
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１月２８日（土）高知県教育センター分館、２月４日（土）幡多総合庁舎（西部会場）で、「話し方の基本」と「発問

等の基礎・基本」をテーマに教科研究センター講座（基礎講座Ⅴ）を開催しました。９５名の受講生の参加があり、前

半の講義を基に、後半は、小学校算数科の「発問づくりの演習」を行いました。大学生も含め校種も教科の専門性も異

なるグループ演習ならではの活発な意見交換が行われ、充実した授業づくり講座となりました。その概要を報告します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高知県教育センター 

教 科 研 究 セ ン ター 
第 ７２ 号 
平成２９年３月号 

 

～教科研究センター便り～ 

【第７２号 目次】 
●特集１「授業づくりで大切にしたいこと２」 ●耐震工事による教科研究センター（本部）の閉室について     

●磨「ユニバーサルデザインに基づく授業づくり」 ●来年度の開室について 

●まなｎｅｔの玉手箱 ●速報（２月の利用者状況） 

●特集２「この一年間を振り返って」          

教科研究センター講座（基礎講座Ⅴ） 

「授業づくりで大切にしたいこと ２」 

～話し方の基本、発問等の基礎・基本、発問づくりの演習～ 

教科研究センター（本部）指導アドバイザー  東川 美知子，高橋 静子 

 

 

講 義 １ 「話し方の基本」 の概要 （抜粋） 

（ポイント１）教室のどの子どもにも届く声で話す 

  ①背筋を伸ばした姿勢で話す    ②状況に応じた声の大きさを使い分けて話す 

  ③明瞭な発音で、はっきりと話す 

（ポイント２）メリハリをつけて話す 

  ①声の高低を使い分けて話す    ②声の強弱を使い分けて話す   

③話すスピードを使い分けて話す  ④間の取り方を工夫して話す 

（ポイント３）子どもの心をつかむ話し方 

  ①笑顔と豊かな表情で話す           ②一人一人の子どもの目を見ながら話す 

  ③状況により、立ち位置を変えて話す       ④肯定的で温かい言葉、共感的で親しみのある言葉で話す 

  ⑤子どもが前向きになるように、加点法で話す 

（ポイント４）分かりやすく話す 

  ①発達段階を意識した言葉で話す  ②必要以上に詳しく話さない  ③短い文を積み重ねて話す      

④具体例や例えを入れて話す    ⑤黒板に図や概略を書いて話す ⑥話す内容の構成を示して話す 

 

 

 

 

         

１．望ましい発問の要件 

  ①子どもの実態に合った発問  ②興味・関心・意欲がわく発問     ③一問多答型になる発問 

  ④前後につながりがある発問  ⑤矛盾・葛藤・対立を呼び起こす発問  ⑥簡潔で明瞭な発問 

２．発問づくりは、まず、十分な教材研究から 

  「何を教えるのか、子ども達の実態は、何のために教えるのか、どのような方法で教えるのか」など、 

十分な教材研究をし、めざす子どもの姿をイメージして発問をつくる。 

教師の話し方のよしあしは、授業の分か

りやすさや子どものコミュニケーショ

ン能力の育成に大きく関わります。 

講 義 ２ 「発問等の基礎・基本」 （抜粋） 

特集１ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 教材（小学校第５学年算数科、単元名「面積の求め方を考えよう」）と学習指導略案（本時の目標：三角形の面積の求め方

を考え、説明することができる）をもとに、班（２、３名）で発問づくりをしました。どのように問えば、子ども達は興味

関心を持って課題解決に取り組むことができるのか、講義での発問のポイントを振り返ったり、子どもの実態を考えたりし

ながら、活発な意見交換がなされました。大学生や校種の異なるメンバーならではのアイディアや工夫が出され、３５分の

演習時間があっという間に過ぎました。他の班の発問を評価したり、交流後の感想をまとめて発表したりする中で、発問や

指示、説明などの大切さを実感しているようでした。 

≪講座の風景≫ 

 

