校内研究への支援の在り方
－ 校 内 研 究 の活 性 化 を目 指 して－
主 幹・指導主事
主 幹・指導主事
副主幹・指導主事
主 査・指導主事
キーワード

授業研究の進め方

ＰＤＣＡサイクル

Ⅰ 主題設定の理由

小尾 俊彦
重田
誠
笠井さゆり
河西 絵美

一人一人の授業改善

人一人の授業改善に向けた取組についての見
通しがもてるようにする。

総合教育センターでは，今年度より，研究協力

・授業改善への支援として，各種学力調査の分析

校と「授業・学校づくり」を協同的に推進する研

結果を生かした授業改善の在り方について提

究を立ち上げた。これは，機構改革により学校教

案する。

育支援という役割を担うことになった本センター

・本センターのシンクタンクとしての機能を発

が，各学校に対してどのような支援を行うことが

揮し，研究協力校の要望に応じ，学習会の講師

できるかを探る研究である。

を派遣する。

本研究では，支援の在り方を探るに当たり，現

・研究の検証の手立てとして，竜王北小学校が実

在，各学校で「授業・学校づくり」の柱の一つと

施する校内研ＯＰＰシート＊を共有し，教員の

して位置付けられている校内研究に着目した。そ

変容を確認する。

れは，各学校では，学校や地域の特色を生かした

＊

校内研ＯＰＰシートとは，教員一人一人が毎

校内研究を推進しているが，多様化・複雑化する

回の研究会を振り返り，感想や質問等を１枚

教育現場において，その進め方には多くの学校が

の用紙に記述していくものである。

様々な悩みを抱えているからである。
今年度は，研究協力校である甲斐市立竜王北小

Ⅳ 研究経過

学校と連携を図る中で，竜王北小学校からの要請
や校内研究に関する今日的な課題に基づく提案を

５月２日（水）学校訪問

行い，研究協力校における校内研究の活性化を目

・委嘱状交付

指す

・研究の方向性や支援内容の確認

。その過程において得られた成果と課題

は，今後，本センターの各学校への教育支援につ

５月18日（金） センター研究

ながるものである。よって，様々な実践を通して

・研究計画の検討

有効な支援を探る必要がある。

・学校訪問計画作成
５月23日（水）研究計画発表会

Ⅱ 研究の目的

６月６日（水）学校訪問【学習会】
・テーマ：主体的・対話的で深い学び

研究協力校との連携において，研究協力校から

６月27日（水）学校訪問【学習会】

の要請や校内研究に関する今日的な課題に基づく

・テーマ：ハイパーQ-U分析

提案が研究協力校に対してどのような成果と課題

７月20日（金）センター研究日

をもたらしたかを検証することで，本センターの
各学校の校内研究への支援の在り方を探る。

・「授業研究の進め方」を作成
８月21日（火）学校訪問【学習会】
・テーマ：授業研究の進め方

Ⅲ 研究の方法

９月26日（水）中間発表会
10月10日（水）学校訪問【低学年授業】

・授業研究への支援として，｢授業研究の進め方｣

10月24日（水）学校訪問【指導案検討】

を提示し，授業づくりや授業研究会，そして一

11月14日（水）学校訪問【中学年授業】

11月２日（火）14日（水）15日（木）
授業提案【５年算数】
１月15日（火）センター研究日
・成果と課題の検証
・次年度の方向性の検討

業」
「Ｃ 研究会」
「Ａ 個々の授業研究へ」という
過程で捉え，それぞれの過程におけるポイントを
示している。内容の概要は以下の通りである。
Ｐ：指導案づくり（授業づくり）に取り組む際
に意識したいポイント

