「主体的・対話的で深い学び」の視点で目的を明確にした授業づくり
－言語活動を取り入れた授業づくりと学習を支える集団づくり－
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授業改善（目標 言語活動） 学習集団づくり 校内研究の充実

Ⅰ 主題設定の理由
昨年(研究１年目)は，仮説「校内研究で，教員

〔研究仮説〕
「Ａ 校内研究会で，Ｂ 調査結果の分析に基づい

が『言語活動』を体験すれば，教員の意欲が高ま

た提言を生かした研究授業を行えば，Ｃ 学習

り，
『主体的・対話的で深い学び』の視点で教科の

集団づくりに全教員が参画し，Ｄ『主体的・対

目標の達成を目指した授業づくりが進むであろう」

話的で深い学び』の視点で目的を明確にした授

を設定し支援を行った。協力校教員は，校内研究

業改善が日常的に行われるであろう」

会で言語活動を取り入れるには授業規律や信頼関
係など学級集団づくりの充実が欠かせないことを
実感し，校内研究に価値を見いだした。研究２年

Ａ 校内研究会で
月に一度の校内研究会を支援する。１年目，協

目は，授業改善への意欲を見せ始めた協力校に対

力校は校内研究会に真摯な姿勢で臨んだ。一方，

し，より教科・領域の特性に応じた専門的な助言

研究の成果を授業改善につなげる点ではやや課題

が必要である。また，全教員が指導案検討に関わ

が残った。２年目は，誰もがより『我がこと』と

ることで，
集団づくりを協同で進められ，
「主体的・

して捉え，
授業改善につなげる校内研究を目指す。

対話的で深い学び」の視点での授業づくりがしや
すくなると考える。

① 協力校の実態を把握するために，
毎回校内研究
会に参加する。どのような形で支援するかは，

Ⅱ 研究の目的
学習規律を確立させた上で，単元の目標，本時
の目標を明確にし，
「主体的・対話的で深い学び」
の視点で，言語活動を取り入れた授業を展開し，
生徒が互いを認め合う学習態度や学び合う態度を
養い，目標を達成することを目的とする。
研究２年目は，校内研究をきっかけに，個々の
教員が日常の授業実践において自主的に授業改善
を図る文化が中学校に根付くことを目標とする。

事前に研究主任と話し合い，協力校の意向を
最優先とする。
② 研究授業を含む校内研究会すべてが，
参加者す
べての学びの場となるように支援する。ワー
クショップ型の学習会で指導主事がファシリ
テーターを援助する。分科会の運営上の係分
担，グループ編成などを工夫し，あらゆる教員
が研究会運営に携われるようにすることで，
校内研究における自己有用感の高揚を支援す
る。

Ⅲ 研究の方法
研究２年目の協力校に対し，授業づくりにおけ
る支援を１年目より増やす。総合教育センターの
シンクタンク機能を活用し，各種調査結果の分析
とそれに基づいた授業改善を図る。

Ｂ 調査結果の分析に基づいた提言を生かした研
究授業
「全国学力・学習状況調査」
「山梨県学力把握調
査」
「山梨県公立小中学校教育課程実施状況調査」
の結果を分析し，生徒の学習課題に焦点を当てた

研究授業とする。
① 学期に一度の研究授業は，
各学年１教科を提供
していただき，三つの授業を同時刻に行う。研
究会の回数を増やすことなく，研究授業の本
数を増やす。また，２学期は拡大校内研究会を
実施する。
② 調査結果の分析に基づいた提言を生かした研
究授業を行うために，協力校教員（特に授業者）
とセンター指導主事と協同で指導案づくりを
行う。研究授業で扱う単元を指導主事が指定
し，授業者と相談しながら生徒の実態に沿っ
た授業づくりを推進する。その際も，協力校
の主体性を生かすことに留意する。
③ 複数年研究の利点を生かし，英語「話すこと」
指導においては，年度をまたいで特別の単元
づくりを行う。