 

 

 

 

≪ 交流後の感想 ≫ 

 ○もう少し分かりやすい発問や揺さぶりのある発問を考えたらよかった。 

 ○既習内容を確認してから発問や補助発問を考えると、子ども達が授業の見通しや具体的に何をしたらよいのか

が分かり、授業に取り組みやすいと思った。 

 ○自分たちの考えた中心発問は思考過程を先に提示してしまったので、他の班からのアドバイスを受けて、子ど

もが思考過程を考えられる発問「どうすれば三角形を他の図形に変えられるだろうか？」に考え直しました。 

 ○先を見通した１時間の発問の構成を考える大切さが分かった。 

 ○教師からの指示が多くなり、子どもに考えさせる発問をつくることが難しかった。子どもの実態に合わせるこ

とが大切だと学んだ。 

演 習 「小学校算数科の発問をつくりましょう」 の 概 要 

３．発問を生かすポイント 

  ①発問の前提となっている内容や事柄を分かりやすく説明する。 

  ②子ども達が教材をとらえたり、円滑に作業や学習活動ができたりするように学習方法や学習形態、 

発表方法、目安の時間など要点を押さえて、端的に指示をする。 

  ③多くの子どもから発言を引き出すために 

    ・子どもの反応やつまずきをみる     ・ノートやワークシートに考えを書かせる  

・発言を具体的に褒める         ・すぐに指名をしない   

・ペア学習をさせる           ・他の子どもの考えや意見を聞く   

・発言の仕方を身に付けさせる  

 

４．どのようにして発問を作るのか（例） 

  ①まず、授業のねらいに迫るために、子ども達にどのように考えて 

（答えて）ほしいのかを考える。 

  ②次に、その考え（答え）を導き出すような発問をいくつか考える。 

  ③そして、いくつか考えた発問の中から、１の「望ましい発問の要件」 

（六つの項目）を備えた発問を選ぶ。   

本時のねらいに迫る主要発問

（中心発問）はしっかり練っ

ておきましょう。 

授業では、子どもの反応をみ

て発問の手ごたえを確認しま

しょう。 

他の班のコメントをもとに、改

善点やさらに工夫したいことに

ついて発表しました。 

この発問で、５年生の子ども達の考え

を引き出すことができるかな？ 

アドバイザーの助言も参考にしなが

ら発問づくりにチャレンジ。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 引用・参考文献  

・ 「コミュニケーション力」    児島健次郎編         金子書房  

・ 「ことばの伝達力」       加籐昌勇           ＮＨＫ出版  

・ できる教師の「話し方・聞き方」 村松賢一           明治図書 

・ 「教師の話し方スピード上達法」 上条晴夫           たんぽぽ出版 

・ 「発問上達法」授業づくり上達法ＰＡＲＴ２  大西忠治     民衆社       

・ 「新しい算数５下」                      東京書籍  

・ 「みんなとまなぶしょうがっこう こくご一ねん上」       学校図書  

・ 「小学校学習指導要領解説 国語編」  平成２０年８月     文部科学省  

 

 

ユニバーサルデザインに基づく授業づくり 

高知県教育センター 教職研修部チーフ（特別支援教育担当） 山中 智子 

 

発達障害等がある子どもをはじめ、学習につまずきがちな子どもにとって、「分かる」「できる」授業であるユニバー

サルデザインに基づく授業は、一人一人の特性に応じた、様々な学び方が選べる授業となり、それ以外の子ども達にと

っても、学習の確かな理解と定着をもたらします。 

また、発達障害等のある子どもはもとより、全ての子どもにとって、授業場面での「満足感」や「達成感」を与え、

学習意欲の増進にもつながります。 

高知県教育委員会では、「すべての子どもが『分かる』『できる』授業づくりガイドブック」（平成２５年３月）「すべ

ての子どもが『分かる』『できる』授業づくりガイドブック－実践事例集－」（平成２７年３月）を作成し、そのポイン

トを、大きく５つにまとめ、具体的な指導や支援を紹介しています。  

【ユニバーサルデザインに基づく授業づくりで大切にしたい５つのポイント】 

 

