
              授業力アップ ５ 

子どもが輝く一言・子どもが変わる一言・子どもが動く一言 

教科研究センター（本部）総括指導アドバイザー 東川 美知子  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学級には様々な個性や性格を持った子どもたちがいます。子どもたちに投げかける言葉は一つではなく、その子やその時々

に合った言葉が必要とされます。 

教師のかけた一言で、子どもたちは生き生きと輝き、やる気を出したり、反対にやる気をなくして傷ついたりすることが

あります。毎日の授業や生徒指導、学級経営などで子どもたちにどんな言葉をどのようにかけるのか、とても大切です。 

今月は、アドバイザーの先生方の豊富な授業実践や学級経営などをもとに、「子どもが輝く一言・子どもが変わる一言・子

どもが動く一言」を特集にしました。参考にしていただければ幸いです。 
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特集 
 

 

大事な今を見極め、タイムリーにほめる 

○低学年の頃、私は、算数の計算が苦手でした。いつも注意されていたのですが、新しく担任になったＢ先生は違っ

ていました。「Ａ子さんは、繰り上がりの計算がはやくできるね。」とほめてくれたのです。こんな些細なことでも

先生にほめてもらえたことで、自信となり一生の財産となりました。それからの私は、算数が大好きになりました。

「大事な今を」見極め、タイムリーに「ほめる」ことが子どもを伸ばすカギですね。小さいころの忘れられない先

生の一言です。 

発問の後はじっと我慢して、３０秒は待つ・・・ 

○「はやい、もうわかった。でも、みんなにもっと考えてほしいので、もう少し時間を取りましょう。」→「はい、

では、どうぞ。すごい、手があがった子が増えましたね。いろいろな意見が聞けそうですね。楽しみです。じゃあ、

発表していきましょう。」発問の後は、ついつい、すぐに指名したくなるものですが、手が挙がっていない子ども

も一生懸命考えているのです。全員が学習に参加できるように、考えることのできる時間を確保することでより多

くの子どもから考えを引き出すことができます。発問の後は、じっと我慢をして３0秒は黙って待ってみましょう。 

指示は具体的に言うと取り組みやすい 

○音読の時、「二人で向かい合って、口が大きくあいているかどうかを確認しながら読みましょう。」と具体的に指示

をすると、お互いが確認し合って上手に音読ができるようになりました。 

○「大豆を加工した食品を５つ以上書いてみましょう。」と具体的に、数値を上げて言うと、目の色が変わったよう

に、必死に取り組んでいました。特に、発問の後の指示は大切です。要点を押さえて具体的に示しましょう。 

見通しを持たせ、後片付けまで集中して学習させるために 

○毛筆の時間は、落ち着いて集中しないと字が書けません。私語や人の動きも気になります。学習の見通しを持つこ

とで効果的な学習ができます。「今日の練習問題は、○○です。この時間に清書 1 枚を提出します。５分前には、

終了の合図をします。早くにいい作品ができていても、時間いっぱいさらに上を目指して練習を重ねます。」の指

示で見通しを持たせ、本時の後片付けまで大事な学習として、一斉に整然と学習することができます。 

がんばったプロセスを見逃さず、具体的な言葉で評価を 

○「海の色がよく描けているね。何と何の色を混ぜたの。水が透き通ってきれいだね。友だちに教えてあげてほしい

な。」普段は、発言の少ない子どもでしたが自分の絵を黒板に貼り、自分が見つけた色づくりについて話ができま

した。人前で話すことに少しでも自信を持ってほしいと思い、かけた言葉でした。 

  

授 業 の 場 面 で 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Vol.1 新教育課程型授業を考える 

    Vol.2 学校現場で考える「育成すべき資質・能力」 

    Vol.3  子どもの姿が見える評価の手法 

    Vol.4  新教育課程を生かす管理職のリーダーシップ 

    Vol.5  学校ぐるみで取り組むカリキュラム・マネジメント 

    Vol.6  「チーム学校」によるこれからの学校経営 

    Vol.7  これからの授業力と研修 

    Vol.8  特別支援教育の実践課題 

       Vol.9 カリュキュラムからみる不登校対応     

                        

  

 

 

 

