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子供たちの学習の状況を把握し指導助言を行い、次の授業展開を 

再構築する重要なねらいがあります。限られた時間の中で、個に 

応じた適切な支援を行い、子供たちの学びを深め、高め合う机間 

指導のポイントを考えてみましょう。 

机間指導の基本的な考え方◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
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効果的な机間指導のポイント◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４９号 
平成２７年６月号 

 

高知県教育センター 

教 科 研 究 セ ン ター ～教科研究センター便り～ 

授業力アップ3 机間指導のポイント 

～机間指導で個に応じた支援を！～ 

 教科研究センター（本部）アドバイザー 東川 美知子 

① 学級全体の学習状況を把握する。    

② 個別にほめたり励ましたりすることで、学習意欲を高める。        

③ 具体的な評価規準で個々の実態を把握し、個別支援をする。 

④ 机間指導後の授業展開を考え、学び合い、高め合う場を構成する。 

 

ポイント１ 学習や作業に取り組む姿勢や態度を中心に、学級全体のおおよその傾向を 

短時間で把握する。 
○ 学級全体の雰囲気はどうか      ○ 学習課題をきちんと把握しているか  

○ 学習や作業に集中しているか     ○ 問題解決の見通しを持っているか  

○ どのような考え方をしているか    ○ 学習や作業の速度は適切か  

○ どのようなことにつまずいているか  ○ どの程度の時間がかかりそうか・・・など 

 

 

机間指導の前に、子供たちが何を考え、何をしたらよいのかが分かる学習課題と 

明確な指示を準備しておきましょう。 

ポイント２ 具体的な評価規準で、一人一人の子供の学習状況を把握し、支援をする。 

 ○ 学習意欲の乏しい子供、作業に時間のかかる子供に個別に声掛けをしたり、支援をしたりすることで

安心感を与える。 

 『どんなことで困っているの？』 『何をしようとしているの？』 『なぜ、そうしたいの？』   

『そのように考えると、課題とつながるのだね』 『その考え方でいいよ、続けてごらん』 

などと、常に課題と結び付けるように支援をしていく。 

○ 自力解決ができた子や作業が速い子には、学習をより深め、高める支援をする。 

『他の方法でもできるかな』 『友達と交流して、友達の考え方のよさをノートにメモしておこう』 

『考え方の根拠が説明できるかな』 『図や数直線を使って、説明の準備をしていて下さい』 

○ 具体的にほめたり励ましたり、赤ペンで丸つけをしたりして、自信を持たせる。 

『このまとめ方、とてもいいよ、後で発表してね』  『いろいろな角度から原因を見つけよう 

としたところが素晴らしいよ』  『会話文を書き足したことで、その場の状況がよく分かるね』 

などとほめ、意欲を高める。 

 
 

 

できるだけ多くの子供に声掛けをするように心がけ、学級全員の力を伸ばすような

支援の手立て（学習状況の把握やヒントカード、既習事項の再確認、一人一人に合

った声掛けの仕方など）を工夫しましょう。 

全体の学習状況が把握できたら、予定通りの机間指導をするのか、どのような 

個別支援の手立てをするのかを判断し、机間指導の計画を再編成しましょう。 

特集 

http://www.illust-box.jp/sozai/37569/


ポイント３ 机間指導後の全体学習で、子供たちの考えが深まったり、高まったりするよう

に授業展開を再構築する。 
○ 指名の順番や発表内容を確認し、つまずきへの対策を考える。 

○ 間違いや異なる意見、不十分な考え方も生かしながら、全員で学び合う場面を意図的に設定していく。 

○ 普段あまり発表しない子供の考えや自信のない子供の考え方、面白い考え方や深まりのある考え方を

している子供を机間指導後の展開の中で生かし、授業に奥行きを持たせる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考・引用文献  『授業力アップのポイント 100』東京都教職員研修センター  ぎょうせい 