 

 

 

 

 

 

これらの支援は、合理的配慮にもつながります。 

合理的配慮については、国立特別支援教育総合研究所のインクルＤＢ（インクルーシブ教育シ

ステム構築支援データベース）で、全ての学校種で参考になる合理的配慮等の実践事例や情報が

提供されていますので積極的に活用してください。（インクルＤＢ で検索してください。） 

発達障害をはじめ様々な困難のある子どもたちの特性を踏まえ、一人一人の実態を把握し、共通項目を見出し、一斉

指導の中で工夫や配慮を実施していく視点を大切にしましょう。 

 

 

受講者の声（アンケートより） 

 ○子ども達の手本となるべき教師の存在は、子ども達に大きな影響を与える。教師の言葉、姿勢一つで子ども達の

成長につながっていくと感じた。 

○発問だけでなく、質問や補助発問などをうまく使って授業ができることに気付くことができた。 

 ○具体的な基本事項から実践までできてとても楽しかったです。参加者との交流もよい刺激となりました。４月か

ら採用になるので頑張ろうと思えました。 

 ○私は、とても緊張するタイプで、話す時は早口になったり笑顔が作れなかったりした経験がありますが、今日の

講義を聞いてとても勉強になり、頑張ろうという勇気が持てました。 

○普段、関わらない校種の先生方と話し合うことで、新しい視点で考えることができました。違った校種、違った

教科で考えを交流するのは、とても勉強になりました。 

 

 

 

ユニバーさる 

Ⅰ 環境の工夫     落ち着いて遊びや学習に取り組める環境を整える 

Ⅱ 情報伝達の工夫   みんなに伝わるように伝え方を工夫する 

Ⅲ 活動内容の工夫   一人一人が意欲的に取り組み、かかわり合えるようにする 

Ⅳ 教材・教具の工夫  みんなが興味・関心を持って分かりあえるようにする 

Ⅴ 評価の工夫     子ども一人一人の力を出し切ることができるようにする 
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まなｎｅｔの玉手箱 