Ｄ 授業改善が日常的に行われる
① 「校内研究会」での学びをポートフォリオ形式
で蓄積していく。本質的な問いとして「
『気づ
き，考え，実行する』生徒の育成には，何が重
要だと思いますか。
」
「
『主体的・対話的で深い
学び』の実践には，何が重要だと思いますか。
」
を挙げ，年度当初（5/21）と年度末（2/17）の
記述から，教員が自身の変容に気付く機会と
する。また，毎回の校内研究会の学びの足跡と
して「本日の校内研究会で一番大切だと思っ
たこと」
「次回までに自分が取り組みたいこと」
を各自が記録する。毎月１回の研究会の学び
がつながり，各教員の日々の教育実践が行わ
れるようにする。校内研究への主体的な参加，
学校運営への参画を促す。ポートフォリオの
記述を分析し，日々の授業に関する語を抽出
し，日常の授業に研究会で明らかになった改

Ｃ 学習集団づくりに全教員が参画
学習集団づくりは，学級経営が要となるが，授

② 「一人一実践」の交流発表会を行う。研究授業

業規律の確立など，全教員で取り組むべき要素が

の授業者だけでなく，全教員が自身の実践を

たくさんある。担任だけに任せず，学年単位，あ

発表し学び合う機会を設ける。

善の視点が持ち込まれているかを検証する。

るいは全教員で進めていくきっかけを校内研究で
作り，校内研究を通して普及させていく。
① 授業改善のカギとなる言語活動を全ての教科
で実施するには，学習集団作りが必要である。
そのためには学級に関わる全ての教員が目標
とする生徒像を共有し，生徒に関わるべきで
ある。そこで，研究授業の一か月前の校内研究
会を事前検討会とする。教科担当者と該当学
年教員で分科会を構成する。授業者の意図を
共通理解し，学習集団づくりにおける短期目
標を各自が設定し，研究授業に向けて各々の
教育活動で指導していくように促す。チーム
として学習集団を育てる。
② 事後研究会は，ワークショップ形式で行う。提
案授業について協議を行いつつ，学習集団の
実態を改めて把握し，自身の授業実践にどう

Ⅳ 研究の結果と考察
１ １年目（昨年）の課題と本年度の計画
センター側の昨年度の課題は２点である。
・田富中への協力依頼を計画的に行えなかった。
・実態把握に時間がかかり，教科の特性に応じた
指導と助言があまりできなかった。
前年度中（平成 31 年 2 月 7 日）にセンター研究
として連携して実施したい取組を５点提示し，校
内で年間計画を作成する際に反映していただける
ようにお願いした。
① 各種調査結果の提供
② ①を生かした，研究授業の提供（１学期，２学
期の各１回）

反映させていくかを各自が考える時間とする。

③ 拡大校内研究会を開催

授業者が，教科の目標を達成するために有効

④ 協力校の要望を取り入れた学習会

な言語活動を数多く知っておくことも大切だ

⑤ センター研究大会でのポスター発表

が，言語活動のできる学習集団に育っていな
ければ，取り入れることはできない。
以下が本年度の協力校の校内研究会である。

内容

ＴＣ

かすために，課題の焦点化を図った。

回

日付

第1回

4/8

研究方針及び計画決定

2名

第２回

5/21

実態把握（学年・教科）

3名

国語

第３回

6/3

7/5 に向け指導案検討

6名

３学年

第４回

7/5

研究授業（保・社・国）

4名

第５回

8/23

調査結果分析・還流報告

4名

第６回

9/18

10/28 に向け指導案検討

4名

第７回

10/28

拡大校内研（数・理・英） 11 名

第８回

11/18

一人一実践発表会

3名

第９回

12/2

1/27 に向け指導案検討

3名

数学

第10回

1/27

研究授業（道徳）

4名

１学年

第11回

2/17

本年度のまとめ

2名

第12回

3月

次年度に向けて

1名

２ 実際の支援

教科

社会
２学年

理科
２学年

１年目は，校内研究会での学びが自身の授業改
善につながらない実態があった。その原因を
・研究授業を授業者任せにしてしまう傾向が見
られた。

英語
３学年

研究授業の概要
「話すこと・聞くこと」領域で，双方
向のやり取りを含む「ビブリオバト
ル」を設定し，小グループで行った。
複数の資料を基にフランス革命の背
景や影響，歴史的意義について文章や
関係図等に表現したり，説明したりす
る学習活動を取り入れ，歴史的事象の
本質的理解を図った。
関数の問題を解決するための方法を，
「用いるもの」と「用い方」を明確に
し，数学の用語を適切に使って説明す
ることを行った。
単元を通して学習した内容を活用し，
生徒が興味関心をもった日常の現象
について，グループ毎の実験を行い，
実験結果を検討する中で問題解決を
図った。
話すこと調査において，比較的正答率
が高い設問を入口として，小グループ
での活動を通して「話すこと・聞くこ
と」の技能統合を意図的に行った。

