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 ５年生の算数「比例」の授業。授業開始の挨拶が終わり、授業者が本時の目標を板書しました。 

 

面積を求める比例の学習を生かして、Ｐ．２０６の体積を求める比例の問題をみんなが全問正解できる。 

「時間は 30 分、チェック（評価）のポイントはネームプレートが全員そろうことと、全問正解の２つ。一人も 

見捨てない。全員が達成できるように自分ができることを考えて行動してください。どうぞ。」 

 

子どもたちは一斉に動き出しました。自席で問題を解き始める子、友だちと一緒に相談する子、わ

からない子をネームプレートで確認して教えに行く子、逆に質問しに行く子、『学び合い』の仕方は多

様です。 

 教室の中央には、数人の友だちに囲まれ説明を受けながらも落ち着きがなく上の空の子がいました。

ある子が同じ筆箱を２つ持ち出して、それを重ねて比例を説明し始めました。とたんに、目線が定ま

り、うなずいて聞き入るようになりました。そして、「３番、３番。」と大声を出したかと思いきや、

ノートに書き始めました。筆箱の説明がこの子にはヒットしたのです。わかり方も多様です。この子

が解き終わり、目標が達成された瞬間、自然と拍手がわき起こりました。抱き合う子もいました。 
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クラスが一丸となって、めあて達成に導

くためにみんながちゃんと取り組んでい

るので、学び合いが好きです。あと、わ

からないことを友だちと聞き合えるのが

いいです。もう一つ、みんなでめあてを

達成すると喜びが大きいのがいいです。 

友だちと協力して学べるから、わか

らないところは友だちに教えても

らって、友だちがわからないところ

は自分が教えることができるから、

一人も見捨てないクラスになり、い

いなと思った。 

これは、アクティブ・ラーニングの一つとして注目されている『学び合い』の授業で、子ども主

体の協働的な問題解決学習です。 

従来の授業とは随分様子が違います。教師が行ったことは、授業の最初に目標を示したことと、

子どもたちの学び方を褒めたこと、そして授業の最後に目標が達成されたかどうかを評価すること

のみです。 

 でも、どの子も自らの判断で自由に席を立って動き回り、友だち同士で説明を聞き比べてよく考

え、さらに友だちにわかってもらおうと工夫して説明をしていました。単に学習内容を理解するだ

けでなく、協力して粘り強く目標を達成させようとする力や意志が養われていました。 

 たくましくしなやかに、社会の中で生き抜く力が育っていると実感しました。 

 先生方もアクティブ・ラーニングの一つである『学び合い』の扉を開けてみませんか。希望研修

「学び合う授業づくり」（H28.11.18）にぜひ参加を！ 

大里西小 水野学級の 

児童の感想 

学ぶ喜びを味わう授業   教育センター所長  瀧浪 泰 
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多くの地区で小学校同士、中学校同士が連携し、授業研究会が実施されました。教科ごと先生方が

集まり、じっくりと協議することができました。教科の研修をする機会が少なくなってきている中、

日頃の授業改善のヒントを得ることができる貴重な研修となっています。 

 また、各中学校区単位で小中連携研修が行われています。地区の子どもの課題解決に向け、小中教

職員が協力して、学習指導、生徒指導、生活指導、特別支援教育のほか、児童生徒の交流や先生方の

交流など地区の実態に応じて、さまざまな取組が行われています。その取組を通して、お互いの教育

活動を知ったり、教科の系統性を再確認したりすることで、それぞれの学校の教育活動に生かそうと

しています。 

今後、小中一貫教育の導入に向けて、更に充実した小中連携研修にしていく必要があります。教育

センターも会場使用料、講師謝金の補助、指導主事派遣などできる限り支援を行っていきます。 

 

 

教科リーダーが授業を公開する「教科リーダー提案授業研究会」が 10～

12 月にかけて実施されました。今年度から学校保健活動が加わり、11 の

教科・領域で「思考力・判断力・表現力を育成する授業づくり」をテーマに

掲げ、事前研－授業－事後研を通した研究会が行われました。参加者は 300

人を超え、授業改善について熱く語り合いました。 

 教科リーダー研修会は、年間７回、授業力向上と研修マネジメント力育成を目指し行われています。

また教科リーダーは「授業づくりの伴走者」として、校内研修や近隣校研修の推進役、アドバイザー

となって活躍しています。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近隣校研修（小中連携研修、小小・中中連携研修） 