 子どもの貧困 ～子どもや保護者との関係づくり～ 

東部教科研究センター 指導アドバイザー 松本 香代 

   
 １７歳以下のおよそ６人に１人の子どもが、貧困の状況にあり、その割合は増え続けているという報道に心が痛み

ます。この報道を見聞きしているうちに、若年教員時代に赴任した学校の子どもや保護者のことを思い出します。 

「つまずく子どもにこそ、笑顔いっぱい」を信念に持ち教員になったはずの私は、子どものマイナス面だけに目を

向け、その責任を子どもや保護者に転嫁する学級経営や学習指導を日々繰り返していました。そんな時、厳しい生活

背景のある子どもたちを学級の中核に据え、地道に教育実践を積み上げてきた同僚から「先生を困らせている子ども

は、教室だけの姿では理解できない。忙しいけど、子どもの生活する家に、地域に出向いてみては。親子が何に困り、

何を願っているのか聞き、受け止めてきては。きっと、そこから答えが見つかるはず。」というアドバイスを受けまし

た。 

子どもの家庭環境を必ず把握しておき、始業前や放課後などを使っての家庭訪問から始めることにしました。 

・農作業の仕事を見つけては働き、やんちゃ盛りの子育てに奮闘しているお母さん。 

・波しぶきを浴びながら、早朝から海で働くお父さん・お母さん。 

・家族と離れ、遠くの造船所に出稼ぎに行っているお父さん。 

・日々の生活に追われ、子どもとゆったりと接する余裕のないお父さん・お母さん。 

・暗くなるまで外遊びを楽しみ、テレビを見ながら父母の帰りを待っている子ども。 

・家事を助けるため、風呂掃除や食事の手伝いなどに奮闘している子ども。 

・テレビで明日の天気予報を見ては、漁の安全や漁獲高を心配している子ども。 

 家庭訪問を繰り返すことによって、なぜ、遅刻が多いのか、なぜ、忘れ物が多いのか、なぜ、授業に集中できない

のか、なぜ、友だちとトラブルになるのかなど、その背景に、保護者の厳しい就労や生活実態が起因していることを

痛感させられました。また、教室の中では見つけ出せなかった子ども一人一人の「よさ」や「隠れていた可能性」な

ども発見することもできました。 

 子どもは、保護者の経済的な貧しさだけではなく、大人に見えにくい寂しさやストレスをランドセルいっぱいに詰

め込み学校に登校していることを理解することができました。 

学校は、保護者の厳しい就労を変えることはできません。しかし、子どもたちが楽しく通いたいと思える学校・学

級、分かる・楽しいが実感できる授業に変えることはできます。同僚からのアドバイスがきっかけとなり、私の教員

としての新たなスタートがここから始まりました。 

現在とは、子どもを取り巻く社会状況や生活環境は大きく変化してきていますが、貧困の状況にある子どもにとっ

て学校は命をつなぐ「生命線」であることは、今も変わりはないと思います。 

 高知県は、子どもの生徒指導上の課題に対して、学校と福祉をつなぐ専門家のスクールソーシャルワーカーの配置

率が全国一と聞きます。うれしく思う反面、子どもの貧困、児童虐待、いじめや不登校、問題行動などが深刻化して

いることが伺えます。 

 あの時の教え子たちも、社会人となり、結婚し、子どもの保護者となり子育て真っ最中‼子ども時代の貧困の状況が、

教え子たちの世代まで連鎖していないかと心配です。 

 貧困の状況にある子どもとその保護者を救うためには、学級担任をはじめ教職員の力が必要です。スクールソーシ

ャルワーカーを計画的に活用し、貧困の連鎖を次の世代に引き継がない先進的な取組を高知県から発信できることを

期待しています。 

 



 

 

 

本年度もたくさんの先生方に教科研究センターをご利用いただき、本当にありがとうございました。 

各教科研究センターの取組やアドバイザーとしての一年間を振り返っての感想や意見などを今月の特集にしました。 

 

 

 授業のことだけでなく、学級経営や子どものこと、保護者との関わり方などの相談を受け、悩みをお聞きすることで、利

用者の方々が気分的にも楽になったり、明日からの取組み方がつかめたりして、少し笑顔が見られることがうれしいことで

した。現職のころの失敗談や苦い経験、元気をもらった子どもとの関わり、保護者の方から学んだことなど体験を交えなが

ら話をさせていただきました。「一人で心細かったですが、ありがたい情報をいただきました」「いつも丁寧に答えてくださ

るので、相談しやすいです」などの感想をいただき、アドバイザーにとっても励みになりました。 

  

現在、耐震工事中ということもあり、２月から６月末までは、入口が分から

なかったり、拡大印刷ができなかったり、大変ご不自由をおかけしています。 

 ８月に４か所（東部・中部・西部・本部）のアドバイザーが参加して学習会

を開きました。情報交換や利用者の要望に応えるような技術などを学びました。

今後もアドバイザーとして、より多くの先生方のお役に立てるように、アドバ

イザー一同努力をしていきます。 

 

 

 

 