子どもが一歩踏み出せないで迷ったり躊躇したりしている時 

○「～しなさい。」「～したらいいよ。」など、教師はついつい指導的かつ指示的な言葉がけをすることが多いです。

しかし、自分の言いたいことをぐっとこらえて、「あなたはどうしたいの？」とか「どうしたらうまく乗り越えら

れると思う？」などのように、子どもに自己決定をさせる状況をつくると、自分で出した結論に納得し、行動に移

せるようになりました。 

くつを隠した本人（本人の心）は見ていた・・・ 

○ある日、「Ａさんのくつが隠される」ことが起こりました。そこで、学級全員に向けて次のような話をしました。

「実はＡさんのくつが隠されているところを見ていた人がいるのです。」と、全員の目を見ながらゆっくり話しま

した。子どもたちは、「えーっ」と驚きの顔、顔、顔・・・。 

「それは、くつを隠した本人（本人の心）は、見ていたはずです。自分の心にうそをつくことはできません。隠し

た人がもしも、この中にいるなら、心の中で、今、葛藤しているはずです。今、くつを出さないと、一生、苦しみ

ます。心が汚れてドロドロになってしまいます。今、くつを出せば、心がまた、透明な澄んだ心にもどります。」

と話をしました。この話の後、すぐくつが出てきました。 

「隠した行為は、いけないことだが、もう二度とこんなことはしないと先生は思うよ。」と全体に話をしました。

それからくつや上履き等のものが隠されることはありませんでした。 

学校でのがんばりを親子で共有してもらうために 

○一日５人ずつ、連絡帳に、子ども一人一人の学校生活の様子について、肯定的な評価を書き続けてきました。「け

がをしている友だちに、自分のちり紙をそっと出してふいてやり、保健室へ連れて行くことができました。」「自分

の特徴をつかんだ自画像が、画用紙いっぱいに描けました。」「繰り下がりのあるひき算に苦戦していましたが、周

りの子どもたちの応援があり、できるようになりました。」など。「うちの子どもにも、こんないいところが・・・。」

などの返信を保護者からもらうことができました。教師の言葉がけだけでは、子どもや保護者に個々のがんばりが

伝わりにくいことがありましたが、連絡帳の活用は大成功！！！ 

心を閉ざしている子どもに・・・「かっこいい名前やね。」 

○皆がまじめに掃除をしている中に、一人だけ雑巾を持ってぶらついているＡ君を見つけました。近くにいた上級生

に「あの子だけ、どうして掃除をしてない？」と聞くと、「何回言うても掃除をせんから、もう注意もせん。」との

答えが返ってきました。周りの子ども達からも声もかけてもらえないＡ君に近づいて、声をかけることにしました。

注意をされると思ったのか少し警戒気味の顔をしました。「何年生？名前は？」答えてくれないかもしれないと思

っていたら、ぼそぼそと話してくれました。「△年生、○○○○。」「エ―！○○○○君。かっこいい名前やね。そ

の名前誰がつけてくれた？」と、名前に込められた親の願いなどの話をしているうちに、Ａ君と私との距離が近づ

くのを感じました。その後、少しずつ雑巾を持つ手が動き出すようになりました。縦割り班の場所が変わっても、

「Ａ君がんばりゆうね。」と声をかけると、うなずくようになりました。Ａ君は自分の存在を認めてもらえる言葉

をかけてもらったことで、閉ざしていた心が少しほぐれたのかもしれません。 

生 活 の 場 面 で 

「新教育課程ライブラリ Vol.1～９」 ぎょうせい 

高知県関係の事例も掲載されています 

 〇『主体的・協働的な学びをめざす授業改革』      安岡幸子「高知県津野町立中央小学校長」   

 〇『子ども主体の授業づくりで学力向上を実現』       高知県越知町立越知小学校・越知中学校、越知町教育委員会 

 〇『「社会人基礎力の育成」を目指す授業モデルの開発』  高知県本山町立嶺北中学校 

※教科研究センター（本部）のみ 

 

 

おすすめの書籍 



 

 

若年教員と研修 

高知県教育センター教職研修部 若年教員研修担当チーフ  三好  文 

 

