
Ｑ１．校内研究をどう推進するか？

先生方の熱い情熱が
授業へ反映されることを祈って

～飯田西中学校研究主任，大澤先生の研究推進の取組から～

Ｑ２．校内研究をどう共有していくか？

【家庭学習グループの発表】

こんなことやってみませんか。
私たち教職員がサポートします。
①自分の家庭学習を自分でプランニング
②週１回の自主学習ノート提出
③何につまづいているのだろう…相談タイム

家庭学習の充実⇒放課後学習

・個人研究
・国語科研究
・委員会研究
等，授業で実践

個別最適な学び
授業の
UD化

ICT機器の
活用

【ICTグループの発表】
学習の充実と質の向上を目指して

全国学調から生徒の実態はこんな傾向が！
●授業以外に家で勉強する時間が少ない。
●計画を立てて勉強している生徒が少ない。
○「授業は自分にあった教材，学習時間になって
いた」と回答する生徒は多い。→授業には肯定的

「研究の指針」として，研究推進のイメージを図に表し
てみることで，各研究会の目指す方向がはっきりすると共
に，全職員で意識を共有することができます。

研究主任の大澤先生は，「先生方の熱い情熱
が授業へ反映されることを祈っています」と
語っていました。研究を日々の授業改善にいか
すという思いが表れています。研究主任の先生
が，研究は何のためにするのかを示すことで，
先生方の目的意識も明確になってきます。

９月に「研究の日」を企画。年度途中に，各研究グループの取組について発表
し合う場を設けることで，研究推進の状況を全職員で共有することができます。
ここでは，２つのグループの発表を紹介します。

授業には前向きに取り組むが，
家庭学習に課題がありそう。
生徒たちの家庭学習の仕方を
見直す機会を提供したい。

各グループの提案を受け，研究テーマである「個に応じた指導の充実を図る」ために取り組むことを
共有することで，先生方が同じ意識で，その後の各教科の授業改善に生かそうとする先生方の目的意識
につながります。

個に応じた指導の充実を図るために，「ＩＣＴ」を活用し，
個にあった教材や学び方を提供すること。「ＵＤ」の視点か
らの生徒にとってわかりやすく学びやすい授業を目指すこと。
生徒が自分に合った「家庭学習」に取り組むことができるよ
うにすること。この点から３つのグループを構成し，関連さ
せながら各教科の授業改善に向かうようにしました。そして
この研究推進のイメージを右のような図に表しました。

各グループの研究を，全職員で
どう共有すれば，授業改善につな
げていくことができるかな。

飯田西中の目指す方向に向かっていくための
研究グループはどうすればいいかなあ。

「フォームでの振り返り」
や「学習発表会でのWebサ
イトによる発表」等，今後
の個に応じた指導の充実に
つながる活用の方向を全職
員で共有し，授業で活用し
ていきましょう。 ＜生徒へ提案＞

今年度の飯田西中学校の研究テーマ

「関わり合う～個に応じた指導の充実を図るために～」

協働的な学び

関わり合う場

ＩＣＴグループ ＵＤグループ

家庭学習グループ

グループ主任
グループ主任

校内研究活性化シリーズ
（下伊那編）



子どもとともに学んできたからこそ見えてきたもの
初任者研修 2年次プログレス研修 R4.1.2５

令和2年4月，教壇に初めて立つのに，子どもが学校にいない…。 臨時休業でスタートした昨
年度，初任者としてスタートした先生方。授業や行事ができない状況の中，不安を抱きながらも，
前向きに取り組んでこられたのではないでしょうか。
その先生方も，もうすぐ2年目を終えようとしています。子どもとじっくり向き合う中で新たに生
まれた自己課題について，2年次プログレス研修で語り合いました。