１月23日（水）所内発表会

Ｄ：研究授業における授業観察のポイント

２月１日（金）学校訪問

Ｃ：授業後の研究会における教員一人一人が主

・来年度の研究について

体的に協議に参加するためのポイント

２月21日（木）研究発表大会

Ａ：研究会で明らかになった成果や課題，改善
策を一人一人の授業研究につなぐためのポ

Ⅴ 研究の基本的な考え方

イント
そして，目の前の子供たちの姿をよりどころと

研究主題「校内研究への支援の在り方」におけ

し，育成したい資質・能力を中核とした視点でこ

る基本的な考え方を具体化し研究協力校に提示す

れらのポイントをつなぎ，それぞれの過程どうし

るために，リーフレット「授業研究の進め方」
，記

の関連性を明示するよう意図した。校内研究でこ

述シート「学んだことを一人一人の実践に取り入

のリーフレットの活用を促すことで，学校全体と

れる」を作成した。

して，教員一人一人が主体的に関わる校内研究の
実現を目指している。

１ 「授業研究の進め方」
（１）
「授業研究の進め方」とは

また，特に，校内研究の推進が十分に図ること
ができない要因と考えられるＣ→Ａの過程に重点

多くの学校で行われている授業研究を，ＰＤＣ

を置いて取り組むことが大切であると考える。こ

Ａサイクルによって，一人一人の授業改善につな

の過程において，教員が主体的に校内研究に関わ

げるための手立てを示したリーフレットである。

ることができれば，研究授業で明らかになった成

（資料１）

果や課題が教員一人一人の日々の授業改善につな

（２）
「授業研究の進め方」作成の意図，背景

がり，ひいては子供たち一人一人のための校内研

校内研究を進めるに当たっては，竜王北小学校

究へとその質を高めることになる。授業づくりを

に限らず，多くの学校が例えば次のような課題を

主体的で創造的に展開できる教員や教員集団の力

抱えていると考えられる。

量をより確かなものにする。そのため，このリー

・指導案づくりにおける検討の視点が曖昧である。

フレットのサブタイトルを ～学んだことを個々

・研究主任や授業者の授業研究への取組が，教員

の授業に取り入れよう～ とした。

一人一人の主体的な研究に十分につながらない。
・研究授業やその後の研究会を行っているが，そ
れらが，その後の子供たちの学びの質の向上に
十分に生かされていない。

２ 「学んだことを一人一人の実践に取り入れる」
（１）
「学んだことを一人一人の実践に取り入れる」
とは

このような状況を踏まえ，子供たちのために校

前述の「授業研究の進め方」で特に重要視して

内研究を活性化させることを目指し，この「授業

いるＣ→Ａの過程に焦点を当てて作成した，記述

研究の進め方」を作成しようと考えた。

式のシートである。
（資料２）

研究授業やその後の研究会の進め方等について
は様々な考え方や方法があるが，カリキュラム・

（２）
「学んだことを一人一人の実践に取り入れる」
の内容

マネジメントの視点から，ＰＤＣＡサイクルによ

このシートでは，
「Ｃ 研究会」で明らかになっ

って授業研究を授業改善につなげることが重要で

た成果や課題，改善策を改めて確認し，それを実

あると考える。

際に自分の授業にどのように生かすかを考え，具

（３）
「授業研究の進め方」の内容

体化し，実践の見通しをもち，実際にやってみる

「授業研究の進め方」においては，授業研究の

という過程を明確にする目的がある。実際には次

ＰＤＣＡサイクルを「Ｐ 指導案検討」
「Ｄ 研究授

のような項目を基にそれぞれの教員が記述する。

・
「本日の授業研究で明らかになった『有効な手
立て』や『改善策』は何でしたか」
・
「明日からの授業や一人一実践等で，どのよう
に生かしますか」
・
「今後，学校や学年として，どんなことを検討
しておきたいですか」
実際に記述することで，これまでの授業研究で

センターのシンクタンクとしての機能を発揮した
ものである。
１学期に行ったこれらの学習会では，竜王北小
学校の教員から，
「総合教育センターの協力をいた
だけたので，理論的な面でも学ぶことができた」
「講義，研修の機会が多く，ハイパーＱ-Ｕ分析，
授業づくりの視点が得られ，理論が実践に生かす

