
 

 

 

 

これは、「平成２６年度校内研修を活性化させるためのリーダー育

成研修 研修Ⅲ」（高知県教育センター）の演習において、受講者で

ある県内小・中学校の約１４０名の研究主任が、言語活動の充実を

観点に、授業力を向上させるための具体的な取組について、各学校

における実践を踏まえて検討したものです。校内研修活性化のため

にご活用ください。 
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平成２６年度校内研修を活性化させるためのリーダー育成研修実施要項（抄） 

 

１ 目 的  授業改善等を意図した組織的・効果的な校内研修を実施するために、教頭と研究主任のユニット型の

研修を行い、各学校の校内研修の企画・運営力を高める。 

２ 主 催  高知県教育センター 

３ 対 象  

（１） 悉皆研修としての研究主任受講対象者    （研修Ⅰ、研修Ⅱ、研修Ⅲを全て受講） 

高知市を除く市町村（学校組合）立小・中学校及び県立中学校の研究主任のうち、次の①又は②に該当す

る教員 

① 平成２６年度に初めて研究主任になった教員 

② 高知県教育センター主催の「平成２４・２５年度校内研修を活性化させるためのリーダー育成研修」

を受講していない教員 

（２）悉皆研修としての教頭受講対象者      （研修Ⅰのみ受講） 

   （１）の受講対象者が在籍する学校の教頭  

（３）校長推薦による受講対象者（高知市を含む） （研修Ⅰ、研修Ⅱ、研修Ⅲを全て受講） 

（１）以外で、校長が推薦する研究主任、教務主任、学年主任等の教員 

※受講希望者が対応可能な人数を超える場合には、調整する。 

（４）教育委員会及び教育研究所等の希望者    （希望する研修を受講） 
 
４ 日程及び内容 
 
研修Ⅰ 平成２６年６月６日(金)  会場  高知県立ふくし交流プラザ  

9:00  9:30           10:00               12:20  13:20                     16:00            17:00 

 
研修Ⅱ 平成２６年７月２５日(金)  会場  高新文化ホール  

9:00  9:30 10:00                11:00               11:40  12:50                  15:20                17:00   
        

受 
 
付 

開 
 
会 

【実践発表】 
校内研修活性化の 
実践事例 

 
＜実践発表者＞  
「平成２５年度に研究主
任として企画運営した校
内研修について」 
四万十市立中村西中学校 
  山﨑 美樹 教諭 

【演習１】 
校内研修プランの 
検討（前半） 

 

昼 
 
食 

【演習１】 
校内研修プランの検討

（後半） 
 
 
 
 

【演習２】 
授業実践力を向上
させる校内研修の
在り方 
～言語活動の充実を
観点に～ 

 

閉
会 

助言・講評  
鳴門教育大学 村川 雅弘 教授 

助言・講評  
鳴門教育大学 村川 雅弘 教授 

 

研修Ⅲ 平成２６年１２月２６日(金)  会場  高知会館 ※【演習】で作成した成果物を紹介します。 

9:00  9:30   10:00                             12:40   13:40                                 17:00   

         

受 

 

付 

開 

 

会 

【説明】 

研修の

進め方 
 

高知県

教育セ

ンター 

【講義】 

研究主任の役割と校内研修

の進め方 
 

講師  鳴門教育大学 

村川 雅弘 教授 
昼 

 

食 

【講義・公開授業・実践発表】 

教員が高め合う実践的な校内研修の在り方 

 
 
＜講義＞ 

  講師 清瀬富士見幼稚園 

西留 安雄 園長 

（元東村山市立大岱小学校長） 

＜公開授業・実践発表＞ 

 越知町立越知小学校 徳永宝子 教諭 

 越知町立越知小学校 第４学年 

【協議】 

校内研修活性

化のために 
 

＜講評＞ 

村川雅弘教授 

西留安雄園長 

閉 

 

会 

      

受 
 
付 

開 
 
会 

【実践交流：ポスターセッション】 
校内研修の実践事例の紹介 

※オープン講座 

昼 
 
食 

【講義・演習】 
授業実践力を向上させる校内研修活性化の 
アイデア ～言語活動の充実を観点に～ 

講師 鳴門教育大学  村川 雅弘 教授 

閉 
 
会 
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平成２６年度 演習のテーマ
授業力を向上させる校内研修活性化のアイデア ～言語活動の充実を観点に～

１ めあての設定とめあてを効果的に授業で生かすために
・適切なめあての設定 ・めあてを子供がつかみ、めあてを踏まえた見通しをもつ手立て など

２ 学習の振り返りを充実させるために
・振り返りをさせる観点 ・振り返りをさせるための手立て など

３ 子供の考えを引き出したりつないだりするために
・学習課題の工夫 ・展開の工夫 ・板書の工夫 ・机間指導の工夫 ・ノート指導の工夫 など

４ 「話合い」を効果的に取り入れるために
・話合いの目的と話合いを取り入れるタイミング ・話合いの進め方 ・留意点 など

５ 言語活動を効果的に取り入れる学習指導案の工夫
・書き込む内容と書き方 ・事前検討会のもち方 など

６ 言語活動を取り入れた授業の事例
・「思考力・判断力・表現力等をはぐくむ学習活動の例」（中教審答申）を踏まえた授業の展開例と留意点
・知識・技能を活用する学習活動の展開例と留意点 など