本県の公立学校の教職員は、５０歳以上が約５１％、４０歳未満が約２２％（平成２７年５月現在）と偏った年齢構成に

なっています。これに伴い、現在、教職員の大量退職・大量採用時代を迎えており、急増する若年教員の資質・指導力の向

上が急務となっています。 

高知県教育センターでは、このような課題に対応するため、若年教員の「実践的指導力」と「マネジメント力」の向上を

目指して、臨時的任用教員研修から４年経験者研修までの研修を「若年教員育成プログラム」として体系化し研修を実施し

ています。この「若年教員育成プログラム」では、本県の教員として採用から１０年までに身に付けるべき力である「高知

県の教員スタンダード」を指標として位置付けており、教員各自が、より具体的な目標として「自己の達成規準」を設定し、

自己の課題を振り返りながら日々の実践を進め、「学び続ける教員」を目指すことができるようにしています。 

また、本県では、「子どもが主体となり自ら学ぶ授業づくりの実践が進んでいない」等の課題が挙げられています。そこで、

この課題に対応し、すべての教員の授業力向上を実現するため、「高知県授業づくりＢａｓｉｃガイドブック」の活用促進を

図っています。加えて、教育センターの研修では、この「高知県授業づくりＢａｓｉｃガイドブック」に基づいた授業ビデ

オ視聴、学習指導案の作成・検討、模擬授業等を通して、今求められている授業づくりを目指した若年教員の授業力向上を

図っています。各学校においても、校内研修での読み合わせ、研究授業後の協議の拠り所とする等、活用が進んでいるよう

です。 

若年教員の資質・指導力向上のためには、教育センター等研修のＯｆｆ－ＪＴと校内研修等のＯＪＴを有機的に関連させ

ながら取り組んでいくことが重要です。教育センターでは、学校におけるＯＪＴが効果的に進むよう、今後も様々な支援を

行っていきます。本県教育関係者全員がチームとなり、大量退職・大量採用時代の課題を乗り越え、学ぶ意欲にあふれ、心

豊かでたくましい子ども達の育成を実現していきましょう。 

まなｎｅｔの玉手箱 

悪戦苦闘の中で見えたもの 

東部教科研究センター 指導アドバイザー 小松 智可 

 
私は若い頃に、夜の徘徊や量販店での問題行動を繰り返す、小学校６年Ａの学級担任として悪戦苦闘した苦い思い出があ

ります。原因は様々ですが、学級経営が充実し、基礎学力を定着させておれば、生徒指導はもっと充実していたでしょうが、

私は、力量不足で苦しい毎日でした。 

悩んでいる私にアドバイスをしてくれたのがＴ校長でした。Ａの特性や家庭環境、学校生活等を考え、基本的生活習慣を

身に付けることが第一と考え、相談した結果、毎朝校長と一緒に走るという提案がされました。Ａにそんなことができるか

不安でしたが、Ｔ校長の本気に奮い立たされ、何とかしなければと、私にできることとして、Ａを起こすために早朝の家庭

訪問を始めました。Ａの家の軒下で起きて来るのを待ち「おはよう、がんばろうね。」と声をかけ朝６時のランニング場所

に行くのを見届けることを続けました。母親が懸命に起してくれる声を聞くこともありました。 

１か月ほど経った頃、ＡとＴ校長先生が朝走っているらしいということを聞きつけた教職員やＰＴＡ会長ほか保護者数

名、計７名ほどが参集し、「走ろう会」が立ち上がりました。週末には、和気あいあいと合同練習が続きました。この頃に

はＡも早寝早起きの習慣が身に付くようになり、２学期には問題行動はほとんど見られなくなってきました。 

私の家庭訪問も早朝から夕方に変わりましたが、ずっと続けました。３分でも５分でも続けていると、今まで見えなかっ

たものが見えてきます。一言二言話す時の顔の表情や態度、「関係ない」とつぶやく時でも、心の底は「分かって欲しい」

とＡも悩んでいるのだと思えることがありました。また、Ａがくじけそうな時、伴走することで頑張れることがあることも

分かりました。 

卒業式の日。校長祝辞の中に「この卒業生の中には、私と一緒に県内のマラソン大会に出場して完走した人がいます。努

力することはとても清々しい。」という内容の一節が述べられました。人一倍しんどい思いをしてきた 

子どもの努力を、卒業という門出の日、さりげなく披露してくれたＴ校長の人間性に、私は深く感動し 

ました。 

悪戦苦闘の中で、私はたくさんの人に助けてもらいながら、継続することで子どもが変わるというこ 

とを学びました。あの時の「走ろう会」は今年３０周年を迎え祝賀会をするという案内状が届きました。 
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高知県教育センター 幼保研修の取組 