・校内研究会での学びが時とともに忘れられて
しまう傾向がうかがえた。

（２） 事前検討会

と捉え，全教員が当事者意識をもつために，毎月

１年目は，事前の指導案検討を校内研究会の中

の校内研究会をつなぐ手立てを新たに講じて支援

に位置付けなかった。
教科部会を別日に設けたり，

を行った。

授業者任せになっていたりした。そこで，研究授
業の一か月前の校内研究会に事前検討を行い，授

（１） 調査結果の分析に基づく単元づくり
３年生対象の全国学力・学習状況調査（国語・

業者だけでなく，事前検討の参加者も授業づくり
に関われるようにした。
（図１・図２）

数学・英語）
，山梨県公立小中学校教育課程実施状
況調査（社会・理科）
，２年生対象の山梨県学力把
握調査（国語・数学・英語）の結果分析に基づく
提言をセンター指導主事が行い，授業者と協同で
研究授業の単元を設定した。
教科

各種調査で課題が見られた設問

話合いの話題や方向をとらえて的確に
国語 話したり，相手の発言を注意して聞い
たりして自分の考えをまとめる設問。
複数の事象や資料の読み取りが求めら
社会
れる設問。
問題解決の方法を数学的に説明する
数学
設問。
既習事項を活用し，日常生活で見られ
理科
る現象について理解を深める設問。
与えられた場面設定の中で，自分の考
英語
えを書いて伝える設問。
各種調査の結果分析を，効率よく授業改善に生

図１ 授業者による説明

図２ 検討

分科会のメンバーは，
「教科教員＋学年教員＋教
務教職員」とし，全教員が事前検討に参加した。
① 6 月 3 日事前検討会
各学年の研究担当が分科会(保健体育科・社会
科・国語科)を進行し，全教員が参加した。授業者
による説明を 15 分，各自が付箋に書き込む時間
を５分，各自が説明をしながら付箋をマトリクス
（３つの柱）に貼る時間を 15 分，付箋を構造化
し，見出しをつけるなどの協議を５分，各自ポー
トフォリオへの記入が５分とした。
（図３・図４）

他教科の指導案検討に参加することを肯定的に捉

貼り，協議を進めた。
（図９・図 10・図 11）

えている教員（図５）が非常に多かった。

図３：国語科

図４：社会科

図９ １学年

図 10 ２学年

図５：ポートフォリオ例

② 9 月 18 日 事前検討会

図 11 ポートフォリオ例

6 月の検討会と内容は一緒であるが，付箋を貼
り付けるマトリクスを２枚用意し，少人数で協議
を進めた。
（図６・図７）
事前検討会での学びを自己の授業改善に結び付
ける教員が増えた。
（図８）

（３）研究授業
昨年度の５本から９本に増やした。事前検討会
後も，授業者とセンター指導主事が連絡を取り合
い，協同で指導案を作成した。当日は，山梨大学
アドバイザーを招聘し，研究会で指導・助言をい
ただいた。
（図 12・図 13）

図６ 理科

図７ 数学

図 12 :協議

図 13 協議

① 7 月 5 日 研究授業（保体・社会・国語）
事後研究会は合同で行った。研究主任が協議の
進め方を説明した後，15 分間のグループ協議，そ
の内容をグループ代表者が発表（２分×６グルー
プ）し，その後，指導助言（３分×３教科）をい
ただいた。
Ａグループには教科担当＋自学年教員，
Ｂグループには，事前検討に参加していない他学
年教員を原則とした５人編成とした。さらに，Ａ
図８ ポートフォリオ例

