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Aさんのあさがおの観察日記『いっぱい ごちゃごちゃしすぎ しんぱい』の
“心配”について語り合う1年生。

～H小学校道徳 自然愛護：「あさがおさん」の一場面 ～

机と机が離れていても，友達との対話がはずむ

主体的・対話的で深い学びの実現にむけた授業とは

あふれてくる子供たちのあさがおさんへの思い

「Aさん，心配なんだって。」
と先生がみんなに話すと

「私も！心配だった。」
「あのさあ，折れちゃうかも。」
「ぶつかっちゃう。」
「からまっちゃう。」
「じゃましそう。」

Aさんは,みんなの声を聞いた後，
自分の“心配” について語った。

「葉っぱはいっぱいだけど,この下の
葉っぱは枯れちゃっているから心配。
下の葉っぱは，もうちょっと長かったら。
水がほしい…太陽を浴びたい。」

「確かに！！」
「囲まれちゃってるから。」

「ちょっとどけて,水あげれば。ジャーって。」
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【じっくり考える発問】

俳句って，どんなものだったかな？
字数が決まっていたけど，□に入る数字
がわかる人？

前の時間は，俳句ってどんなものか勉
強しましたね。
ちゃんと覚えているか聞いてみるよ。

下伊那地区で行われた「ちょっとアップ研修会」では，授業改善を願う先生方が集ま
り，国語の模擬授業を通して「ねらいを明確にした授業」について考えました。

国語の模擬授業を通して授業改善を！（小５ 俳句づくり）
♪キーンコーンカーンコーン

下伊那地区「ちょっとアップ研修会」の様子から

授業改善につなげよう！～国語の模擬授業を通して，ねらいを明確にした授業を考える～

左上の発問だと，手を挙げて答える
子供と先生の１対１で進めていく授業
になりがちです。
単発的な発問ばかりでなく，例えば

導入で「俳句のよさって何だろう」と
いった，答えが１つでなく，子供が
じっくり考える発問も考えていきたい
ですね。

【問題意識や追究意欲がもてる工夫】

ねらいを明確にするには，学習指導要領で示された各教科の目標や指導内容の確認が大切で

す。さらに，子供の実態を把握することも必要です。上の板書や発問のように問題意識や追究

意欲をもてるよう工夫し，子供と共にねらいを設定しましょう。

上の発問の問題点は何でしょう。
子供が，生き生きと学習に向かえる

ようにも思えますが…

下の２つの俳句は，どんなわざを
使っているか，見つけてみましょう。

左の板書の問題点は何でしょう。
やることがはっきりしているよう

な気がしますが…

こんな発問や板書はどうでしょう？

この季語の季節はいつかな？わかる人？

このように提示して

見
つ
け
た
わ
ざ
を
ま
と
め
ま
す
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【作った俳句を共有する目的】

お互いの俳句を読み合ってみましょう。まず

は，隣同士で。そのあと，同じ季節を選んだ人

同士で集まって読み合いましょう。

俳句を読んだ人は，季節はいつか，季語は

どれか，よかったところやわざはどこか等を，

作者に伝えてみましょう。

ただ作品を読み合うだけでなく，学習した「俳句

のわざ」をどのように使っているかという観点で，

友達の作品から学び合うこともできます。

交流する目的を伝え，交流の仕方を工夫し，

意図的に共有する場を設定することが，子供の深

い学びにつながります。

模擬授業を通して見えてきたことを，自分の授業改善につなげて考えようとする先生方。

普段の授業を振り返ってみるとしっかり子供の実態をとらえて,ねらいを決め出すこと

ができていたのかなと少し考えさせられました。子供にとって何がわからなくて,何が疑

問で何をやりたい,工夫したいと考えているのか,それを教師側がしっかりと考えていくこ

とが非常に大切であると知ることができ,大変勉強になりました。

教師が何を教えるかではなく,子供達が何を学ぶかを大切にして授業づくりを行いたい

と思いました。普段の授業を思い返すと,ねらいを決め出す時に子供の意識とずれてしま

うことがありますので,前時の様子などから丁寧に子供達の実態をとらえるように心がけ

たいと思いました。供の声をきき」目指す姿に向けて,系統立てて授業づくりを行い,
「ねらい・めりはり・みとどけ」を表現できるよう,今日の講義を活用して実践してい

きたい。子供が1時間でどのような力をつければいい

かをはっきりさせておくことで終末の子供の姿

も具体的にイメージできるし,それによってどん

な活動をすればいいかを見極めることができる

ので，1時間あるいは単元を見通したねらいを

定めることは子供達の力を伸ばす上で重要だ

と思いました。めりはり・みとどけ」を表現で

きるよう,今日の講義を活用して実践していき

たい。

右のポスターを見たことはありますか。教室に掲示されて
いる学校もあると思います。
今回は，ねらいを明確にした授業について考えてみました。
ねらいが不明瞭であると，導入段階で子供が課題を把握す
るのに時間を費やしてしまいます。
ねらいを明確にすることはもちろん，ぜひ，１時間の授業の
流れも意識して，授業構想をしてみましょう。