               高知県教育センター教職研修部 幼保研修担当チーフ  岡林 律子 

 

 昔から『よく遊び、よく学べ』と遊びと学びを対比させ、その両方が大切だといわれてきま

した。「遊んでばかりいないで、勉強しなさい。」などというお小言を聞かされた方もいるので

はないでしょうか。このどちらもが必要なことだという意味合いでしょう。しかし本来「遊び」

も「学び」も主体的な活動であるということは共通しており、人からやらされるものではなく、

「おもしろそう」「やってみたい」「もっと知りたい」と内発的に取り組まれるものでなければ

なりません。どちらもがさせるものでも与えるものでもなく、自分の興味や関心、好奇心や憧

れに突き動かされて行動し、思考し、集中するものです。そして様々な経験から、「こんなことが楽しい自分」「こんなこと

が好きな自分」に気づき自分らしさを築いていくのでしょう。 

乳幼児期の遊びの特徴は、その遊びがそのまま学びに通じているということです。したがって保育者は、つい手にとって

みたくなる環境、遊びたくなる環境を構成し援助していく必要があります。そして日頃から子どもたちの遊びの中で、どん

な学びに向かって育っているのか内面を探り、見取り、そして記録しながら、明日からのよりよい保育のために見直したり

保護者にも絶えず発信していったりしています。裏返せば、そのような保育者の資質が、今後、より一層求められてきてい

ます。 

そのため、高知県教育センターでは保育者のための様々な研修の機会を設けています。 

 幼保研修では、大きく『基本研修』『専門研修』に分けて研修を実施していますが、『基本研修』では、基礎ステージ・中

堅ステージ・管理職ステージとキャリアステージに応じた研修体制を整え実施しています。 

 基礎ステージ（新規採用保育者研修・基礎研修Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期）は、周囲の保育者等の支えを得ながら、その一歩を踏

み出す大事なステージです。この時期は、保育をしながら葛藤や挫折などの体験も多く、マイナスの経験も多いかと思いま

すが、周囲の先輩たちに支えてもらいながら、それを解決していく中で「子どもといることが楽しい」「保育実践は難しいけ

れど、学びにつながる遊びを深めていくためにはどうすればいいのか、子どもたちと一緒に考えていくことが楽しい」と思

えるようになることが、保育者として大事なことだと考えます。この気持ちが、様々な困難も乗り越えようとする力になり

ますので、それを大切にしながら、センター研修と自園での研修を行きつ戻りつし、保育者として独り立ちしていくための

研修体制と基礎的・基本的な研修内容を計画しています。 

 中堅ステージでは、ある一定の経験も積んできていますので、専門性やリーダー性をさらに高め、全園的な視野をもった

保育者として、資質・専門性が身に付くような研修を計画しています。所長・園長の退職者が増加している現状の中、この

ステージの保育者の役割は大変大きいものと考え、平成２４年度から高知県では「ミドル研修」として力を入れ、中核とな

る保育者の人材育成をしています。 

 管理職ステージでは、園経営の責任者として、人材育成や組織の改善などの経営的資質の能力を身につけていくために、

平成２７年度から、ステージⅠ～Ⅲまでの段階を追って学びを積み重ねていけるような研修を計画しております。 

 今後、次期学習指導要領改訂の方向性として、「育成すべき資質・能力の三つの柱」に沿った、「幼児教育の終わりまでに

育ってほしい姿」がまとめられています。これについては、就学前の保育者のみならず、小学校以降の教職員の皆さんとも

共に理解し合いながら、よりよい子どもたちの成長に向けて取り組んでいく必要があります。 

そのためにも、高知県教育センターのミッションである『高知県の新しい「教育

者風土」をつくる～私から私たちへ、「つながり」を大切にする教職員等の育成～』

をもって、『チームセンター』で今後の研修内容がさらに充実したものになるよう工

夫をし、高知県の子どもたちのために尽力したいと思っています。 
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 ほとんどの学校が運動会も終了し平常の学習に取り組んでいることでしょう。 

