
 

 

 

 

 

「課題の設定がうまくいかない」 

「子どもの興味や関心がわくような導入は，どうすればいいのかな」 

参加された先生方は，授業の導入について上記の

ような悩みをもっていました。講義では指導主事に

よる模擬授業を体験し，写真資料から生まれた疑問

から，学習課題を設定するまでを学びました。また

ＩＣＴの活用方法や，児童生徒が集中して授業に取

り組むための工夫などについても学びました。 

「この単元では，どんな資料や発問を提示すればいいのかな」 

「つける力が明確になっていないと，学んだことが分からなくなる」 

希望する教科ごとの演習では，まず授業で「つ

ける力」を確かめた上で，実物を使って教材研究

を行ったり，発問を考えたりしました。最後には，

考えた導入をグループ内で発表し，資料提示の工

夫や発問内容の良さを学び合いました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成 28 年度 南信教育事務所だより

第６号 12 月 27 日（火） 仙丈ヶ岳（南アルプス） 
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１ 研修会報告 

導入を考えるなかで自分の授業を振り返ってみると，予定していた学

習問題に誘導するような導入ばっかりだったと思いました。研修会では，

導入だけではなく，「つける力」や授業の流れも意識して考えることがで

きました。「導入が変われば，授業が変わる」この言葉を大切に教材研究

や授業展開を考え，明日からの授業に生かしたいです。       

（参加者の感想より）    

第 3回諏訪・上伊那地区 授業づくり研修会(11/14) 



 

 
 

 

26 名の子どもたちは「水を熱すると，どこからどうや

ってあたたまるのか」という学習問題に対して，すぐに

グループで相談を始めます。「ここに火を当てるから，

順番に熱が上下に伝わってくよね」「試験管の周りから

火で熱くなってあたたまるんじゃないの」と，自分の考

えをノートに図や言葉でかく子どもたち。 

 

 

 

 

教師は，ひとりひとりの予想を丁寧に把握し，子どもたちの考えに細かい

違いがあることに気づきます。この細かな違いに気づかせようと考え，「金属

のように火のところから熱が伝わるんだね」，「先に熱が下にたまるのか」，「回

るようにと考えたんだね」と子どもの考えの良さを認めていきます。 

 

子どもたちは，次々に考えを発表していきます。 

 

 

 

 

 

 

考えを伝えあう中で，自分と異なる考えに「それもあるなあ」と共感した

り，「それってこういうこと？」と考えたりして，全体で予想を練り上げてい

く子どもたち。 

 

 少人数学級では，教師がひとりひとりの考えの違いをよ

り詳細に把握し，その良さを認めていくことができます。 

そして，そのことが，自分の考えをもって主体的に語り，

学びを深めることにつながっていきます。 

 

（箕輪北小学校の実践より） 
   

理科 わずかな考えの違いを把握する（小４「もののあたたまり方」） 

Ａ児：ぼくは、金属と同じように火をあてた所から， 

どんどん周りに伝わっていくと思う。 

Ｂ児：当てた所の外側から伝わると思う。 

Ｃ児：私はちょっと違って、温めたのが下にたまって 

だんだんと下から･･･温まると思う。(･･･６名の発言が続く) 

２ 少人数を生かした授業 



 

 

 

前時から「頭はね跳び」への挑戦を始めたＲ生は「逆Ｌ字を意識して，脚

を伸ばしたまま着地する」という課題をもって本時の追究をスタートします。 

Ｒ生は５回目の試技の後，「難しい。自

分が何をやっているのか，跳んでいるとき

分からない」とつぶやきます。 

a「タブレットで撮影してみよう」Ｒ生６

回目の試技の後，Ｆ先生が声をかけます。 

Ｒ生の課題解決の状況を確実に把握していたＦ先生は，タブレットの活用

により，Ｒ生の課題をより具体的なものにしようと考えます。 

「ここから曲がっているのか」Ｒ生はタブレットで撮影

した自分の試技をスローで見返し，回転に入る前から脚が

曲がっていることに気付きます。 

そんなＲ生の気付きに対してＦ先生は，「Ｍさんに聞い

てみたら」とＲ生に提案します。 

Ｍ生がＲ生と同様の課題を追究し，解決できたことを把握していたＦ先生

は，Ｍ生のつかんだコツがＲ生の課題解決の手がかりになるだろうという意

図をもって，２人の生徒をつなぎます。 

 

 

 

 

