還流報告な
の推進」

都留市教育委員
会

小学校

都留市教育委員
会

小学校

都留市教育委員
会

小学校

都留市教育委員
会

小学校

都留市教育委員
会

小学校

宝小学校

都留市教育委員
会

小学校

都留市教育委員
会

小学校

禾生第一小学 自ら学び表現する 学び合いを生か １．全員の共通理解を深め，研究の方向性を確認する。
校
子どもの育成
した授業を目指 ２．昨年度までの研究の成果と課題を明らかにし，本年度の研究に生かす方法を考え
して
る。
３．授業研究を通して研究を深める。
４．研究の成果を，市内の学校や保護者に公開する。
５．教員の個人研究の成果を発表し合い，教員同士も学び会う。
禾生第二小学 「自ら学ぶ児童 ～読む力をの
国語科の読む力を伸ばすための指導のあり方・工夫について研究を進める。
校
の育成をめざし ばす授業の創 国語の学習において、様々な文章を正確に読みとることは最も大切なことであ

校

たくましく生きる児 や活動を通して
童の育成をめざし
て

どを通して理解を深める。
②「給食の時間」の目標に基づいて学年ごとの目標や指導の重点を定める。
③食育の年間指導計画の検証と手直しをする。
④学校と家庭との連携を図るために，全校一斉で「食育」の授業参観を行い，協力と理
解を得られるようにする。
⑤外部機関との連携を図る。

昨年度，本校としての「音声言語活動能力分類表」を作成し，それを生かした授
業を意識して取り組んだ結果，子どもたちも意識して表現をするようになるな
ど，子どもたちの言語活動能力は特に向上した。今年度は，昨年度の研究の成
果を受け，昨年度作成した「音声言語活動能力分類表」の見直しをはかり，子
どもたちの発達段階にそくして系統化していく。そして「音声言語活動能力分類
表」にもとづく「ふりかえりカード」を作成し，「コミュニケーション能力」を高める
手段としたい。その達成のためには，学習形態を工夫することも大きな効力を
持つものと考える。よって，「『音声言語活動能力分類表』に基づく『ふりかえり
カード』を生かした授業を工夫・実践することにより，子どもたちの主体的な言語
活動は活発化し，『コミュニケーション能力』は伸び，自ら学び，自ら考える子ど
もたちが育つであろう」とする研究仮設を設定した。
都留文科大学 国語科における
国語科において，最も基礎基本にあたる「読解力」に焦点をあて，児童一人ひ
附属小学校
読解力の育成
とりの読解力の向上を目指して研究を進めていく。本年度以下のような内容で
研究を進めてく計画を立てた。①ＮＲＴテスト（学力テスト）を実施し，「読解領
域」の結果を分析し，児童の実態を把握する。②実態に応じた具体的な到達目
標を設定する。③具体的な指導法・活動・教材・言語環境などを工夫する。④本
校児童に身につけさたい読解力について共通理解を図る。（読解について理論
研究を深める。）⑤授業実践をする。（低・中・高のブロックごとに公開授業を提
供する
東桂小学校
自ら学ぶ子ども 「読む力」を高 （１）国語科の「読むこと」の理論研究を行う。
の育成
めるための指 （２）東桂小学校の「読むこと（文学的文章）」の基礎・基本についての共通理解
る。
導の工夫を通 を図
（３）東桂小学校の「読むこと（文学的文章）」の学び方のスタイルを考える。
して
（４）年間指導計画の見直しを行う。（実践記録を取り、次年度に生かす）
（５）各ブロックで授業研究を行う。
・授業公開は低中高学年ブロックごとに一実践。
（６）公開研究会や研修に積極的に参加していく。併せて、全体会において環流
報告を
行っていく。
コミュニケー
ション能力を高
めるための国
強したい！」
子どもたちの喜 語科の学習を
びの声が聞こえ 通して
る授業の創造

谷村第二小学 「勉強って楽し
校
い！」「もっと勉

伝え合う技と力
（自己表現力）を
身につけ、考えを
深め合う児童の育
成（３年次計画）

て」

自分で気づい
て、自分の言葉
で伝えられる子
（１年次）
話す、聞くの相互
作用を繰り返し
て小規模の対話
ができる子（２年
次）
考えを伝え合
い、つなげ合っ
て、深めあえる
子（３年次）

本研究は昨年度同様，仮説検証型の研究ではありません。従って検証までの道筋を支
える「一般化された理論」を持ちませんし，明らかにしたい研究内容も，これまでの諸研
究で既に明らかになっているものです。本研究では，既に当たり前のように認められてい
る次の二点を，改めて自らの実践を通して全員が実感し合うことをねらいとし，同時に，
そこに迫る過程そのものを研究内容としています。本年度は，昨年度の反省から共通
テーマを設けたので，これにもう一点を加えた三点を研究内容とします。
①「自他の授業を見せ合うことは，確かに学びが多い。」ということに実践的に気づきあ
うこと。（学校長以下，一人一実践一授業発表）
②自らが迫ろうとする到達イメージに向けて，自分ならではのこだわりを持ち続け児童
の実態に応じたてだてや工夫，素材の調理の仕方に目を向けることが，どれだけ大事で
あるかを再認識し合うこと。
③本校のマイナス実態として懸案だった，自分で気づいて，自分の言葉で伝えられる
児童を育む手だてを探る。

造～

り、話す・聞く・書くの力のもとになるものである。
具体的な研究内容として、本校の児童の読みとる力に関する実態を把握す
る。そして、読みとりに関して課題や伸ばしたい力を明らかにする。次に、課題
の克服に向けて、どのような実践が有効であるか指導主事を招請して理論研
究を行う。例えば、①国語力とは何か、②読む力と国語力とのつながり、③読
む力を中心とした本校児童の課題を克服するための有効な実践や各学年の読
むことにかんする具体的な目標の明確化、④読む力を伸ばす指導の研究（授
業実践を中心に）、⑤読む力を支え、伸ばす日常の指導（音読、読書指導など）
などである。そして、理論研究をうけて、各自一実践の授業研究、また、全体研
究授業の実施など、授業実践を中心に研究を進め、成果と課題を明確にしてい
く
自ら考える児童 「読む能力」を 研究仮説を「国語科の読む領域において、説明的文章の読解の各学年相互の
の育成
育てる授業づく 目標を達成することよって、自ら考える児童が育成されるであろう」とし，研究の
内容を次の通りとした。
り
①国語科の「読むこと」の領域に関する理論研究。
②国語科の「読むこと」の領域において、各学年の目標に沿って学習指導を工
夫し授業研究を行う（一人一実践）。
③先進校の視察に行き、還流報告を行う。

都留市教育委員
会

小学校

旭小学校

都留市教育委員
会

中学校

都留市教育委員
会

中学校

都留第一中学 『自ら考え，たくま ～キャリア教育
校
しく生きる生徒の の実践を通して
育成』
主体的に進路選
択ができる生徒
の育成～
都留第二中学 学級経営におい Q-Uの活用を通
校
て、集団作りを充 して
実させることによ
り、日常生活で自
治の出来る生徒を
育てる研究

柱１ 進路指導計画の見直しと推進
柱２ 職場体験学習の実施（キャリア・スタート・ウィークの計画と実施）

（国）キャリア教育実践プロジェクト

昨年までの校内研の内容を継承し、豊かな人格の形成のために欠かすことの出来ない （文科省）キャリアスタートウィーク
「人間関係作り」を、学級集団を基本に据え、Q-U検査を用いて現状分析を行い、その上 推進地域（都留市３中学校）
で「班作り」「リーダー養成」「討議作り」を柱にして、全教師一体となって進めていきたい
と考えている。
そのような自治力を持った生徒を育成することは、「自ら課題を見つけ、自ら学ぶことが
出来る生徒」の育成にもつながっていくものと考えられる。またQ-Uを年４回実施すること
で、常に自分の学級の実態を把握し、校訓「日新」にもあるように、日々前進していくこと
が出来る学級に育て上げることが出来るのではないかと考える。

都留市教育委員
会

中学校

東桂中学校

学ぶ意欲を高め 豊かに感じ、深 １）「基礎・基本」の定着と「わかる楽しさ」を引き出すための教科指導のあり方。 キャリア教育実践プロジェクト
る学習指導のあ く考える学びの ２）生徒の内面に働きかけ、実践力へとつながる道徳指導のあり方。
創造とキャリア ３）学ぶ意欲を持つ、自治的な学級集団を作るための学級活動のあり方。
り方
教育の推進を ４）キャリア教育を推進するための学級指導のあり方。
上記の内容について、日々の実践に重点を置いた研究を推進する。
めざして
①上記研究内容の１）～４）について、それを検証するための授業実践をそれ
ぞれの教 師が日常の中で行っていく。
②研究授業を実施し、可能な限り全員で参観し協議する中で、全体での研究の
場としていく。
③外部から専門的知識のある講師を招き、教師自身の視野を拡大させていく。

道志村教育委員
会

小学校

道志小学校

道志村教育委員
会

小学校

道志中学校

表現活動を高める 「言語体験」の充 ①様々な学習場面において、語彙力などの基礎学力、メモの習慣性、暗唱・音読などの
学習活動の工夫 実を基本に
表現活動という観点から観察し、個々及び全体的な特徴を把握する。
②①で明らかになった特徴を、さらに伸ばしたり、改善したりするための指導内容や方法
を考え、１年間の見通しを持ち、計画を立てる。
③全学年共通で取り組む活動（音読・朗読・群読、メモの習慣化を目指す活動）に関して
は、月、学期、年間での到達目標を各学年で設定し、取り組みを行う。
④授業案の検討などで意見を交換したり、授業を見せ合ったりすることで、子どもたちの
言語能力を育てる指導法を、お互いに検証し、情報交換する。
⑤年度途中に実施する学力検査のデーターを、年度当初のものと比較し、指導法の有
効性を確認する。
「自主性を高め， ～思考力・表現
（１）教科指導の研究
進んで学習する生 力を高める指導
・生徒の実態を踏まえ，思考力，表現力を高める工夫について研究する。
徒の育成」
を通して～
（２）授業づくりの工夫
・授業展開，授業形態，評価等を研究する。
・各教科ごとに思考力・表現力に関するねらいを設定し，授業実践を通して検証し
ていく。
（３）日常の中での教育活動
・学習以外の日頃の実践について研究する。

西桂町教育委員
会

小学校

西桂小学校

ゆたかな人間性 「言語事項」の ◎国語科の「言語事項」の学習指導の工夫
が育つ国語教 指導の工夫を
・国語科の「言語事項」の各学年の目標に沿って，学習指導の工夫を行い，
育の研究
通して
「言語事項」が含まれた授業研究を行っていく。合わせて豊かな「言語環境」を
つくるためのプログラムを実際に活用していく。
・また、「言語事項」の指導に関わる理論研究及び児童の実態調査を行い，指
導の工夫に活かしていく。