曖昧だったＣ→Ａの過程を確実に結び付け，それ

流れとなっておりよかった」
といった感想を得た。

ぞれの具体的な授業改善，そしてそれぞれの次の

今後も，相談支援，特別支援，情報教育，教科

ＰＤＣＡサイクルにつなげていくことを意図して

等の専門家がいるという本センターの特色を生か

いる。

した支援を目指していく。

Ⅵ 具体的な取組

２ 中学年ブロックの実践
第４学年算数「広さを調べよう」の単元で研究

１ 学習会
今年度，竜王北小学校からの要請を受け，３回
の学習会を行った。
・
「主体的・対話的で深い学び」について
・
「ハイパーＱ-Ｕ分析」について

授業が行われた。中学年ブロックの指導案検討，
全体での指導案検討，研究授業，授業後研究会と
同一の指導主事が継続して関わった。
（１）指導案検討
中学年ブロックの指導案検討では，
「授業研究の

・
「授業研究の進め方」について

進め方」で提案したことを実際の授業づくりの中

学習会後に竜王北小学校の校内研ＯＰＰシート

でどのように生かしていくのかということを具体

に書かれた質問や要望は，後日，指導主事が回答

的に提案した。
「育成したい資質・能力」を中心に

した。

授業を構成していくことを授業者やブロックの教

【校内研ＯＰＰシートの記述】
ハイパーＱ-Ｕ分析を活用した取組にはい
ろいろな対応策があるが，とくにいじめへの
対応策で有効だった例を具体的に知りたい。
【指導主事からの回答】

員が意識して検討が進められた。授業者の考える
本時で子供に付けたい力は，
「自分の考えを図や
式・言葉で表現できる」こと，
「解法までの様々な
考え方に触れ，自分の考えを深める」ことであっ
た。ブロックの教員は，子供の姿について具体的
にイメージして話合いを行い，授業者とともに授

いじめ対応だけで一つの研修が必要なぐら

業づくりをしている雰囲気が感じられた。事前に

いですが，いじめ対応こそ連携と役割分担で

「授業研究の進め方」を提示してあったため，教

有効に対応できると思います。

員の議論も焦点化されたものになったと考えられ

①いじめ被害を訴える子供が何か問題をも

る。通常の学校訪問では，ブロックの指導案検討

つ子供でもいじめ被害者として本人の主

に指導主事が参加することはほとんどない。しか

観に寄り添って本人を守る。

し，今回のようにブロックの指導案検討に指導主

②加害児童を指導する教員は役割分担の中
で別の教員が行う。
③軽微ないじめでも連携し，組織的に対応
する。

事が参加することにより，子供の実態や授業者や
学年の教員の指導観・指導意図をより詳しく理解
することができた。そして，それに合わせた的確
な指導・助言を行うことができた。