今年は、夏季休業中に県下の教科研究センターのアドバイザーが、中部教科研究センターで研修会を持ちました。西部教

科研究センターから提案した内容を教員の方々にも一部抜粋してお知らせを致します。 

 

 

１．利用者が年々増加しています。今後も度々来室して教材研究（作成）等に活用

して下さい。ただ、中学校・高等学校の利用が少ないです。中学校・高等学校

の教員の方々の利用もお待ちしています。 

 

２．土曜日も開室していることを知らない方もいます。土曜日も開室していますの

で、平日に来られない場合は土曜日をご利用下さい。 

＊土曜日開室時間  10:00～16:00＊ 

 

３．月刊誌「教育技術」やその他の雑誌・

書籍も取り揃えています。貸し出しも

可です。雑誌・書籍も大いに活用して

下さい。 

 

 

４．拡大コピーを活用して授業を行うには、ここぞという場面（教材）を設定して活用することが効果的です。ところ

が、教科書の殆ど全ページを拡大コピーする方が時として見受けられます。（必要に応じて全ページの拡大コピーを

されている方もあろうかと思いますが）自ら教材研究をした後に、必要部分だけ拡大コピーを活用することが効果

的な学習につながるのではないでしょうか。拡大コピーをしたことで教材研究をしたと勘違いをしていませんか。 

効果的に活用されますことを期待しています。 

 

 

 

 

 
 

 

昨年度まで実施していました高知大学教育学部の「発達障害教育相談演習」が、リニューアルして開設されます。 

今年度は、教科研究センターでは開設しませんが、下記の場所にて受講できます。 

 

【場所】 

・高知大学朝倉キャンパス 教育学部付属実践総合センター２階スキル実習室 

・香美市市役所 

 

【日程】 

平成２８年１１月４日～平成２９年２月３日 金曜日 １８：１０～１９：４０ 

 

１１月 … ４日，１１日，２５日 

１２月 … ２日， ９日，１６日 

１月 … ６日，２０日，２７日 

２月 … ３日 

 

※詳細は、高知県教育センター 特別支援教育担当（０８８－８６６－７３７８）にお問い合わせください。 

教科研究センター支部だより（西部） 

 

高知大学教育学部 開講講義のお知らせ 

 

みなさまのご利用お待ちしております 

雑誌名 対象

小一教育技術　 小

英語教育 小・中・高

理科教室 小・中・高

中等教育資料 中・高

月刊　高校教育 高

月刊　生徒指導 小・中・高

風がわかると天気がわかる

各教科等において育むべき資質・能力を考える④（情報、総合、特別活動）

保護者と生徒指導

ＩＣＴ教育・教育の情報化の最新事情

学び続ける生徒を育てる　家庭学習の指導　　他

おすすめ「教育雑誌」10月号特集一覧

特　　　集　　　内　　　容

くりあがり　くりさがり　一生使える教え方　　他
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     ◆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 ２９日（土） 教育センター分館 

＜基礎講座Ⅳ＞ 講義・演習「授業づくりで大切にしたいことⅠ」  

１２月  ３日（土） 教育センター分館 

１２月 １０日（土） 幡多総合庁舎 

※＜基礎講座Ⅴ＞ 講義・演習「授業づくりで大切にしたいことⅡ」  

１月 ２８日（土） 教育センター分館 

                        ２月  ４日（土） 幡多総合庁舎 

 

◆専門講座    ＜郷土資料の活用Ⅱ＞     １１月  １２日（土）  教育センター分館  

            ＜楽しい音楽の授業づくり＞  １２月  ３日（土）  教育センター分館 
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●教科研究センター（本部） 

耐震工事にともない、館内に通行制限があります。 

また、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。 
 

●中部教科研究センター 

耐震工事にともない、出入口を建物北側に変更しています。 

     http://www.kochinet.ed.jp/studycenter/chubu_deiri.jpg 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) 

９月の利用者状況   ６３６名    

◆◇ご利用ありがとうございました◇◆ 

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

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 

耐震工事中の教科研究センター出入口について 

速 報 

研修のお知らせ 
 

≪これからの講座開催予定≫ 

お 

※印の講座の詳細は、 
教職員研修管理システムに 
順次掲載予定です 

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