西桂町教育委員
会

中学校

西桂中学校

道徳実践を高める 自主的・自治的
学級・学年・学校 な活動を通して
づくり
よりよい関係を
めざす

１．学級集団づくり（自主的、自治的な活動を通じて）についての研究
○学級集団の高まりを目指した集団づくりについての実際、課題、疑問などを出しあ
い、有効な手だてを明らかにしていく。
２．集団づくりと行事とのかかわりあいについての研究
○行事を「集団づくり」の機会ととらえ、リーダーの発掘、指導等、リーダーを育てる方
法等を考える。
３．集団づくりのための「道徳の時間」のあり方についての研究
○集団としての道徳的実践力を高めていくための計画的、意図的な「道徳の時間」の
仕組みを考える。

忍野村教育委員
会

小学校

忍野小学校

一人一人の「確
かな学力」の向
上をめざして

忍野村教育委員
会

中学校

忍野中学校

自ら学び、主体 学びを支える
的に活動する生 学習集団づくり
徒の育成

山中湖村教育委
員会

小学校

山中小学校

共に学び合い、 「人・モノ・お金
心豊かに生きる を大切にし，働
くことを尊ぶ」
子どもの育成
心の学習や実
践を通して

山中湖村教育委
員会

小学校

東小学校

「自ら学び、自ら
考え、生き生き
と表現する子ど
もの育成」
～ 国
語科の活動を通
して～

教育の今日的課題である「児童一人一人の『確かな学力』の向上を図り、よさ
や可能性を伸ばすこと」をめざし、研究に取り組む。〔児童の実態把握〕〔学びの
環境の点検〕を通して本校の教育課題を明らかにし、『確かな学力』の向上にむ
けて効果的・具体的な取り組みの実践化を図る。
○〔学力・学習状況の実態〕〔生活習慣や学習習慣の実態〕〔言語環境の実態〕
等児童の 実態把握と教育課題の明確化
○〔確かな学力の捉え〕〔学習意欲を高める方法〕〔教材の工夫〕〔指導方法の
工夫〕等 教育課題解決と授業改善に向けた理論研究および実践研究
○「学びの手引き」の作成と活用、系統的・計画的な「朝学習」「おしの検定」等
の取り 組み、コミュニケーション能力を育成し「学びの力の向上」を図る取り組
み等の実践化
（１）学び合える学習集団づくりの研究
昨年度までの研究の成果をもとに、学級を主体とした「学習集団づくり」につ
いて取り組む。学習集団つまり学級の現状分析を行い、生徒たちが望ましい人
間関係を形成できるよう支援し、授業時のルールや規律を定着させ、学び合え
る学習集団づくりを目指したい。現状分析の方法、授業規律の確立等について
学習を深め検討し、日々の授業実践につなげていきたい。
（２）生徒一人ひとりが主体的に取り組める授業づくりの研究
生徒一人ひとりがより主体的に学習に取り組むためには、学習形態について
も検討することが重要だと考える。学習に向き合う姿勢の育成を目指し、小グ
ループでの学習活動等について学習を深め、検討していきたい。
（３）教師の指導力の向上に関する実践研究
研究授業を行い、互いに授業を公開することにより、学びあう機会とする。
・「人・モノ・お金を大切にし，働くことを尊ぶ」心・金銭教育について学習する。
・「人・モノ・お金を大切にし，働くことを尊ぶ」心に関わる児童，保護者への実態
調査をする。
・「人・モノ・お金を大切にし，働くことを尊ぶ」心に関わる年間指導計画の作成
をする。
・「人・モノ・お金を大切にし，働くことを尊ぶ」心を育てる授業実践をする。
・「人・モノ・お金を大切にし，働くことを尊ぶ」心を育てるために，児童会と連携
した取り組みを行う。
・「人・モノ・お金を大切にし，働くことを尊ぶ」心を育てるために家庭と連携し，
保護者への啓発をする。
日常実践を大切にし
教え合い 学び合う
一人一人が自分の考えを持ち、その考えを広げ、高めるものにするために、

山中湖村教育委
員会
鳴沢村教育委員

中学校

会
富士河口湖町教
育委員会

小学校
小学校

山中湖中学校 生きる力を育む ～豊かな学び
学校づくり
を育む授業づく
鳴沢小学校
確かな学力を身に
算数科における
付け 生き生きと 指導方法の工夫
船津小学校
心豊かに生き生き
「確かな学力」の
と学ぶ子どもの育 向上を図る指導
成
の研究

（国）学力調査の結果に基づく
検証改善サイクルの確立に向
けた実践研究 （県）「確かな学
力」ステップアップ事業

（県金融広報委員会）金銭教育
研究校

「話すこと・聞くこと」の能力を育て、同時に話し合うことの楽しさや他と積極的に
関わろうとする態度を育てていきたいと考え、本主題を設定した。本年度は、
「友達との関わりを通した表現力を高めるための指導法を工夫していけば、自
分の思いや考えを生き生きと表現する子どもが育つであろう。」という研究仮説
を設定し、以下の内容で研究を進めていくこととした。
（１）自分の考えや思いを構築するための手だてについて
○ブロックごとに仮説を設定し、授業作りを行う
生きる力を育む学校づくりをすすめるために、授業研究を通して生徒の豊かな
学びを育む授業づくりを
また自治活動 取り組 を通
自治能力を高める
今年度は数学的な考え方を中心に研究を行う。新たな課題解決場面で既習事項を確
認する指導や児童の多様な見方や考え方を引き出す指導を行うなど
思考過程を大切 （国）学力向上拠点形成事業 １１
◇研究内容
・「わかる・できる・楽しい授業」づくりに取り組み、「確かな学力｣の基礎･基本である
月７日
「学ぶ意欲」、「表現力」の向上を目指して、個に応じた指導を見据えた指導方法･指導体
制の工夫･教材の工夫等の研究を実践的に行う。
・教員の自主的研修や研究の推進を行い、校内の研修･研究体制を工夫改善するこ
とによって児童の学習意欲や知識･技能を活用する力の育成等の今日的な課題に対応
できる実践的指導力の向上を図る。
・学習習慣や規則正しい生活習慣の確立のための指導に工夫を凝らし、家庭と連携
して、共同で指導に当たる実践の取り組みを行う。
・前年度、明らかにした、「学ぶ意欲」の向上を目指した授業づくりにおける「教材研
究」「児童理解」「指導技術」の各視点の検証のための授業実践。
・各種アンケートや検査、学習感想等から児童理解を一層深め、実態に合わせた指
導と評価の実践。
・個に応じた指導の力量を高めるための、評価と指導のあり方。
・基礎学力の定着を図る指導の工夫と実践。
・基本的生活習慣や学習習慣の確立のため、家庭との連携による指導の実践。

富士河口湖町教
育委員会

小学校

小立小学校

富士河口湖町教
育委員会

小学校

大石小学校

富士河口湖町教
育委員会

小学校

富士河口湖町教
育委員会

子どもたちの基 国語科におけ ・各ブロック１本ずつ研究授業を行い、検証していく。
礎学力を向上さ る「書く力」の ・本校児童の「書く力」について実態を把握し、めざす子ども像を明らかにしてい
せるための研究 育成をめざして く。
（教師側の評価と児童の自己評価の両方を行う）
・「書く力」についての理論研究を行い、共通理解を図る。（講師を招請する）
・「書く力」を高めるための教材研究を行い、指導方法の工夫をする。
・一人一つ実践を報告する。
日常活動の中でも「書く」機会を多く取り入れ 指導の充実を図る
人としての生き方 道徳の授業を軸 道徳の授業を軸に、各教科や総合的な学習、特別活動などを通して考えさせ、体験でき
小中連携ふるさとやまなし道徳教
を考え、行動して に地域と連携し
いこうとする児童 た道徳教育活動
生徒の育成をめざ の工夫
して

る活動があれば体験させ、地域を通し、保護者を重ね、活動の場の環境作りも兼ねて
育推進事業
探っていく。このような多様な形で参画してもらい、子どもたちの道徳性を高め、地域に
根付いた子どもの育成に努める。今年1年目なので、理論研究を中心に校内研を実施す
る。

河口小学校

人としての生き
方を考え、行動
していこうとする
児童生徒の育
成を目指して

①子ども・保護者向けのアンケートを作成し、意識や行動を調べ、その背景や 小中連携ふるさとやまなし道徳
課題等を 明らかにする。
教育推進事業
②道徳教育に関わる活動や教科等を洗い出し、小中学校との連携や家庭・地
域との連携 の在り方を探る。
③全教育活動と道徳の時間との関連や中学校との関連を考慮した道徳教育の
カリキュラ ムを作成する。
④地域の人材バンクを作成する。
⑤先進校の視察や指導主事を招いた学習会などを行い、道徳教育についての
理論的研究 を深める。
⑥研究授業を行い、仮説を検証する。
⑦次年度以降に活用できるように、授業実践の記録や資料を保存し、研究の
成果を研究 集録としてまとめる。

小学校

勝山小学校

安全な生活につ
いての意識を高
め，自ら実践す
る児童の育成

富士河口湖町教
育委員会

小学校

西浜小学校

心豊かで生き生 ーコミュニケー
きと主体的に活 ション能力の育
動する子どもの 成をめざしてー
育成

富士河口湖町教
育委員会

小学校

大嵐小学校

自ら考え 自ら
実践できる 大
嵐っ子の育成

富士河口湖町教
育委員会

小学校

精進小学校

富士河口湖町教
育委員会

小学校

富士河口湖町教
育委員会

中学校

富士河口湖町教
育委員会

中学校

多様な体験活
動とつながった
道徳の時間の
工夫

考える力・表現
する力の育成
をめざした授業
の創造（２年
次）

（１）各教科・領域における安全教育の実践（授業実践・防犯教室の実施や，
（国）学校安全研究推進事業
様々な場面での訓
練（休み時間・放課後・下校時））
（２）学校安全計画の作成
（３）安全管理面での見直し（危機管理マニュアルの見直し・校区の危険箇所点
検および安全
マップの見直し）
（４）保護者・地域と連携した活動の継続警察との連携（防犯教室・交通安全教
室）
・ＰＴＡとの連携（防犯パトロール）
・地域との連携（ウォーキングクラブや壮年クラブの防犯パトロール）
（５）教職員の危機管理能力の向上を図る研修
・不審者に対応する訓練 ・施設 設備 用具類を使った訓練等
本校は、平成15年度から「心豊かで生き生きと主体的に活動する子どもの育
成」を研究主題として取り組んできている。そして、平成17年度と18年度は、同
じ主題のもと国語科の「話すこと・聞くこと」の領域で、『伝え合う力』を伸ばすた
めの研究をしてきた。特に昨年度は『伝え合う力』について共通確認を図り、め
ざす子ども像を明らかにするとともに、授業実践を通した研究を行ってきた。
今年度の研究は、国語科のみならず各教科・領域（すべての教育活動）に拡
げ、どのような場面でどのような手だてを組んでいくことが、コミュニケーション
能力の育成をめざすために、より効果的であるかを、実践をとおして研究してい
きたいと考える。
①理論研究・・主題、副主題についての学習会を行い、共通理解を深める。指
導主事や
講師を招請し、指導・助言を仰ぐ。
②児童の実態把握・・学力テストやアンケート調査を行い実態を把握し、個に応
じた指
導の進め方について考える。日常の記録を残す。
③実践研究・・授業実践をして仮説を検証していく。授業実践を行う教科や領域
の目
標、そこでの考える力、表現する力について明らかにする。教
材の開発・分析、教具の選定・工夫を行う。授業実践を提供し、全体で学び合
いながら研究を進めていく。
④研究の深化・発展・・研究に必要な資料や参考文献を整える。自己研修や先
進校視察などを積極的に行い、資料提供や参加報告をして全体に還流してい
く。