④全体指導の中で，軽微なものも含めてい

全体での指導案検討では，本時の授業展開・教

じめは絶対に許さないという雰囲気を学

員の手立てを中心に検討が行われた。全体検討会

級や学校全体で作り出すこと。

においても，ブロックの検討会同様，子供に付け
たい力，授業者の指導意図を中心とした焦点化さ

「ハイパーＱ-Ｕ分析」についての学習会は，相

れた検討が行われた。課題への見通しをもたせる

談支援部の指導主事が講師となった。これは，本

ための手立て，教材の工夫，考えの収束のさせ方

等，多くの教員が授業に対して具体的に意見を述

うに生かしていくのか，学年や学校で考えていか

べ，有意義な話合いになった。このことからも，

なければいけないことは何か等をより深く実践的

「授業研究の進め方」にあるような項目を全教員

に考えられるようにした。

で共有しておくことで，有意義な話合いが行われ

授業研究後の校内研ＯＰＰシートや学んだこと

ることが確認できた。授業の中の比較検討の場面

を一人一人の実践に取り入れるシートを見ると，

(自力解決後の考えを交流し合う場面)について，

ヒントカードやワークシートなどの教材の工夫，

具体的にどの考えから出させ，どのように話合い

子供が考えたくなるような学習課題，理解が深ま

を収束させていくのか具体的に考えておくこと，

るような教具(ＩＣＴ活用)，深い学びが展開され

本時のねらいに迫るような問いや問い返しについ

るための教員のコーディネート力等，教員一人一

て考えておくこと，板書についても具体的な板書

人が様々な視点から授業のよさや改善点を見いだ

計画を立てておくことを指導・助言した。

し，自分の授業実践に生かしていこうという姿が

（２）研究授業・研究会

見られた。研究授業が単発で終わってしまうこと

本時は，
「広さを調べよう」第５時(全 11 時間)