③ 12 月 2 日 事前検討会
授業者の説明を聞いた後，付箋を拡大指導案に

は拡大指導案に付箋を貼る形（図 14）
，Ｂは座標
軸に付箋を貼る形（図 15）で分析をし，６種類す
べての成果物が違うものになるようにした。これ

は各グループに責任感をもってもらうためと全教
員に達成感を味わってもらうためである。
（図 16）

図 19 数学科成果物

図 14 Ａグループ

図 20 数学科

図 15 Ｂグループ
図 21 英語科成果物

図 22 英語科

図 16 ポートフォリオ例
図 23

ポートフォリオ例

② 10 月 28 日 拡大校内研究会
（数学・理科・英語）

③ 1 月 27 日 研究授業（特別の教科 道徳）

中北教育事務所管内の小中学校教員など，43 名
が参観した。事後研究会も，分科会とした。分科
会進行係が協議の進め方を説明した後，小グルー
プごとに付箋を用いて協議を 20 分間行い，グル
ープ代表者が発表（２分×３グループ）し，山梨
大学アドバイザーとセンター指導主事から指導・
助言をする流れである。外部からの参加者もあっ
たため，Ａグループは拡大指導案（図 17）
，Ｂグ
ループはマトリクス（図 19）
，Ｃグループは座標
軸（図 21）の台紙を用意した。
教科指導のみならず，学年経営や学級経営の視
点での意見も多かった。
（図 23）

学年単位で指導案を作成し，授業を行った。
学年

主題名

教材名

１年

よりよく生きる喜び

花に寄せて

２年

遵法精神，公徳心

許さない心

３年

よりよい学校生活，
集団生活の充実

受け継がれる
思い

教員には，どのグループの生徒の様子を見るの
かを指定した。研究協議においては，校内研テー
マに沿ったマトリクスと，縦軸に「現在できてい
ること，今後取り組みたいこと」
，横軸に「個，集
団」を記した座標の２種類の思考ツール（図 24）
を活用し，意見交換を行った（図 25）
。特に学級
担任は，自身の実践を振り返り，授業改善への意
欲を高めていた。

図 17 理科成果物

図 18 理科

図 24 ２種類の成果物

３ Ｗｉｎ―Ｗｉｎ―Ｗｉｎ
（研究・教員→生徒）
① 学習集団づくりに全員が参画
対応の難しい生徒が増えてきている現状を踏ま
え，学習集団づくりこそ，学級担任だけでなく，
多くの教員がかかわるべきである。多忙きわまる
図 25

研究協議の様子

現場において，今の学習集団がどうであるのかを
多方向から捉え，短期目標を共有し，各自が主体

（４） 一人一実践の交流発表会
互いの実践を紹介し，残り４か月で育みたい資

的に取り組むことが望まれる。毎月の校内研究会
は，日常の教員間のコミュニケーション不足を補

質・能力について考えることを目的とし，グルー

填する役割も果たす。
職員室での雑談も必要だが，

プ単位で行った。1 人３分のプレゼンテーション

生徒について真面目に考え発言する環境を設定す

をした後，三つの柱のＹチャート（図 26・図 27・

ることは非常に有意義である。

図 28）に付箋を貼り協議した。
（図 29）指導主事
が口を挟む時間もないほど，活発な意見交換が行
われ，学びが深まった。
（図 30）

② 研究の質の向上
研究主任は，最新の教育動向に目を向けつつ，
自校の校内研究のあり方を考え，研究会を企画・
運営しなければならない。ましてや，教科担任制
の中学校においては，自分の専門外の教科にまで
視野を広げなければならず，研究主任の手腕が問
われる分，負担過重も懸念される。しかし，セン

図 26 成果物Ａ

図 27 成果物Ｂ

ター指導主事がチームとして研究主任を支援する
とで，充実した校内研究会を運営することができ
る。山梨大学のアドバイザーも研究授業を参観す
るので，より専門的な指導・助言を得られる。そ
のため，限られた時間の中で，すべての教員が主
体的・対話的で深い学びを得られる校内研究会を