主体的に情報を 新聞活用によ （１）新聞の活用方法を探る
NIE実践校
・外部講師を招聘しての学習会、文献や資料による理論研究を通して新
選択し、活用で る授業の工夫
聞をど
のように活用していくかを探る
きる児童の育成 を通して
（２）新聞活用を取り入れた授業実践
・学年の実態に合わせ、総合や各教科で新聞を活用した授業実践に取り
組む
（３）言語環境の整備
・新聞記者を講師にした学習会や資料収集などにより、新聞について知
る
・児童が日常的に新聞に親しむために スクラップブック作りに取り組ん
富士豊茂小学 生き生きと学び 自分の考えを 理論研究
校
合う子ども
持ち、言葉で伝 ・各学年の発達段階に応じた「話し方」「聴き方」「話し合いの仕方」の指導のあ
え合える子ども り方
の育成をめざ ・ＰＩＳＡ型の読解力をどうつけるか
授業研究
して
・各教科の授業における指導方法の工夫
・「学習指導要領」に明記されている「各学年につけさせたい力」をもとに、言葉
にこ だわり、言葉を大切にする学習活動を、子どもの実態や発達段階等を踏
まえて、どう 指導していくか。
言語環境の整備・推進に向けての実践研究
基本聴型 作成
読書活動 推進 等
河口湖北中学 人としての生き 地域とのつな １基本話型
（県）小中連携ふるさとやまなし
道徳性に関する実態把握のための子ども・保護者向けアンケートを作成し、
校
方を考え、行動 がりを意識した 分析を通して、道徳性に関する実態や課題などを明らかにする。
道徳教育推進事業
していこうとする 道徳授業の工 ２ 全教育活動と道徳の時間との関連や小学校や地域との関連を考慮して道
生徒の育成
夫を通して
徳教育の年間指導計画と教育課程の見直しを行う。
３ 心のノートや地域の人材・地域教材を活用した授業を工夫する。
４ 先進校の視察や指導主事を招いた学習会などを行い、道徳教育について
の理論研究 を深める。
５ ３校合同で生徒・保護者・地域の方々対象の「心の講演会」を企画し、道徳
事業の 推進に役立てる。
６ ３校で連携して、道徳的実践の方向を探る。（挨拶・地域清掃・街角花壇な
ど）
勝山中学校
より良い集団生
本校の生徒は、地域の教育力にも支えられ比較的落ち着いた学校生活を
活を通して､豊
送っている｡しかし、細部に注目してみると適切な言葉遣いができない、集団よ
かな人間性･社
りも個人が優先してしまう、既存の友達関係からぬけだせない、忍耐力に乏し
会性を持った生
いなどの面が見受けられる。
徒の育成
そこで、今年度の研究主題を「より良い集団生活を通して、豊かな人間性・社
会性を持った生徒の育成」とした。豊かな人間性・社会性とは、より良い人間関
係を築くことであり、その場にあった会話ができたり、思いやりの心を育てること
が大切であると考える。
今年度の研究において、日常の学級活動をはじめ、様々な行事などの活動に
取り組ませることによ て 豊かな人間性 社会性を育てていきたい

前年度の継続研究とし，今年度は各教科の特性について担当教科の枠をこ
自ら学び、自ら 各教科の特性
表現し、進んで を活かした授 えて全職員で把握しながら，以下の要素のいずれかに焦点をあてた授業の工
夫・創造・実践していく。また，研究会を通して全職員が互いに資質を高め合う
実行できる生徒 業の工夫
と共に，“学び”による学校教育目標の達成を目指す。
の育成（３年次）
○授業に取り組む要素
授業の中に｢活動｣｢協同｣｢表現の共有｣を組み込む
○具体的には，次の４点を工夫しながら授業をデザインしていく
１）導入の工夫・・・・・・・生徒が授業内容に興味・関心をもつ
２）教材・教具の工夫・・・・実体物（ホンモノ）を持ち込むなどの工夫
３）共に学ぶ場面の工夫・・・仲間同士の対話や発表の場面（教え合う，質問し
合う）を取り入れる
４）「つなげる」「交わり」の工夫・・・学んだことを現実の出来事やモノ，コトへと
つなげ
ていく

富士河口湖町教
育委員会

中学校

西浜中学校

富士河口湖町教
育委員会

中学校

上九一色中学 自ら学び、考え、
校
主体的に行動する
ことのできる生徒
の育成

河口湖南中学組
合委員会

中学校

河口湖南中学 自ら学び続ける 教科指導と学 （１）特別活動（学級活動・生徒会活動・学校行事）で、主体的自治的な意識を
校
生徒の育成
級集団づくりの 高める
にはどのような手立てが必要であるかを学級集団づくりを通して研

～『ことばの力』
を育み、確かな
学力の向上を図
る～

（１）生徒の自己管理能力の向上を図る手だてを考え、生活リズムを定着させるために学
活や道徳で使用できる授業案づくりと研究授業の実施に向けて取り組む。
（２）生徒の学習状況と言語環境の実態を把握し、生徒の実態にあった具体的な支援体
制を構築し、学力の向上につながる授業のあり方を探り、実践に結びつける。

一体化を目指 究する。
して
（２）各教科で学びの意欲の向上に向けて、指導方法の工夫や評価方法の改
善を行い、
確かな学力の向上に向けて研究を深める。
ア 年間３回の授業研究を実施し、指導主事の指導・助言のもとで検証を行
い研究
を深める。
イ 夏季特別研修会を実施し、外部講師を招き、学級集団づくりのあり方に
ついて
研究を深める。
ウ 教科別、学年別研究会で指摘された問題点や課題点について検討をす
基礎・基本を充 （１）国語科・算数科における「確かな学力」「基礎基本」の力のとらえ方を明確
る。
（２）「確かな
実させるため にす
に
の支援と評価 学力」の向上，「基礎基本」の定着のための，教材開発や学習指導方法
ついての研究を深める。
（３）国語科・算数
科における有効な評価・指導・支援についての研究を深める。（４）「国語力」「算
数力」「確かな学力」「基礎基本」について指導主事や講師を招
聘して学習
する。
伝え合う力を ・「伝え合う力」について理論研究により、共通理解を図る。また、本校の「伝え
高める児童の 合う 力」を明確にする。
育成を目指し ・児童の授業や日常生活などの観察や意識調査を行い、本校の児童の実態を
把握し、そ の変容を見る。
て
・伝え合いの「場」の工夫をする。
学習形態 教師の支援 伝え合う視点
・「伝え合う力」を高める教材開発やその指導の在り方について実践研究を行
う。
・指導と評価が一体化できるように目指し、授業研究を行う。
研究推進のためのねらいをもった環境整備を積極的に行う
「友達と関わり ○「学びを深める授業」について
ながら，学びを ○どのように関わりを持たせていくかについて -ペア学習・グループ学習につ
深める授業を いて○子どもの見取りについて
通して」
○特別支援学級の授業について
「伝え合う力」 「学習活動において、児童の実態をふまえ、相互向上コミュニケーション場面の
の高まりを活 設定を工夫した授業を行い、基準の明らかな評価をして、『伝えあう力』を高
用した授業の め、活用することによって、確かな学力が身に付くであろう。」という研究仮説の
実践を通して もと、授業実践を公開し、研究会を開く。また、「話す・聞くふり返りカード」を用
いた児童自身による評価を年間を通して複数回実施し、変容をとらえ、日常の
実践にフィードバックさせ 仮説の実現をめざす
「聴き合う」関 ・「聴き合う」関係を築いていくための方法を学習していく。
係をめざして ・開かれた学校や教室をめざすために、教師と子ども、子ども同士のかかわり
から、「聴き合う」関係づくりを築く手だてを探る。
・学級における教師と子ども、及び子ども同士の中に「聴き合う」関係をつくり出
すた めの教師の働きかけ（指導方法）について研究する。

大月市教育委員
会

小学校

笹子小学校

確かな学力の向
上をめざして

大月市教育委員
会

小学校

初狩小学校

学ぶ楽しさを実
感できる授業の
創造

大月市教育委員
会

小学校

大月東小学校 「主体的に学

大月市教育委員
会

小学校

大月市教育委員
会

小学校

強瀬小学校

子どもと教師の
学びを中心とす
る授業の創造

大月市教育委員
会

小学校

浅利小学校

確かな学力を育て 生きる力としての （１）国語科授業の充実
る学習活動の創 「国語力」の育成 ○国語科の「読むこと」領域を中心に授業研究を行い、音読・朗読を取り入れ、その上達
造
のための読解や学習活動を充実させる。
（２）日常的な言語活動の充実
○生活の中で「豊かな言葉、豊かな表現」に出会う機会を多く取り入れる。○朝読書の時
間を毎日確保し、多読を仕組む。○国語科の授業と関連して、読みを広げていく。○教
師による読み聞かせ、児童相互による読み聞かせ、ブックウォークなどの読書体験を豊
かにする。○俳句、百人一首、ことわざ、慣用句など日本古来の豊かな言語活動にふれ
させる。○言語に関する教室掲示・校内掲示などを工夫し言語力を育む。
（３）表現の意欲につながる感動ある取り組みを全ての教育活動において仕組む

大月市教育委員
会

小学校

畑倉小学校

認めあい、高め
あい、ともに学
ぶ子どもをめざ
して

大月市教育委員
会

小学校

七保小学校

意欲的・主体的に お互いを認め合
学習（授業）の場面において意欲的、主体的の取り組む児童の育成をめざし、子どもた
取り組む児童の育 う言語環境づくり ちが互いに尊重し合い、認め合う言語活動を仕組むことで、豊かな言語環境を作る。 ・
成
本校における言語環境の課題点を明らかにするため言語環境の実態調査をする。 ・
実態調査を分析する。
・分析結果を日常生活に生かす方途を探り、実践研究で生かす。

大月市教育委員
会

小学校

瀬戸小学校

自らの思いを自
らの言葉で伝え
られる児童の育
成

大月市教育委員
会

小学校

上和田小学校 自ら考え・自ら

大月市教育委員
会

小学校

び，生き生きと
活動する子ども
の育成」
大月西小学校 確かな学力の育

成をめざして

伝え合う場を
効果的に設定
した授業づくり
を通して

国語科の学習
「話すこと・聞く
こと」を中心に
して

・人間関係を形成する能力、効果的に発表・提示する能力、思考を高め学びを
深める手 段としての「伝え合う力」を育てる。
・伝え合う場を効果的に取り入れた授業を行なっていく事により、認めあい、高
めあい
ともに学ぶ子どもの育成をめざしていく。
・各学年ごとに、目標と日常の取り組みの手立てを考え取り組む。
・主題を達成するための教師の支援について研究する

