平成 30 年度 南信教育事務所だより
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平成 30 年度

各教科等の指導・改善のポイント

各教科等の授業改善（授業の質的な向上）に生かしていただきたいポイントを
示しました。
「平成 30 年度 教育課程編成・学習指導の基本」（通称「青本」）と合わせてご覧
ください。

国語 「見通し」
「観点の焦点化」
「振り返りの充実」で質的向上を 「青本」Ｐ32～Ｐ333
授業の前に…「子供の姿」
「教材の価値」
「問題解決の過程」のそれぞれを関連させ，
１時間（単元）を通して育む資質・能力を明確にしましょう。
ねらい「追究の見通しをもつ」

子供の姿

・モデルや既習事項から着目する言葉や追究方法を明
確にした学習課題を設定する。

○○について，前の授業（単元）
で学習した読み方を生かして□□

めりはり「追究の観点の焦点化」
・
「読むこと」では，目的に応じて特徴的な表現や，一
人一人の読みの共通点や相違点に焦点を当てる。
・「読みの可視化」読みの違いを捉えやすくするために，
学習活動やホワイトボード，付箋などで可視化し，根
拠や理由を比較・検討できるようにする。

に着目して読み，考えてみよう。

私とＡさんの考えは違
うみたい。Ａさんは，ど
の表現から考えたのか
な。聞いてみたい。

見とどけ「振り返りの充実」
・学習問題に対して，どのように追究して，どのような
ことができた，分かったのかを言語化するよう促す。

○○について，
「…」という表現
や，Ａさんが見つけた「…」とい
う表現を結び付けて考えてみた

・子供のまとめを板書して可視化する。

ら，△△だと思いました。
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社会
Ⅰ

ねらいを明確にした単元計画を立てましょう

「青本」Ｐ34～Ｐ35

～中学校２年 「江戸幕府の成立と対外政策」を例に～

単元のねらいを吟味し，ねらいを達成した具体的な姿をイメージしましょう。
この単元では，生徒が，
「江戸幕府は，大名や朝廷，民衆に対する決まりを
作ったり，鎖国などの対外政策を行ったりしながら，幕府と藩からなる強力
な支配体制を確立した」ということを理解できるようにしよう。

Ⅱ ①単元を貫く問い，②１時間の位置付け，③働かせる見方・考え方を明確にしましょう。
教師の構想

生徒の意識

①単元を貫く問いを，
「なぜ江戸幕府は，約 260 年とい

鎌倉時代や室町時代，安土・桃

う長きにわたり支配することができたのだろう」とし

山時代と比べてずいぶん長いけ

て追究すれば，ねらいに迫れるだろう。

れど，どうしてだろう？

②第 1 時で問いを立て，第 2 時は大名統制，
第 3 時は身分制度，第４時は対外政策につ
いて調べていく。そして，第 5 時でそれら
を関連付けてまとめるようにしよう。
③追究の際には，中世までとの政策の違いや，統一政権
の諸政策の目的に着目できるようにしよう。

単元を貫く問いに対
する予想に基づいて
調べていくのね。
どの政策も，中世に力をもった勢
力の力を奪おうとしているんだ。

算数・数学 「授業がもっとよくなる３観点」の質的向上

「青本」Ｐ36～Ｐ37

○何を説明（記述）しようとしているのかを明らかにしましょう
1「事柄・事実」
を説明する

2「方法・手順」
を説明する

3「理由」
を説明する

計算の性質，図形の性質や定義，
数量の関係，表やグラフなどから
見いだせる傾向や特徴などの記述

問題を解決するための自
分または他者の考え方や
解決方法などの記述

ある事柄が成り立つこ
との理由や判断の理由
などの記述

○説明（記述）の評価の基準を明らかにしましょう
前提と結論が示し
てあるか

用いるものとその用い
方が示してあるか

根拠と成り立つ事
柄が示してあるか

今年の全国学調
列車アと列車エの 2 つのグラフのｙの値が６のときの x の値の差を
数 B３の（3）
求めれば，何分かかったかの時間が求められます。
「方法の説明」
を例に。
列車アと列車エのグラフを用いるのですね。2 つのグラフを使って，ｙ座標が 6 のところに着目
すること，それに対応するｘの値の差を求めればよいことが述べられていますね。「方法」を述べ
ることでは，何を用いるのか，どのように用いるのかを記述したり述べたりすることが大切です。