図 28 成果物Ｃ

図 29 意見交換

実現できた。
（Ｐ７以降参照）
また，本年度の校内研究会では，いろいろな係
を分担した。従来研究主任と行っていた事前の打
ち合わせに分科会のファシリテーターを務める教
員も同席し，研究会当日の進め方について共通理
解を図った。研究協議のグルーピングも，毎回意
図的に変え，異なる視点での見方・考え方に触れ
られるよう工夫した。研究主任だけでなく，多く
の教員が研究会の運営に携わることで，次世代の
研究主任の育成につなげたい。
③ 実態に即した大胆な単元づくり

図 30 ポートフォリオ例

英語科においては，２学年末の 3 月に，
「話すこ
と・聞くこと」に関する授業を行った。卒業式後

（５） 校内研ポートフォリオの導入
協力校と相談し，毎回の学びを蓄積するために
本年度新たに導入した。

の実践であったため，３学年所属の技術科教員や
他学年所属の英語科教員もＴＴとして入ることが
できた。センターからも６名が参観し，生徒のつ

まずきに個別の対応を行えた。パソコン室での授
業は，全国学力・学習状況調査の「話すこと」に
通じるものであり，生徒は実際の調査と同じ雰囲
気を経験できた。また，春休みの課題をセンター
が作成し，
生徒が自主的に復習できるようにした。
Ⅴ 研究のまとめと今後の課題
（１）仮説の検証
仮説「Ａ 校内研究会で，Ｂ 調査結果の分析
に基づいた提言を生かした研究授業を行えば，
Ｃ 学習集団づくりに全教員が参画し，Ｄ『主体

図31 １年間書きためた記述

的・対話的で深い学び』の視点で目的を明確に
した授業改善が日常的に行われるであろう」に
対するルーブリックを以下とした。
なお，このルーブリックは本年度の研究協力
校に対しセンターが作成したものである。

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ａの姿
Ｂの姿
Ｃの姿
毎回参加し ほとんど参 あまり参加
ポート していない。
（ ８ 割 以 加し，
上）
，ポート フォリオに （７割未満）
フォリオに 記述してい
記述してい る
る。
事前検討会 事前検討会 研究授業を
で課題を明 で課題を明 参観しても，
確にした上 確にした上 自身の教育
で研究授業 で研究授業 活動での改
を参観し，
自 を参観し，
自 善を考えて
身の教育活 身の教育活 いない。
動での改善 動での改善
を考えてい を考えてい
る。
（２回以 る。
（１回）
上）
「 我 が こ 「 我 が こ 「 我 が こ
と」として と」として と」として
捉えた記述 捉えた記述 捉えた記述
と「協同」に か「協同」に も「協同」に
関する記述 関する記述 関する記述
もない。
がある。
がある。
「目的を明 「目的を明 「目的を明
確に」と「主 確に」と「主 確に」も「主
対 深 の 視 対 深 の 視 対 深 の 視
点」の両方 点」のどち 点」も記し
を記してい らかを記し ていない。
る。
ている。
※協力校に対し提示はしていない。

Ａ「校内研究会で」をポートフォリオの記述
から検証する。ほぼ全員がＡの姿であった。各
自毎回主体的に学んでいることが，丁寧な記述
（図 31）から分かる。

Ｂ「調査結果の分析に基づいた提言を生かし
た研究授業を行えば」をポートフォリオの記述
から見取る。
理科を例に挙げる。事前検討会で「目的に合
った実験方法を考察し，自分の考えを自分の答
えで表現できる生徒」を目指すことを共通理解
した後，各自が「授業者と予備実験を含めて考
えていく」
「２学年で取り組んでいる話し合い活
動を全体に広げられるように考える」
「ねらい・
展開・評価のそれぞれが点ではなく，線になっ
ていくような単元構想を意識する」などに取り
組んだ。授業を参観し，
「授業までの事前準備の
大切さ」
「生徒の気持ちをつかみ生徒の考えを生
かす授業をどう仕組めるか」
「教材の十分な研究」
「評価の観点をはっきりさせる」などが大切だ
と感じ，
「いつ頃どの教科のどの単元でどのよう
な資料を必要とするのか，図書館員として熟知
する」「話し合いの仕方を指導する」「理科と同
じような授業（話し合いや学び合い）を多く続
けたい」
「話し合いの深め方を指導する」など，
自身の教育活動の改善策を具体的に記している。
ほとんどの教員がＡの姿であることから，自
分の専門教科ではない研究授業においても，積
極的に自身の学びを深めていると言える。
Ｃ「学習集団づくりに全教員が参画し」をポ
ートフォリオの記述から読み取る。すべての教
員がＡあるいはＢの姿であった。拡大校内研究
会以降，
「協同」で取り組みたいことを記述する
教員が増えた。校内研究会だけでなく，職員室
の中でもっと互いの実践を話して情報共有を図
るべきと指摘する記述もあった。

