
センターだより第 185号 1

　光晴中学校は，今年度の学校組織マネジメント共同研究実践事業の委嘱校です。自校の教育ビジョ
ンの実現に向け授業づくりを中心に取り組んでいます。これまでの取組を紹介します。

　今回のセンターだよりでは，各学校園での取組の様子をお伝えします。特に，Part 3 では，中学
校区で実施した出前講座，Part 4 では，マイスターによる公開講座・国語科の新教材の実践につい
て紹介します。

《これまでの取組》

⑴　研究計画
　�　研究主題「生徒の学習意欲を継続させ，達成感を味わわせる授業の工夫」の共通理解と研究主

題に迫るための手立てを確認し，授業改善への見通しをもつ。
　（主な手立て）
　・�学習課題設定の工夫（「学習課題」の質の向上）と問題解決型

授業の意図的・計画的な実施
⑵　研究推進に向けての取組
　①　目指す授業のイメージを共有するための職員研修の実施
　　 5 月：�「目指す授業はどんな授業か?」をテーマに全職員でファ

シリテーションを実施
　　 5 月：�県外先進校視察と伝達講習の実施
　　　　　東京都北区立飛鳥中学校視察
　　 7 月：�研究主任による数学「連立方程式の利用」の公開授業の

実施
　　 8 月：�教務主任による理科「電流と電圧」の模擬授業の実施
　　　　　�7 ・ 8 月の授業を通して，「学習課題→自分で考える→

学び合い→まとめ」の学習過程を大事にした授業展開に
関する校内研修の実施

　②　授業研究による検証　　 8 月以降
　　　�　一人一実践の実施。国，社，数，理，英の 5 教科について

は，外部指導者を招聘した授業研究を実施。
⑶　取組の検証
　�　「新潟市生活・学習意識調査」と「学校評価職員アンケート」を基に 1 年間の取組と成果及び

次年度に向けての課題を協議する。

生徒も教師も「達成感」と「自己有用感」を
実感できる学校づくりでチーム力アップPart1

生徒が「分かる」「できる」授業を目指し，教師がチームを組んで授業改善

生徒 生徒

教師 教師

達成感

生徒の学力アップ
教師の授業力アップ

自己有用感

主体的・協働的な取組
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センターだより第 185号2

伊藤彩葉先生の３歳児公開保育（沼垂幼稚園）

幼稚園新規採用教員研修

　幼稚園新規採用教員研修は，園内研修と園外研修を実施しました。園内研修では，園長や研
修指導員から，マンツーマンで園務の進め方や学級経営，そして幼児理解について学びました。
園外研修では，「他園や小学校の参観研修」「 6 月現在の保育の様子を持ち寄り互いの保育の課
題を探る研修」「小・中・特別支援学校の新採用の先生方と共に行う研修」などを実施しました。
その園外研修の中の研修の一つである公開保育を紹介します。
　幼稚園教育は，幼児一人一人の自発性や主体性を基に，協同する経験を大切にして教育を展
開します。そのために，伊藤先生と石田先生は，環境の構成や幼児の活動に沿った必要な援助
を考え，保育を実施しました。

　伊藤先生は，子どもたちの遊びに入っていましたが，担任がいなくても子ども同士で遊べると判
断し，気付かれないように子どもの輪からすうっと抜け，物作りコーナーで見守ることにしました。
　この伊藤先生の幼児理解に基づく支援は，ねらいにある「友達に関心を寄せ，同じように動いた
り，一緒にやってみたりする中で，友達と同じ場で遊ぶことを楽しむ」という姿に効果的につなが
り，子どもたちは，伸びやかに遊んでいました。見事な支援でした。

【ねらい】
　教師をよりどころにしながら，友達に関心を寄せ，同じように動いたり，一緒に
やってみたりする中で，友達と同じ場で遊ぶことを楽しむ。

　前日の子どもの遊びの分析から，意図的・計画的に保
育室の環境を整えています。効果的な環境設定でした。

Part2

　この中には，伊藤先生も意図的
に入っています。一緒に遊んでく
れる先生の存在は，子どもにとっ
て心のよりどころです。教師自身
も，大事な環境です。

　おままごとコーナー
を設けました。前日に
子どもが作ったごちそ
うの一部をテーブルに
並べ，いつでも遊び出
せるようにしてありま
す。物を出す量も考え
て設定しています。