          『算数力がつく教え方ガイドブック』  志水 廣       明治図書 

          『小三教育技術 』2015 年５月号             小学館 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時間内で自力解決ができる支援を                       ≪小学校担任≫ 

理解力や表現力、作業能力に個人差が大きい学級です。できるだけ時間内で自力解決ができるように 

次のような工夫や配慮をしています。 

○ 課題と指示を簡潔明瞭にする   ○ 作業や活動では制限時間を設定し、時間内での解決を促す 

○ 事前にヒントカードを準備する  ○ 発表してほしい子供に机間指導中に声を掛けておく 

○ 日頃の授業で間違ってもいいことを確認し、分からないことを聞き合える学習の雰囲気づくりをする                

  

 

 生徒の発達段階に配慮して                        ≪中学校社会科担当≫ 

中学生になると発表が少なくなり、発言者が限られてきます。机間指導をしながら、普段発表をしない生

徒やおとなしい生徒に声掛けをして、全体学習の中で自分の考えを発表するように励ましています。全体的

には、自分の考えや意見の根拠を大切にしながら発表の準備をするように助言をしています。 

                                   

お互いの授業を観察し合って授業改善を                    ≪元小学校担任≫ 

机間指導にも、いつの間にか無意識のうちに、癖がついてしまいます。そこで、同僚の先生と、特に机

間指導に焦点を当てて授業を観察し合い、よりよい机間指導ができるように取り組みました。座席表を活

用しながら、次のような視点でメモをし、その日のうちに改善点を見出し、次の授業に生かすように努力

をしました。 

○ いつも回る順番が同じではないか          ○ 一人の子供に時間をかけ過ぎていないか 

○ 子供への声がけや助言の仕方の内容は的確かどうか  

○ 机間指導後の授業展開や授業への生かし方が適切かどうか 

                  

 

 一人一人の生徒とのコミュニケーションを大事にしながら           ≪元高等学校担任≫ 

生徒が課題解決にあたっている時は、指示がきちんと伝わっているか、学習が進んでいるかどうかを観

察します。特に、一人一人の生徒の課題解決の要点のとらえ方を把握して、適切な支援ができるようにし

ています。 

高等学校は、週当たりの担当時間数が少ない（2 時間から 4 時間の場合が多い）ので、机間指導の時間

こそコミュニケーションをとりながら一人一人の生徒としっかり向き合い、学習支援をする大切な時間と

とらえています。生徒の気持ちが授業から離れていかないように配慮したり、課題解決に向かう生徒がで

きるだけ自力解決できるように、生徒の半歩前を行く支援をするように心がけています。 

          

 

学習を深め、一人一人の子供たちに力をつけるため、どの場面でどの子の意見や考え

を生かせばよいのか、短時間で、机間指導後の授業を再編成しましょう。 

 

先生方に、机間指導で大切にしているポイントをお聞きしました 



 

 

 

            西部教科研究センター 山本健二アドバイザー 

私には、若いとき読んだ本の一部が心に留まり、それ以来、常に大事に思ってきたことがありま

す。 

それは、「ある団体旅行の一行が、東南アジアのある国の観光ツアーで高台に登ったとき、一人

は足元を見てゴミばかりの汚い国だったと言いました。もう一人は、良い景色を見て街並みもきれ

いだし、空の青さも素晴らしかったと言いました。」というものです。一見何でもないこの文章を

読んだときに、私は深く心を打たれました。考えてみれば、たとえ同じ場所にいても汚いものを見

ようと思えば汚いものが目に入りますし、きれいなものの素晴らしさを見ようと思えば、他の人に

見えない素晴らしいものを見ることもできます。また、人間は、先入観があると、物事がその先入

観のとおりに見えてしまうということも言われます。 

このことは、我々が行っている教育に通じることだと考えます。 

① 我々が、子供に接するとき、子供の心を理解することなしに良いとか悪いとかを決めつけ、偏

見を持って子供を見ていることはないでしょうか。 

② 教師としての自分の考えは絶対正しいと思い込んで、子供の言動を表面的にみて頭から決めつ

けていないだろうか。 

③ 自分の感情だけで物事を判断して、子供の心を理解しないまま接していないか。 

私は、今でも、子供たちに寄り添いながら、一人でも多くの悩みを持つ子供を

理解することのできた教師であっただろうか、広い心や視野を持って子供たちに

接することができていただろうかなど考えます。また、良かれと思ってやったこ

とが、相手にとっては迷惑になったこともあるので難しい・・・等々、いろいろ

考えをめぐらせるこの頃です。 

 

