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資料 

「教員が高め合う実践的な校内研修の在り方」 



 



新校内研究システム 

△教師全員が研究授業をしていない 

△校内研究が形だけのものである 

△研究が日々の指導につながっていない 



  

・授業力を上げる 

・学力を上げる 

・高知を変える 

校内研究の目的 



① 学校卒業後 

② 受け身の授業 

③ 主体的な授業 
 

日本の教育課題 



 

・進化した授業の参観 

・自校への導入 

モデル授業 



どげんかせんと     
いかん 

高知県の課題 





・中学生は全国平均に達していない 

・小・中学生ともにＢ問題に課題 

・数学Ｂは全国平均を６ポイント以上
下回る  

・Ｂ問題対策⇒言葉の力の育成・校内
研修の推進⇒授業の質の向上 

（２５．８．２７ 県教育長コメント） 

 

 県の学力の現状と対策方針 



・小学校 全国４７位 
・中学校 全国４５位 

 学力と同じように自分の力を最大限に
発揮しようとする気持ちや意欲、一生懸
命がんばることを後押しする教育が出来
ているかが問われます。 
        （県の報告書Ｈ．２２より） 
 
 

全国最低水準の体力・運動能力 



・不登校 全国ワースト２位 
・暴力行為 全国ワースト２位 
・高校中退 全国ワースト２位 

 生徒指導上の課題に対応するため一
人一人の子供に寄り添うことができるか
が大きな課題 
            （県の報告書より） 
 
 

生徒指導上の課題  



 
・教員モデルが見つけにくい 
・ベクトル合わせが難しい 
・自己流の授業 
・研修が個人任せ 
・言語活動促進の授業が少ない 

教員の課題 



 



① 教科枠をこえた中学の授業力向上
② 国語、算数・数学における 

指導方法の工夫改善 

③ 学習意欲と学習習慣の定着の 

学習環境づくり 
 

県学校改善検討委員会の提言 



課題解決の４つの視点 

・視点２ 教科の枠をこえた中学校授業力の向上 

  

教科横断的学習 
（小・中・高、同じ授業活動） 



 

 

 

 

 

 

教科指導前に、言語活動・ 

 問題解決学習を優先  
 

統一事項(学びの二層構造）１ 

国語 数学 社会 理科 音楽 美術 技家 保体 道徳 英語等 

教科横断的学習 
（言語活動・問題解決学習） 



○平成２４年度～ 

・新学校システム 

・新研究システムによる授業実践 

・連携システムの構築 

（日章小、越知小、中央小、葉山小，
精華小、越知中、 

教師が学び教師が育つ 
学校プロジェクト（県） 

 



校長のリーダーシップ 

 高知県教員スタンダード 

校内研修改革 
(研究授業体制の整備） 

 

校務改革 
(子供と 
向き合う時間の確保） 

個人レベルの授業改善 

   ＤＣＡＰサイクル  

学力向上（授業力向上） 

教
育
活
動 

経
営
活
動 

反映 成果 



◎子供と向き合う時間の確保・ゆとり 

 ①定例諸会議の廃止 ②一役一人制の運営組織の実
施 ③事案決定システムの実施 ④職階制の推進 ⑤
直後プランDCAPマネジメントカリキュラムサイクルの開
発 ⑥12月決算の教育課程開発 ⑦日課表の見直し
（複線型の週時程の実施。全学年100時間以上の余剰
授業時数） ⑧長期休業中に教育課程作成 ⑨教科学
習の学びの縦割り活動（縦割り遊びからの転換）を行う 
⑩子供が考える表現活動や地域・保護者・中学生をス
タッフとして迎え入れる行事 ⑪始業式・入学式の合体 
⑫呼びかけスタイルから個人の生き方を発表する卒業
式 ⑬行事の削減 

 

 