・語彙力の育成を全教科で行う。
・話し合いや学び合いを取り入れた授業を，自
分の教科でも多く続けていく。
・話し合える集団づくりに取り組む。
・他教科の教員と同じ悩みを共有できた。悩み
を解決する方法をいくつか試してみて，また
共有していきたい。
・様々な先生の授業を見させてもらい，グルー
プ活動の工夫や実践を共有する。
・長期，短期それぞれの目標をもって教育活動
に取り組み，その質を高めていく。
Ｄ『主体的・対話的で深い学び』の視点で目

図 33 ２月の記述の分析

②「主体的・対話的で深い学び」の実現には，何

的を明確にした授業改善が日常的に行われるで

が重要だと思いますか。
5 月（図 34）と 2 月（図 35）を比較する。5 月

あろう」について，ポートフォリオの記述から

は「生徒の基礎学力」「生徒の人間性」「生徒の

読み取る。
「次回までに取り組みたいこと」の欄

思考力」
「学習集団」と，生徒に関する記述が多

に，自身の授業改善について具体的に記述する

く，教師に関するものは「指導計画」のみであ

教員がほとんどである。参考までに，
「一人一実

る。
一方，2 月は教師に関する記述が増えている。

践」報告レポートを見ると，すべての教員がＡ

「計画」だけでなく「言語活動」
「目標の明確化」

あるいはＢの姿であり，研究授業をしなかった

など，より高次元の授業改善へと考えが向かっ

教員も進んで授業改善を図ったことがわかる。

ている。

ポートフォリオと校内研究会への臨み方を見
るかぎり，仮説はおおむね実証されたと言える。
（２）本質的な問いに対する答え
①「気づき，考え，実行する」生徒の育成には，
何が必要だと思いますか。
5 月の記述（図 32）と 2 月の記述（図 33）を
比較する。5 月は「生徒の意欲」
「生徒の聴く力」
「生徒の基礎学力」
「生徒の環境」など「生徒」
が変わることを第一に考えていた教員が多い。
一方，2 月は「生徒」に関する記述もあるが，
「教

図 34 ５月の記述の分析

師の素養」
「教師の指導法」を挙げる教員が増え
ている。教員の意識の変容がわかる。

図 35 ２月の記述の分析
図 32 ５月の記述の分析

１年間の研究を経た自身の考えの変容にすべ
ての教員が気付くことができた。まずは教員が
変わらなければ生徒は変わらないと感じたと同
時に，具体的に自分が何をすべきかをつかんで
いることがわかる。
「主体的・対話的で深い学び
の視点での授業改善」に向け，前進しているこ
とがわかる。自身の実践を客観的に振り返る目
が育ち，具体的によりよい授業づくりを考え実
践しようとしていることがわかる。
（３）今後の課題
新学習指導要領の移行期において，全教員に
授業改善を促す校内研究を２年にわたり充実さ
せてきたことは大きな意味をもつ。特に，中学
校においては，校内研究会の回数を確保してい
ても，中身が形骸化し，教員の学びの質が停滞
している傾向もあるからである。
1 月下旬に協力校が独自に行った校内研究に
関するアンケートの結果の一部を紹介する。
校内研究を終えての成果と課題アンケート
（５段階評価）
② 研究の具体的な内容（
「気づき，考え，実行
する」授業について実践研究に取り組
む）は，どれだけ達成できましたか？
（評価平均 ４.１）