教科リーダーによる提案授業研究会 

教職員実践研究論文 

二年次研修：訪問指導（フォローアップ支援）について 

平成 27 年度の教職員実践研究論文

には、77 件の応募がありました。審

査の結果、右記のとおり入賞者が決定

しましたのでお知らせします。教育セ

ンターWeb ページにて優秀論文を掲

載しますので是非ご覧ください。 

平成 28 年度も教職員実践研究論文

を募集します。論文作成は大変です

が、自らの実践を振り返り、子どもた

ちの学びを見つめる貴重な機会にな

ります。多くの応募をお待ちしていま

す。 

＜入賞＞ 

№ 学校名 氏 名 

1 伝馬町小 大川 拓郎 

2 西奈南小 小澤 和佳乃 

3 宮竹小 宮原 由佳 

4 清水入江小 筒井 梨衣 

5 清水入江小 成島 純 

6 清水小河内小 小笠原 慎哉 

7 清水小河内小 齋藤 康穂 

8 

末広中 

大里中 

〃 

〃 

清水第二中 

五十嵐 華織 

石川 誠 

花村 和子 

柴田 直樹 

澤里 真弓 

9 観山中 山本 義男 

10 梅ヶ島中 小野寺 主寛 

11 長田南中 田中 孝明 

 

◎ 訪問期間の延長と複数回の訪問も行います！ 
本年度は、６月～11 月を基本として訪問（フォローアップ支援）を行っていましたが、来年度は

５月から翌年の１月までと訪問期間を延長します。また、学校事情に応じて、複数回の訪問も可能と

します。（例えば、５月中旬の学級づくりの時期と 11 月中旬など） 

４月に詳しい内容をお知らせしますので、校長先生とご相談の上、連絡願います。 

平成 27 年度静岡市教職員実践研究論文入賞者 

＜教育長賞＞ 

№ 学校名 氏 名 

1 川原小 中野 博美 

 
＜優良賞＞ 

№ 学校名 氏 名 

1 番町小 酒井 信一 

2 井宮小 伏見 佑介 

3 安倍口小 佐藤 友紀晴 

4 中島小 清水 哲也 

5 森下小 山西 民子 
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H27 年度『希望研修』参加者数 

研 修 名 人数 

授業づくり研修（総論） 145 

授業づくり研修（各教科編）  759 

ＩＣＴを活用した授業研究会   47 

マイスター講座  116 

子どもの学びを支える授業の在り方  51 

教科リーダー提案授業研究会   305 

情報技術活用研修 148 

学校事務スキルアップ講座  137 

教育課題講演会Ⅰ・Ⅱ 298  

教育講演会   120 

「危機管理」マネジメント研修①②③④  200 

「学校チェンジ」マネジメント研修①②③④  223 

特別支援教育研修Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ  130 

“通常の学級における”特別支援教育研修①②③   140 

メンタルトレーニング   133 

カウンセリングで高める「教師力」  49 

教職員実践研究論文  77 

合 計 3078 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

希望研修 
教職員の資質と専門的な力量の向上を図るため、教職員一人ひとりの
課題や目標に応じた研修を推進しています。 

授業づくり研修 

算数において、何を大切

にしたらよいか具体的な

場面でイメージできまし

た。なぜ考えたか問うこ

と、子どもの発言後の声

かけ等、これからの授業

で取り入れていきたいです。

教科リーダー提案授業 

研究会 

図工・美術における思考

力・判断力・表現力とは

何かをじっくり考える機

会になりました。 
 

読み書きの苦手な子ども 

の支援 

宿題の出し方やノートの

取り方など、工夫したい

と思いました。 
 

 

 

 

 

    

平成 28 年度 教育センター主催希望研修一覧「個人保存用」と「学校掲示用」を配布します 

みなさんの「参加してみたい！参加してよかった！」をめざして、魅力ある

研修をラインナップ。自ら学び続ける教職員のみなさんをサポートします。 
先行 
紹介 

道徳の教科化に向けて 

教科化に向け、その背

景・意味を知ることがで

きました。十分な理解が

できたとまでは言えま

せんが、気付き振り返っ

て反省させられることが

多かったです。 

多数のご参加ありがとうございました！ 

本年度の対象者は、初任者研修 86 名、５年経験者研修 60 名、10 年経験者研修 56 名でした。

各自が目的意識をもち、主体的に研修に取り組み、教員としての資質を高める１年になりました。 

 