（１）国語科における「話す力・聞く力」の指導についての理論研究を行う。
（２）児童の実態を把握し，その変容を確かめる。
（３）「話す・聞く」領域の目標や内容を検討し，系統表を作成する。
（４）伝え合う力を身につけさせるための言語環境づくりを行う。
（５）伝え合う力を身につけさせるための効果的な指導法や教材・教具の工夫な
どにつ
いて実践的研究を行う。

「語彙力が乏しい」「短い文でも様子を想像しながら読めず，意図がつかめない
ことがある」といった児童の実態を改善するため、子ども達が本を好きになるた
めの研究を進める。興味や関心を持って自主的に読書に親しんでいけるような
取り組みを行い，本を読むことを通して，心豊かでたくましい子どもを育んでい
きたい。そのため次の方法で研究を進める。①授業実践（いろいろな本に関心
を広げたり，意欲的に読書に親しんだりできるよう，国語科の学習を通して指導
をする。特に「読むこと」の学習に重点を置き，読解力の基礎的な力の向上を目
指す）②読書活動（朝読書・家庭での読書を、絵本を中心に定期的・継続的に
行う。読書カードを使って簡単に振り返る）③聞き読みの会（高学年が低学年に
読む日と，教師が児童全員に読む日を設ける）④辞書を活用した語彙力の向
上⑤変容の見取り（読書カードの記入内容 図書室の本の貸し出し数 国語科
下和田小学校 一人一人が生き ～国語力向上 （１）国語力と国語科の目標の内容を検討し確認する。
る授業の創造 をめざして～ （２）学力テストの分析と児童の国語力について学年ごと実態把握を行う。
（３）国語力が育つ言語環境について日常の取組を再検討する。
（４）問題解決的な授業の具現化を図る。
（５）指導案の形式については、基本のものを参考に各自の方法でやってみる。
昨年度
までの「座席表授業案」も積極的に取り入れる。
学ぶ児童の育
成

物語文を中心
に読み取る力
を高めることを
目指して

大月市教育委員
会

小学校

猿橋小学校

命の大切さを実感 さまざまなふれ
できる道徳教育
あいを通して

大月市教育委員
会

小学校

鳥沢小学校

算数科におけるわ きめ細かな指導 （１）わかる楽しい授業の学習過程，単元構成の工夫
かる楽しい授業づ を通して
（２）きめ細かな指導・少人数学習による授業改善
くり
（３）算数と実生活が結びつくような「活用」の研究

大月市教育委員
会

小学校

宮谷小学校

『確かな学力を
身につけ、主体
的に学ぶ児童の
育成』

～算数科にお
ける基礎・基本
の定着を図る
指導法の研究
を通して～

（１）自己受容及び他者理解を育むための道徳の授業研究及び検証
（２）話し合い活動を中心とした、コミュニケーション能力の育成及び検証
（３）命の大切さを実感できる環境整備の研究及び検証
（４）質問紙（Ｑ－Ｕテスト）などを用いた児童の実態把握

（国）命を大切にする心をはぐくむ
教育の推進に関する研究

（１）こどもの実態把握を踏まえて、基礎・基本の定着を図る指導法や教材・教
具の工
夫を探る。
（２）子どもの思考を深め、課題を解決する学びの中で、お互いの思いや考えを
交流
し、学習の場の工夫をする。
（３）子どもが学ぶ意味を感じ、教師が指導に生かす評価を取り入れた授業を進
める。

自ら課題を見つ 「豊かな国語
けそれを追究す 力」と「問題を
る子どもの育成 解決する力」を
育てる指導法
の研究

大月市教育委員
会

小学校

梁川小学校

大月市教育委員
会

中学校

大月第一中学 自ら学ぶ生徒の 基礎・基本に習
校
育成
熟させるため

の指導法の改
善と個に応じた
授業展開の確
立をめざして

大月東中学校 豊かな学びから 0

（４）日常の取り組みの充実を図る（朝学習・家庭学習・自学の推進）
「豊かな国語力」にかかわって
①学校生活のあらゆる場面で，言語活動を充実させる取り組み
②「豊かな言語環境プログラム」の活用
③知識・技能の定着と思考力・表現力の向上を図る授業の工夫
「問題を解決する力」にかかわって
①子どもを理解し実践に生かす取り組み
②子どもが興味関心をもつような切実な課題の設定と教材提示の仕方の工夫
③問題解決のための単元構成と単元展開での教師の指導・支援の工夫
④自分の考えを，意見交換する過程で，より高次なレベルに高める話し合いの
場の工夫
⑤何でも安心して言い合える学級集団づくり
①個に応じた授業展開をめざした教科・道徳・特別活動における授業研究、お
よび基礎・基本に習熟させる指導法の研究
②総合的な学習の時間、特にキャリア教育の研究
③総合的な学習の時間の学習成果発表会実施に向けての研究
④新聞を学校教育に取り入れ活用していくための研究
⑤適切で実効性のあるフィードバックをめざした目標準拠評価（絶対評価）につ
いての研究
⑥「教師力」の礎となるコンピュータ・リテラシーについての実践的研究
① 生徒一人一人の実態に応じた指導の一層の充実を図る
ａ．各種調査による生徒の実態分析
ｂ．「学びの時間」の運用
ｃ．学習チューター制度の活用
ｄ．学習規律の徹底
ｅ．家庭学習を含めた学習方法や学習の意義についての指導
② 教員の実践的教科指導力等の向上を図る
ａ．基礎的基本的事項の明確化
ｂ．評価方法の工夫と指導への反映
ｃ．指導過程の工夫や教材、教具の工夫
ｄ．ＡＬＴの活用と、ＴＴの効果的運用
ｅ．授業の積極的公開
ｆ．外部指導者による研修会
③ 実践研究の成果等の普及を図る
ａ．北都留教育研究協議

大月市教育委員
会

中学校

大月市教育委員
会

中学校

七保中学校

「自ら学び行動す 「～他者に対す
る、心豊かな生徒 る思いやりの心
の育成」
をもち、人間関係
を培う道徳教育
の充実を目指し
て～」

大月市教育委員
会

中学校

猿橋中学校

大月市教育委員
会

中学校

富浜中学校

社会に生きる豊 生徒の実態を
集団（社会）の中で豊かな学校生活を送るために、生徒の道徳的な部分に着
かな心を持った ふまえ、生徒 目し、経験的・客観的な評価をした上で、培いたい道徳性（価値項目）を絞り込
の変容を目指 み、理論的な背景を明確にしつつ実践を行う。
生徒の育成
した教育活動
自ら学び，自ら ～ 基礎・基本 （１）基礎・基本の定着を図る指導の研究
考える生徒の育 の定着をはか （２）総合的な学習の時間（扇，富浜）の研究
成
る授業の工夫
① 生徒自ら課題を見つけ、その解決を図るための総合的な学習の時間
を通して～
（扇の時
間）の実践研究
② キャリア教育全体計画にもとづいて作成された各学年の総合的な学
習の時間
年間計画の実践・検証・改善。
③ 学習成果発表会の内容・方法の研究

上野原市教育委
員会

小学校

大目小学校

上野原市教育委
員会

小学校

甲東小学校

上野原市教育委
員会

小学校

四方津小学校 自ら学び、自ら

上野原市教育委
員会

小学校

沢松小学校

「確かな学力」の
向上をめざして

本校では、継続して道徳教育を中心に校内研究会を行っている。道徳性適性検査や道
徳教育アンケートを実施し、生徒の道徳性を知る客観的資料や事後検証の資料としてこ
れらを分析し、指導に生かしていく。また、この分析を踏まえて学級担任による道徳の研
究授業を行ったり、講師を招聘しての学習会、学級担任以外の教師による道徳の授業
の実践報告を行う予定である。さらに研究主題に迫るために道徳の授業の充実はもちろ
ん、学校の全教育活動の、どういう場面で、どういう時に心豊かな生徒を育成していける
かという点を洗い出し、さらに具体的に焦点化していく。
以上のように、道徳教育を推進し、道徳性発達の基本である自己受容、自己理解、自
尊心を育てることを追究し、学校教育活動全体の中で生徒一人ひとりが活躍できる場や
機会を増やし、より望ましい人間関係を築いていけるように職員一丸となって、実践して
いければと考える。また、昨年度は勤労生産学習推進校に指定されていたことから、愛
校作業の充実や、PTAとも連携し花いっぱい運動を行うなど、本校の学校教育目標のひ
とつである「勤労を尊び、進んで奉仕する生徒」の育成に重点的に取り組んだが、今年度
も引き続き継続していきたい。

生き生きと学習 「聞く・話す」力 ○目的や場に応じて、相手の思いや考えを受け止め、わかろうとしながら聞く子
する児童の育成 を高める指導 ども
を通して
○目的や場に応じて、自分の思いや考えを相手に伝わるように話す子ども
○聞いてもらえる、話せるという安心感をもって学習に臨む子ども
を、目指す児童像とし、本校のすべての子どもたちに、「聞く・話す」力の定着を
図るための研究を行う。昨年度より引き続き，２年目の研究なので，実践研究を
主として行っていく。
また 職員による「読み聞かせ」も実施し 「聞く」力および情操面の育成を行っ

意欲的に学ぶ児
童の育成

体験的な英語活 「わくわくイングリッシュ小学校サポート事業」の指定校になり，英語活動の研究を進めて
動の実践を通し いく。ALTとの興味ある授業作りや，教材教具の研究も進めていく。
て

「対話」による (1)「『対話』による学びの深め合い」に関する概念の共通理解を図る。
考える児童の育 学びの深め合 (2)各ブロックごとに、研究主題、研究仮説に基づいて、目指すべき児童像を設
成
いを通して
定する。共通理解を図りながら、先生方一人一人がその児童像に迫るための
授業改善を図る。
(3)目指すべき児童像に基づき、「日常の実践活動」について計画、実践を行
う。日常的な実践活動に関する情報交流する時間を設け、基盤となる学級作り
について検討し、授業作りに生かす。
(4)先生方 人 人の授業実践に いて授業研究会を通して検討する
伝え合い、支え 対話･関わりあ 《国語ブロック》
合い、学びを深 いを意識した ①豊かな言語環境づくりプログラムに基づく言語環境実態調査、活用の手引き
める子どもの育 国語と体育の の具体化
③子どもたちの対話を大切にした授業形態、教師の支援方法。
授業づくり
成
④授業を改善していくための話型の提案。言語環境整備
⑤対話を意識した国語科の授業の工夫と検討及び継続的な言語活動の推進。
《体育ブロック》
①体育における学ぶ力をもった子ども像と教師の支援方法。
②健康体力つくり一校一実践運動（日常的な体育活動、体育的な行事の内容
等の検討）
③関わりあい・支えあいと相互評価を意識した体育科の授業の工夫と検討。
④ 続
推進

