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平成 28 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に生かしていただきたいポイントを示しました。
「平成 28 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

身に付けた言語能力を子どもが自覚できるように

「青本」Ｐ24～Ｐ25

単
元 名「グラフや表を用いて、自分の考えを書こう」
単元のねらい「図表やグラフなどを用いて、自分の考えを伝えることができる」
〈指導事項 B エ〉

見とどけ

《
「振り返り」での子どもの記述》

っふいお

ｌ

Ａ生「図表やグラフを使って書くことができ
てよかったです。
」

図表やグラフを用いて書いた
感想を書いています

Ｂ生「図表やグラフを使って書いたら、自分
の考えがわかりやすくなりました。
」

図表やグラフを用いて書くこと
のよさについて書いています

Ｃ生「図表やグラフを使って書いたら、自分
の考えを補足できたり、説得力が増したり
してわかりやすくなりました。
」

図表やグラフを用いて書くこと
の必要性や効果にふれて書いて
います

単元のねらいにせまるＢ生や C 生のような「振り返り」を、発表し合ったり板書
にまとめたりして全員で共有することで、身に付けた言語能力を子どもが自覚できる
ようになります。

社会

ねらいの達成につながる学習問題の設定を

「青本」 Ｐ26～Ｐ27

まずは，
「ねらい」をはっきりさせましょう。
（下線部に焦点をあてる場合）
「ねらい」
ごみの処理は、人々の協力
を得ながら、計画的に進め
られていることがわかる。

ごみの処理は、人々の健康な生
活や良好な生活環境の維持と向
上に役立っているとわかる。

これからのよりよい生活環境の
維持と向上に向けた取組につい
て考え、適切に表現している。

学習問題(事実追究型)
ごみはどのように始末されて
いるのだろう。

学習問題(論理追究型)
ごみの始末をなぜ市の仕事として
行っているのだろう。

学習問題(思考・判断型)
ごみ袋は，値上げするべきか，無
料化するべきか。

ごみ収集車はどこにごみを運
んでいくのかな、ごみ収集車
の人やごみを処理する施設の
人に聞いてみよう。ごみを処
理する施設に行ってみたい。

今まで当たり前のようにごみを
出していたけれど…。もし住民負
担だったらどうなるだろう。役所
の人にもう一度話を聞いてみた
い。

ぼくは、無料化すべきだと考
えます。値上がりすると、家
の負担が大きくなるし、実際
に無料化しているところがな
いか調べてみたい。

「ねらい」によって「学習問題」も、追究も変わるのね。
学習指導要領解説 社会編に書かれている内容から「ねらい」から考えましょう！

算数・数学

数学的に表現する活動「説明する」とは

「青本」Ｐ28～Ｐ29

※「何を」説明（記述）するのか明らかに！
説明例

「事実を説明」

「□□は、〇〇ならば、△△になる。
」
・計算の性質、図形の性質や定義、数量の関係の記述
・表やグラフなどから見いだせる傾向や特徴の記述

※前提（〇〇）と、結論（△△）の
両方を記述
※説明する対象を明らかに
説明例

「方法・手順を説明」

「用いるもの」と「用い方」を明記

・問題を解決するための自分や他者の考え方、解決方法
の記述

※「用いるもの」…表、式、グラフ等

「理由を説明」

説明例

・ある事柄が成り立つことの理由や判断の理由の記述

「□□は、〇〇であるから、
△△である。
」

説明の仕方を知らない子ども、
主語を言わない（書かない）子ど
もに、授業中だけでなく、日常場
面でも、指導していきたいですね。

※根拠（〇〇）と、成り立つ事柄（△
△）の両方を記述
※必要な根拠は、全て取り上げる
参考「Ｈ２８全国学力・学習状況調査
解説資料」

理科 言語活動の充実から、見通しをもった主体的な追究に「青本」Ｐ30～Ｐ31
食酢とベーキングパウダーから発生した気体は何だろう？
泡が小さいし、泡の出方が酸素のようだ。
泡の様子で何で酸素って分かるの。

泡の大きさや出方だけでは決められない。

今までに学習した気体の性質をもとにして調べるといいのでは。
水への溶け方を調べ、次に空気より重いか軽いかを調べると気体が分かる。

っふいおｌ
ポイント２
話し合いや記述
から、方法と結
果の見通しをも
たせましょう。

ポイント１
予想やその根
拠を話し合
い、再検討の
場を設ける。

臭いがあれば、気体が限定される。臭いがなければ、水への溶け方を調べる。
刺激臭があれば、アンモニアだろうから、フェノールフタレイン溶液を加え
ると赤くなるはずだ。
水上置換で気体が集められるならば、酸素、二酸化炭素、水素だ。水素なら
マッチの火を近づけると爆発するはず。二酸化炭素なら火のついた線香を入
れると消える。