経年研修 

班の授業案検討【初任研】        中心授業の事後研修【５年研】    組織マネジメント研修【10 年研】 

★今求められている教育コンテンツが充実！ 

◇突然キレてしまう子どもへの対応のヒントがわかる！『アンガ―マネジメント』（10/28） 

◇いじめがない学校をつくるための特別な講義！『いじめ問題への対応』（10/24） 

◇直山調査官が中教審答申直前に語る！『小学校における外国語教育の改革』（９/５） 

★『道徳』『ＩＣＴ』『特別支援教育』などの各種研修もさらにバージョンアップ！ 

平成 28 年度も多数のご参加をお待ちしております 

 

初任研・５年研・10 年研を軸とした教職員のライフステージに応じた研修 



教育センターだより 

―４― 
 

 
 

【情報技術活用研修】今年度は、日程の関係で講座数が減少したにもかかわらず、昨年度同様に 150

名を越える参加者があり、たいへん盛り上がった研修になりました。 

 各講座を担当した推進研究委員は、参加者の皆さんの活用力向上をサ

ポートするだけでなく、委員自らの ICT 活用支援の力を向上させ、日々

の授業実践に生かすことにつなげています。 

【ＩＣＴを活用した授業研究会】４年目を迎えた研修会です。年々参加

者数が増加してきています。 

 ２回行った研修会は、推進研究委員を含めた参加者同士が、授業を通

してＩＣＴ活用について語り合い、充実した時間になりました。 

【ＩＣＴ活用・情報モラル教育授業実践場面報告】今年度も、研究推進

委員による実践報告書を作成中です。４月には各学校に配布するととも

に、教育センターWeb ページに掲載予定です。教材研究や授業準備にご活用願います。 

教育書コーナーが充実!! 北部図書館活用のススメ！ 

教育センター併設の北部図書館は、文学や実用書等の一般的な書籍だけでなく、先生方に役立つ情

報が掲載された教育書のコーナーも充実しています。著名な方々の著作に加え、センターで研修をし

てくださった講師陣の書籍や市内の先生方の研究成果が結実した事例集等も置いてあります。 

センターにお越しの際や、研修の後に活用されてみてはいかがでしょうか？教育力向 

上のヒントが北部図書館でもきっと見つかると思います。 

なお、センターへ研修や会議・会合等でお越しの際は河川敷駐車場を利用していただ 

いておりますが、河川敷駐車場は 17 時で施錠します。図書館を利用される時には、図 

書館前の駐車場へ車を移動させてからご利用ください。 

「チーム学校」と「若手教職員の人材育成」 

現在、全国的に、増えゆく若手教職員をどう育てるかが各校で大きな課題となっており、教育セン

ターの指導員からも、２年目フォローアップ研修で各校を訪問した際の若手の話をよく耳にします。 

 A 校では、校長の思いを反映した初任者から５年目までの教職員が「若手研」と称し、チームを組

んでみんなで授業案を検討したり、当日もみんなで授業参観して事後研修会を行ったりしています。

その過程で、まとめ役の５年目の先生の組織を動かすマネジメント力が育っているそうです。 

 また、B 校では、所属学年の先生方が２年目の先生の考えた授業案に沿って授業を行い、子どもた

ちの学びがより深くなるよう授業案を検討し合い、学年集団で授業づくりを行っているそうです。 

 A 校・B 校共に、チームで工夫して若手の先生に関わって研修の渦を起こしている点が共通してい

ます。最初の渦は小さくても、やがて多くの職員が関わりだすと、その渦は、大きなパワーとなりま

す。昔から「働き掛ける者が働き掛けられる」と言われますが、若手の教職員に関わった職員は、自

己研修につながっているのではないでしょうか。 

 教育センターは、今後も「学び続ける教職員」を支援します。来年度も新しい講演会等を企画して

いますので、是非、ご利用ください。 

教育センター所長補佐兼企画係長  豊泉 行男 

教育の情報化推進研究委員会 

＜ICT を活用した授業研

究会参加者の声＞ 

日常的に使用している使

用法を見直すよい機会と

なりました。この研修を

機に、より効果的な使い

方を考え 

たいと思 

います。 

あとがき 

お知らせ 