１ 校務改革 
 



◎研究授業体制の整備 
①校内研修DCAPサイクルの確立 ②プロフェシャルティー
チャーズノート ③指導案様式 ④ 学習経過模造紙 ⑤まな
ブック ⑥授業見学集会 ⑦学級言語星 ⑧授業評価 ⑨ワー
クショップ型研究協議会 ⑩指導習自 ⑫授業改善模造紙 
⑬授業改善課題論文・参観者論文 ⑭これっきり算数 ⑮ドリ
ル ⑯サマースクール ⑰漢字検定 ⑱教科担任制 ⑲学力
調査マネジメント 
◎人材育成から 

①人材育成部の創設 ②若手教師人材登用 ③ファースト会
の開催 ④セカンド会の開催 ⑤ちょこっと塾の開催 ⑥ＯＪＴ
ノート（大岱常識手帳）⑦毎日指導レポート提出 
 
 

 

２ 校内研修改革 
 
 



◎教科横断的な統一事項 

①問題解決の学習の進め方 ②板書の日付・課題の赤
囲み・まとめの青囲み ③導入の仕方（課題提示・問の共
有等） ④挙手の仕方 ⑤発表場所の指定 ⑥ペア学
習・班学習・全体学習の仕方 ⑦言語わざ ⑧学び合い
カード ⑨赤ペン机間指導 ⑩振り返り方法（授業内＊Ｂ
問対策（無答なし）、一日の学び） ⑪ノートの使い方(日
付け、赤い一本線)⑫問題解決段階用グッズ ⑬シラバス

グッズ ⑭言語わざグッズ・名札等 ⑮学級会での学習
ルールの決め事（ペア学習や全体学習のルール・つなげ
る言い方のルール）⑯聞き方⑰反応の仕方 

 

３ 個人レベルの授業改善 



 自分で課題を見つけ、
自ら学び、主体的に判断
し、行動し、よりよく問題
を解決する資質や能力 
 

確かな学力 



・プレゼン力 

・対話力 

＊教科だけではない 

＊問題解決力 

これからの学力 



知識理解 

 
授業規律（学習スキル） 

 

     

これまでの授業構成 



      表現力 

思考力・判断力 

知識・理解 

学習スキル（教科横断的学び） 

学力の構造図 



・事実を正確に伝える 

・体験から読み取ったことを表現する 

・説明したり活用したりする 

・情報を分析・評価し、記述する 

・構想を立て実践し、評価・改善する 

・互いの考えを伝え合い、自らや集団  
の考えを発展させる 

各教科・領域における言語活動 



例えば・・・多面的な見方や考え方を育てる！ 

  自分の考えを持つ（言語活動） 

   ・根拠を基に説明する  ・どんな言葉で伝えるか 

   ・どんな順番で話すか  ・他の人はどんな考えか 

 ↓ 

 考えを交流する 

 ↓ 

 自分の考えを見直す（言語活動） 

   ・共通点は何か      ・表現方法は？ 

   ・足りないのは何か    ・さらに良い考えは何か 

言語活動を取り入れた授業 
（国語・算数（数学）） 



例えば・・・情報や実験を元に課題を解決する力を育てる！ 

 
○予想・仮説を立てる（言語活動）＊～から～になるだろう 
   ↓ 
○考えを交流する 
   ↓ 

○予想仮説を見直す（言語活動）＊共通点は、相違点は、  
根拠は 
   ↓ 
○実験・実践をする 
   ↓ 

○結果をノートにまとめる（言語活動）＊予想と違ったところ
は 
 

言語活動を取り入れた授業 
（社会・理科） 



○実生活で必要な力（Ｂ問題） 

・複数の資料や意見の読み比べ（小） 

・討論会、グループ討議（小） 

・ノートの使い方（中） 

・インターネットの検索（中） 

・発言の内容を整理する司会の役割（中） 

 

 

 

 

出題問題が変わった 



子供がなぜ騒ぐか 

・授業が分からない 

＊他に興味を持つしかない 

・分かるまで教えていない 

・子供より会議へ 

・部活優先 

授業力、学力の向上しか方法はない 
 

 

 



・目的や意図に応じた資料の 
読み取れない 

・根拠を明確にして自分の考え 
を書けない 

 