 

 

 

「教育センター事業」    高知県教育センター  次長 堅田 和図 
 

早いもので、教育センターに赴任して２年余りがたちました。 

私は農業や商工の分野が長く、教育委員会での勤務は初めてでし

たので、特に緊張していました。 

また、管理する施設の規模と職員の人数に驚きました。ちなみに

人数が多いということは、まずは、目を通す書類が多いということ

です。そして各種の事業の調整などが、当然のように必要であると

いうことです。 

さて、私が赴任した平成 25 年度は 10 チーフ、所員数 43 名の体

制でした。翌 26 年度は、中学校の学力の向上への対策としてチー

フを１増とし、44 名の体制になりました。さらに平成 27 年度には、

組織体制の見直しを行うとともに、グローバル教育と探究学習を推

進するために、研究開発チーフを研究開発・グローバル教育チーフ

としました。 

私が赴任して、わずか２年余りでの変化です。 

このように、教育センターは喫緊の教育課題などに対応するため

に、変化をしています。 

これからも状況に応じ、柔軟と対応、変化をしていく必要がある

と考えています。 

磨 

教科研究センター講座の様子 

事務職員と一緒に敷地内で 

育てているキュウリ 

まな net の玉手箱

研修のお知らせ 
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書籍・雑誌の活用について 
 

早いもので一学期もすでに後半に入りました。今年度も多くの先生方に中部教科研究センターを利用

していただき、ありがとうございます。 

教材を作成しに来られる先生方の中には、待ち時間等に本や雑誌を手に取る方もおいでますが、資料

収集が主な目的で来室する先生方も多くいます。昨年度来室された方（延べ１０９９人）の利用票にあ

る「利用してよかったこと」をまとめてみると、「本・資料」が「機器」、「アドバイザーの助言」に次

いで多くありました。 

そこで、どんな書籍や雑誌が先生方のお役に立っているのかを調べるために昨年度の貸出状況をまと

めてみました。全体で延べ２８７冊の書籍や教育雑誌が貸し出されましたが、その中で利用の多かった

ものは以下のとおりです。（貸し出されずセンター内で閲覧されたものは含みません。） 

 

書籍ベスト５ 

 

 

教科・領域別ベスト５ 

                  

              

 

 

 

 

 

雑誌ベスト１０ 

                               

                                   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当センターには約７５０冊の本と４１種類の雑誌（過去数年間のバックナンバーも含む）を備えています。 

一人３冊まで、２週間貸し出すことができますので、学級経営や授業改善のためにぜひご活用ください。 

順位 書 名 出版社 

１位 小学校新学習指導要領の授業 実践事例集 

（国語科・総合的な学習の時間・算数科・理科・

体育科・外国語活動） 

小学館 

２位 小学校国語科 言語活動パーフェクトガイド 

（３・４年、１・２年、５・６年） 

明治図書 

３位 白石範孝のおいしい国語授業レシピ 文渓社 

４位 総合的な学習の時間 授業づくりハンドブック 東洋館出版社 

５位 国語言語活動実践アイデア集 小学館 

順位 教科・領域別 

１位 国語 

２位 教育全般 

３位 総合的な学習の時間 

４位 理科 ／ 社会 

５位 英語・外国語活動 ／ 特別支援 

順位 書 名 

１位 小三教育技術 

２位 教育科学国語教育  授業力＆学級統率力 

３位 教育音楽（小学版） 

４位 実践国語研究 

５位 小一教育技術 

６位 教職研修 

７位 実践障害児教育  初等教育資料 

８位 数学教育 

９位 小二教育技術 小四教育技術 中等教育資料 

１０位 道徳教育 英語教育 総合教育技術 

教科研究センター支部だより（中部） 
 

http://image.yodobashi.com/product/100/000/009/001/019/516/100000009001019516_10204.jpg?_ga=1.13718837.321991909.1434507217