○ ○の方 法で調 べれ
ば、～の結果になる。

何をして、どうなれば、
そ のこと が確か めら れ
そうかな？（補助発問）

酸素だとすれば、火のついた線香を入れると激しく燃えるはずだ。

考えを練り上げる過程で、結果と方法の見通しが明確になってきます。

体育・
保健体育

解決の手がかりとなる着目点に気づかせ、１時間の
課題を明確に
「青本」 Ｐ38～Ｐ39

単元の目標

「ジャンプ・１（着地）・２・３～～」のリズムで、最後までスピードを
落とさずに走り切ろう。 〈小６年・ハードル走〉

ポイント① 前時の振り返りからつまずきを明らかにし、問題意識を焦点化しましょう。
どうして
かな？

３、４台目になると
スピードが落ちて、
跳べなくなる。
っふいおｌ

解決のための着目点
「１」（着地）の時、バ
ランスが崩れて、スピー
ドが落ちてしまう。

「着地足」に問題が
あるようだ。

ポイント② 触れる・感じる活動を位置付け、解決のための着目点を具体化しましょう。
着地足に着目して
友の示範を見る

台から跳び出して
すぐに走る練習を試す

着地足がフラフラし
ないで、真っ直ぐに走
れていた！

本時の学習課題

足裏全体で“ドスン”では
なく、つま先の方で“ギュ
ッ”とキックしていた！

着地足で“ギュッ”
とキックするって、
こんな感じだな！

工夫した練習の場を使って、着地足で“ギュッ”とキックして走れるよ
うになろう。

英語

Today’s Point を生徒とともに設定しましょう
Today’s Goal

「青本」 Ｐ44～Ｐ45

（例）ALT の先生に町の魅力が伝わるような、４文程度のまとまり
のある紹介文を書こう

生徒にとって Today’s Goal 達成の見通しがもてるように
ALT のモデル文を示し、次のような生徒とのやり取りを通して Today’s Point を
設定しましょう。
発問１：ALT の町の紹介文のモデルで、いい
と思ったところはどんなところですか？
発問２：まとまりのある文を書くにはどう
したらいいですか？

Today’s Point
（例）① 最初に町にある有名なものや人気のある
ものを書く
② ①を具体的に説明する。
③ 自分の気持ちを英文の最後に加えるな
ど、文の順番に気を付ける。

有名なものや町のきれいなものに
ついて、色や形などが具体的でわか
りやすい紹介でした。
具体的に説明すると、わかりやすく
なるね。
まず、紹介するもの名前を書いて、
次にその特徴、最後にその町への自
分の気持ちを書くと、全体が一つの
テーマについての文としてまとま
ると思います。
文の順番も大事だね。

特別支援

もてる力を最大限に発揮できる授業づくり

「青本」Ｐ52～Ｐ53

児童生徒の願い（発達欲求）を可能な限りとらえた「個別の指導計画」を作成し、授業展開
やねらいを考えたりする際に、つながりを確認しましょう。
Ａさん
（自情障学級小学校 3 年生）
〈授業における教師の支援例〉 〈A さんの授業における姿・願い〉
個別の指導計画
（Ｂ表 指導内容・支援の方向）

国語指導内容（抜粋）
・３年生の漢字の読み書き

支援の方向
①活動の最初に、図絵を使って
学習活動を掲示する。
②漢字のへんとつくりを分けて
漢字練習をする。
③プリントは、学ぶポイントだ
け記入するものを用意する。

①本時の流れと合わせて
学習する漢字を
提示しよう。

ねらい
１．めあての確認
漢字練習や音読をして
新しい漢字を勉強するよ。

っふいおｌ
②部首かるたを使って漢字
の読みを学習してから、
友だちとの音読を
取り入れてみよう。

③漢字の読みを空欄
にしたプリントで
確認してみよう。

支援の方向を具体的にして、１時間の支援を考えることで、
できる喜びを実感しながら学習できます。

めりはり
２．漢字練習と音読
漢字練習してから友だち
と音読すると，すらすら
読めて楽しいな。

見とどけ
３．振り返り（自己評価）
読める漢字が増えて、
うれしいよ。もっと勉強
したいな。

学校の組織文化の構築
「長野県と福井県で先生方個々の力量に差はない。集団になった時の
協働性の高さや質に違いがある。」
宮下哲 先生（福井大学大学院教育学研究科

准教授）は、義務校長春期研修

会でこう話されました。
また、中学校のＹ先生は自校の研究を次のように説明しています。
研究は、教科の枠を解いた授業研究グループで授業を見合い、事後
研究会で話し合い、全体で共有していくことを繰り返してきた。その
っふいおｌ
繰り返しによって誰もが思いや考えを発言し、それを受け止めながら
進めていく、みんなで作り上げていくという文化になっているように
思う。
（略）一人一人の思いや考えを大切にし、自由に発言できる土
壌こそが本校の「教員文化」なのだと思う。