（国）学力向上拠点形成事業
１１月２日

上野原市教育委
員会

小学校

大鶴小学校

「心豊かに生き生 学ぶ力を身につ 研究目標「算数科において，学ぶ力を高め，自分の考えを表現できる児童の育成を目指
きと学ぶ児童の育 けさせるための した指導方法を研究する」とし，「子どもの実態に応じた教材や教具・指導の方法を工夫
成をめざして」
算数科における すれば，児童は自ら考え学ぶ力が身につくであろう。」と研究仮説を立てました。具体的
指導の工夫
な研究内容としては，①学ぶ力を高める教材教具・指導の工夫について②算数科にお
ける表現方法についてです。

上野原市教育委
員会

小学校

上野原市教育委
員会

小学校

上野原市教育委
員会

小学校

自ら学ぶ児童の ～基礎・基本を 三年間、国語力の基礎・基本の一つである音読に焦点を絞り、音読指導を通し 国 体験活動推進地域・推進
育成をめざして 重視した授業 て国語力を高めるとともに表現力・コミュニケーション力を高めるべく研究を進 校 ふれあい福祉・ボランティ
の工夫（読解 めてきた。その成果を基に、今年度は、読解指導の研究をすることとした。本校 ア活動推進事業
力の向上をめ の児童は、高学年において、固定した人間関係の中で、自己表現がのびのび
ざして）～
とできにくい実態がみえる。低学年においても、自分をうまく表現できずにきつ
い言葉を言ってしまったり、相手の思っていることを想像できずに、自分勝手な
行動を取ってしまったりして、けんかになってしまうこともあった。国語の学習の
中でも、音読の表現を豊かにするための読解力が不足していることやその基盤
となる語彙力の不足をあげた学年が多かった。
昨年度の音読指導の成果を踏まえ 今年度は 読解の研究を進めてい
上野原小学校 目標をもち、生 説明的文章の そこで
本校では、読む力を「確かな読み」＝正確に読むことと「豊かな読み」＝感じて
き生きと学ぶ子 読解を通して 読む・想像して読むことという二つの視点でとらえる。昨年度までは文学的文章
国語力の向上 に重きをおいて研究を進めてきたが、今年度は説明的文章の指導を通して研
どもの育成
究を進め、「確かな読み」に焦点を当て読む力を高めるための授業づくりに取り
組む。
説明的文章を読むときに使うさまざまな力(文章を要約する力、キーワードを
見つける力、音読の力など）を確認し、他の文章にも転移できる基礎的な技能
を子どもたち自身が把握できるような評価カードを作成する。そして、その評価
カードを授業の中で活用することによって目標を達成しようという意識と児童の
自己評価力の向上を図りたい。
棡原小学校
「自ら学び，生き 思考の交流で 本年度は算数に教科を絞り，本校児童の実態を調査した上で，指導方法の改
生きと活動する 深まる算数の 善や教材教具の工夫について検討し，研究を進めていきたい。そして，児童が
既習の知識のうえに，意見の交流によって新たな知識を重ね，多くの考え方を
学習
児童の育成」
学び，算数に対する自信を深め，意欲を持って取り組めるよう，よりよい授業を
作っていきたい。
文部科学省の発表した学力到達度調査の結果をふまえて山梨県総合教育セ
ンターが立ち上げた『算数プロジェクト』について学び，その考え方や方法を参
考にしていきたい。

上野原市教育委
員会

小学校

西原小学校

他との関わりを
大切にしなが
ら，進んで自分
を表現する子ど
もの育成

上野原市教育委
員会

小学校

秋山小学校

上野原市教育委
員会

中学校

平和中学校

上野原市教育委
員会

中学校

巌中学校

（１）理論研究 ・食教育の意義 ・発達段階にあった指導内容 ・指導計画の見
直し
（２）授業実践 ・食の大切さを知り，食生活の改善に意欲の持てる授業の工夫
（３）業間体育の実践 ・運動の意義を意識できる活動の工夫
・目標を持って取り組める活動の工夫
・主体的な運営にするための工夫
・日常の運動や遊びにつながる活動の工夫
（４）地域・家庭との連携 ・授業参観の活用 ・学校・学級・保健・給食便りの活
用
確かな学力の向 ～豊かな学び 本年度は、特に『授業づくり』に焦点をあてて、次の３本柱の内容で研究を推進
上を図る教育活 合いができる していく予定である。
動の創造
授業の工夫・ （１）授業をオープンにした研究
改善を図ること 一人一実践の考えで、研究主題にせまるための手だてを組み込んだ授業を
から～
可能中
な限り相互に参観する。実践では、学習の場での認め合い・喜び合
い・励まし合い・学び合い・支え合いのある授業実践を行う。
（２）学習形態、指導体制や教材・教具の工夫
学び合いやコミュニケーションを活発にするための手だてを工夫する。たとえ
ば
小集団による話し合いや、調べ学習を取り入れたり、新しい教材の研
究、外部講師の招聘、ＩＣＴの活用など生徒が考え方を相互にやりとりしやすい
形態や体制を工夫する。
（３）その他
①これまでの与える教育から、求める教育への変換。そのために、発問と教
材研
究を充実させる研究を深める。授業規律についての共通理解を深
める。
ルカウンセラ を講師として 生徒理解のための
「学び合う関わりを ～互いに学び合 ②本年度配置されるスク
１) 学年部会

島田小学校

研究仮説
考え方や意見の交流を図ることにより より明確で深い知識を得ることができ
①「コミュニケーション能力」を身につけさせるための授業の工夫について研究
コミュニケー
ション能力を育 する。国際交流集会・１実践・総合の取り組み。
てる指導の工
夫
②複式学級の仕組み・指導法等について学習する。
理論研究を行う。
外部講師を招聘する。

心身の健康作り 食教育と業間
に，自ら取り組 体育の取り組
む子どもの育成 みを通して

重視した学習活動 う集団作りに取り
の創造」
組み、確かな学
力の向上を目指
す～

・学年生徒の実態把握、分析（第１回実態調査アンケート５月実施）
・課題点の洗い出し
２) 教科部会
・授業においての集団の活用について、形態、課題など効果的な展開を検討
・授業研究を行い、学び合う集団の活用について検討
３) 研究推進部会
・研究全体の計画、運営
・学力・学習改善プロジェクトの推進

自ら学び、主体 ～意欲的に学 ①学級満足尺度調査Ｑ－Ｕ検査の実施・分析
的に活動する生 習に取り組む ②①の分析を受けて教科・道徳・学級活動の授業の工夫
生徒・学級集 ③①の分析を受けて学級経営・学級指導（朝の会、帰りの会、清掃、給食指
徒の育成
団を育てる指 導）のあり 方の工夫
導法の工夫～ ④生徒個々への指導の蓄積

上野原市教育委
員会

中学校

島田中学校

上野原市教育委
員会

中学校

上野原中学校 「確かな学力」を 学習意欲の喚

上野原市教育委
員会

中学校

棡原中学校

上野原市教育委
員会

中学校

西原中学校

研究仮説として、「学習のきっかけや情報に満ちた環境を整えた上で、生活へ
の関連づけを意識した指導や学習内容の定着を図る指導を展開すれば、生徒
の学習意欲は高まり、確かな学力を育成することができるであろう」を設定。研
究を進めるに当たっては、教科研究部会・教科外研究部会・特別研究部会の３
部会を組織した。教科研究部会では、学習内容の定着と生活への関連づけを
意識した教材・教具や指導法の研究を行う。教科外研究部会では、学習環境
作りや学年協議会・学級会活動の工夫についての研究を行う。また、特別研究
部会に指導形態研究部を設け、TT指導、習熟度別学習の成果と課題を明らか
にしてその充実に向けた提案を行う。その他、職員一人一人の実践の共有化
豊かな表現力と 0
これから生徒たちが飛び込む新しい環境や大集団の中で生き生きと自分らしく
コミュニケーショ
生活していくために、豊かな表現力とコミュニケーション力を身につける機会を
ン力で、人と人
多く設定する。全校生徒が学年の垣根を越えた小グループで自分たちが設定し
との関わりを深
た課題を解決する総合的な学習の時間をはじめ、各教科、学級活動、道徳、特
められる生徒の
別活動など学校生活のさまざまな場面において、全職員が研究主題にせまる
育成
実践を行い、互いに見せあって研修を深める。
主体的に学ぶこ 確かな学力の 「分かる授業」や「できる授業」を展開していく中で自ら学びたいというやる気を
とのできる生徒 向上を目指し 育てる授業を考え、工夫し、実践していく。
た授業の工夫 授業実践を通して、生徒が学習指導要領に示された基礎基本の確実な定着を
の育成
目指し、自らの課題に応じて補充発展を目指して行かれるような方向性を示唆
していく。
授業をお互いに見せ合いながら 研究を行う
身に付けさせる 起と学習内容
の定着を図る
指導のあり方
指導の工夫

平成２０年度１０月１７日 全国
へき地教育研究大会山梨大会
公開校

（国）学力調査の結果に基づく検証
改善サイクルの確立に向けた実践
研究

意欲的に学習す 生徒一人一人 ①全体研究会：全体に関わる研究協議やブロックや学年から出されるものの検 全国へき地教育研究山梨大会
る生徒の育成を を大切にしたき 討、確認
平成２０年１０月１６日、１７日
め細かな指導 ②ブロック別研究会
目指して
１）国語力向上ブロック：学力のベースとなる国語力向上に向けて、朝読書と
を通して
漢字コ
ンテスト及びその取り組みについての実践と評価、検討
２）個別指導支援ブロック：選択授業（積み重ね教科である数学、英語）におけ
る少
人数個別指導の形態や指導方法の工夫、改善
３）学習支援ブロック：充実した家庭学習に向けて、その実態把握と学校での
支援体
制についての実践と修正、改善
③学年別研究会：来年度の公開研究発
自ら学び，自ら 児童が自ら成 （１）評価についての理論研究
考える児童の育 果を実感でき， ①各教科の評価についての研究，および授業研究
成をめざして
学ぶ意欲を高
②国語科の「話す・聞く」領域のルーブリックの作成
める評価を通 （２）授業実践および検証
して
①授業は一人一実践を行う。但し，指導主事に来ていただく授業は各ブロック
一本とする。また，その授業については全体で指導案検討を行い，あとの指導
案検討は各ブロックで行う。
②仮説に基づいた評価の方法を取り入れ，実践を行う。
③授業研究では，目標と評価の一体化が図れる評価方法を取り入れることを
基本とする。
④授業研究後，研究会を開き討議する。
（３）特別支援教育について（事例検討会）
（４）総合的な学習の時間の共通理解
①各学年の「すげのこの時間」の内容確認を職員全体で行う。
②「すげのこの時間」の評価について職員全体で確認する。
（５）教育課程の見直し
①今年度の計画に沿って各教科で実践し，その結果を検証していく。
②検証の結果，授業の内容，時数，評価規準，観点などのすべての分野にお
いて修
正すべき点があれば，次年度の教育課程に生かしていく。
③普段の授業を基本にする（教育課程への書き込みを日常的に行い，次年
度に生か
していく）。
（６）あゆみの作成について
前年度の「あゆみ」をもとに，１学期の間に「あゆみ」の作成を行う。
生徒の生きる力 学習活動にお 学力分析検査を実施し、本校生徒の学習成果の実態を把握し、その結果に基
をはぐくむ教育 ける生徒の基 づいて各教科ごとに基礎基本の充実を目指した取り組みを一年間おこなう。３
課程の確立を目 礎基本の向上 学期に再度、学力分析検査を実施し、取り組みの結果について検証する。
指して
を目指した実