練習を再開したＲ生は，Ｍ生のコツを生か

して本時の課題を解決します。 

授業後，Ｒ生はＭ生に「キミのおかげだよ！」

と伝え，笑顔で体育館を後にします。 

少人数学級では，生徒一人一人の様子を丁寧に観察し，その状況をより確

実に把握できます。そして，それに基づきながら，生徒が自分で課題解決す

るための手がかりをタイミングよく提供していくことができます。こうした，

少人数の良さを生かした意図的な教師の出により，生徒に追究の楽しさと課

題解決の喜びを保障したい。 

Ｒ生の３回目の試技               

脚が伸びず，跳ね動作がない 

保健体育    少人数学級の良さを生かした意図的な教師の出 

（中２「跳び箱運動」） 

逆Ｌ字姿勢から大きな 

跳ね動作につなげたＲ生 

スロー映像で自分の  

動きを確認するＲ生 

Ｒ生：Ｍさん，踏み切った後の意識は？ 

Ｍ生：うーん，何て言うか，踏み切った後に“キュッ”っ感じで・・・。 

Ｒ生：わかんないよ～，Ｍさん。 

Ｍ生：だから，踏み切った後に，脚で“ウイン”っていうイメージだよ。 

 

（伊那市立長谷中学校の実践より） 

 



 
 

 

現状の課題 

年間総授業日数を調べてみたところ，平

成 25 年度の長野県は大半の学校が 206 日以

上であり，東京都や隣県の新潟県よりも授

業日数が圧倒的に多い。全国的には，８割

以上の学校が 205 日以下であることが分か

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H25 公立小・中学校における教育課程の編成・実施状況  年間総授業日数 

 小学校第５学年 中学校第１学年 

 205 日以下 206 日以上 205 日以下 206 日以上 

全 国 83.3％ 16.6％ 81.4％ 18.7％ 

東京都 38.3％ 61.7％ 26.8％ 70.7％ 

新潟県 79.7％ 20.0％ 76.8％ 21.7％ 

長野県 1.4％ 98.6％ 2.7％ 96.8％ 

（全国…文部科学省同調査より 東京都新潟県…聞き取り調査より） 

成果と課題 

・205 日の達成。いろいろなところを少しずつ変えてできた。柔らかい発想が必要。 

・先生方の意識が変わってきた。「今まで変わらなかったものが変わってきている。」 

・校長先生のリーダーシップと後押しが重要。 

学校長のねがい 

プロジェクトチームの立ち上げと実践 ＝ 全校職員が学校づくりに参画する。 

・発想を変える。前例や「かくあらねば」を取り外す。若手職員がチームリーダー。 

・小グループでの検討。誰もが意見を言える。変えてみなけりゃ始まらない。 

・提案されたことは，全体での検討後，できるだけ取り入れていく。変わる実感。 

行ったこと 

○行事精選  生徒が楽しみな行事は減らさないで残すというメッセージ。 

・中身の見直し。行事の目的，ねらい達成に必要なことは？時間と場所の調整を。 

・夏休み中の学校行事の実施 ２年の登山を夏休み中に。他学年からの応援が可能。 

・文化祭を２日→1.5 日へ。総合の発表を普段の集会で。教科展示を普段から。 

○標準授業時数の確保 

・週日課の安定を図る。普通にスライドを回せば，標準授業時数を超えられる。 

・他学年の行事の裏もスライドをできるだけ回す。総合的な学習の時間を計画的に。 

○学力をつける。 

・何よりも授業改善。教科会の工夫。よい授業の紹介。開放的な雰囲気づくり。 

・地域の支援で放課後学習。夏休み中も学習を。部活単位でも学習を意識。 

・早めの補充計画を提案し，授業交換増加。急な休みも教科変更で。自習を少なく 

○日数減らしても，教職員の負担は増やさない。 

・期末テストの１日目は，４コマ実施で下校。採点時間の確保。 

・行事の準備に時間をかけず，行事から学習をスタートさせる意識。 

・職員会議を減らし，研修や会議無しに。発表だけか協議か，メリハリをつける。 

・家庭訪問の開始を遅らせ，玄関先で１０分程度の懇談に。 

・ＰＴＡの組織と活動内容の見直し。 

３ 登校日数削減の取組  伊那市立伊那中学校 



Ｂさん「１年生はありがとうっていう気持ち」 

Ｃさん「なつみさんは手伝ってくれてうれしい」 

Ｄさん「あきひろ君は『サッカーは明日でもできるからいい』と思った」 

Ｓ先生「急いでやれば，サッカーができるかもしれないよ」 

Ｅさん「うん，でも急いでやると１年生の女の子もアサガオもかわいそう」 

Ｆさん「サッカーに行かないと友だちに怒られるかも…」 

Ａさん「サッカーは，明日でも明後日でも（友だちと）できるからね」 

数 名「あー（そうか）」 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

これはＡさんが生活記録に書いたある日の振り返りです。友の親切な行動に気づき，自

分の課題や思いを書いています。 
 

Ａさんの言葉のもととなった道徳の授業を紹介します。 

 