南信教育事務所では、学校の組織文化構築を重点達成の柱の 1 つに
据えたグランドデザインを策定しています。
そして、学校組織文化を、先生方の
・学びの専門家としての心得
・学び合い高め合う関係性 と
とらえています。
先生方は、学びの専門性を軸にして
つながっています。
ですから、Ｙ先生の言う「自由に発言できる土壌」というのは、子ど
もの学びの姿や授業についての対話がどれだけできるかであり、「みん
なで作り上げていく」ことが先生方の心得として身に付いている、とい
うことになります。
この事務所だよりでは、各学校の組織文化を紹介し、参考にしていた
だきたいと思っています。

研修会報告
今年度も、南信教育事務所では、各種研修会を開催していきます。
終了後、研修会での様子をお伝えしていきますので、参考にしていただき、これからの
研修会にも積極的にご参加いただきたいと思います。

初任者研修が始まりました
４月 21 日スタート研修を皮切りに本年度の初任者研修が
始まりました。緊張の面持ちだった初任者も、初任者同士で
悩みを語る時間になると、ホッとした表情で気持ちを語り
合っていました。

【スタート研修 初任者の感想】

○同じような悩みを抱えている方が多
くいるということを感じ、自分は一人
じゃないと思いました。話し合う中で
助言等もいただいたので明日から
生かしていきたいです。
○先生方がどのように悩みに対応し
ているのか。色々な角度から見つ
めることができました。早く子どもた
５月 17 日授業力向上研修では、長地小、
富士見中、高遠小、春富中、上久堅小、高陵
中の６か所に分かれて、先輩の授業を参観し
ました。「こんな授業をしてみたい」「あんな
先生になりたい」と願う初任者の感想が多く
見られました

ちに会いたくなりました。
【授業力向上研修Ⅰ初任者の感想】

○子ども同士で説明し合い、「わから
ないんだけど…」といえる空間。そ
んな教室を自分自身も作っていき
たいと思いました。
○「シーンとする瞬間こそ思考が働い
ている時」。私は反応がないと焦っ
てしまいがちなので、言葉を選び、
考える時間を確保しながら、学び合
える授業をしていきたい。
○授業研究会では他の先生方の授
業を見る視点に驚き、「授業を見る
力」「授業から活かす力」を大切にし
ていきたいと思いました。

第１回

研究主任研修会

第１回研究主任研修会が、上伊那地区：５月 10 日（火）、
諏訪地区：５月 12 日（木）、下伊那地区：５月 27 日（金）
に行われました。
今回は、県学力検査問題や全国学力・学習状況調査問題
をもとに、今、求められる学力について考え、各校で発信
している「研究だより」を用いたグループ協議を行いました。
この研修を通して授業改善へのきっかけをつかみ、研究主任としての役割や一年間
の見通しを考えました。研究主任としての日頃の悩みや具体的な方策について、熱心
な協議がなされました。ご参会いただいた先生方ありがとうございました。
○参加者の先生方の感想（一部） ～参考になったこと、取り組んでみたいこと～
・学調の問題の正答率、特にＢ問題の正答率の低さに驚きを感じました。日々の授業の中
で、
「様々な情報から適切に情報を選択していくこと」、
「根拠をもって簡潔に伝えるこ
と」を意識した授業改善の具体を先生方に提案していきたいと思いました。
・研究主任として、遠慮せずに自分が学んだことを発信していくこと。
「こうあるべき・・」
というイメージに縛られずに、率先して授業改善に向かい、同僚の先生方とのコミュニ
ケーションを大切にしていきたいと思いました。
・先生方が「やってよかった、価値あるものだ」と思える研究にしていくこと。そこに教
師のつながりがうまれ、高め合う同僚性が築かれる。その上に授業観が共有され、学力
向上につながっていく。他校の先生方とのグループ協議を通して、そこに研究主任とし
ての役割があることを実感しました。
・「研究テーマを意識して授業を進めてもらうような情報発信」、「先生方の必要感に応え
られるような授業を見合う時間の設定」、
「研究グループの取り組みを全体に広めるコー
ディネーターとしての役割」など、できるところから取り組んでみたいと思います。