上野原市教育委
員会

中学校

秋山中学校

小菅村教育委員
会

小学校

小菅小学校

小菅村教育委員
会

中学校

小菅中学校

丹波村教育委員
会

小学校

丹波小学校

自ら学び，生き生 ～ふるさとや小 １小規模校の特性を生かした授業のあり方について
きと学習に取り組 規模校の特性を （１）一人一人に応じた指導・支援について
む児童の育成
生かした教育活
①指導法の工夫・改善
動を通して～
ァ「わかる喜び」を味わえる授業の工夫 ィ 問題解決型の授業展開を研究する
ゥ教材・教具の活用・・地域素材の活用（総合的な学習の時間）
② 少人数学級の特徴を生かす授業
ァ 指導過程に沿った表現する力の明確化 ィ一人一人に期待する姿の明確化
（２）自分の思いを表現することについて
２ふるさと・小規模校の特性を生かす教育活動について
総合的な学習の時間・・・「丹波山村とわたし」

丹波村教育委員
会

中学校

丹波中学校

基礎学力の定
着を目指して

国立

小学校

山梨大学教育 夢・・・未来を拓く
人間科学部附 子どもたち
属小学校

国立

中学校

～学びの意欲
を高め、自ら考
え、表現する力
を育てる実践
を通して～

今年度は、①学びの意欲・②考える力・③表現する力の３つの力を育てる実践
を通して、主題に迫りたいと考えている。その方途として、①に関わっては、昨
年度行ってきた評価方法の理論研究を踏まえて、１枚ポートフォリオ評価を導
入し、適切な評価及び自己の学び（＊「自己の学び」とは、自らの学習による変
容を気づくことで、自ら学ぼうという意識を持つことである。）へとつなげることで
学びの意欲を高めたいと考えている。②に関わっては、課題提示の仕方を工夫
したり、学習で得た知識を身近な事象と関連させて考えさせるなど思考する場
面を設定し考える力を高めたいと考えている。③に関わっては、１枚ポートフォ
リオの中で、自らの思考を文章によって表現する活動を通して、考えたことを自
分なり まとめ わかりやすく伝えるため 力を育 た と考え
る
平成19年11月9日（金）初等教育公
『学びへのこだわ 変化の激しい社会の中では，価値観が多様化するなどして，必ずしも子どもたちが，
り』が育つ創造的 「夢」を抱くことができる時代とは言えなくなってきている。社会の諸問題に直面すること 開研究会
な学習を目指し で，「夢」を理想として，将来を見出すことに，不安や無力感を感じる子どもたちが増えて
て
きている。そこで，厳しさが予想される世の中であっても，これからの世の中を生きる子ど
もたちに，「夢」を抱かせ，その実現に向けて生きる原動力としての目標を持たせたいと
願っている。したがって，子どもたちに，自分の生活や学習に対して「こだわり」を持たせ,
創造的な学習の中で新しい価値や情報を意欲的に学ぼうとする学習のあり方を探求す
る。教科，道徳，総合的な学習の時間が連携して，「『夢』を抱き，未来を拓くために，内
発的に学習にかかわる子ども」を育成するための指導方法の研究を行い，教科の特性と
児童の発達段階における，そのプランの有効性を検証する

山梨大学教育 かかわりを見い 学習内容の関 各教科の学習内容の関連性に着目し，それを見いだす活動を重視した授業実
人間科学部附 だす活動を重視 連性に焦点を 践を行おうという研究です。かかわりというと生徒同士や教師と生徒という人と
属中学校
した授業を創造 あてた教材研 のかかわりがすぐ思い浮かびますが，それに加え，教材に潜んでいる関係を生

する

究と授業づくり 徒に見いださせ，頭の中に整理し，構造化してしまうことができるような授業づく
りをしていこうという実践です。１１月１０日には公開研究会を行います。

学ぶ喜び・学
を高めるアクショ ぶ感動・学ぶ
ン（授業改善の 楽しさの追求
取り組み）

県立

高等学校 北杜高等学校 モチベーション

本校の「北の杜３つの重点課題」の一つである「学びの創造」達成のため、個々
人が授業改善を進めて、生徒が学ぶ喜び・学ぶ感動・学ぶ楽しさを感じられる
授業を展開し、生徒の学習の質を深めることを目指す。個々の教員が設定する
目標は、各教科で設定する目標に基づいて設定され、原則として教員評価制
度の「教科指導」および「教科外指導」の目標と一致するものとしている。中間
期に授業アンケートを個人で実施し、その結果を踏まえて改善策を講じ、年度
末に再度アンケートを実施し検証する。実施計画・最終報告は係がとりまとめ
共有し、相互の参考にする。

県立

高等学校 韮崎高等学校 自ら考えて行動で 物事を論理的・
きる生徒の育成 客観的に捉えて
考え、表現する
力の育成

テーマに沿って、各教科はもとより、生徒指導・進路指導・保健環境・生徒会・教養・企画
研究の各分掌も加わり、研究を進める。事前調査を実施し、課題を見いだした上で、そ
の解決に向けた工夫や計画を立案し、実践する。最後に、目標とした生徒の育成や能力
の涵養が図れたかを検証し、成果を研究紀要にまとめる。

県立

高等学校 韮崎工業高等 生徒ひとり一人
学校
の学力の向上を

昨年度までの３年間取り組んだ「知のパイオニア推進事業」の継続として、本年 中等教育研究会 １１月１０日
度は「学力向上ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ」として、引き続き生徒ひとり一人の学力向上を目指
す。毎時の授業を大切にすることを大前提として、早朝・放課後の課外や（土）
（日）の課外においても進学・資格取得などへの対応を行う。また、朝の読書の
効果的な定着と有効活用として、各学年が毎朝取り組む。特に、２学年は国語
力向上のため、漢字検定を見据えた取り組み、３年生は就職問題集を使った取
り組みを昨年同様に行う。教える側の教師も校内向けの授業公開を２回行い、
自らのスキルアップに取り組む
国語科
国語力向上のための「知識」の習得と「読む力」の育成
地歴・公民科 「学び」に対する関心意欲を高め、基礎学力の定着を図る指導
法の研究
数学科
自主的に考えさせる場面を授業に取り込んだ授業の開発
理科
科学的な考え方・見方を養い，学習意欲を引き出す指導の研究
保健体育科 自らの意思で、行動選択することを考えさせる指導の研究
家庭科
食生活改善研究活動
英語科
SELHiを通して実践してきた英語の指導内容・方法の継続的研究
情報科
情報を正しく捉え，正しく扱うことを主眼に置いた指導内容の研究

目指す

県立

高等学校 甲府第一高等 分かる授業，個 考えさせる授
学校
に応じた指導に 業・教材の開

よる「確かな学
力」の育成

県立

高等学校 甲府西高等学 自ら学び自ら考え
校
る６５分授業の追
究

発をめざして

生徒の興味関心を高め主体的な学習を促す６５分授業のさらなる工夫を追究するため、
以下の項目について研究を進める。
１ より実効性あるシラバスの追究
２ 教師の授業力を高める試み
３ 生徒の国語力を高める授業の改善

県立

高等学校 甲府南高等学 全県一学区制に 特になし。
校
よる入学生の学
習、生活等に関す
る調査研究

県立

高等学校 甲府東高等学 すべての生徒が ー思考力・判
①シラバスの効果的活用を目指した工夫改善
校
基礎基本を身に 断力などの「学 ②単元・教材の構造分析による到達目標、評価目標の設定と工夫改善

新しい高校入試制度（全県一学区）のもとで本校に入学した生徒について、学習への取 （国）スーパーサイエンスハイス
り組み状況や成績の推移、部活動や生徒会活動・ホームルーム活動等への取り組み状 クール
況、学校生活や家庭生活の様子などについて、学級担任、教科担任、学年と連携して総
合的に調査研究し、よりよき教育や生徒支援のあり方について考察する。

（国）ふれあい福祉・ボランティ
ア活動推進事業

つけ、自ら考え・ 力」の向上を目 ③教職員相互の授業見学・参観の活性化による授業改善のための工夫改善
自ら学ぶための 指した授業の ④「生徒による授業評価」の内容・方法の工夫改善と、「生徒による授業評価」
指導の研究
改善と指導の を利用した授業の工夫改善
工夫ー
⑤周辺中学校での出前授業を通じた授業実践力の向上を図るための工夫改
善
⑥生徒の学習スキルを向上させるための学習ガイダンスや学習強化週間の実
施と工夫改善
⑦総合的な学習の時間やＬＨＲと授業との有機的な連携による「探求的活動」
の追究
県立

高等学校 甲府工業高等 「わかる授業」へ
学校
の取り組み

今年度は各教科代表・各学科代表をメインに「研究委員会」を構成しました。年数回開
き、工業高校の専門教科で必要な最低限の学力を身につけさせる工夫を探るため、次
のような項目を重点的に調査・研究を行う予定です。
１）中学校の使用教科書・指導書等を調査するなかで、本校での授業レベルとの差はあ
るのか、あるとすれば、どのような形で補充していくか。
２）本校へ入学してきた生徒（１年）の全国的な学力レベルを調査するため、学力テス
トを実施し、学力が不足している部分を把握する。
３）生徒の生活実態調査を実施するなかで、個々の学習時間や学習内容を把握すると
同時に授業への期待（生徒から見た）を調査・研究する。
以上を研究委員会から一つのデータとして流し、職員へ理解・協力してもらいながら、１
年間の研究活動を行ってもらう。
研究のまとめは、各教科と各学科ごとにお願いして研究紀要の作成を行う予定です。

県立

高等学校 甲府城西高等 命の大切さを学
学校
ぶ体験活動

文部科学省指定の「命の大切さを学ぶ体験活動」研究指定校。命の大切さを学 豊かな体験活動推進事業 ふ
ばせる体験として授業や学校行事の中で行っている活動を見直したり、実施方 れあい福祉・ボランティア活動
法を工夫したりして、よりよい指導法を開発する。また、評価についても研究す 推進校
る。

県立

高等学校 甲府昭和高等 学力向上のため
学校
の指導

県立

高等学校 農林高等学校

県立

高等学校 巨摩高等学校 国語力向上の実
践～小論文指導
を通した取組につ
いて～

①各教科の教育活動を通じた表現力・コミュニケーション能力の育成を図る。
②生徒の興味・関心分野における情報収集能力を向上させる。
③生徒の表現力・コミュニケーション能力の実態を把握する。
④教員の小論文及び小論文指導に関する知識・技能を高める。