授業で説明を練り上げる場を位置付けたり，先生が評価してあげ
たりすることも大切ですね。
〈H30 全国学力・学習状況調査 解説資料の P8（小中同様）〉
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理科

「授業がもっとよくなる３観点」を意識して
「主体的・対話的で深い学び」の実現へ

育成する「資質・能力」は何か，まず確認を！
「ねらい」の明確化
動「説明する」とは

「青本」Ｐ38～Ｐ39

主体的・対話的で深い学びにつながる姿

（例）
「青本」Ｐ28～Ｐ29
「○○を調べてみたい」
「△△の方法で

・気付き，驚き，疑問等を焦点化して学習問題の設定
・予想とその根拠から，検証方法と結果の見通しを

調べれば □□という結果になるはず」
※問題（〇〇）と見通し（△△，□□）
を明らかに

「めりはり」のある展開
・五感を通し事象を捉えられるよう器具や装置を工夫
・結果を整理し，全体共有や再実験の場を設定

「やっぱり□□だ」
「予想と違い□□だ
った」
「友達の結果はどうなのかな」
※子供のつまずきを想定して
※表，式，グラフ等を利用して

ねらい達成の「見とどけ」
・結果の妥当性や傾向性を捉え，検討する場を設定
・学習問題や予想と照らし合わせた記述へ

分かった（考察）
」
「つまり～というこ
とが言える（概念化）
」

「振り返り」で，学んだことを日常生活と
結び付けて考えさせたり，友との関わりか
ら，自己の変容を自覚させたりすること
も，深い学びにつながります。

体育・
保健体育

「□□の結果から○○ということが

※根拠（□□）と結論（〇〇）の両方
を確実に

「授業がもっとよくなる３観点」の質的な向上を図るために
「着目点」「試行錯誤」「承認活動」を意識しましょう

学習活動
Point!

〈ねらい〉
ねらい達成に迫る
「着目点」を明確に
した学習課題の設定

〈めりはり〉
「試行錯誤」を重ね
る追究場面の充実

〈見とどけ〉
児童生徒が互いに
認め合う場面「承認
活動」の位置付け

ここが Point!

「青本」Ｐ46～Ｐ47

「何が，どうなればよいか」→写真や動画等の資料提示や
示範により目指す動きを明らかにしましょう。
「何を，どうすればよいか」→具体的な動きのポイントや練
習の方法を分かりやすく児童・生徒に示しましょう。
「どうなっているか」「こうやってみよう」→追究する中で
気付きが生まれる学習環境とその気付きを進んで試す
ことができる学習環境をバランスよく整えていきましょ
う。〈易しい運動の場・ICT 機器・学習資料・話し合い活
動など〉
「何が，どうなったのか」→学習課題に即して成果を明
確にし，互いを認め合える場を設定しましょう。
「何を，どうしたのか」→自分や友達の考えや取組，関
わりのよさを具体的に共有できる場を設定しましょう。
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外国語活動
英 語

「授業がもっとよくなる 3 観点」の質的向上
～児童生徒が見通しをもって言語活動を行うために～

＜ねらいの明確化＞

「青本」P52～P55

児童生徒とねらいを共有するためのポイント

Today’s Goal(TG)設定

Today’s Point(TP)設定

👉「何をどのように行うか」
「何ができるようになるのか」明確に

👉 児童生徒とのやり取りを通して
👉 TG 達成のために「何が必要か」を
共有し，見通しをもつ

👉 デモやモデル文で具体的に提示する

＜めりはりのある展開＞ 言語活動の充実を図るためのポイント
👉 コミュニケーションを行う目的や場面，状況等を明確に
小 ４K（
👉 ○
「聞く」「体を動かす」「関わる」「気付く・考える」）を意識して
中 複数の技能を統合的に活用することを意識して
○

👉 事実や自分の考え・気持ちを伝え合う活動に

＜ねらい達成の見とどけ＞ TG 達成を実感できる振り返りのポイント
客観的な方法で

TP に沿って

👉 中間で活動の姿を確認する場の設定
👉 終末で TG が達成できたかを振り返
る時間の確保を

👉 ペアやグループでのアドバイス
👉 タブレットなど ICT の活用
👉 教師が把握した児童生徒の姿を共有

研修会報告

言語活動の中間と終末で

「教師」になっていく歩み

～初任者研修スタート～

初任研スタート研修（４月１７日） 総合教育センターで県内の初任者が
一堂に会し，厳かな中にやる気にあふ
れる研修会が行われました。午後の研
修では，藤田浩史課長から，歓迎の言葉
と教師になっていく心構えについての
お話を聞きました。グループ協議では，
子供との関わりを振り返る中で，互い
の悩みや喜びを分かちあい，明日への
意欲を高めていました。
「困っていることは共通する部分もあり，話すこと，聞くことを通して少し救われたよ
うにも感じた。（仲間から）他の角度からの意見をもらったり･･･と明日からまたやっ
てみようという前向きな気持ちになれた。」