○第２回研究主任研修会＋学力向上ミーティングのお知らせ
【上伊那】９月 26 日（月）伊那合同庁舎

全国学力・学習状況調査

【諏

の結果分析から、日々の

訪】９月 27 日（火）諏訪合同庁舎

【下伊那】10 月 21 日（金）南信消費生活センター
〔時

間〕14：00～16：30（３会場ともに）

授業改善を考えましょう

第一回外国籍等児童生徒指導研修会
愛知県小牧市立大城小学校より伊藤敦子先生をお招きしました。
○講演の一場面より
伊藤先生が、ボリビアから来た女の子と実際に DLA
を行っているところを動画で見せていただきました。
「おとうとはいますか？」という先生からの問いかけ
に、「はい！」と元気に答える女の子。しかし実際には
弟はいません。朝の様子を尋ねられると、歯磨きのこ
っふいおｌ
とを「くちゅくちゅ、ぺってしたよ」とジェスチャーをつけて言う女の子に、
「そう
なんだね」と先生は笑顔で応えます。
動画の視聴後、先生は参加者に「DLA で心がけることは？」「この女の子の課題は
何？」と尋ねました。参加者からは「決して否定しないこと」「ほめること」「この
子には『歯磨き』など日常の語彙が不足しています」などと、活発な意見が出され
ました。
実践の先生や生徒の具体的な姿から、参加者が主体的に考え、学ぶ研修会になり
ました。

○グループ討議では
外国籍等の児童生徒への日本語の指導に関わる多く
の方が集まり、日ごろの悩みについて考えたり、情報
交換をしたりしました。日本語教室担当の先生だけで
なく、原学級担任や、長野県国際化協会・伊那国際交
流協会の方、地域ボランティアの方まで、様々な立場の方が集まり、それぞれ考え
を述べていました。講師の伊藤先生は、原学級の担任の先生が参加されていること
を知ると「あなたのクラスにいる（外国籍の）その子は幸せですね」と語りかけま
した。学校の全職員が力を合わせて取り組んでいく体制が大切です。
連絡先を交換している姿も見られ、研修会への参加が、立場は違っても同じ課題
に取り組む仲間としてのネットワーク作りの機会となりました。

○参加者の感想（一部）
・今年度から初めて日本語教室を担当することになり、毎日手探りで授業をしていました。今日の研修
会に参加し、教科書をわかりやすくリライトした教材や DLA を活用し、ほめて、その子の頑張りを認めて
あげることなど、学ばせていただきました。明日からの授業に取り入れて、子供たちが地域の一員とし
て生きる大人になるように支援していきたいです。
・今まではただ時間を過ごすだけでしたが、これからはその子の強みを見つけるという考え方を生かしてい
きます。役立ちそうなサイトや、相談に乗っていただける連絡先も教えていただき、研修会に来てよか
ったと感じました。
・グループでは、担任、支援員、日本語教室担当など、全員が違う立場でしたが、情報交換や悩み
の共有ができました。立場がいろいろであっても、悩みは共通でした。
・このような研修会を通して、外国籍の子供たちにかかわっている先生方のつながりが作られていくことが
素晴らしいと思いました。

○第二回外国籍等児童生徒研修会のお知らせ～ぜひご参加ください～
期 日：平成 28 年 10 月 27 日（木） 内容（予定）
：公開授業と伊那東小学校の実践から学ぶ
会場校：伊那市立伊那東小学校
※２学期になりましたら要項発送します。

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
火曜日 午前 10 時～12 時
（南信教育事務所 0265-76-6860：弓田 CSSW 河西 SSW 塩原 SSW）
毎週
(原則) 火曜日 午前 10 時～12 時（飯田事務所 0265-53-0461：矢沢 SSW）
金曜日 午前 10 時～12 時（南信教育事務所 0265-76-6860：弓田 CSSW）

○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 心の悩み、ひきこもり、発達障がいに関することなど精神科医師による相談
場 所 諏訪合同庁舎２F 第２相談室
日 時 毎月 第１金曜日

午後２時から（５時相談終了）

思春期相談
内 容 思春期に関わる精神科医師による相談（概ね 25 才まで）
場 所 諏訪合同庁舎２F 第２相談室
日 時 毎月 第３金曜日

午後２時から（５時相談終了）

◎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
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も含む）
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、
精神面に関する不安等を持つ方やその家族 精神科医師による個別相談
場 所 伊那保健事務所 診療室
日 時 偶数月 第２月曜日 午後２時から５時まで
奇数月 第２水曜日 午後２時から５時まで
◎予約申し込み・問い合わせ先 伊那保健福祉事務所 健康づくり支援課保健衛生係
電話 ０２６５－７６―６８３７
＜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ども、その家族及び関係者
精神科医師による個別相談
場 所 飯田保健所 診療室
日 時 奇数月 第２火曜日 午前（担当医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：飯田保健所 健康づくり支援課
電話 ０２６５－５３―０４４４