中学生の課題 



授業の実態 

・先生がずっと話している。 

・考える時間、話し合う時間が少ない 

・発表するだけで話し合いにならない 

・先生が答えを言って終わる。 

・教科書の問題をノートに解くだけ 



○１時間の授業で 
・「先生の説明をしっかりききましょう」 
・「板書をノートに写しましょう」 
・「先生が言ったとおりにやってみよう」 
       ↓ 
・その時は分かったけど・・・・ 
・一人ではできない 
 
  

先生中心型の授業 



・こなし型の校内研 

・後輩の指導文化の衰退 

・お互いの不可侵文化 

教師文化（風土） 



授業方法が分からない 

      

取組み方法に課題 



・自己流の授業 
・経験則に依存する授業 

・担当教員任せの授業 

・詰め込み暗記型の授業 

教師の授業課題 



 変えよう！ 

自分を学校を 



 地域の「論」で自分を学校を見る    

         ↓ 

 地域でしか通じない 

●全国視野で自分を学校を見る 

 

全国視野 



○教授型（教師中心）の授業 

（丸暗記、詰め込み、写すノート等） 

       ↓ 

まだかつての授業をしますか 

変えない学校を続けますか 

        ↓   

○時代が要求する授業に変える（Ｂ問、応用） 

・対話型授業・問題解決型の授 

（ペア、班、全体での交流） 

 

授業改革をしてほしい 





目指す授業 

 生徒同士の 

主体的な学び合い 
＊教師が誘導する授業ではない 



考え 

伝え合い 

まとめ 

書く 

こんな授業を目指そう 



１ 自分の言葉で説明する活動 

２ 教科の内容や言語を使って説明し 

  よう   

３ 交流活動を位置づける（ペア、班、 

  全体） 
 

 

授業を見直すポイント 



授業の在り方 

教師の働きかけ 
        多 → 少 
 
 
 
 
 
 
 

     子供の主体的な学び   少 →  多 



授業(話し合い)ルール 

 



①ノートの使い方 

②問題解決段階用グッズ・シラバスグッズ・  
言語わざグッズ・名札など 

③学級会での決め事（ペア学習や全体学 
習のルール・つなげる言い方のルール） 

④問題解決の学習の進め方  

⑤朝の会の目標設定と帰りの会の振り返り 
 

 統一事項（授業前） ２ 



   

めあて（             ） 
予想                   結果 
 
 
自分の考え（図・数・言葉）      まとめ 
 
①私は、～と考えました。       練習 
②まず～ 
③次に～                 振り返り 
④出来栄え                わ が と 
 
 

ノート指導の充実を 

 

 

 



⑥挙手の仕方  

⑦発表場所の指定 

⑧ペア学習・全体学習のルール 

⑨移動の仕方のルール 

⑩赤ペン机間指導 

⑪日付・課題の赤囲み・まとめの青囲み 

⑫振り返り方法（授業内、一日の学び） 
 

 統一事項（授業中） ３ 



・前、後ろ、横の４か所 

・中央を向く 

*教師対子供で向き合わない 

発表場所 



話し方「賛成」「反対」「類似」 

聞き方「うなずく」 

発言リレー「受けて返す」 

発表の仕方「○○です。理由は～」 

説明の仕方「話します」 
 

 