県立

高等学校 白根高等学校 基礎基本をどう

国語：文法の定着 地歴公民：時事問題を把握させ、自ら学ぶ態度を養う 数
学：授業改善と基礎基本の定着 理科：効果的な課題の研究 保健体育：基
礎的運動能力の向上を図るためｎお自主的な取り組みをさせる 芸術：授業
の成果（作品等）を発表する場を設定し、生徒の授業への意欲、基礎力の向上
を図る 英語：発信型の授業や活動を通して英語力の向上を図る 家庭：体
験的な学習をいかす授業作り 情報：時事問題を題材とした自己責任、自己決
定力の育成
＊各教科における基礎・基本的な内容とは何か。教える内容を精選し（教えなく
てもよい内容まで教えていないか）、教えなければならない内容についてはいか
に定着させるか…そのための授業の工夫・方策について
＊「授業に集中させる」「興味・関心を持たせる」「理解力を深めさせる」…その
ための授業の工夫・方策について

研究主題１「本
校での３年間を
とおして育まれ
る生徒のキャリ
ア意識の形成に
ついて」 研究主
題２「生徒の国
語力向上への
取り組みについ
て」

進路実現を図る ①教員研修の充実ー先進校視察・駿台教育研究所の教員セミナーへの参加・アドバイ
ためのプロジェク ザ
リースタッフの招聘などを通して、授業力の向上を図る。
ト
②学習支援ー朝学習・小テスト・学習会の実施・土曜支援・高大連携講座の実施・家庭
学習時間の調査を行う。

研究主題１に
ついての副題
「生徒の学年
進行に応じた、
適切なキャリア
教育プログラ
ムの開発」

定着させ、発展
させるか

県立

高等学校 増穂商業高等 学習内容の定
学校
着を図り、自ら

学び自ら考える
力を育成する授
業の改善に関す
る研究

研究主題１について
①生徒の望ましい職業観や勤労観を育成すること（インターンシップ、デュアル
システム等）②職業に関する知識や技術を身に付けさせること ③自己の個性
を理解した上での主体的進路選択能力・態度を育成すること ①から③の目標
を達成するために必要な「生徒支援の効果的な方途について研究する活動」
を、校内に別に設けた研究組織にて実施する。
研究主題２について
「読むこと・書くこと」「話すこと・聞くこと」についての本校に今ある様々な取り組
み、新たな取り組みによって、生徒のなお一層の国語力の向上を図る。

県立

高等学校 市川高等学校 達成感をもたらす
授業展開による確
かな学力の育成

(1)生徒に達成感をもたらす授業の推進
生徒が自ら学ぶ意欲を喚起される授業の工夫と教材のあり方
(2)生徒の基本的生活習慣の確立
基本的な生活習慣，生活態度の育成
(3)家庭学習習慣の確立
自主的な家庭学習の習慣化のための，個に応じた学習課題の研究

県立

高等学校 峡南高等学校 分かる授業の展

基礎的、基本的な事項を精選し、身につけさせる指導を研究する。お互いに授 高等学校・中学校「人間として
業を公開しながら、楽しく、授業に集中させる指導のあり方を工夫する。シラバ の在り方・生き方を考える」実
スの活用方法を検討する。
践研究事業（文科省～Ｈ２０）、
サイエンス・パートナーシップ・
評価規準に基づいた評価計画を立て、指導と評価を行う。ペーパーテストには
観点を明記して評価する。評価結果から評価規準の目標達成度を把握し、事
後指導や指導・評価の方法・あり方を振り返る。

県立

県立

開と基礎的、基
本的学力の定
着
高等学校 身延高等学校 観点別評価割
合導入の具体
的実践
高等学校 石和高等学校 基礎学力の充

実を図る。

県立

高等学校 山梨園芸高等 自ら学ぶ意欲を
学校
育むための授業

教材の研究

県立

県立

高等学校 日川高等学校 生徒一人一人の
進路実現のため
の学力向上の指
導法、及び指導体
制の在り方の研究

家庭学習時間
確保の対策を
工夫し、家庭学
習習慣の定着
を図る。

本校は部活動が盛んなこともあり、家庭学習時間が１～２時間程度である。自
学自習の習慣が身についていない傾向があり、具体的な課題が必要である。
主要３科目を中心に適切な課題を工夫し、家庭学習習慣の定着を図る
今年度は夏休み中の課外も校内講師が担当する。生徒の実態に即して基礎学
力の定着を図っていく。
現在の複雑化した世の中を生き抜くためには、様々な知識、技術が要求され
る。それに対応するには、基礎基本を身につけることはもちろんであるが、学ぶ
意欲も必要である。学びの苦手な生徒に対し、学びの楽しさを体験させ、学ぶ
意欲を喚起させたい。そのためのテキストや教材の開発に各教科とも一人一科
目を目標に取り組む。まず、教材を検討、選定し、教材を使って授業を行う。授
業について生徒にアンケート等をとり教材が適切であったか評価、検討し、問
題点の発掘と改善策の提案を行う
生徒一人一人の進路実現を図るために必要な基礎学力を的確に捉え、それを定着させ

るための指導のあり方を確立することを目的として研究を進める。根幹となる指導の改
善、指導形態、指導体制、指導目標と評価の関係、進路ガイダンスのあり方、優れた能
力を有する生徒に対する発展的な学習指導等について、研究を深めていく。また、教育
方針である文武両道をいかに達成させるかという観点から適切な部活動のあり方を考え
ていきたい。一昨年度まで文科省から指定を受けていた「学力向上フロンティア事業」で
推進してきたことを更に深化発展させることを通して、校内の学習指導体制を確かなも
のにし、単位制高校として更に飛躍していくことを目指す。
高等学校 山梨高等学校 １国語力の向上に 「各教科における ・各教科で国語力が低下している状況を話し合い、教科を教えるに当たっての不都合な
ついて ２家庭学 国語力向上への 点をふまえて、その解消方法を探っていく
習習慣の確立に 取り組み方法の ・８月に中間報告
ついて
研究」
・１１月に全職員による研修会で各教科の発表会
・２年間かけて研究する

英語力向上のための推進事業
（GTECを用いて）

県立

生徒一人ひとりの習熟度に応じた密度の濃い指導の実践を継続する中で、確
かな学力を定着させ、自己実現を図るための教育実践を進める。

高等学校 塩山高等学校 生徒に「自ら学

び、理解し、発
表する力と表現
する力」をつける
授業の実践研
究
県立

高等学校 都留高等学校 授業の充実をは
かる

昨年度までの
「知のパイオニ
ア」事業を引き継
いだ「個に応じた
わかる授業」を目
指し、さらなる追
求を目指す

県立

高等学校 上野原高等学 観点別評価規
校
準の作成

平成１８年度は、「関心･意欲･態度」の具体的評価方法を研究し、生徒の姿（学 （国）（県）国語力向上実践事業
習行動）を組み込んだ「関心・意欲・態度」の評価規準を各教科任意の１単元で
作成した。今年度は全教科・全単元において生徒の姿（学習行動）を組み込ん
だ観点別評価規準の作成を推進していくために研究を進めていく。

県立

高等学校 谷村工業高等 基礎的・基本的
学校
学力を定着させ

基本的な生活習慣を確立させ、学校での授業に意欲的に取り組む姿勢を養わ （県）平成１９、２０年度高等学
せる。反復学習や各種検定に積極的に取り組ませる中で、一人ひとりに対し、 校生徒指導研究推進校
きめ細かい指導を行っていく。また、生徒の実態に即して指導や課外を工夫し、
主体的な学習態度を育成する。

るために分かる
授業の工夫改
善を行い、一人
ひとりを生かす
ことができる学
習指導法を研究
する

NIE（教育に新聞を）研究指定校

県立

高等学校 谷村工業高等 「社会への適応力
学校定時制
を育成する総合的
な学習の時間へ
の取り組み」

県立

「命の大切さの
昨年度までの文部科学省指定「命の大切さを学ぶ体験活動」（朝の読み聞か
学習と連携させ
せ、修学旅行記の作成等）を継承、発展させた活動の中に、読むこと書くこと話
た国語力の向
すことなどを意識的に取り入れることで国語力の向上を図る。
上」
高等学校 吉田高等学校 総合的な学習の
総合的な学習の 総合的な学習の時間の計画と実施形態の中で、国語力育成を意識して計画的に国語力

県立

昨年度の取り組みを一段階進め，本年度は各教科の授業の成果をもとに、
新聞記事・論説・コラムなどを適宜使用し，作文作業を行うことによって，
本校生徒が自ら考え，行動していくための自主性や発言等を通して社会性
を養うことを目標とする取り組みを行なう｡

高等学校 桂高等学校

時間を活用しての 時間の年間計画 を育成する。１年次は、スピーチ・インタビュー、２年次は小論文とプレゼンテーションに取
国語力育成
の検討
り組む。また、３年間を通じて、多くの講演・外部講師による講義を聴く機会をもうける。
また、次年度以降に向けて、総合的な学習の時間の年間計画・実施形態を検討する。
県立

高等学校 富士北稜高等 規範意識の向
学校
上と基礎的・基

本的な学力の定
着を図る
県立

県立

県立

本年度の手だてとして次の３項目である。
１，道徳の授業を軸にした道徳教育を推進する。
・児童・保護者の実態調査から、授業を組み立て、道徳性を養う工夫を
していこうとする 携した道徳教
児童生徒の育 育活動の工夫 する。
・７月には授業公開をし、保護者と共に考える場とする。
成を目指して
・授業研究をし、小中で参観したり、研究会を開いたりして研究を深め
る。
２，「命を大切にし、他者を思いやる子どもの育成」という視点から、自分を見
つ
め どこで生き どう生きるかを 道徳や他の教科において考える場を
高等学校 中央高等学校 一人ひとりを生
一人ひとりを生かす学習指導のために、昨年に続き校内研究授業月間を前後
（定時制）
かす学習指導に
期一回ずつ設定して、全先生方の参加の下授業研究を行う。参観のあと、参観
努める/自主・自
記録を書いてもらい、閲覧し合い研究を深める。今年度は、より実りのあるもの
律の精神の育
にするために、保護者にも公開し、意見・感想を求めることにする。
成に努める
高等学校 ひばりが丘高 個性・創造性・ 一人一人の生 本校において、個性・創造性・自律心に富む心豊かな人づくりのためには、生

高等学校 富士河口湖高 人としての生き 道徳の授業を
等学校
方を考え、行動 軸に地域と連

等学校

市立

市立

自律心に富む心 徒の可能性を 徒の実態の即した本校独自の教育環境の整備が必要不可欠である。生徒の
豊かな人づくり 引き出すため 自律心を育み、落ち着いた学校生活が送れるような授業環境と学校行事など
のための学校づ の教育
の整備について研究する。
くりの研究

高等学校 甲府商業高等 自ら学ぶ意欲と社
学校
会の変化に対応
できる能力の育成

○一般社会に適応できる基礎学力を身につけさせるための指導法の研究

高等学校 大月短期大学 自ら学ぶ意欲
附属高等学校 と、社会の変化

① 生徒の興味や関心、また能力などの実態を把握する調査・研究。
② ①の調査・研究の成果を生かした教育課程および各教科の指導方法、また
その評価方法等に関する研究。
③ 地域社会が本校に求める理想的あり方に関する実態把握と検討。さらにそ
の検討結果に基づく、地域に根ざした学校を構築するための具体的方策の策
定。
④ 一般社会の若者への期待やニーズに関する正確な把握と、その分析結果
を生かしたキャリア教育の推進と、サーチの展開およびインターンシップの実
施