なく，教員一人一人の授業に生かされていくつな

である。目標は，
「既習の長方形や正方形の面積を

がりが見えた研究会になった。

求める学習を活用して，長方形を組み合わせた図

（４）成果

形の面積の求め方を考え，面積を求めることがで
きる。
」である。

中学年ブロックの実践で得られた成果が三つあ
る。

授業では，子供の考えを大切にし，式の根拠や

一つ目は，同一の指導主事がブロックでの指導

意味を問う授業者の問い返しが多く見られた。子

案検討から授業後研究会まで関わることで，一貫

供は，
既習事項を生かし，
自分の考えを言葉や図，

した指導・助言を行うことができたことである。

式で表現したり，友達の考えを理解しようとよく

通常の要請訪問では，一つの学校に指導主事が複

聞いたりしていた。子供が自分の考えを説明する

数回訪問することはあまりない。今回のように，

とき，ＩＣＴを使用し，多くの子供が一人の考え

継続的に関わることで，竜王北小学校の教員の指

を理解し，共有し易い工夫がされていた。このよ

導意図や児童・教材に対する思いに触れ，学校に

うな姿が見られたのは，教員が子供に付けたい力

対する理解も深まった中での指導・助言を丁寧に

を明確にもち，それを中心に授業展開を考えたか

行うことができた。

らである。今後さらに子供の学習を深めていくた

二つ目は，
「授業研究の進め方」を提案したこと

めには，説明を一人の子供で完結させてしまうの

で，全教員が研究会の視点を共有できたことであ

ではなく，多くの子供に問い返しながら，共有さ

る。
「授業研究の進め方」があることにより，教科

せていくようにするとよいと助言を行った。

を越えて授業づくりで大切にしたいことを指導・

授業後研究会は，ワークショップ形式で進めら

助言できた。そのため，指導案検討から授業後研

れた。どのグループでも意欲的で充実した話合い

究会まで，話合いが焦点化され，活発な意見交流

が展開されていた。参加した教員の意見は，どれ

が行われた。

も「自分が授業を行ったら」という視点に立った

三つめは，研究会から得たことを自分の授業実

ものであり，それぞれの教員が授業を自分事と捉

践に取り入れることができたことである。竜王北

えた意見交流が行われていた。それは，指導案検

小学校の校内研究のまとめには，授業研究会で話

討の時点から授業後研究会まで，
「授業研究の進め

題となった事柄を実際の授業に取り入れた記述が

方」にある授業を見る視点が焦点化・共有化がで

見られた。具体的には，
「意図的なペアを仕組んで

きていたためだと考える。

説明させることにより，
学習効果がより高まった」

（３）学んだことを一人一人の実践に取り入れる

「子供の発言を映像として残しておいて掲示し，

２学期の研究授業後には，全教員に「学んだこ

次時の学習の導入に使った」
「まとめを子供たちの

とを一人一人の実践に取り入れるシート」
（資料２）

言葉で行わせた授業の方が，子供のくいつきがよ

の記入をお願いした。このシートにより，ただ単

い」等である。教員一人一人が，研究授業や研究

に，
「よい授業だった。
」
で終わりにすることなく，

会で得たことを少しずつでも日々の授業に取り入

教員一人一人が学んだことを自分の授業にどのよ

れることができ，成果を感じることができた。

（５）課題
本研究では，
「Ｃ 研究会」から「Ａ 個々の授業

する授業づくりに指導主事が関わり，研究協力校
における授業改善につなげようと考えた。

研究へ」の過程が確実につながることが重要であ

授業づくりに当たり，以下の３点を，研究協力

ると考えている。本年度の研究では，教員一人一

校の教員と協同して取り組みたい点として挙げる。

人が自分の実践につなげていきたいことを記述す

①単元を通して大切にしたい考え方，育成した

ることまでは，つながったと言える。研究会で得
た成果や改善点を，日々の実践や授業改善に生か
している教員もいる。来年度は，
「Ａ 個々の授業
研究へ」つながった実践と成果をフィードバック

