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令和元年 10 月 18 日

No,４

そっと つなげる。
ぎゅっと つながる。

とある道徳研究部会。
「生徒に，命の大切さを，もっと実感を得られるものにしたいんです。」と，
第一声をあげる若き授業者。その目の前には，
「生徒が感じている命の大切さか…」と，体を前のめ
りにしながら頷く研究部会主任。そして，
「だったら，こうしてみたらどうかな」と，別の視点から
の考えでつないでいく部会職員。さらに，黒板の前には，部会での議論の流れを掴みやすいように
整理しながら書きまとめ，議論の筋道を冷静に示していく全体研究主任。
そして，研究部会は徐々に熱を帯び，職員それぞれが「命」について考えた人生経験，扱う資料
の意図へと話題を広げながら，生徒が実感を得られる「命の大切さ」に迫っていく…。

教学半也
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研究部会に集まった，世代
Ｐ２
Ｐ３
Ｐ４～５
Ｐ５

も経験も立場も異なる先生方
が，つながっていきます。そこ
には，先生方が共にする，生徒
たちへの真摯な思いと確かな
願いがありました。

教育課程研究協議会
授業校インタビュー【Vol.1】

子どもが，教師が，
そして，社会が「つながる」
阿智村立 阿智中学校

田原
教科主任 舘林
授業者

社会科

祐希
洸一

先生
先生

公開目前，最後の打合せ。

共に教師歴が４年という，フレッシュな Personal DATA
２人を中心に研究を進めてきた阿智中。 ◎たはら ゆうき（写真左） ◎たてばやし こういち（写真右）
授業づくりの「こだわり」や，研究を振
安曇野市出身。初任として
中野市出身。坂城中で３年間勤め，
り返っての心境などを伺いました。
阿智中に赴任し，４年目。
今年度より阿智中に異動。

グループ活動で，
子どもと子どもを「つなぐ」

した。社会科が苦手な子が活

いましたね。ねらい通りです。

――どんな授業を目指しましたか？

躍したり，お互いにフォロー

舘林：憲法という，どこか遠

田原：子どもから問いが生ま

したりという姿も増えました。 い存在だったものが，身近に

れ，子どもが考えていく授業

題材にこだわり，
教科書と実社会を「つなぐ」

を目指しました。着飾った授

なったと思います。

業ではなく，普段のスタイル
を公開しようと思いました。
舘林：そのためにも，日頃の
授業を大切にしました。
特に，
グループでの活動は，日常的
に取り入れてきました。