　電車ごっこの場所を広く設定し
ていました。ねらいに迫れるよう
に，偶然近くにいた友達と同じよ
うな遊びができるような広さを意
図的に設定してあります。

　製作コーナーを保育室
の端に設定しました。全
員の遊びが見え，周りの
遊びに興味をもつように
してあります。

保育が進み・・・こんな遊びの場面が，・・・同じ園の先生方から絶賛でした



センターだより第 185号 3

石田龍樹先生の３歳児公開保育（牡丹山幼稚園）

　新規採用教員研修も先日修了式を終えました。そこで，これまでの研修を振り返り，もっと
伸ばしたいことを教えてもらいました。
伊藤先生：�子どもの思いに沿った援助に磨きをかけていきたい。事後記録等の振り返りを大切

にして，子どもの思いに沿って接し，保育力をもっと高めていきたい。
石田先生：�教材研究を十分に行いたい。子どもの遊びをもっと伸びやかに，広がりをもったも

のにするために，他の先生方の保育をたくさん見て教材研究を重ねていきたい。
　この課題を， 2 年目研修で改善していってもらいたいと願っています。

　子どもたちは，ここから一気に自分たちの遊びの世界を広げ，ロボットやロケットに見立ててみ
たり，車に見立て「ブーブー」と言って走らせてみたり，ガソリンスタンドを作ってみたりして互
いに遊ぶ姿が見られました。石田先生が，教師としてではなく遊ぶ仲間として意図的に関わること
で，子どもは遊びのきっかけをもち展開していきました。
　この遊びが終わり，石田先生の「お片付けだよ。」の声に，笑顔で「フー！」と言って遊びに満
足した様子がありました。子どもたちは，石田先生がねらいとした姿になっていました。

　これは，石田先生の意図的・計画的な援助があったからです。
　先生は，子どもと一緒に空き箱を使って遊びました。

　出来上がった時に，子どもがロボットのような口調で「行ってきます
4 4 4 4 4 4

」と言って出か
けて行く場面がありました。
　石田先生は，「おもしろい言葉だね。」と共感するだけでなく，一緒にロボットのよう
な口調で会話をしました。

【ねらい】
　安心して，自分のやりたい遊びをする中で，教師や友達と一緒に
いることを楽しむ。

　登園後，子どもたちは，それぞれの場所で楽しいこと
や好きなことを見付けて遊び始めました。

保育が進み・・・子どもだけで遊ぶ場面が展開・・・

ガソリン入れて
ください。

ガソリン
スタンド！

リボンを
付けたよ！

カップを使って
足を付けよう。 （石田先生）

　作りたいものある？
　何か，必要？



センターだより第 185号4

「出前講座」を活用した
 小中合同研修会で授業改善!!Part3

　曽野木地区 3 校（曽野木中，曽野木小，東曽野木小）は，学習ルールや生活のきまりの統一，
交流行事や合同学校保健委員会の実施などにより連携を強めてきました。毎年， 3 校の全学級
が授業公開をする合同研修会も行っています。
　今年度は，「すべての子どもが参加し，どの子どもも分かる・できる授業づくり」のテーマ
で連携して授業改善に取り組むこととしました。出前講座を活用した小中合同研修会の様子を
お知らせします。