 

 

 

まず，思わず立ちどまったときのあきひろ君の気持ちを考え合いました。 

「女の子がかわいそう。休み時間も終わっちゃう。」 

「どっちが大切かな。女の子の方が年下だし。」 

「どうしようって，心の中がもやもやしている。」 
 

Ｓ先生は，あきひろ君のもやもやする気持ちを確認した上で，あきひろ君がなつみさん

と一緒に土を集める場面を，役割演技で体験する活動を取り入れました。代表の児童があ

きひろ君・なつみさん・一年生を演じ，感じたことを発表し合いました。 

 

授業の終末，Ｓ先生が子どもたちに「心のもやもやはどうなった？」と聞くと，多くの

子どもたちは「なくなった！」と答えました。役割演技を通して親切にすることが心のも

やもやをすっきりさせられることに気づいたＡさんもその中にいました。 

４「特別の教科 道徳」に向けた授業の紹介 

男の子や女の子できょうりょくしてやって，さいごまで，かたづけをあきらめないでや
ってくれたのが男の子でした。わたしは，やさしいなと思ったきり，てつだうことがで
きませんでした。道徳をやって，しんせつにてつだってあげることを学んだのでつぎか
らは，じ分からてつだってあげたいです。 

体験的な学習を通して道徳的価値の自覚をはかる！ 
 千代小学校２年生 資料「あさがおのはち」（わたしたちの道２ 信州教育出版社） 

 内容項目【Ｂ 親切，思いやり】身近にいる人に温かい心で接し，親切にすること。 

【あら 【資料のあらすじ】友だちと大好きなサッカーをしようとグラウンドに向かっていたあ
きひろ君。途中で１年生の女の子があさがおの鉢を落として困ってい
る様子を見て，思わず立ちどまった。そこへ同じ組のなつみさんが来
て１年生を助ける姿を見て，あきひろ君も一緒に土を集め始めた。 



  

ある中学校の英語の授業研究会。グループに分かれて語り合います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発言が途切れず，生徒がどう学んでいたのかが中心に語られていきます。

聞く側は大きくうなずいたり，生徒のよい学びの姿に思わず笑顔になったり。

そういえば先生方は，生徒のすぐ近くで授業記録を取っていました。中には

生徒の目線にまでしゃがんで記録を取っていた先生も。 

 

校長先生に先生方の関係をお聞きすると，こんな答えが返ってきました。 

「うちの学校の先生方は，若い先生が多い。その若手に対して，ミドルリ

ーダーの一歩前の先生たちが，所作を含めていろんなことを教えているんで

す。もちろんベテランの先生方も一生懸命。そういう学校の文化が昔からあ

るんです。私は何も言っていないんです。」 

教えられた若手がさらに若手へと教えが伝えられていく。大事なことは人

から言われてやっているのではなく，当たり前なこととして伝承されている

ということです。学校組織文化が伝統となっています。 

 

いい伝統は続く。そう思います。 

Ａ先生：伝え合う場面のところからご意見をいただきたいと思います。 

どうですか？ 

Ｂ先生：Ｍ君は単語がわからなくなった時があった。その時，同じグル

ープの子がかかわっていた。 

Ｃ先生：Ｍ君はグループの話し合いで１つ単語を書くことができた。Ｍ

君にとって話し合いが助けになっていた。 

Ｄ先生：書きたいことはあるけれど単語が浮かばない。でも何とか書け

た。それが貴重。答えが決まっていない問題，それもよかった。 

Ｅ先生：Ｍ君は感想にみんなの話を聞いてよくわかったと書いていた。 

読み取った部分が今日は形になった。 

Ｆ先生：ＳさんがＭ君に辞書を貸していた。また，「その表現いいよ」

というやりとりがあった。開かれた心が伝え合う基盤になる。 
 

５ 学校の組織文化の構築 （その５） 



 

 

 

 

 

 多くの学校，地域で，「地域ぐるみで子どもを育てる」活動が進められてい

ます。そして，子ども，地域の方，学校の先生のステキな笑顔が広がってい

ます。幾つかの学校の取り組みを紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    南信教育事務所生涯学習課 編 

専門性の高い名人達人に学ぶ講座学習 

諏訪市立諏訪南中学校 

 