い資質・能力
②本時に関わること（本時の学習課題，１時間
の流れ，板書案，評価問題）
③指導法に関わること（全体検討の仕方，子供

し，
より多くの教員に広げていけるようにしたい。

の考えの引き出し方・つなぎ方，学習感想の

大きな変化を求めるのではなく，ちょっとした小

書き方・育て方，ノート指導）

さな変化でも毎日積み重ねていけるような授業改

本実践は，指導主事が提案授業を実施し，授業

善や授業づくりの取組を全教員で行うことができ

づくりについて伝えることで研究協力校と関わる

る提案・支援を考えていきたい。

方法を取った。指導主事の提案授業から，育成し
たい資質・能力，本時や指導法に関わることを研

３ 分析結果を授業改善に生かす提案授業

究協力校の教員が学び取り，一人一人の授業づく

（１）全国学力・学習状況調査小学校算数におけ

りにつながるだろうと考えた。

る経年的な課題

（３）提案授業の内容

平成 30 年度全国学力・学習状況調査報告書（小

第５学年「単位量あたりの大きさ」の単元にお

学校算数）によると，課題等の主な特徴として，

いて，平均の導入，混み具合の導入の授業を指導

「異種の二つの量のうち，一方の量がそろってい

主事が行った。対象児童は，竜王北小学校第５学

るときの混み具合の比べ方を理解できているが，

年１組児童，第５学年２組児童である。全 10 時間

単位量あたりの大きさを求める除法の式と商の意

の指導計画において，１，７，８時間目の授業を

味を理解することに依然として課題がある。
」
と記

指導主事が行い，それ以外の授業を学級担任が行

されている。単位量あたりの大きさに関する設問

った。詳しい実践日は以下の通りである。

については，同様の趣旨の設問が平成 25 年度に

11月２日（火）１，３校時（１/10時間目）

出題されており，同年報告書によると，
「単位量あ

11月14日（水）１，２校時（７/10時間目）

たりの大きさを求める除法の式と商の意味を理解

11月15日（木）１，２校時（８/10時間目）

すること」が課題等の全体的な状況に記されてい

①授業改善例を具現化する

る。正答率は，平成 25 年度 50.2％，平成 30 年度

平成 30 年度全国学力・学習状況調査において，

50.3％であり，変化が見られないことから「依然

除法の式と商の意味の理解に課題があることから，

として課題がある」と記されていると考える。

単位量あたりの大きさを求める際に，そろえれば

同設問の山梨県内における正答率は，
平成 25 年

比べられることや１にそろえることに気付けるこ

度 48.2％，平成 30 年度 50.1％である。改善は見

とをねらいとし，授業を仕組んだ。具現化する手

られるが，正答率は 50％であり，課題があるとい

立てとして，子供に繰り返し理由を問う方法を取

う点は全国と同様の傾向である。また，授業づく

った。

りに向け，研究協力校の教員と打合せをした際，

７時間目
（混み具合の導入１時間目）
の授業で，

「単位量あたりの大きさ」の単元において，指導

問題場面は，㋐マット２枚に 12 人，㋑マット３枚

法の難しさを感じていることがうかがえた。

に 12 人，㋒マット３枚に 15 人，どのマットが一

（２）指導主事による提案授業

番混んでいるかという場面である。

全国学力・学習状況調査結果を受け，国立教育

まずは，㋐と㋑のマット，どちらが混んでいる

政策研究所や山梨県教育委員会から出されている

かについて話し合った。図１にあるように，㋐の

各種資料に，
「学習指導に当たって」等，多くの授

マットの方が混んでいる理由を問うた。
ここでは，

業改善例が示されている。これらを実際の授業で

人数が同じなのに㋐が少ないから混んでいること

具現化するため，課題となる単元や学習内容に関

を確認した。

このように，繰り返し理由を問い，どちらか一
方がそろっていれば，もう片方の数の大小で混み
具合を比べることができることを，実感的に理解

M

できるようにした。
８時間目
（混み具合の導入２時間目）
の授業で，
問題場面は，㋐列車５車両に 910 人，㋑列車７車

図１ ７時間目 板書の一部

両に 1260 人，㋒列車 10 車両に 1850 人，どの列車

次に，㋑と㋒のマット，どちらが混んでいるか

が一番混んでいるかという場面である。車両の数

について話し合った。ここでも，理由を問うた。

も人数も異なることから，前時は，同じにしたり

（図２）

合わせたりしたことを振り返った。
（図５）
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図２ ７時間目 板書の一部

図５ ８時間目 板書の一部

次に，㋐と㋒のマット，どちらが混んでいるか
について話し合った。前出の㋐と㋑，㋑と㋒の場

その後，そろえる方法を話し合った後，前時と

合と異なり，同じものがないことが子供から出さ

同様，㋒の列車が一番混んでいる理由を問い，車

れた。また，同じものがないなら，同じにしよう

両が同じで，人数が多いため㋒が混んでいること

という考えが子供から出された。
（図３）

を確認した。
（図６）

S

H
M

H

図３ ７時間目 板書の一部
その後，
そろえる方法を話し合った後，
㋐と㋑，
㋑と㋒の場合と同様に，理由を問い，マットの枚
数が同じで，人数が多い㋐のマットが混んでいる

図６ ８時間目 板書の一部

ことを確認した。
（図４）
また，
式や商の意味に課題があることを踏まえ，
「910，5，182 は何を表しているか」
「910÷5 をし
て何を求めているか」等，式や商が表す数につい

Ka

て，その都度，問うた。
（図７）
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図４ ７時間目 板書の一部

図７ ８時間目 板書の一部

授業後の学習感想に，そろえて比べることが述
べられていた。
（図８）
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図８ そろえることが分かった記述

図９ １時間目 板書の一部

このように，
８時間目も，
繰り返し理由を問い，
１にそろえれば，数の大小で混み具合を比べるこ

図 10 は子供の授業後（８時間目）のノート記述

とができることを，実感的に理解できるようにし

（学習感想）である。これらの子供の記述から，

た。

授業中，発言することへの抵抗感が減少した様子

７，８時間目の授業を通して，そろえれば比べ

がうかがえる。子供のつぶやきや考えを拾い，つ

られることに子供が気付けるようにすることがね

なぎながら，それを板書し，残したことが，子供

らいであった。これは，研究協力校の教員と協同

の意欲につながったと考える。

して取り組みたい点として挙げた，①単元を通し

HN 児

て大切にしたい考え方，育成したい資質・能力に
当たる。授業を考える際，大切にしたい考え方，
育成したい資質・能力を吟味することは，重要で
ある。本実践では，教員が理由を繰り返し問うこ