７ 学習を支える言語技能を高めるために
・話し方 ・話合いの仕方 ・学習を支える言語技能に関する校内研修のもち方 など

８ ノート指導の工夫
・書き方 ・書く内容 ・板書との関連 ・家庭学習との関連 ・ノート指導に関する校内研修のもち方 など

９ 学習の手引きを作成、活用するために
・内容 ・使い方 ・作成し、活用するための校内研修のもち方 など

１０ 言語活動の充実の共通理解を図る校内研修の工夫
・言語活動の充実の校内研修の年間計画や実施方法 ・言語活動の充実の校内研修の成果を日常化するための取組
・オンデマンドを活用した校内研修の持ち方 など

Ⅰ 言語活動の充実
を観点に、各教科等
に共通する授業研究
の充実のためのアイ
デアを考える。

・授業づくりの共通
理解やポイント
・研究協議の視点

など

Ⅱ 言語活動を生か
し、各教科等の授業
を充実させるポイン
トを考える。

Ⅲ 言語活動の充実
の観点から学習の手
引き等を作成し活用
するアイデアを考え
る。

Ⅳ 言語活動の充実
について理解を深め
る校内研修の在り方
を考える。 3



１ めあての設定とめあてを効果的に授業で生かすために
・適切なめあての設定 ・めあてを子供がつかみ、めあてを踏まえた見通しをもつ手立て など

Ⅰ 言語活動の充実を観点に、各教科等に共通する授業研究の充実のためのアイデアを考える。
・授業づくりの共通理解やポイント・研究協議の視点 など

【小学校】
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１ めあての設定とめあてを効果的に授業で生かすために
・適切なめあての設定 ・めあてを子供がつかみ、めあてを踏まえた見通しをもつ手立て など

Ⅰ 言語活動の充実を観点に、各教科等に共通する授業研究の充実のためのアイデアを考える。
・授業づくりの共通理解やポイント・研究協議の視点 など

【中学校】
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Ⅰ 言語活動の充実を観点に、各教科等に共通する授業研究の充実のためのアイデアを考える。
・授業づくりの共通理解やポイント・研究協議の視点 など

２ 学習の振り返りを充実させるために
・振り返りをさせる観点 ・振り返りをさせるための手立て など 【小学校】
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Ⅰ 言語活動の充実を観点に、各教科等に共通する授業研究の充実のためのアイデアを考える。
・授業づくりの共通理解やポイント・研究協議の視点 など

２ 学習の振り返りを充実させるために
・振り返りをさせる観点 ・振り返りをさせるための手立て など

【中学校】
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Ⅰ 言語活動の充実を観点に、各教科等に共通する授業研究の充実のためのアイデアを考える。
・授業づくりの共通理解やポイント・研究協議の視点 など

３ 子供の考えを引き出したりつないだりするために
・学習課題の工夫 ・展開の工夫 ・板書の工夫
・机間指導の工夫 ・ノート指導の工夫 など

【小学校】
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Ⅰ 言語活動の充実を観点に、各教科等に共通する授業研究の充実のためのアイデアを考える。
・授業づくりの共通理解やポイント・研究協議の視点 など

３ 子供の考えを引き出したりつないだりするために
・学習課題の工夫 ・展開の工夫 ・板書の工夫 ・机間指導の工夫 ・ノート指導の工夫 など 【小学校】
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Ⅰ 言語活動の充実を観点に、各教科等に共通する授業研究の充実のためのアイデアを考える。
・授業づくりの共通理解やポイント・研究協議の視点 など

３ 子供の考えを引き出したりつないだりするために
・学習課題の工夫 ・展開の工夫 ・板書の工夫 ・机間指導の工夫 ・ノート指導の工夫 など 【小学校】
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Ⅰ 言語活動の充実を観点に、各教科等に共通する授業研究の充実のためのアイデアを考える。
・授業づくりの共通理解やポイント・研究協議の視点 など

３ 子供の考えを引き出したりつないだりするために
・学習課題の工夫 ・展開の工夫 ・板書の工夫 ・机間指導の工夫 ・ノート指導の工夫 など 【中学校】
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Ⅰ 言語活動の充実を観点に、各教科等に共通する授業研究の充実のためのアイデアを考える。
・授業づくりの共通理解やポイント・研究協議の視点 など