【第 2回　 3校研修会の実施（会場：曽野木中学校）】

【第 3回　 3校研修会の実施（会場：東曽野木小学校）】

①一斉授業公開
　参観者は， 1 時間同
じ授業を見ました。そ
して，授業者の工夫を
見付けて付箋に書きま
した。

①一斉授業公開 ②分科会・協議会（50分）
③全体会（40分）

④ワークショップ 2とまとめ（30分）
　自分が明日から取り組む
ことを決めました。
　また， 3 校で共通して取
り組むことをグループで決
めて発表しました。

曽野木中学校研究主任　石田　敦先生
　公開授業は，板書や提示物を工夫して，「すべての生徒が参加し，分かる，できる授業」を目指しました。
ワークショップでは，小学校の先生方の「学習課題」とそれに正対した「まとめ」についての意識の高
さを感じました。学習課題やまとめをシンプルかつ分かりやすく示し，子どもが主体的に学習に取り組
むことができるよう授業改善に努めていきたいです。

東曽野木小学校研究主任
� 　佐藤　智範先生
　子ども同士の関わりを
生み出す「情意性，集団
性の高い学習課題」を設
定することを目指して，
全員が授業を構想しまし
た。授業後の全体会で，
指導主事より各授業のよ
さ， 3 校が小中連携から
接続に向かっていること
などを評価していただき，
日頃の取組に大いに自信
を深めました。

②ワークショップ 1（30分）
　授業者と参観者がグ
ループを作り，参観者
が書いた付箋を基に授
業づくりのポイントを
考えました。

③講義（30分）
　指導主事が，公開授業のよさを紹介し
ながら，「学習課題とまとめのある授業」
を基にして，「すべての子どもが参加で
きる授業づくり」「どの子どもも分かる
授業づくり」について説明しました。

　全学級の指導構想カードと板
書計画が提示されました。学習課
題とまとめ，子どもの考えの可視
化，学習課題を生み出す働き掛
けを大切にした授業が，板書と
丁寧に書かれた子どものノート，
発言に表れていました。

　低･中･高・特支分科会に分か
れ，「学習課題とまとめ」「関わり」

「ＵＤ」の視点から協議しました。
全体会の分科会報告では学年の
発達段階に即した教師の手立て
が明確になり，校種を超えて互い
に共有することができました。



センターだより第 185号 5

「マイスター公開講座」を活用した
授業改善!!Part4

　184号でお知らせしたマイスター公開講座の中から，「今，求められる国語科の授業」を紹介
します。
　紹介する実践は，新しい教材を扱った単元の実践です。参加された先生から満足度について
高い評価をいただきました。

【研修テーマ】「今，求められている国語科授業はこれだ!!」～ 6年生国語の授業公開と講義を通して～

【手立て 1】学習課題を設定するまでの場面

【手立て 2】グループのプレゼンテーションに挙げる情報を選択する場面

【手立て 3】選んだ資料をグループで交流し一番大事な資料を選択し，その後，全体で交流する場面

　第 6 学年国語科　　授業者　潟東南小学校　小菅　美穂子先生
　○単元名　潟東の未来予想図を発表しよう
　　　　　　教材名　「町の未来をえがこう　町の幸福論－コミュニティデザインを考える」
　○本時について
　　�　ねらい�　プレゼンテーションに用いる事例の資料について，資料の必要性，資料の選択の観

点を教師のモデル発表から検討する活動を通して，伝えたいこととの整合性，資料の
効果を根拠にして選択することができる。

　○授業の構想
　　�　本単元を貫く言語活動として，潟東地域コミュニティ協議会と西蒲区役所地域課の方に向け

て，潟東の未来についてプレゼンテーションすることを位置付けた。本時は，意図を明確に伝
えるための資料を根拠をもって適切に選べるようにする授業である。

提示 教師の働き掛け（提示内容） 子どもの反応
① 千葉市の取組を口頭のみで提示 ・何らかの資料が必要である。

② 活動名，公園だと分かる写真の
提示

・取組の様子が分かりにくい。
・�人が取り組んでいる「物」が必
要だと思う。

③ 活動の内容を文章だけで羅列し
たものを提示

・文字だらけで見づらい。
・�図ですっきりとさせるとよい。

④ ５年間の参加人数の推移を表で
示したものを提示

・�表より，棒グラフの方が変化が
分かりやすい。

板書（右半分）

資料選びの観点の確認として
　①伝えたいことに合ったもの
　②資料の効果

Ｔ：（子どもの集めた情報の中に，教師の選んだ情報も入れて提示し）
　　�自分たちの事例で使う情報を一つ選びましょう。まず，自分一人で選び理

由も書きましょう。
Ｃ：�（事例として「歩いていけるお店で，人との交流ができる」を選択した子）
　　店内でお年寄りが交流している写真を選んだ。楽しそうに触れ合っていることを伝えたいから。
このように，子どもは「伝えたいこと」の点から，自分の考えをまとめていきました。