なぜ共有するのでしょう。
共有するときに大事なことはなんで

しょう。

互いの作った俳句を読み合い，感想等を伝え合う先生方

【研修会の感想より】



「プログラミング教育」についての情報を全職員で共有したＭ小学校
～ＩＣＴ担当の先生による校内研修会～

「つたえる」力を育むという研究の方向性を全職員で共有したＴ小学校

～研究主任の先生による４年生社会科授業公開～

学校訪問が始まりました

「先生方にひろがる」「先生方がつながる」

昨年度からプログラミング教育の意義を学び，教科のねら
いの達成のために授業に取り入れてきたＭ小学校。昨年度の
理科の授業では「自らのプログラムが視覚的に表れることで，
子ども自身が自分の思考を客観的に捉えられる」という良さ
を先生方が実感できたことから，今年度も重点に据え，取り
組んでいます。

実践していこうとする気持ちで「先生方がつながる」
研修会となりました。

家でのごみの出し方を共有
する班活動

「多様な情報を収集する」
という対話的な学びを実現
するＡ児

気付いたことを共有する全体追究
Ａ児：「Ｂさん（の発言）と似
ていて，服を燃えるごみに捨てる
人もいれば，いとこや妹にあげる
人もいることが分かった。」

「互いの考えを比べる」
という対話的な学びを実現
するＡ児

研究の方向性が「先生方にひろがる」授業提供となりました。

子どもの具体の姿から語り合う先生方

Ａ児

へえ。それ家で
やっていない。

ビンは色別に分ける。

使ったラップは汚れのひどさに
よって燃えるごみかプラごみか
を変える。

学習問題：家では，ごみをどの
ように出しているのだろう

次時へ

授業の流れ

（授業研究会の感想）
「つたえる」をテーマに研究

を進めており，どのように伝え
るのか，何を伝えるのかなど，
対話的な学びを実現するための
プロセスをもって授業をするこ
との大切さがわかった。

（研修の感想）
実際に体験することで，取組への見通しがもてた。

教科のねらいに沿って，プログラミング教育を進め
ていこうとする意識が高まった。

〈授業研究会では〉

【先生の手だて】
・伝えたくなる場面の設定
（自分の家のごみの出し方調査から）
・付箋を使った伝え合いの場面の設定
（事実・考え・疑問を色別に整理）

ソフトを紹介しながら昨年度の
実践の経過を伝える教科主任

プログラミングを体験する先生方



第２回 授業づくり研修会 R2.6.23（上伊那会場）・R２．６．25（諏訪会場）

「授業構想」と「子供の充実した学びに向けた懇談」

一つのテーマや題材でも多様な見方や考
え方に触れることができ，様々な視点から
考えることができた。【諏訪・小学校】

1時間の授業をつくるのにどのように考えればよいのだろう？何を大事にすればよいのだろう？ということ
を「授業構想シート」を使って考えました。はじめに，構想したい授業の「ねらい」を確認した後，

授業構想シートを活用した１時間の授業づくり

自分だけでは考えつかないことを，指導主事の方や他
の先生の知恵をお借りしつつ，やったら楽しいと思え
る授業を構想できたと思います。【上伊那・中学校】

「マンダラチャート」を使ってのグループ懇談

研修会の後半では，「マンダラチャート」を使ってグループ懇談を行いました。

① 授業の終末でのねらいを達成した子供の姿を考える
↓
② ①になるような本時の「学習問題」等を考える
↓
③ どの学習形態（個・少人数・全体）で追究するのかを
はじめ，「めりはりのある展開」を考える

この順で授業のゴールを明確にしてから授業を考えました。
参加した先生方は，同じ教科の先生と共に考えたり，担当指導主
事からヒントをもらったりして，子供の姿を思い浮かべながらそれぞ
れの授業の構想をしました。

マンダラチャートを用いた懇談では，先生方のアドバイスもあり，子供の思いに寄り添い，１時間の授
業が充実した学びになるよう試行錯誤できたと感じました。【諏訪・中学校】

マンダラチャートを使って，話をしたことのない先生方と会話をし
て，楽しい１時間にするために何が必要なのか考えることができ
ました。 【上伊那・中学校】

懇談で意見を出し合う姿

授業構想シートを使って授業を考える姿

～悩みをもつ仲間と“つながる”ことを通して～

～授業構想のための視野が“ひろがる”活動を通して～

あるグループが「楽しい」を実現するた
めに話し合ってできたマンダラチャート

子供にとっ
て充実した
１時間の
学びにす
るために

楽しい

①事前にフレームの中央に
「子供にとって充実した1時
間の学びにするために」とい
うテーマを据えたマンダラ
チャートを送付。テーマを実
現するために大切にしたいこ
とや行っていることを周りの８
つのフレームに書いてきてい
ただく。