A先生 １年を通して，子どもたちがクラスに慣れ，安心して話せるようになってきた。
でも，もっと子どもが自分の力で学ぶことができるようにしたいな…。

２年目の自己課題を「一人一人の考えを大切にし，
子ども同士で学び合える授業」と設定

1年目の時は授業をするだけで精一杯でしたが，2年目になり，子ども
が主体になって学べる授業を意識してきました。算数の時間に，子ども
が他の友達の考えを「〇〇さん方式」と名付けたことを取り上げると，
友達の考えをもとに，意欲的に問題に取り組む姿が見られました。

子どもたちにいいなと
思った友達の名前を挙
げてもらった後，その
子に説明するよう促す
と，自信をもって発表
できますよ。

分かりやすいと思った友
達の考えを付箋に書き，
その友達のノートに貼っ
てあげると，子どもたち
は自分のよさ気づいても
らえた嬉しさを感じるこ
とができました。

挙手するか迷っている時
は，ICTを活用して，
Googleスライドに自分
の意見を書いたり，ノー
トを写真に撮ったりして
スクリーンに映し出して
もいいと思いました。

グループ協議では，グループの先生方と自己課題に向けた実践を共有しました。

グループ協議を終えて…

3年次への課題として「子ども同士で学び合うための手立て」
のバリエーションをさらに増やしていきたいと思いました。子ど
もの考えから，新しい発見や気付きが生まれるようにしたいです。
そして，自分と同じ考えも，違う考えも，それぞれ「いいな」

と子どもが感じられる授業ができるとよいと思いました。

子ども同士が自分たちの力で
学び合うためには，「問い」
や「課題」を明確に設定する
ことも大切にしたいですね。

指導主事

A先生のお話やグループ協議から，
子どもの考えを大切にするアイデ
アをたくさんもらったので，私は
道徳の授業でやってみたいです。

日々の実践を真剣に語り合う先生方の姿からは，「教師が教える授業」から「子どもが学ぶ
授業」へと視点が変化し，教師として大きく成長したことが伝わってきました。互いのアイデアや
子どもへの思いがグループ協議の中でひろがり，明日からの実践，そして3年次へとつながる
研修会になりました。

A先生

参加者 参加者 参加者

参加者

A先生

参加者

A先生が子どもの考えを大切
にしたからこそ，子ども同士
の言葉で学び合うことができ
たのではないかと感じました。

今後も子どもの言葉を大切にしたいです。
しかし，最近は挙手することに躊躇する姿
が見られ，子ども同士で学び合うためにも，
何か工夫できないかな，と悩んでいます。



学校訪問を振り返って
～つながり，ひろがる授業改善へ～

今年度は，新型コロナの感染対策をとりながら，各学校で実施方法を工夫し，教育課程研究協議会を
はじめ様々な研究会が実施されました。そのような中，南信教育事務所では昨年度より多くの訪問要請
をいただきました。訪問を通して先生方の「教師自身の学びを止めない」という熱意を感じました。

1回目の訪問

６月
研究授業

と
振り返り

１回目の研究授業を行った後，全校の先生方
が参加して振り返りを行いました。
全校の先生方から，教材を異なる角度からみ

た意見が出され，授業者が気付かなかった子供
の姿を見いだしてもらっていました。
授業者をはじめ，全校の先生方が「教材」や

「子供」をみる視点を広げることができました。

研究の方向を決めたり，予想される子供の姿を明確にしたりするときに，全校の先
生方から意見をいただくことで，教材や子供の実態等がつながり，より広い視野を
もってその後の単元構想を進めることができます。
また，他教科や他学年の先生が参加することで，研究授業で明らかになった成果を

全校に広げ，学校全体で「主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善」を進め
ることにもつながります。コロナ禍の中ですが，各学校で工夫して，全校で学び合う
機会をぜひ，つくってみてください。