  
 

あなたも教科研究センター講座に参加してみませんか？ 
         高知県教育センターホームページの教職員研修管理システムから申し込んでください。 

          ★の講座は６月２５日現在申込可能です。      

 

◆基礎講座  ＜基礎講座Ⅲ＞講義・演習 特別支援教育の視点に立つ授業づくり 

１０月 ３日（土）教育センター本館・大方高等学校 

＜基礎講座Ⅳ＞講義・演習 授業づくりで大切にしたいこと 

１０月３１日（土）教育センター本館・大方高等学校 

 講座案内 

◆専門講座  ＜英語ディベートに挑戦＞中部地区                 

   ９月 ５日（土）教育センター本館 

＜郷土資料の活用Ⅰ＞ 

１０月１０日（土）教育センター本館 

＜郷土資料の活用Ⅱ＞ 

１１月 ７日（土）教育センター本館 

★＜小学校体育Ⅱ＞  

１１月１４日（土）教育センター分館 体育館  
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♢  教科研究センター ５月の利用者状況(本部・東部・中部・西部) 

６９３名 ☆昨年同時期より３３名増！  ご利用ありがとうございました。 
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４月８日（水）から幡多総合庁舎３階の会議室に移転していましたが、耐震工事が終了すると再び

移転します。そのため、７月１４日（火）・１５日（水）は閉室します。７月１６日（木）から通常ど

おり開室しますが、移転後の場所は、旧西部教育事務所になりますのでご留意ください。 

なお、７月１３日（月）までは、開室日が月曜から木曜までの週４日となります。その間、拡大コ

ピー等に必要な教科書等は、全てお持ちいただきますようお願いします。 
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☆異常気象による教科研究センターの閉室について 

教科研究センターの所在する地域に、暴風警報が発令されている場合は、その日を閉室します。 

また、台風の接近等が予想される場合には、警報発令前でも、閉室することがあります。この場合は、教科研

究センターのホームページに掲載し、公立学校及び市町村（学校組合）教育委員会、教育研究所（教育センタ

ー）あてに電子メールを送信します。 

☆夏季休業期間中の教科研究センターの利用について 

開室日：７月２１日（火）～８月３１日（月） 平日 １０：４５～１８：００  土曜日 １０：００～１６：００                              

閉室日：８月１０日（月) ～８月１５日（土）  本部は８月１９日（水）も、臨時閉室します。 
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教科研究センター（本部） 高知県教育センター本館２階（高知市大津乙１８１）    TEL/FAX 088-866-3903 

東部教科研究センター   安芸総合庁舎４階（安芸市矢ノ丸１－４－３６）    TEL/FAX 0887-34-8051     

中部教科研究センター   中部教育事務所１階（吾川郡いの町枝川２４１０－７）  TEL/FAX 088-893-6597 

西部教科研究センター     幡多総合庁舎３階（四万十市中村山手通１９）         TEL/FAX 0880-35-6251 

★ 開室時間は次のとおりです。ご利用をお待ちしています。（※夏季休業期間中の平日は 10:45～18:00 に

変更します） 

開室時間：平日 15:00～19:15 土曜 10:00～16:00（土曜日の時間は H26.4月より変更しています） 

教科研究センターホームページアドレス  http://www.kochinet.ed.jp/studycenter 

♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢ 

西部教科研究センターの移転等について 

事務連絡 

速 報 

研修のお知らせ 

６月１３日開催 基礎講座Ⅰ 

 

http://www.kochinet.ed.jp/studycenter

