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授業力アップ１  教材研究の３つのポイント 

       教科研究センター（本部）アドバイザー  高橋 静子 
  

 学習指導案は、教師が授業を行う際にあらかじめ見通しを立てるために作成する計画書です。子どもたちの実

態を把握していたつもりでも、実際の授業の場ではこの学習指導案どおりに、子どもたちが学習活動を展開する

ことは稀ではないでしょうか。子どもから予想外の発言があったり収拾のつかない状態になったりしても、本時

のねらいに到達することのできる学習指導案はどのように書けばよいでしょうか。それには、学習指導案を書く

前の教材研究が大切です。 

  

 

 

   

            

         

                     

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

      

     

 

 

 

 

第 ６１ 号 
平成２８年５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～ 

【第６１号 目次】 

・特集「授業力アップ１」  ・書籍・研究資料の紹介 

・教育コラム「磨」  ・教科研究センター（本部）土日出入り口について 

・まなnetの玉手箱  ・速報 

・教科研究センター支部便り（東部）アシスト  
 

特集

syuu   

一般的に力を入れてよく取り組むのが、③

指導法研究と②教材研究です。でも、一番

大切なのは、まず、①素材研究です。 

教材研究の 3つのポイント  

 まず  ①素材研究 

 次に  ②教材研究 

 最後に ③指導法研究   

 

① 素材研究 

  素材とは、教材以前の材料を指します。素材研究は、一人の人間として、その素材に正対することから

始まります。例えば、国語科の「物語」では文章表現・場面の展開・人物像などを一読者として、読み取

り理解し解釈します。指導者としての先入観なしに、素直な感動・発見・疑問などを見つけることです。

この感動・発見・疑問などが多ければ多いほど、授業展開時の子どもからの予想外の発言にも共感し、対

応することができ、授業が深まり楽しい展開になります。 

  

○最初から教材解説書にとびつくと、自分で教材を読む力がつきません。「主人公は誰か」「山

場はどこか」「どの言葉や一節で感動したか」など、じっくり素材と向き合っておくと、子どもから

のいろいろな考えに共感することができます。 

○素材研究をすると新しい発見があり、気付かなかった見えないものが見えてくることもあります。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

 

 

 

授業は、生きています。目の前の子どもの発言や反応を無視して学習指導案に固執する必要はないのです。

しかし、学習指導案の中には、「変えてはいけないこと」があります。それは、「指導目標（何のために）」と

「指導内容（何を教えるか）」です。授業中、学習のねらいが広がったり、教師が予想していなかった

子どもたちの意見や考え方にあわてたりしないためにも、指導目標・指導内容・評価をしっかり頭

に入れておくことが大切です。 

教材研究をして臨んだ授業はわくわくし、授業後に反省することで、貴重な授業財産になり、授業改善に

もつながります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
教科研究センターでは、教材研究の参考になる学習指導案を校種・学年・教科領域・

単元・題材別に整理しています。アドバイザーに声をかけてください。 

②教材研究 

子どもに教える教師の立場に立って教材としての研究を行い、教材をどのように扱えば、子どもの学力を育

てることになるのかを研究します。また、受けもちの子どもがどこに興味をもつのか、どんなことにつまずく

のかなど学習者である子どもの立場に立って教材研究をすることも大切です。学習指導要領や学習指導要領解

説を読み、何を教えるのかをしっかり把握しておくと、子どもにとって分かりやすい授業になります。 

   