【小学校】

４ 「話合い」を効果的に取り入れるために
・話合いの目的と話合いを取り入れるタイミング ・話合いの進め方 ・留意点 など
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Ⅰ 言語活動の充実を観点に、各教科等に共通する授業研究の充実のためのアイデアを考える。
・授業づくりの共通理解やポイント・研究協議の視点 など

【小学校】

４ 「話合い」を効果的に取り入れるために
・話合いの目的と話合いを取り入れるタイミング ・話合いの進め方 ・留意点 など
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Ⅰ 言語活動の充実を観点に、各教科等に共通する授業研究の充実のためのアイデアを考える。
・授業づくりの共通理解やポイント・研究協議の視点 など

【中学校】

４ 「話合い」を効果的に取り入れるために
・話合いの目的と話合いを取り入れるタイミング ・話合いの進め方 ・留意点 など
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Ⅰ 言語活動の充実を観点に、各教科等に共通する授業研究の充実のためのアイデアを考える。
・授業づくりの共通理解やポイント・研究協議の視点 など

【小・中学校】

５ 言語活動を効果的に取り入れる学習指導案の工夫
・書き込む内容と書き方 ・事前検討会のもち方 など
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【小学校 国語】

６ 言語活動を取り入れた授業の事例
・「思考力・判断力・表現力等をはぐくむ学習活動の例」（中教審答申）を踏まえた授業の展開例と留意点
・知識・技能を活用する学習活動の展開例と留意点 など

Ⅱ 言語活動を生かし、各教科等の授業を充実させるポイントを考える。
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【小学校 算数】

６ 言語活動を取り入れた授業の事例
・「思考力・判断力・表現力等をはぐくむ学習活動の例」（中教審答申）を踏まえた授業の展開例と留意点
・知識・技能を活用する学習活動の展開例と留意点 など

Ⅱ 言語活動を生かし、各教科等の授業を充実させるポイントを考える。
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【小学校 各教科等①】

６ 言語活動を取り入れた授業の事例
・「思考力・判断力・表現力等をはぐくむ学習活動の例」（中教審答申）を踏まえた授業の展開例と留意点
・知識・技能を活用する学習活動の展開例と留意点 など

Ⅱ 言語活動を生かし、各教科等の授業を充実させるポイントを考える。
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【小学校 各教科等②】

６ 言語活動を取り入れた授業の事例
・「思考力・判断力・表現力等をはぐくむ学習活動の例」（中教審答申）を踏まえた授業の展開例と留意点
・知識・技能を活用する学習活動の展開例と留意点 など

Ⅱ 言語活動を生かし、各教科等の授業を充実させるポイントを考える。
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【中学校 数学】

６ 言語活動を取り入れた授業の事例
・「思考力・判断力・表現力等をはぐくむ学習活動の例」（中教審答申）を踏まえた授業の展開例と留意点
・知識・技能を活用する学習活動の展開例と留意点 など

Ⅱ 言語活動を生かし、各教科等の授業を充実させるポイントを考える。
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【中学校 外国語】

６ 言語活動を取り入れた授業の事例
・「思考力・判断力・表現力等をはぐくむ学習活動の例」（中教審答申）を踏まえた授業の展開例と留意点
・知識・技能を活用する学習活動の展開例と留意点 など

Ⅱ 言語活動を生かし、各教科等の授業を充実させるポイントを考える。
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【小学校】

７ 学習を支える言語技能を高めるために
・話し方 ・話合いの仕方 ・学習を支える言語技能に関する校内研修のもち方 など

Ⅲ 言語活動の充実の観点から学習の手引き等を作成し活用するアイデアを考える。
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【中学校】

７ 学習を支える言語技能を高めるために
・話し方 ・話合いの仕方 ・学習を支える言語技能に関する校内研修のもち方 など

Ⅲ 言語活動の充実の観点から学習の手引き等を作成し活用するアイデアを考える。
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【小学校】

Ⅲ 言語活動の充実の観点から学習の手引き等を作成し活用するアイデアを考える。

８ ノート指導の工夫
・書き方 ・書く内容 ・板書との関連 ・家庭学習との関連 ・ノート指導に関する校内研修のもち方 など
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【中学校】

Ⅲ 言語活動の充実の観点から学習の手引き等を作成し活用するアイデアを考える。

８ ノート指導の工夫
・書き方 ・書く内容 ・板書との関連 ・家庭学習との関連 ・ノート指導に関する校内研修のもち方 など
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【小学校】

Ⅲ 言語活動の充実の観点から学習の手引き等を作成し活用するアイデアを考える。

９ 学習の手引きを作成、活用するために
・内容 ・使い方 ・作成し、活用するための校内研修のもち方 など

26



【小・中学校】

１０ 言語活動の充実の共通理解を図る校内研修の工夫
・言語活動の充実の校内研修の年間計画や実施方法
・言語活動の充実の校内研修の成果を日常化するための取組
・オンデマンドを活用した校内研修の持ち方 など

Ⅳ 言語活動の充実について理解を深める校内研修の在り方を考える。
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