　子どもは，伝えたいことを
効果的に表す情報はどれが一
番よいかについて話し合い，
一つに決めていきました。

　その後，それぞれの事例
ごとに使う資料を板書し，
理由もまとめていきました。

学習課題：資料の効果を生かして伝えたいことに合った資料を選ぶことができるだろうか？

1234
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　今回も，いくつかの講座を紹介しました。学校園の先生方が，研修を通して力を付けている様子がうか
がえます。先生方一人一人が力を付けチーム学校として前進するように，今後もセンター職員全員で精一
杯支援いたします。

編 集
後 記

　ヤマアイは「古代の染色に用いられた植物」とする資料と，
「タデ科のアイやキツネノマゴ科のリュウキュウアイのよう
に青藍（インジゴチン）を含まず，染料はとれない。緑色に
しかならない」と書かれた資料とがあります。
　落葉樹林の林

りん

縁
えん

や渓谷沿いの湿地に地下茎で繁殖し，地面
を覆って群落を形成する多年生草本です。人里に近い所で群

生することが多く，古代の帰化植物ではないかと考えられています。葉は長さ10cm前後，色は青味がか
り，群落を形成している場所が周辺に比べて青黒く見えます。花は真冬から咲き始め，春には花柄を長
く伸ばして高くなります。雌雄異株で，標本にすると青色が濃くなります。また，台紙が青く染まるこ
とがあります。このような性質を利用し，現在の藍染め（アイやリュウキュウアイによる）が渡来する
までは，日本における最古の染色に用いた植物であったとの説が有力のようです。古代の藍染めはどん
な色だったのでしょう。
※�センターホームページ「植物資料室」にカラー写真が載っていますので御覧ください。なお，ホーム
ページのサーバー移行作業に伴い植物標本データベース検索ページは現在使用できません。作業終了
まで，しばらくお待ちください。

植物資料室から<シリーズ　四季折々の植物>　

ヤマアイ　（トウダイグサ科　ヤマアイ属）
� 学名＜Mercurialis�leiocarpa＞

＜「センターだより」への御意見・御感想は　➡　shicen18@netin.niigata.niigata.jpへ＞

　第 6 学年国語科　　提案者　新津第一小学校　畑　智先生
　○講義題　「読むこと」における
　　　　　　「単元を貫く言語活動」を位置付けた授業づくり

【国語科学習のポイント】
①　読む力が足りなかった子どもが
②　教材「海のいのち」で
③　�『「本のショーウインドウ」づくり』という単元

を貫く言語活動を行うことにより
④　�子どもが主体的に学び，確かな読みの力を獲得

する
　以上のポイントを押さえ，実際の授業を子どもの様子も交えながら講義をしてくださいました。

【受講者の声】
・�今年度からの教材であること，６学年を担任していること，マイスターの授業を観たいこと，
近隣の子どもたちの学習の様子を観たいことを理由に参観した。日々の慌ただしさの中で，
地域コミュニィ協議会の方のお話や図書館の利用の仕方についてのお話を聞くことができ参
考になった。

・�「町の幸福論」の単元構成を考える時，国語だけでは難しいことや大変な準備と覚悟が必要
なことがよく分かった。

・�授業と講義を通して，単元を貫く言語活動を意識して，ゴールを見据えた学習をしているの
が分かった。学習指導要領解説を踏まえ，目的意識をもたせる流れを，残り数箇月のうち，
必ず実践してみようと思う。

実践例（物語）
「人物の生き方を考えながら読もう」〜６学年「海のいのち」〜