○子どもの実態が異なるので、以前実施した授業の良い点や反省点をふまえると、中身の濃

い教材研究ができます。 

○教材研究を仲間と一緒に行うと、いろいろな解釈ができたり別の角度からみることができたり

して楽しくなり、授業をするのが待ち遠しくなります。 

③指導法研究 

①素材研究や②教材研究をしっかりと行ったうえで、子どもたちにどのように教えていくのかを考えます。

いよいよ、授業づくりです。子どもの実態を考えた発問や指示、説明、板書計画、授業形態などの指導法を研

究します。形式的な学習指導案ではなく、教師の働きかけや子どもの反応などが生き生きとイメージできるこ

とが大切です。  

○たった 1枚の資料を提示することで、本時のねらいに迫ることもできます。 

○発問を連発するのはよくないことです。誰にどう問いかけるか、どんな指示を出せばよいの

かなど子どもの実態を予想しながら絞り込んだ発問を考えることが大切です。 

発問の第一の条件は、何を考えればよいのかが子どもに分かることです。 

「なぜ、さびができるのだろう？」 →「さびができるためには何が必要だろうか？」 

※引用・参考文献 

 ・教師の作法  野口芳宏  さくら社     

 ・授業  斎藤喜博  国土社 

 ・小学校若手教師の学習指導テキスト  山岸寛也編   明治図書  （教育センター図書室） 

 ・授業の作法 野口芳宏 学陽書房   （教育センター図書室） 

 ・教材の解釈と発問  青木幹勇他 明治図書  （教育センター図書室） 

 ・新学力観に立つ学習指導案の改革（授業研究臨刊）   明治図書 （教育センター図書室） 

 ・発問・板書・教材研究のコツ  田宮輝夫 あゆみ出版 （教育センター図書室） 
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                学校の組織力 ～キーワードは“チーム”～ 

                             高知県教育センター 企画監  垣内 守男  

高知県教育委員会は、本年度から４年間の第２期高知県教育振興基本計画を策定

しました。その中では８つの基本方向が示され、その第１番目が「チーム学校」で

す。いま改めてチームという言葉を使うということは、学校はこれまで、チームで

仕事ができていなかったのでしょうか。 

そもそも、チームという言葉を知らない人はいませんが、その定義が個々に任さ

れていると、チーム学校はできません。また、チームはグループとは異なりますの

で、ここでは、チームという言葉の定義を考えてみたいと思います。 

スポーツの世界では、野球チーム、サッカーチームなどと言い、また、プロジェクトチームという言葉もあり

ます。作業などをするときには、男性グループと女性グループに分かれて作業をしましょうなどと言います。す

なわち、チームとは、その集団に明確に目指すものがあって、メンバーの一人一人がそれを分かって行動してい

る状態です。一方、グループは単に共通の属性を持った者が集まっているだけで、個々のメンバーの行動までは

言及していません。両者は基本的に性質が異なります。ですから、いくら気心の合うメンバーが集まっていても、

目指すものがなければ、それは単なる仲良しグループに過ぎないということです。さて、みなさんの学校はどう

でしょうか。チームでしょうか、グループでしょうか。 

私はこの数年、鳴門教育大学の佐古先生（現副学長）とともに、学校コンサルチーム派遣事業に携わらせてい

ただいています。そのなかで佐古先生は、学校は個業になりやすい体質をもつ組織だと言っていました。それは、

目指すものが明確でなかったり多すぎたり、また、学校運営がそれぞれの先生方の考えや力量頼みになっている

からだと言います。 

「チーム学校」は、まずは学校に目指すものがあって、それがシンプルで明確かどうかを問い直すことから出

発することなのです。 
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磨 

まなｎｅｔの玉手箱 

                大人だってうれしい 

                         西部教科研究センター指導アドバイザー 藤倉永子 

 教職も終わりが近くなった年度に、１年生９名との出会いがありました。少人数とはいえ、男子７名女子

２名の元気いっぱいの子ども達で、毎日に変化があり、騒がしくもあったのですが、なんとも個性豊かな子

どもたちだったので、話題が豊富で、４月当初は笑ったり怒ったりてんやわんやの時を過ごしていました。 

 そんなある朝、教室で子どもたちを迎えていると、一人の男の子がたったったっと近づいてきて「先生、

髪きった？」と声をかけてくれました。「いやー、気がついてくれた。ありがとう。似合うろ」と言いながら、

なんともうれしいを通り越したうれしいうれしいうれしい彼の一言でした。 

 私のちょっとした変化に気づいてくれて声をかけてくれたことに感激でした。大人でも、年をとっていて

も少しの変化に気づいてくれたかと思うと、なんとも温かくうれしい気持ちでいっぱいになったことを今で

も忘れることはありません。 

 大人だってたった一言であってもうれしいのだから、ましてや子どもたちは、自分のことを見ていてほし

い、見守っていてほしいと、表面に言葉として出さなくても心の中のどこかで思っていると思います。子ど

もと出会わせてもらった以上は、子どもたちのことをしっかり見て、きちんと声掛けをしていかなければと、

今まで以上に肝に銘じた出来事でした。 

 お忙しいでしょうが、現職の先生方には少なくとも一日一回は、先生対全員ではなく、 

先生対一人の児童への言葉かけを忘れないでほしいと強く思います。過去に教職につい 

ていた者の思うことです。 

 今、目の前にいる学級の子どもたちとの時間は、もう二度と戻ってきません。やり直しは 

ききません。楽しみながら、苦しみながら一人一人の児童への言葉かけを大事にしてほし 

いと願います。 
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当センターにある月刊教育誌 

実践国語研究、国語教育、新しい算数研究、新しい算数の授業、学校図書館 

数学教育、社会科教育、理科の教育、理科教室、道徳教育、英語教育、教職研修 

LD,ADHD＆ASD、実践障害児教育、特別支援教育、月刊教育相談、教育音楽、 

授業力＆学級経営力、体育科教育、初等教育資料、中等教育資料、月刊高校教育、 

生徒指導、各学年小学校教育技術、総合教育技術 他 

 