１．利用状況について 

 毎月、昨年度を上回る利用者数でした。先生方が拡大コピーを利用して、日頃から

授業づくりに取組んでいることが分かり、うれしい限りです。拡大コピー等の利用が

一番多いですが、資料の提示の仕方や教材研究などの相談にも応じることができまし

た。利用者の先生方が、来室された時と帰り際には、笑顔で私たちアドバイザーに声

かけをして帰られるような気持ちのいい空間になるように心がけています。 

 ８月の指導アドバイザー学習会（各支部の情報交換）が参考になり大変よかった

です。 

 土曜日午後の来室者が多くて対応が十分ではなかったけれど、二人制にしていた

だき来室者の先生方にも時間的にも精神的にもゆとりをもって接することができました。 

２．来年度に向けて 

 拡大コピーだけをするのではなく、来室された先生方に、拡大コピーを効果的に使っての授業づくりや授業を改善してい

くアドバイスを考えていきたいと思っています。また、「お持ち帰り」資料のさらなる開発にも取り組んでいこうと考えてい

ます。 

 

  

 

 プリンターや拡大コピー機を活用して作った教材が、ある小学校の２年間指定

の研究発表会で、１年目・２年目と研究経過がよくわかるようにパネルにして校

内に展示してありました。このように、授業で利用した後、振り返りや授業記録

として何回も活用していると伺い、大変嬉しく思いました。小学校の先生の手書

きによる丁寧な自作資料の拡大コピーをしたときには、温かさを感じました。ま

た、教育雑誌による最新情報の収集や学習指導案などの指導資料の閲覧など、

先生方の授業への真摯な取り組みがみられました。 

 今年度は、利用者の新しい顔ぶれが増えたように思います。長期間にわたり、

毎月、定期的に自主研修を継続しているグループの存在には感心させられました。耐震化工事のため騒音がひどい中でも、

ミーティングルームでのグループ研修など多くの先生方に利用していただいたことが印象に残っています。 

少しのアドバイスでも利用票に感謝のことばを記入してくださり、大変嬉しいことでした。 

 

教科研究センター（本部） 

西部教科研究センター 

 

中部教科研究センター 

この一年間を振り返って 特集２ 



 

 １．利用状況から 

東部教科研究センターは、おかげさまで開設以来、ずっと利用者の数を伸

ばしてきました。以前は利用者層に偏りがありましたが、特に、本年度は、

若年教員、中堅教員、ベテラン教員の方々にも偏りなく利用していただきま

した。作成資料も、国語、算数などに加え、体育科や道徳などが一段と増え、

教科・領域の広がりが見られました。高知県教育委員会が力を入れている教

科や分野での利用が多くなっていることを感じます。 

今後は、まだ利用したことのない先生にもおいでてもらえるよう、啓発に

努めていきたいと思います。 

２．利用者のニーズに沿って 

利用者の年齢層が幅広くなったことで、様々な教育実践をもった先生方との交流する機会が多くなっています。研究

発表会などで、教科研究センターで作成された板書資料を見て、「私もそれがほしい」「私も…」と授業イメージを広げ、

来室されることがありました。また、教材作成や授業づくりだけでなく、学級経営に悩んでいる先生がアドバイザーに

話を聞いてもらえるだけで心が軽くなり、ゆっくりと話し込まれることもありました。「授業や学級経営で悩んだ時、気

がついたら教科研究センターに来ています」「授業に役立つ資料が何かないかと思ってきました」等の感想からは、教科

研究センターが先生方にとって必要な場所になっていることが感じられます。 

今後とも一層、利用者のニーズに応えられる教科研究センターとなるように努めていきたいと思います。 
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  平成２９年２月１日（水）～６月３０日（金）まで、教科研究センター（本部）は閉室しています。 

＊閉室期間中は、一部機能のみを１階プレイルームにて行っています。 

詳細はまなｎｅｔ６９臨時号でお知らせしています。 
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平成２９年度の教科研究センターは、４月３日（月）から開室します。 

開室日は、月・火・木・金・土曜日とし、水曜日を閉室することになりました。 

来年度も皆さまのご利用をお待ちしております。 
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  教科研究センター(本部・東部・中部・西部) 

２月の利用者状況  ４５２名    

◆◇ご利用ありがとうございました◇◆ 
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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。 

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 

速 報 

来年度の開室について 

耐震工事による教科研究センター（本部）の閉室について 

東部教科研究センター 

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