地域の廻り舞台に小学生が参加 

茅野市立泉野小学校 

 

 

土曜日の午前をたっぷ
りと使い，希望者による
縦割り班で 23 の講座が
用意されました。質の高
い講座で，キャリア教育
に通じる取組です。 

「メッキ職人養成講座」
では６名の社員が生徒の
活動を手伝い，アルミ板
に自分の名前を刻みまし
た。 
「岩波さんのエンジン講
座」ではわくわくしなが
らエンジンを分解し，小
さな部品の大切さを学び
ました。 

平成 26 年に槻木の廻り
舞台が修復され，昨年度
から泉野小学校児童会
も参画し，地域のみんな
が楽しめる舞台をつく
っていきました。 

高学年の発表「築っ
子青年団」ではリコ
ーダー演奏や組み体
操の発表を行いまし
た。泉野の歌「すべ
てのいのちが ～泉
野ふるさと～」を中
学生も一緒に歌いま
した。 

地域に活躍の場を求める「プラムタイム」 

宮田村立宮田中学校 

  

 

サポーターと保護者が結ばれる 

マラソン大会 

駒ヶ根市立赤穂南小学校 

  

 

 

 

２年間の学習を基に，３年生では希望別の班で
地域に目を向けた総合の授業を展開しました。
文化祭で発表し，村議会にも提案しました。 

走り終えた子どもたちに
豚汁を提供しています。
具材は祖父母参観日で呼
びかけて集めました。保
護者もエプロン姿で給仕
のお手伝いをしました。 

お店を借り切ってお年寄り
を喫茶店へ招きました。接
客から会計まで全て生徒が
企画運営。お年寄りの立場
でメニューや代金を考えま
した。 

コーディネーターである
「みなみっこ村」の村長さ
んは，豚汁づくりの指示を
し，子どもに笑顔で声をか
け，保護者にも豚汁を勧め
ていました。豚汁も村長さ
んの人柄も温かでした。 

地域講師のアドバイスを得
て「宮田村文化財カルタ」
を制作しました。小学生と
カルタ取りをして，地域の
よさを改めて感じました。 

６「地域ぐるみで子どもを育てる」活動紹介 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２学期は多くの学校で，地域の方と一緒に進める活動が展開されていました。

専門的な知識を子どもたちに伝えている講師の方，無理なくできることを支援し

ている地域の方や保護者など，様々な学校支援が見られました。また，子どもが

地域に出て活躍する場面を用意している様子も見せていただきました。地域の活

動を通して，一人一人の子ども，地域の方を大切にしようとする姿が見えてきて

います。 

これからも訪問させていただいた学校の取り組みの様子をお届けします。 

OG から教わる美術科学習 

諏訪市立上諏訪中学校 

 

 

 

 

保護者に支えられた強歩大会 

岡谷市立岡谷南部中学校 

 

 

 

諏訪湖一周強歩大会
のチェックポイント
では，保護者が通過
確認，給水を行いま
した。生徒は力をも
らい，笑顔がこぼれ
ていました。 

学校職員は生徒の
安全管理に集中で
きます。孫の頑張
る姿を応援しよう
と，沿道で名前を
呼んで声援を送る
お年寄りの姿も見
られました。 

母校出身の画家（大学講
師）の先生から，透明水
彩絵の具を使った表現
を学びました。先輩から
直接，愛する地元を表現
する方法をアドバイス
してもらいました。 

 

先生が描いた中学時
代の絵と今の絵を比
べて見せていただ
き，「どう表現しても
間違いではないん
だ」と感じることが
できました。 

地域の方と作る小さな学校の大運動会 

辰野町立川島小学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運営委員さんとのなかよしカレー会 

辰野町立辰野東小学校 

  

 

全校児童わずか 15 名
ほどの小規模校です
が，地域の方に準備・
競技で大活躍していた
だき，大変盛り上がっ
た運動会でした。 

登下校の見守りの他に
も，図工室で陶芸をした
り，地区の通学合宿を運
営したりしてくださっ
ている CS 運営委員の皆
さんと一緒にカレー会
を楽しみました。 

障害物競走の最終関門
では，日頃から学校支
援をしてくださる方へ
お一人ずつお礼の手紙
を読み，手作りの金メ
ダルをかけてあげ，手
をつないで一緒にゴー
ル。地域の方みんなで
感謝しながら見届けま
した。 

縦割り班で６年生
がリーダーシップ
を取ってカレーを
煮ました。運営委員
の方は必要な場面
のみアドバイスを
し，ずっと笑顔で見
守っていました。 