 

 

 

 

一学期が始まってから早一ヶ月あまり、子どもたちは、遠足、運動会、修学旅行などの学校行事を通して、生き生きと活

動していることでしょう。新年度になりましたので、あらためて東部教科研究センターについてご案内いたします。 

東部教科研究センターは、平成

２６年４月から新しい総合庁舎

に移転しました。エレベーターで

４階へ上がり、左に曲がった一番

奥が東部教科研究センターと 

なっています。 

当センターでは、多くの月刊教育誌も閲覧

できます。過去２年間分が、保存されていま

すので、先生方が実践研究をされるための資

料としてご利用いただけます。その他、各教

科授業に関する本や、教育センター、県教育

委員会より発行されています実践研究資料、

学習指導案も豊富にそろえています。 

防災用教育用の資料、算数の数直線やもの

さし、外国語活動で利用できる絵カード等も

あります。 

授業用として今年も拡大印刷（４枚まで）

やコピー（２０枚まで）を利用して、児童・

生徒が主体的、協働的に活動する授業にお役

立てください。 

また、ミーティングスペースも備えており、  

１０名程度で話し合いができます。学習指導案

をコピーして、数名で検討したり、拡大機を  

使って拡大した資料の使い方を学年団で確認したりと、いろいろと利用

できます。 私たち指導アドバイザーも一緒に入って、新しい教材を作

るなど、みなさんの教材研究のお手伝いができれば幸いです。 

 おかげさまで、リピーターの先生も増え、年々利用者数が増えてきて

おります。（左のグラフは昨年度までの利用者状況です）。 

お早めに来ていただきますと、いろいろとご相談にものれるかと思い

ます。 

今年もどうぞよろしくお願いします。  

               

 

 

 

 

    駐車場 

      安芸総合庁舎 
  

入
口 

安
芸
市
役
所 

５階 安芸農業振興センター  
４階 安芸林業事務所／山林協会  東部教育事務所／ 教科研究センター  

３階 安芸土木事務所／南海トラフ地震対策推進安芸地域本部／ 
高知大学派遣地域コーディネーター  

２階 安芸県税事務所 / 産業振興監室  

１階 安芸福祉保健所   総務保護課 ・ 地域支援室（西）  
健康障害課・衛生環境課（東） 
食品衛生協会 

パスポート窓口（火曜日のみ） 

入口 

           国道５５号線 

入
口 

夜間や土曜日は、こちらから 

教科研究センター支部便り（東部）アシスト 

（人） 
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≪中学校数学科 授業を変える「発問」と「課題提示」の工夫７１  水谷尚人 著  明治図書≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪平成２７年度 新教育課程拠点校 研究資料≫ 
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土曜日は、出入口が南東一箇所ですので、よろしくお願いします。 

http://www.kochinet.ed.jp/studycenter/entrance.pdf に掲載しています。 
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 教科研究センター(本部・東部・中部・西部) 

4月の利用者状況  ８０６名  ☆昨年同時期より３７名増 

◆◇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。（※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 

教科研究センター（本部）土曜日出入口について 

速 報 

書籍・研究資料の紹介  ※各教科研究センター所

蔵 

普段の数学の授業実践の中から、目の前にいる生徒のこ

とを考えた「課題提示－発問－活動」の意味を改めてとら

え直し、効果的であった７１個の発問が紹介されています。

考えたくなる発問ばかりです。 

発問例『かけると１、たすと－１となる３個の数を見つ

けましょう』 

平成２４～２７年度「教育課程拠点校事業」の１１の拠点

校の「課題解決的な学習を通して、思考力・判断力・表現力

を育む授業づくり」の実践例です。学習指導案や子どものノ

ート、家庭学習の手引きなど日々の授業に生かせる資料がた

くさんあります。ぜひ手に取って下さい。 

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