統一事項(反応方法の習得） ４ 



〇挙手 

・手の上げ方 ・他にもあります 

・つなげて言います ・似ています  

・話していいですか ・付足します 

・違う意見です 

〇動き方 

・素早く集まる ・具体物で説明する 

・相手を見る 

統一事項（挙手と反応） ５ 





・「はじめましょう」 

・課題記入後発声（３回）⇒ 

 ⇒自力解決⇒班学習⇒集団解決⇒ 

 ⇒価値の共有⇒ 振り返り 

・「終わりましょう」 

改善授業 



問題解決学習 
１ 問い 

２ 問いをもつ 

３ 問いの共有（シラバス） 

４ 自力解決 

５ 集団解決 

６ 価値の共有（まとめ） 

７ 振り返り 



標準型 課題設定に
比重 

 解決活動
に比重 

確認や深化
に比重 

課題設定 課題設定 
 

課題設定 
 

課題設定 
 

解決活動 解決活動 
 

解決活動 
 

解決活動 
 

まとめ まとめ 
 

まとめ 
 

まとめ 
 

振返り 
練習問題 

振返り 
練習問題 
 

振返り 
練習問題 
 

振返り 
練習問題 
 

問題解決学習の比重 



改善授業 



◎自力解決（ヒントカード） 

・文にならなくても言葉を書き出す 

・例に置きかえる ・文に線を引く ・理由を考える 

◎集団解決（確認カード） 

・課題に対する答えを出す全体会 

・たくさんの意見を出し合う全体会 

・考えを広めて深める全体会 

・成果、課題、改善策を明確にする全体会 

学ぶ段階の詳細カード 



 



○ 前時の振り返り 

○ 資料 

○ 板書 

＊子供に発表させる 

前時の復習 



○ 時間をたっぷり使う 

○ ヒントを提示する 

自力解決 



・赤鉛筆で誉める 

・取り上げた生徒の発見 

・Ｃの生徒への対応 

机間指導 



集団解決（ペア・班・ 

             ・ワークショップ） 

・指示「次は集団解決です」 

    「班で意見交換をしましょう」 

 A方式 役割 司会 記録 発表 

 B 方式 ワークショップ 

 



学習活動の工夫 
      
      

 情報交換会 
 （Ｃへの対応） 
    ・共通点 

 
 

   ノート展覧会 
 （Ｃへの対応） 
・差異点 

        ・新しい考え 
    ぺア 

 

   班 
  言語 

   ・～と思う。そのわけは～ 
   ・～わかることは～ 

４ ３ 

２ １ 



 ①はじめと終わりにあいさつをする 
 ②机を合わせる 

 ③座席の右側（前後の場合前）の人から自分の考えを
伝える 

 ④座席の右側（前後の場合前）の人から相手のよい考
えを伝える。 

 ⑤ほめられたところに線を引く 
 ⑥ほめられた気持ちを伝える 
 ⑦新たに気付いたこと、そうだと思ったことはメモをする 
 ⑧質問したり答えたりする 

 ⑨一通り終わったら、お互いに思うことを話しているよう
にする 

   
 

誉め合いペア学習ルール 



集団解決２（全体学習） 

・指示「次は全体で学習しましょう」 

・説明「人の名前を言いましょう。違う意見や同じ

意見を言いましょう」 

 （１ 質問 ２ 賛成・反対・共通 ３ 態度） 

  ・受けて返す（どうですか） 

  ・聞いてください（話していいですか） 

  



・生徒同士が向き合う形態 

・コの字 

・中央型 
*教師は板書に徹する（がまん、がまん） 

生徒に話し合いを任せる 



 〇年〇組 全体学習ルール(〇年〇日決定) 
[話す] 

 ①友達に分かってもらえるように話そう。 
 ②全員が話そう 
 ③目線を上げ、友話を見よう 
 ④聞きやすい声で話してあげよう 
 ⑤友達に分かってもらえるように話そう。 
 [聞く] 
 ①話す人の目を見よう 
 ②自分の考えとくらべよう 
 ③ううなづきながら聞く（「同じだよ」「聞いているよ」） 
 ④メモは、話を聞いた後にすばやくしよう 
 [形] 
 ①すばやく移動しよう 
 ②ペア学習（二人）、全員学習（全員） 

 

全体学習ルール（名前を言って） 



学習言語わざ一覧表の開発 

   

 

子財開発① 



言語わざ（学習指導要領国語） 
 

 

 

話
す
わ
ざ 

○自分の考えを詳しく
話す 
・理由を付けて話す。 

・順序を表す言葉を
使って話す。 
  

○相手に聞こえるよう
にはっきり話す 

・体の向きと声の大きさ
を意識して話す。 

・「です」「ます」を使っ
て最後まではっきりと
話す。 

○自分の考えを整理して
話す 

・結論を言ってから理由
を話す。 

・つながりを示す言葉を
使って話す。 
  

○相手に分かるように話
す 

・図や表、具体物を示し
ながら話す。 

・相手に同意を求めなが
ら話す。 

○根拠を明確にして、
自分の考えを話す 

・根拠となる事実を基
に話す。 

・まとめる言葉を使って
話す。 

  