に対応できる能
力の育成に関す
る研究

県立

特支学校 盲学校

県立

特支学校 ろう学校

県立

富士北稜高校の生徒として自信と誇りを持って学校生活を送るための指導とし 交通安全教育実践地域事業
て、各教科・年次・分掌などのあらゆる教育活動を通して、規範意識の向上を
はかる。また、授業は学校生活の原点として、基礎的・基本的な学力の定着を
はかるとともに、指導方法の工夫や改善を行う。

○自ら学ぶ意欲の育成を図る授業の工夫

視覚障害教育に 特別支援学校と 本校では、平成18年度までの３年間で「特別支援教育への移行を検討する」というテー
おける専門性の向 して求められるこ マのもと、県内唯一の視覚障害教育の専門機関として必要なことは何か検討してきた。
上
と
その結果、本当に必要な専門性とは教科指導につなげられるような特殊性ではないだろ
うかとなった。さらに、昨年の校内研究で取り組んできた内容のうち、各学部の研究内容
が幼児児童生徒の実態に即した内容となっており、今後の指導に生かすことができるも
のであった。
今年度の校内研究では、これまで以上に「専門性」について追求していきたいと思って
いる。その一つとして、昨年まで行っていた視覚障害基礎研究会から今年度は視覚障害
教育研修会と変更し、これまで以上に高い専門性を身につけられる内容となっている。
また 各学部における研究内容も それぞれの学部の対象者に密着したものでなければ

確かな言語力を
育てるために

本テーマでの３年次にあたる。
教育課程における各教科等においても言語力なしには学習は成立しない。従っ
て言語力はすべての教科で重視し、その指導も目標達成のための指導が行わ
れなければならない。よって、日常生活を基本とし、全教科・領域にわたり言語
力の育成を図る。
具体的には幼稚部では、「豊かな心を育むために」、小学部では「説明文を読
み取る力の育成」中学部では「自立活動を通しての国語力の育成」、高等部で
は「思考力を高める支援の在り方」、寄宿舎では「相手の立場や状況を考えた
気持ちの伝え方」をテーマに研究を進めていく。講師招聘については、指導主
事招聘を寄宿舎で、筑波技術大学准教授長南浩人先生を年間３回招聘し、ク
ラスを限定する中で通年の指導をお願いする。また、手話研修会も聴覚障害者
特支学校 甲府支援学校 一人一人が輝く 児童生徒の自 ・授業研究を通してよりよい指導内容、支援方法を探る。
授業をめざして 立をめざし、よ ・課題をもち、事例研究する中で、実践力を高める。
りよい支援の ・「計画ー実践ー評価」のサイクルを確立し、よりよい支援をめざす。研究目標
あり方をさぐる に掲げた７つのテーマ別研究グループで研究を進める。また、一人１事例のレ
ポートを作成し、サーバーに保管して情報交換に役立てる。

県立

特支学校 あけぼの支援 個々の児童生 学習指導に焦 一人一人の実態に応じた学習指導を内容面や指導体制面等から、その児童生 公開研究会 平成20年2月2日
学校
徒に関わる教師集団として吟味し、授業作りをしていくことが重要であり、そこを （土）
徒の実態に応じ 点を当てて

たより良い教育
的支援のあり方
を探る

県立

県立

特支学校 わかば支援学 「教育課程の検 各研究グルー
校
討～実践を柱と プで設定するこ

した特色ある学 とになってい
校づくりをめざし る。
［小学部］一人
て」
一人の児童が
力を発揮し、い
きいきと取り組
特支学校 わかば支援学 個々の実態に即 一人ひとりの
校ふじかわ分 した教育課程を 教育的ニーズ
校
に応じた支援
めざして
のために

個々のニーズに応 小学部：知肢併
えるための支援の 置校に向けて、
充実をめざして
児童の実態把握
と共通の視点に
基づいた支援の
あり方
中学部：自立活
動の視点から日
指導を
特支学校 富士見支援学 子どもの心を育 常生活
センター的機
校
てる支援のあり 能の発揮をめ

深めていきたいと考えた。そこで、今年度の校内研究においては、より良い教
育的支援の観点から学習指導に焦点を当て、学部・パートごとに具体的テーマ
を設定して研究に取り組んでいる。小学部は３パートに分かれ、「集団授業にお
ける内容や指導の工夫」「個別学習を中心とした指導について考える」「コミュニ
ケーションに関する実態把握と指導法の工夫」をテーマに掲げている。中学部
では各教師が担当する授業を報告し、「各生徒の実態を多面的にとらえること」
と「授業改善のアイデアやヒント」について論議している。高等部は２パートに分
かれ、「個別の課題学習における内容や指導法の工夫」「卒業後の生活を見据
小学部、中学部、高等部、寄宿舎、保健室の５グループごとに研究を進める。
各グループが、目の前にいる子どもたちの、日常の姿を的確に把握し、現状を
捉え、児童生徒の実態に即した副主題を掲げて取り組む。「子どもから始まり、
子どもに返る」実践を中心においた研究を大切にしていく。日々の教育活動の
中で明らかになる課題を、新たな視点でとらえ、指導目標及び指導内容・方法
を研究し、教育課程を検討する。よりよい教育課程のための研究を実施するこ
とにより、教師自らの資質の向上、学校としての教育力の向上、本校の教育方
針の実施につなげていきたいと考えている。
本校の教育目標である「たくましい力 ゆたかな心」を養うことを目指し、一人 （国）学力向上拠点形成事業
（確かな学力育成のための実
ひとりがいきいきと活動できる学校生活を実現するために、日々の実践の中
で、個々の教育的ニーズに応じた指導目標を設定し、指導内容や方法、支援 践研究事業）
の在り方を探り、明らかにしていくことが必要であると考え、研究主題を設定し
た。実践研究を通して、一人ひとりの実態に即した指導内容や支援等について
検討することにより、教育課程編成の指針となることを研究の目的とする。研究
の方法としては、学部毎にそれぞれのテーマを設定し、研究を進める。（小学部
「広汎性発達障害を持つ児童の興味が持てる題材を求めて」、中学部「一人ひ
とりが生き生きと取り組める劇あそびの授業について」）全体研究では、研究の
経過や成果を発表、意見交換し、共通理解を図ることとする。また、研究の経

県立

特支学校 やまびこ支援
学校

県立

本校は県立中央病院に加療中の児童生徒に、小中学校に準ずる教育を行って
いる。本校の児童生徒は、病気を抱えての生活が続いた為、学習意欲が低下
しており、友人関係を持ちにくかったり新しい場面に緊張や不安を感じたりする
者が多い。また、病気への不安から、将来への夢を見い出せずに学ぶことに苦
痛を感じている場合が多い。本校では昨年度から「学校教育活動全般において
児童生徒の心に響く授業を実践することによって、児童生徒の豊かな心を育
て、学びへの意欲を高めることができるであろう」と研究仮説を立て、授業研究
を中心に研究を進めている。授業内容や指導方法などの基礎研究に加え、実
践研究では、各自授業実践を積み重ね、その際授業における働きかけとそれ
による変化の記録を綿密にとっていくことを確認した。病弱教育のセンター的機
能の一環として他県の情報収集を行う中で、Ｑ＆Ａ形式の授業実践集をまと
特支学校 富士見支援学 子どもの発達を ～子どもをとり
・本校の子ども達にとっての大きな課題は対人関係を中心とした心理的発達
校旭分校
支える支援のあ まく環境と心理 の部分で あることから、実際の子ども達の事例をもとに心理的発達と発達課
的発達の視点 題を学び個々に応 じた支援を行う。
り方
から支援方法 ・家族関係を含めた生育歴や子どもをとりまく環境を知ることで、子どもの捉え
方・ かかわり方について考える。
を考える～
・月2回の校内研修を行い、事例研究をとおして子どもの発達課題を共通理解
し、日々 の教育活動に生かしていく。
方

県立

県立

ざして

特支学校 ふじざくら支援 教育集団として なし
学校
の専門性の向

昨年度より２年間の期間を予定して９つのグループに分かれて研究を進めてい
ます。グループは「自閉症の指導」「発達障害の指導」「国語・算数の指導」「自
立活動の指導」「日常生活の指導」「体育・運動・動作」「視覚・聴覚」「進路指
導」「医療的ケア」です。それぞれ小学部・中学部・高等部からメンバーが出てい
て学部にとらわれることなく検討・研究を進めています。それぞれのグループを
統一しコーディネートする役割を今年度は研究・研修部が担っています。具体
的な方法は現在検討中です。研究方法としては文献研究・事例研究・授業研究
などです。年１２回のグループ研究以外に全体研究を年３回行い、全体に向け
ての情報交換・発表の場も設定しています。またこのグループが主となって６月
２３日の教育相談会に対応しています。今年度は研究２年目、昨年度の研究を
生かし実践をし
く年 す
「一歩近づく授 毎日の授業作りに立ち返り、各学部の実情に応じた「わかる・できる・そだつ」授
「わかる・でき
る・そだつ授業 業作り」(小学 業とはなにかを考える。そして［ＰＬＡＮ・ＤＯ・ＣＨＥＣＫ・ＡＣＴＩＯＮ］の手順に則
の創造をめざし 部）
り、授業の見直しを行う。年度末には各学部ごとに実践報告を行い、授業の工
「作業学習の 夫点などを「実践事例集(仮題)」としてまとめる。
て」
授業作り」(中
児童生徒の発 コミュニケーションを「個人と環境との相互作用」であると言う考えに基づいて，
よりよく生きる
豊かな生活のた 信力・受信力を 児童生徒の取り巻く環境の一部である教師の支援に視点をあてて研究を進め
育むことに視 てきた。「よりよく生きる 豊かな生活」のために，「取り巻く環境」と「児童生徒の
めのコミュニ
点をあてた支 力」を育むこととは相互に関連している内容である。この双方が高まっていくこと
ケーション
で，児童生徒はよりよく生き，豊かな生活を送ることができると考えた。過去2年
援を考える
間の研究では，児童生徒の「取り巻く環境」について深めてきた。本年度は，よ
りよく生きるの豊かな生活」のためのもう一方である「児童生徒の力」とりわけ，
「発信力・受信力」に視点をあてて，本年度より改訂した「きりの子プラン」（個別
の教育支援計画並びに個別の指導計画）を活用し，その力を育むための支援
を考えていきたい
上をめざして
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特支学校 かえで支援学
校

国立

特支学校 山梨大学教育
人間科学部附
属特別支援学
校

小学部：これまでの指導内容について整理し、「国語・算数（自立活動）」を取り上げて事
例研究を進める。中学部では「日常生活の指導」に焦点をあて、生徒の実態を把握しつ
つ課題解決のための支援を「自立活動」の視点からもあわせて考え、よりきめ細やかな
指導とは何かを検討する。高等部では主に「作業学習」の授業において生徒一人ひとり
に適切な支援を行っていくための手だてを見いだしていく。寄宿舎においては支援の継
続性や家庭、学部との連携のあり方について検討を深めていく。今後、地域のセンター
校としても、本校全職員が共通の視点です