（初任者の感想より）

次回は，７月３日（火）教師力向上研修Ⅱを行います。
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全国学力・学習状況調査早期採点の様子から
小６算数Ｂ問題３を採点しながら，見えてきたこと

ア を３， ○
イを
○
４にしている子
が多いですね。

どうしてだ
ろう…。問題
を見直して
みましょう。

出題の趣旨からメッセージを受け取る

誤答分析を授業改善に生かす
直前に提示されたグラフ

解説資料に，この問題の出題の趣旨は「一つ
の事柄について表した棒グラフと帯グラフ
から読み取ることができることを，適切に
判断することができるかどうかをみる。
」と
書かれています。また，
「日常生活の中で主
体的に問題を見いだして情報を収集し，表
やグラフなどに整理して考察したり…」と，
どんな児童・生徒を育成していくのか大切
なポイントが載っていますね。

２を見て，○
ア では３を選
択したんですね。それぞれ
のグラフが何を表してい
るのかを読み取ることが
できたり，複数のグラフか
ら必要な情報を取り出し
たりする力をつけるため
の授業を構想していきた
いです。

主体的・対話的で深い学びの実現

早期採点で，大切にしたこと
◇調査問題の趣旨（メッセージ）を確認。

◇調査問題採点結果を分析し，課題を全職員で共有。
◇調査問題や調査結果を活用した授業を構想。
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単元や題材など内容や
時間のまとまりを見通し
ながら行う授業改善

いじめ・不登校地域支援チームからのお知らせ
○スクールソーシャルワーカー（SSW）が電話対応できる日
南信教育事務所

平日は原則毎日 10 時から 12 時

南信教育事務所飯田事務所

電話 ０２６５－７６－６８６０

毎週火曜日 10 時から 12 時

電話 ０２６５－５３－０４６１

○南信地区の保健福祉事務所開催の保健相談・思春期相談
＜諏訪地区の方対象＞
こころの健康相談
内 容

いらいらする,眠れないなどの悩みがある

場 所

諏訪合同庁舎２階

日 時

偶数月：原則第１火曜日

第２相談室

ひきこもり,発達障がいに関する相談がしたい

など

（思春期相談も同様）

奇数月：原則第１金曜日

午後２時から午後５時相談終了

思春期相談（概ね 25 才まで）
内 容

学校に行けない,勉強に集中できない,誰かの視線を感じる,友達の目が気になる
他人に言われたことがいつまでも頭から離れない

日 時

毎月原則第４金曜日

など

午後２時から午後５時相談終了※１１月は第５金曜日・１２月は第３金曜日

◎予約申し込み・問い合わせ先：諏訪保健福祉事務所

健康づくり支援課

相談は予約制です。相談日の前日までに申込みをしてください。

電話

０２６６－５７―２９２７

＜上伊那地区の方対象＞
精神保健相談（＊思春期精神保健相談を含む）
対象及び内容 心の悩み・不登校・ひきこもり・家庭内暴力・依存症問題・認知症などの
精神的な悩みや不安のある方やその家族
場

所 伊那保健福祉事務所

日

時 毎月

第３金曜日

精神科医師による個別相談

診察室
午後２時から５時まで（担当の都合により変更する場合もあります。
）

◎予約申し込み・問い合わせ先：伊那保健福祉事務所

健康づくり支援課

相談は予約制です。相談日の２日前までに申し込みをしてください。

電話

０２６５－７６―６８３７

７

＜下伊那地区の方対象＞
児童思春期精神保健相談
対象及び内容 こころの問題を抱える児童思春期の子供，その家族及び関係者
精神科医師による個別相談
場 所

飯田保健福祉事務所

診察室

日 時

奇数月

午前（担当医の都合により変更する場合もあります。
）

第２火曜日

◎予約申し込み・問い合わせ先：飯田保健福祉事務所 健康づくり支援課
電話

-6-

０２６５－５３―０４４４
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