○相手に意図が伝わ
るように話す 

・資料を活用したり、例
を示したりしながら話
す。 

・相手の考えを引用し
たり、まとめたりして話
す。 



価値の共有（まとめ） 

・指示「学習課題の答えを 

               まとめましょう」 

＊３人発表、１人が総まとめ 

＊まとめの青囲み 

 



振り返り 

・指示「振り返りをしましょう」 

１ わかったこと ２ 考えたこと ３ やってみたいこと 

*３人発表、一人がまとめる 
 

 

 



 授業評価 
（子供も教師も同じ評価項目） 



授業観察の視点 

１ 前時の振り返りをしたか 

２ 日付を書いたか 

３ 課題は行動目標であったか 

４ 課題を赤で囲んだか 

５ シラバスを行ったか 

 



授業観察の視点 

６ 言語わざを提示したか 

７ 課、自、集 などのグッズを貼ったか 

８ 子供の名前プレートを貼ったか 

９ 課題を３回、声に出し読ませたか 

10 自力解決に多くの時間をとったか 



授業観察の視点 

11 ＡやＣの子への対応策をとったか 

12 赤ペンを持ち机間指導をしたか 

13 ペアでは褒め合いができたか 

１４ 班学習で、違いを言わせたか 

15 「発言リレー」をさせたか 



授業観察の視点 

16 友の名前を言い発表させたか 

17 練り上げの発表となったか 

18 自席から出て発表させたか 

19ノートに自友の考えを書かせたか 

20 まとめは子供がまとめたか 



授業観察の視点 

21 まとめを青で囲んだか 

22 振り返りを３視点で書かせたか 

23 教師は少なく話したか 

24 一問一答にならなかったか 

25 問題解決学習のパターンになったか 

 



プロフェッショナル 
ティーチャーズノート 

の開発 

新校内研究システム 



  校内研究会に参加する教
員が情報を共有し、蓄積し、
自己の授業改善に生かして
いくためのノートである。 

 

プロノートとは・・・？ 



  ・プロノートの意義 
 ・授業原理 
 ・授業改善のポイント 
 ・問題解決型授業展開 
 ・大岱言語わざ ・学び合い 
 ・指導案の書き方 
 ・研究協議会の進め方 
 ・ワークショップの記録 

 

プロノートの主な内容 



・研究の目的や方法が共有化された。 

・組織的な授業改善を行えた。 

・学力向上を実現することができた。 

・授業力を高める学校風土となった。 

・若手教師の授業力が上がってきた。 

・切磋琢磨する教師が増えた。 
 

プロノートの成果 



まなブック 

新校内研究システム 



中学生用まなブック 

  

 

教科横断的学習まなブック 



まなブックの活用方法 

 学習の進め方が 

 分からなくなった時に 

 確認をする 

 

どんな式にしたら
いいのかなあ？ 



まなブックの成果 

 問題解決的な学習の指導法が定着し、授業改善
が図られた 

 自ら進んで学ぶ学習が定着してきた結果、学習
が楽しいと思う子どもが多くなった 

 学びの型を習得することで、まなブックを超える学
習が見られるようになった 

 

 さらなる授業改善は、教材研究にかかっている 

 

 



まとめ 
 

 教師の力量以上に 
生徒は成長しない！ 

（教師が変われば 
生徒は伸びる） 

 
 
   



リニューアル大岱 

 

 

平成20・21・22年度  

文部科学省学力向上研究推進校 

東村山市教育委員会教育課題研究協力校 



新校内研究システム 

△教師全員が研究授業をしていない 

△校内研究が形だけのものである 

△研究が日々の指導につながっていない 



○年間１人2回の研究授業を行う。 

授業改善策 

研究授業   
問題解決学習
の授業実践 

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ型
研究協議会 

論文作成 
指導案修正 

大岱式授業改善DCAPサイクルの確立 

新校内研究システム 



 

 