２回目の訪問

８月

単元構想

係内だけでなく，
全校の先生による
授業研究会を行っ
たことで，課題は
もちろん，研究の
方向が見えてきま
した。

Ａ小学校の【単元訪問】～授業参観や授業研究会への参加範囲を広げて～

夏休み中，全校の先生方が参加して２回目の
研究授業に向けての単元構想を行いました。
子供が教材にどのように関わっていくのか，

全校の先生方と共に考えを出し合うことで，
「予想される子供の姿」が明確になっていきま
した。

係内だけでは見えて
こなかった「予想さ
れる子供の姿」が出
され，必要な手立て
等の見通しをもつこ
とができました。

２回目の研究授業を行った後，全校の先生方
が参加して振り返りを行いました。
全校の先生方が，研究授業で明らかになった成

果や課題を自身の指導の中で，どのように生かし
ていくか「自分ごと」として捉えていました。

３回目の訪問

10月
研究授業

と
振り返り

学年は違いますが，
自分自身の授業でも，
同様の追究場面を設
定することで，より
多様な考えを引き出
すことができると思
いました。

令和３年度 南信教育事務所 学校訪問支援の状況報告

単元訪問 ゾーン訪問 その他訪問 合計

３６０回 ８１回 ９８回 ５３９回

今年度も，多くの学校に訪問支援に伺いました。ありがとうございました。
南信教育事務所では，来年度も，各教科の授業改善の支援や，教科横断的な視点から

の学校づくりに関わる支援を通して，先生方の熱意に応えていきたいと考えています。
そして，授業づくりを通した学びや学校づくりのための校内研修から得た学びが，学校

全体に広がるような訪問を目指していきます。

研究主任

授業者

全校（他教科や他学年）の先生

※訪問数は２月末現在

※ 研究会を広い会場で行い参加者同士の距離をとり，付箋ツール
を用いて意見を出し合う等，感染対策をとって実施しました。



ボール？紙飛行機？

作って 投げて 遊んでみよう

ペーパージャイロ！

はるやす からだ うご

投 げる力が高まるよ

ひじを高く上げて

手首のスナップを使って投げよう

遠くまで飛ばしっこ競争だ!!

新聞紙でいっぱいあそべる

かぞくみんなで遊びましょう

かみひこうき

つく な あそ

な ちから たか

たか あ

てくび つか な

バ ランスをとる力が高まるよ

（体幹）

握 力が高まるよ

新聞の上にのって ひっぱってもらおう（バランスが大事）

ひっぱる人と役割を交代して遊ぼう

フローリングの床や廊下だとよく滑るよ

①片手を伸ばして新聞紙

を持つ

②新聞紙をクシャクシャ

丸めてボールを作る

結構キツイよ!!

最後は新聞ボールで

楽しくボッチャ♪

家族みんなで

もりあがろう!!

楽 しく遊ぼう

おなかに新聞をくっつけて

新聞が落ちないように歩こう

（手で押さえちゃダメだよ）

外だったら走ってみよう

リレーをするのもおもしろそう

だね

しんぶん

しんぶん お ある

て お

そと はし

しんぶん うえ だいじ

ひと やくわり こうたい あそ

ゆか ろうか すべ

さいご しんぶん

たの

かぞく

かたて の しんぶんし

も

しんぶんし

まる つく

けっこう

ちから たか

たいかん

あくりょく たか

たの あそ

とお と きょうそう

夏休みに紹介した「タオルあそび」や「なわとび」にも挑戦しよう
なつやす しょうかい ちょうせん

タオルずもう・タオルキャッチ

に挑戦だ

ひとりなわとび練習用

お手本動画
ちょうせん てほんどうが

れんしゅうよう

しんぶんし

あそ

※外で遊ぶ時は 道路や危険な場所ではなく

広くて安全な場所で周囲に気をつけて遊びましょう

そと あそ とき どうろ きけん ばしょ

ひろ あんぜん ばしょ しゅうい き あそ

うんどう あそ とくしゅう

す～っと飛ぶと

気もちいい!!

と

き

春休みも たのしく体を動かそう!!
おうちでできる運動遊び特集