②懇談では，周りのフレーム
に書いたものの中で是非取
り上げたいものを決め出し，
決め出したものを新しい
チャートの中央に書き込んで，
再度，周りのフレームに大切
にしたいことや取り組みたい
ことをグループで話し合い，
書き込んでいだだきました。

懇談の中で，自分の悩みを打ち
明けてくださる先生や，悩みに対して
経験や工夫からアドバイスをしてく
ださる先生など，自分の思いを語り
ながら，チャートに書き込んでいる先
生方の姿が印象的でした。目の前
の子供のために，多くの先生と多角
的に授業を捉えて考えられようにし
ていきたいですね。
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研修コーディネーターは学校で一人なので，他校の先生方とお話する機会がも

ててありがたかった。情報交換で得たアイディアを参考にしてぜひ学校に戻っ

て取り組みたい。

6月30日に，初任研指導教員・研修コーディネーター研修会が，諏訪，
上伊那，下伊那の3会場で行われました。当日はグループ懇談の時間を
設け，各校での取組や初任の先生方の様子についての情報交換をしま
した。また，OJT研修や，今年度導入されたメンター方式の工夫された研
修方法等についても共有しました。

初任の先生方のために，初任研指導教員・研修コーディネーターの先生方が，

学校間の「つながり」を感じてくださった研修会になりました。

各校の取組より ～こんな工夫をしています～

初任の先生の授業参観では，事前に連絡

カードに授業の目標やめあてを簡単に記入

してもらい，そのまま記録の方にもコピー

できるようにし，初任の先生の負担を減ら

しています。初任の先生の成長を初任者ととも

に自分の喜びとして感じられるように心掛けた

いです。

初任の先生が授業をした際は，板書を中心

に写真を撮るようにし，初任の先生があとか

ら振り返ることができるようにしています。

初任の先生の思いを大切にしながら，自信を

もって前に進めるよう良い面を大いにほめ，

助言し，支援していこうと思います。

板書を中心とした記録 良い面を大いにほめる

初任の先生の負担軽減

ある中学校では，メンターチームの先生方が一つのテーマについて話し合い，初任の先生だけでなく，
お互いの教師力を向上させようと取り組んでくださっているとのことでした。

「みんなで初任者を育てよう。初任の先生を通して，自分自身を振り返ろう。」

というメンターチームの姿勢が，少しずつメンターチーム以外の先生方にも広が

り，校内のOJT研修が活発になってきました。

メンターリーダーの先生が積極的に声をかけ，熱意をもって学校全体の雰囲気を引っ張ってくださるの
で，研修コーディネーターの先生も本当にありがたいとおっしゃっていました。また，拠点校方式の学校
でも，臨時休業中，初任の先生のために，校内の先生方みんなで模擬授業に取り組んでくださったそう
です。

『初任者を学校全体で育てる。初任の先生を通して，校内の
先生方が自分自身の授業観，教師観を見つめなおす…。』

初任者研修が各学校で校内の先生方へと「ひろがり」を
見せている様子を，今回の初任者指導教員・研修コーディネー
ター研修会を通して，先生方と共有することができました。
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日時等 各種研修会名 対応

７月２８日（火）上伊那会場
伊那合同庁舎５階

８月28日（金）諏訪会場
クリーンレイク諏訪4階

○第3回授業づくり研修会
（臨時的任用者対象）

実施

８月4日（火）8月7日（金）
伊那合同庁舎 5階

○初任者研修「教師力向上研修Ⅱ」
キャリアアップⅠ研修「教師力向上研修Ⅳ」
代替研修

実施

７月30日（木）
上伊那 伊那合同庁舎5階
諏訪 諏訪合同庁舎5階

８月６日（木）
下伊那
南信消費生活センター2階

○研究主任研修会 実施

8月17日（月）
総合教育センター

○学校人権教育ファシリテーター研修会 実施

8月27日（木）
諏訪市文化センター

【生涯学習】
○地域ぐるみで子どもを育てるフォーラム
講演会「コミュニティ・スクールの展望と課題」
講師 早坂 淳さん

実施

7月・8月 ○初任者研修 夏期宿泊研修
中止

校内で２日間の
代替研修

8月3日（月）
8月4日（火）

【外国語】
○小学校高学年教科書活用研修
（兼 専科研修）
○中学校英語テスト改善研修②

中止

研修会は中止ですが，小
学校外国語・中学校英語
「学習評価」に関する出前
講座（希望する市町村教
育委員会単位で実施）を
開催します。ご希望される
場合は各市町村教育委員
会へご連絡ください。

【各種研修会のお知らせ ～実施・中止等について～】