〇生徒に気づかせて，考えさせることができる
ように，
少なくとも昨年度よりは授業づくり
の中で仕組もうと変えることができた。生徒
も，ペア学習やグループ学習を通してよくコ
ミュニケーションをとって取り組んでいた。
〇新たな取組や手法を用いて，
授業改善ができ
た。生徒たちにも徐々に変容が見られた。
〇最初は研究に対して面倒だなという思いが
強かったが，
研究したことを授業に取り入れ
ると生徒の反応がよくやってよかった。
〇教育センターと連携して研究が行え，
毎回助
言をいただけたので，
とても有意義な研究の
進め方だったと思う。
ポートフォリオを通し
て自己の学びも深まっていったと思います。
〇研究協議のグループの人数を５人にしたこ
とで，一人一人に発言の場がありよかった。
〇センターの支援を得ながら進めたことは，
研
究が深まり，教師の資質能力の向上に有効で
した。多忙化解消にもつながったと感じた。
〇昨年度を踏襲してさらに踏み込んだ研究に
なり，
職員全員が授業づくりに関われたこと
は特に良かった。９本の研究授業を通して，
研究を積み重ねられたことが一人一人の力
になったのではないか。
〇教師が授業をつくり上げる意欲が
「わかりや
すさ」
「話し合い」に向かった気がする。わ
かりやすさというより，
気づきに導く方法が
教師のスキルとして身に付いた気がする。
などの肯定的な意見が多い。また，本年度の研

③ 研究の具体的な内容（教科ごと・学年ごと
の特性に応じて，一人一実践や研究授業を
行う。家庭学習が身に付く手立てを考え，
研究・実践を行う）について，どれだけ達
成できましたか？
（評価平均 ４.０）
④ 本年度の校内研究の進め方はどうでした
か
（評価平均 ４.４）
⑤ 本年度の研究は，生徒にとって良かったと
言えますか？
（評価平均 ４.６）
センターが支援した校内研究に高評価が得ら
れていることがわかる。
個々の記述を見ると

究は生徒のためになっていると実感している教
員が多いことが，次の記述から読み取れる。
〇教師側の授業力向上は生徒へ還元される。
〇より良い授業を行うために自身の授業を見
直すきっかけになったので，
生徒たちにとっ
ても良い授業を受けることにつながった。
〇工夫された授業を受けることができたのは，
生徒にとって良いことだと思います。
〇生徒の実態を踏まえた日々の授業に役立つ
実践研究になりよかったと思います。
〇研究の焦点が絞られ，
身に付けさせたい力に
ついて，教科を超えて考えることができた。
〇教員が生徒のためにどうしたらよいのか真
剣に考え取り組んだことが一番だと思う。
〇研究授業で多くの教員が参観し，
緊張する中
で学習することもよい刺激になっていた。教
員も全員で授業を大切にしている意識が生
徒に伝わると思う。
目標達成の数だけ生徒の
ためになっていると考える。

このように感じた協力校の教員には，今後勤
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研究の成果と課題を踏まえ，指定はなくても校
内研究を進めてほしい。例えば，本年度の研究
授業での指導案などをもとに，違う教員が授業
をすることも可能であろう。
センターとしては，来年度新たに協力校を指
定する。これまでのノウハウを生かし，協力校
の実態に沿った支援を工夫したい。
１年間の校内研を振り返って，何がどのように
変わりましたか？
・これまで授業案というと，漠然とした本時の
流れのイメージしかありませんでしたが，今
回の研究を通して授業づくりのポイントが
見えてきた気がします。
・校内研という特別な時間だけでなく，日々の
授業を振り返り，私自身が成長したい。
・話し合いをただすればよいのではなく，話し
合いに向かわせる事前準備や予備知識を備
えさせることを学んだ。
・専門教科ではない教員の指摘や視点の方が，
より生徒の目線に近いのだと感じました。
・形だけのグループワークから深い学びのため
のグループワークへと変容させるために必
要なことは何かと考えるようになった。
・１時間の中で生徒にどう投げかけようかと考
えていたが，もっと広く，単元の中での気付
きや学びのある活動をどの順序でするかを
考えるようになった。
このように，１年間の終わりに自身の変容を
感じ取れる校内研を目指し，限られた回数・時
間で行われる校内研究会の質的向上を図れるよ
うに，指導主事のチーム研究として探りたい。
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