スケジュールマネジメント 

新校内研究システム 



新校内研究システム 

学力向上指導案様式の提示 

 

 



 
 

 授業の見通しがたったら模擬授業を行う。全教師で行い、授業改善
のために意見を出し合うこともある。 
 

   ①授業がスムーズに流れるかどうか 
  ②問題解決型の授業展開になっているか 
  ③学び合いが活性化するかどうか 
 
 
   
 
 
 
 

 

新校内研究システム 

模擬授業 



 
 

日々学習したことを模造紙にまとめ、学びの
経過を教室に掲示するようにしている。 
 

利点 
 
①前時の振り返りを授業の導入で短時間で 
  済ませることができる。  
 
→自力解決、学び合いに時間を多く取れる。 
 
②子供たちに学習の見通しを 
   持たせることができる。 
 

学習経過模造紙 

新校内研究システム 



問題解決的な学習 

新校内研究システム 



授業の３視点 

新校内研究システム 



思考力・判断力・
表現力を高める
ための話し合い
に特化した言語
技能 

新校内研究システム 

言語わざ 

書く 読む 話す 聞く 
調べる 評価する 

個人言語 対話言語 



 

 

学級言語星 

①「はい」という返事 

②「です、ます」 

③相手に聞こえる声で最後 

 まで話す 

④相手の目を見て話したり 

 聞いたりする 

⑤質問や確認 

⑥わけをいえて意見を言う 

⑦まなブックを使い自分 

 たちで授業を進める 

新校内研究システム 



 

  

 

 学校組織全体で、言語 

力育成・問題解決型学習 

推進のための教具を開発 

した。子供たちのノート作り 

によい影響を与えている。 

言語力育成・問題解決型学習 教具開発 

新校内研究システム 



学び合い 

○学習形態 

○教具開発 

○司会の方法 

など 

新校内研究システム 



振り返り 

新校内研究システム 



ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ型研究協議会 

２、改善策を 

出し合う 

１、課題を 

  出す 

新校内研究システム 



１課題設定（多様な考えを引き出す） 

２交流（交流の仕方は適切？） 

３表現（自分の考えを説明？） 

４記録（ノートや振り返りは？） 

５時間（時間配分） 

６子供主体（学びを任せたか？） 

７板書（分かりやすい、丁寧？） 
 

ワークショップ（付箋） 



 

  

 WS協議会の全体進行役である。出された課題や改善策など 

を分類・整理し授業改善プラン作成に向け、コーディネートする。 

若手教師育成につながる。 

コーディネーター 

新校内研究システム 



大岱指導修自 

授業者 

大岱指導修自 
 

先行して、授業者の指導
案について、研究をして
おかなければならない。 

 

課題 
改善策 

講評 

ワークショップ協議会 

大岱指導修自（おんたしどうしゅうじ） 

新校内研究システム 



授業者 

大
岱
指
導
修
自 

  

ワークショップ協議会 

講
師
の
先
生
か
ら
の
指
導 

  

課題・改善策 

新校内研究システム 

授業改善模造紙 



小中一体化 

研究の一体化 

１ 授業者の乗り入れ 
２ 研究協議会の一体化 
３ 同一会場での協議 
４ 研究主題の統一など 
 
＊自分の授業が観えるか 
＊授業の良し悪しは、子供の姿に出る 
＊手助けと謙虚な学ぶ姿勢。 
 
 



 
 

習った言語わざを
どのように使えば

いいの？ 

６年生の学び合い
を見て勉強しに行

こうよ！ 

授業見学集会 

新校内研究システム 



４ 学テＢ問対策    →     １ 教科横断的学習  

  （過去問）        （問題解決学習・言語力育成） 

 ↑                     ↓         

 

 

３ 家庭学習      ←     ２ 基礎・基本学習 

（家庭学習の手引き書）         （ドリル・補習）         

学力向上４策 



４月 学テ実施・自己採点 

５月 課題の分析 

６～１１月 課題の改善 

１２月 県版テ 

１～３月 課題の改善 

学テの有効活用サイクル 



リニューアル大岱 
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終 