――グループ活動が機能した理由と
して，題材のよさもあげられると思い
ますが？

田原：題材もこだわった部分

立ち退き事例の地図を提示

です。日本国憲法の「公共の
権利と権利が衝突する事例を

研究を通して，
教科会が「つながる」

基に，
「公共の福祉」という概

――教科会は何度も行いましたか？

念を理解できるようにしたい

舘林：空いた時にどちらから

福祉」
を扱う場面だったので，

と考えました。教科書に，立

ともなく話しかけるという感

グループで考えを交流する

ち退きの架空事例があるので

じで，けっこう話をしました。

――グループ活動の在り方は，研究の

すが，子どもたちの生活とは

田原：授業を見合うことも増

重点にもなっていましたね。

ずいぶん遠いもので…。なら

えました。当日，万一，僕が休

舘林：これまで，とりあえず

ば，
「村に近い設定に作り変え

んでも，舘林先生が代わりに

取り入れる，ということが多

ちゃおう」となりました。

やってくれると思えるくらい，

かったのですが，今回，目的

舘林：他のクラスでも同じ授

共通理解ができていました。

を明確にすることと，個人の

業を行い，設定や地図を何度

――今後にも生かせそうですね。

考えをもってから話し合うこ

も調整してきました。

田原：グループ活動や題材の工

との，
２つを大切にしました。

――授業でも，村の生活と重ねている

夫など，今回の成果を他の単元

田原：各自が考えをもってい

生徒の発言が多かったですね。

にも生かしていきたいです。

ることで，グループ活動の中

田原：村のスーパーや，飯田

舘林：教科内の連携を今後も

で，考えがつながり，話し合

への道，そこに住む人たちな

大切にし，情報を共有しなが

いが活発になることが増えま

どをイメージしながら語って

ら進めていきたいです。
（聞き手
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古村淳仁）

「教頭先生，校内研修お願いします！」～つなげる研究主任～
９／２

Ｏ先生：教頭先生！研究主任
研修会で S-P 表の分析
を他校の先生方と行った
のですが，とても面白か
ったんですよ。学校で、
研修の時間をとっていた
だきたいのですが…。

自校に
“つなげたい”

研究主任研修会（事務所主催）

研究主任研修会のプ
レゼン資料を使って
校内研修を行いたい
のですが・・・。
（職員研修前，
事務所へ問合せ）

教頭先生：そうですか。それならばぜひや
りましょう！９月１８日の職員会の後に
時間をとるので、そこでお願いします。

９／３
９／1３

９／18

先生同士が
“つながる”
学力向上研修会（高陵中学校）
「こんなところ間違えているの！？」と
いう衝撃を受けた。新学習指導要領で
は，学習する文法事項が増える。そのた
め，教え込みにならないような工夫も必
要だと感じた。授業で改善すべき点が山
積していることを思い知らされる機会と
なった。
（英語科の先生の感想より）

実際に教師自身が問題を解いたときの感触をもと
に，生徒の誤答と向き合うため，生徒の思考に思いを
巡らせることで，生徒のつまずきに意識を向ける先生
方が多くいてよかった。
先生方にとって，そのつまずきを克服するために授
業でどういうことを大切にしていけばよいか考えるき
っかけになったと思う。（Ｏ先生の感想より）

Ｏ先生が感じた『面白さ』とは？ －誤答分析で，個々の生徒がどこで，どのように間
違えているのかを発見でき，それを授業にどう生かすか考えること－
Ｏ先生の思いが形となり，校内研修が実現されました。高陵中
の先生方は，Ｏ先生がプレゼンで説明した『授業改善プラン』に
沿って，授業改善に向けて考え合いました。
Ｏ先生に校内研修の様子をお聞きすると，「やってよかったで
す！」と満足そうに語っていました。その表情は，研究主任研修
会で自身が感じた「面白さ」を先生方も実感している姿を目の当
たりにした充実感にあふれていました。
最後に，「授業改善の方向を全職員で共
有したことを基に，互いに授業を見合う
機を積極的に取り入れていきたい」と語
る目はまっすぐ前を見つめていました。
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明日からの授業に
“つなげる”

令和元年度

令和元年８月 29 日（木）諏訪市文化センター・諏訪市公民館を会場に，
「地域ぐるみ
で子どもを育てるフォーラム（学社連携・協働意見交換会）
」を開催しましたところ，お
忙しい中，学校は２学期が始まったばかりという慌ただしい中，200 名近くのみなさま
にご出席いただきました。本当にありがとうございました。子どもを育てるためにでき
ることについて，それぞれの立場から考え合うことができました。
長野大学の早坂淳先生からは、平成３０年度に県内公立小・中・義務教育学校５４４校に実施し
たアンケートの結果を報告していただきました。そのあと、前下諏訪町教育長で県の信州型ＣＳア
ドバイザーである、小沢貞義先生から、
「地域ぐるみで子育てを充実させていくために」という演
題で講演していただきました。
早坂先生による報告では「ＣＳ専用の部屋があるか」と
いう問いに対して、校内に専用の部屋があると回答した学
校の多くが、ＣＳの運営がスムーズで、教職員や地域住民
の関わりもよいという結果が出たこと等が報告されまし
た。
小沢先生の講演からは、下諏訪町でのＣＳの立ち上げの
経緯から、学校と地域とのつながり方などが話され、小沢
先生の「町づくりは人づくり」
「人づくりは町づくり」と
いう言葉から、ＣＳで大切にすべきこと等を聞くことがで
きました。