HI 児

とで，そろえれば比べられることを子供たちが実
感的に理解した。
②子供の意欲につながる手立て
提案授業実施前，学級担任との打合せの際，学

図 10 発言することへの抵抗感が減少した記述

級担任が単元の学習内容に関すること以外に，子
供の意欲を引き出したいという願いをもっている

また，図 11 にあるように，友達の考えから学ん

ことがわかった。そのため，授業の中に，子供の

だといった記述が複数見られた。授業者が子供の

つぶやきをつなぎ，板書する方法を取り入れた。

つぶやきを拾い，つなぎ，板書すると同時に，子

図９は，１時間目の板書の一部である。英字は

供は，友達の考えに触れ，解釈することになる。

児童の名前である。オレンジジュースを等しく分

友達の考えを解釈することを通し，互いに認め合

けるという課題を提示した際，量の異なる図を提

い，学習意欲につながると考える。

示すると，子供が「えー」
「わあ，少ない」
「ダメ」
と発したため，そのつぶやきを板書した。子供の

N児

つぶやきを板書することで，子供に，授業中，思
ったことをつぶやいたり発言したりしてよいとい
うメッセージが伝わる。さらに，子供の考えは名
前と共に板書した。名前と共に板書することで，
子供に，考えを教員が受け止めたというメッセー
ジが伝わる。
図９のように，
学習内容だけでなく，
子供の思考した過程が見えるような板書を心掛け，
提案授業を行った。

R児

KA 児

・継続して関わることによる一貫した指導･助
言
・分析結果を生かした授業提案
図 11 友達の考えから学んだ記述

（４）成果
学力調査の分析結果を基にした授業改善例を実

２ 課題
今年度は，センター研究を模索する１年であっ
たため，次の三つの問題が生じた。
・年度途中まで，本センターがどのように関わり，

際の授業として具現化し，研究協力校の教員に提

どのような成果が期待できるかという見通しが

案することができた。

立たなかった。

子供の考えの取り上げ方やつなぎ方，板書の仕

・研究協力校と一緒に校内研究の年間計画を立て

方，学習感想の書かせ方や活用の仕方など，指導

ることができず，結果的に今年度の成果である

方法について，学習会における机上の説明だけで

提案も，後から追加する形になった。

なく，研究協力校の教員が，実際のやりとりを見

・様々な提案をすることができたが，それらの提

て学び取る機会を提供することができた。

案が竜王北小学校の教員一人一人の授業改善に

（５）課題

どのように役立ったかについて検証する手立て

飛び込み授業のため子供が新鮮な気持ちで授業

を講じることができなかった。

に臨んだという要因があるが，子供の学習感想か

２年目となる次年度は，研究協力校と共通理解

ら，
「楽しかった」
「わかりやすかった」
「もっと勉

を図り，ＰＤＣＡサイクルを意識した校内研究の

強をしたい」等，前向きな記述が多く見られた。

年間計画を一緒に立てるとともに，センター研究

これらを持続させるため，教員が提案授業から学

を県下に広めることに着手する。具体的には，次

び取ったことを，
実践していくことが大切である。

の三つに取り組む。

また，そのための提案授業である。

・県が提案する授業改善に向けた取組の実証

提案授業において指導主事が一方的に伝えるだ

・新たに研究協力校になった学校との情報交換

けでなく，授業づくりを通して指導主事と教員が

・研究内容を県下に広げる拡大校内研等の実施

一緒に考えることが，教員一人一人の学びにつな
がる。授業後や授業前から，次時や単元全体を通
して，この後どう進めていこうか，伝えたり話し
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Ⅶ 今年度の研究の成果と課題
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１ 成果
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てきた。有効であった支援は，次の三つである。
・授業研究の視点の提案
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授業研究の進め方
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学んだことを一人一人の実践に取り入れるシート