早坂淳先生

○ 分科会では工夫を凝らした先進的な取組が報告されました。
【第１分科会】生徒が主体となり、地域の要望に応えて
活動する地域貢献型生徒会による「夢プロジェクト」
教頭 芝野崇さん
両小野PR キャラクター うとう 君
生徒会を地域貢献型として運営し、地域に貢献できる中学生を育てる夢プロジ
ェクトとして、子どもたちがこれからも故郷を愛する心を高めています。
【第２分科会】地域の方を講師に迎えた「原村学」の取り組み
～中学生のワインづくりを通して～
原村立原中学校 教諭 平塚広司さん
原村マイン農園経営 小林峰一さん
原中学校のキャリア教育「原村学」の進め方はもちろん、小林さんが活動されて
いることは、子どもと地域がつながりながら学びを深め生き方につながっています。
【第３分科会】中・高校生や高齢者も入って、地域全体で係る
「放課後子どもの居場所づくり事業」
岡谷市教育委員会 教育総務課 主査 矢沢桂さん
うえのはらっぱ（上の原小学校）コーディネーター 今井千枝さん
放課後の子どもの居場所づくりでの様々な課題に対し、行政が裏方に徹し
たり、中・高校生がかかわったりすることで課題解決に努めています。
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小沢貞義先生

【第４分科会】諏訪の魅力や日本の感性をビジネスとつなげる、
「文化ビジネス」の取り組み
諏訪実業高等学校 教諭 松田健一さん 小川淳子さん
商業科・会計情報科の生徒のみなさん
諏訪の魅力として、特産のカリンや岡谷のシルク産業に注目し、高校
生が考えるビジネスとつなげる、
「文化ビジネス」の取り組みとして、匂い袋
やお守りの開発を進めています。
【第５分科会】子供達が、そして誰もが輝ける場所
“新しい公共”「総合型地域スポーツクラブ」
山岸洋子さん
スポーツを核とした地域コミュニティの創造を目標とし、地域住民が
笑顔で健康に暮らすことを目指す活動として、地域密着支援事業や障が
い者支援等も行っています。
【第６分科会】
伊那市教育委員 田畑和輝さん
人口減少など様々な地域課題をつかんで、子どもたちと地域の大人が
共に生き方を考え、生き様を語ることができる大人と出会うキャリア教
育を目指しています。

中学生と保護者のみなさんへ

上伊那会場

１１月 １日（金） 午後 ５：３０～７：３０
伊那合同庁舎 ５階 講堂，501，502，503

＜参加高校＞
辰野，箕輪進修，上伊那農業，高遠，伊那北，伊那弥生ヶ丘，赤穂，駒ケ根工業，
松川，岡谷工業，岡谷東，松本筑摩，つくば開成学園，伊那西，飯田女子，
地球環境，天龍興譲，さくら国際，コードアカデミー，エクセラン，信濃むつみ，
松本国際，青山，ＫＴＣおおぞら高等学院，鹿島学園，日本ウェルネス （予定）

諏訪会場

１１月１４日（木） 午後 ５：３０～７：３０
諏訪合同庁舎 ５階 講堂，501，502，505

＜参加高校＞
富士見，茅野，諏訪実業，諏訪清陵，諏訪二葉，下諏訪向陽，岡谷東，岡谷南
岡谷工業，松本筑摩，東海大学付属諏訪，つくば開成学園，青山，松本国際，
コードアカデミー，エクセラン，信濃むつみ，黄柳野，駿台甲府，
ＫＴＣおおぞら高等学院，鹿島学園 （予定）

高校の先生との個別相談会です。
お気軽にご参加下さい!!
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