
12 月２日（土）高知県教育センター本館（本部会場）、12 月９日（土）幡多総合庁舎（西部会場）で、「教材

研究と板書の基礎・基本」をテーマに教科研究センター講座（基礎講座Ⅳ）を開催しました。42 名の参加があ

り、前半の講義をもとに、後半は中学校道徳の「板書計画の演習」を行いました。「特別の教科道徳」として、

小学校は平成 30年度から、中学校は平成 31年度から全面実施になります。道徳の板書計画の作成に初めて取り

組んだ受講者も多数いましたが、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。

特集 教科研究センター講座（基礎講座Ⅳ）

「授業づくりで大切にしたいことⅠ」

～教材研究と板書の基礎・基本及び板書計画の演習～

教科研究センター（本部）アドバイザー 東川 美知子 高橋 静子

講 義Ⅰ「教材研究」 の 概 要 ≪ 教材研究三つのステップ ≫

「素材」とは、「教材」となる以前の材料です。「素材研究」とは、「素材」そのものを学び理解し研

究することです。国語科の物語文を例に取ってみましょう。人物像や場面構成、文章表現の工夫、作者

のメッセージなどを教師という立場ではなく、一読者として読み、素直に感動したり疑問をもったり、

また、発見などをしたりして物語を楽しむことです。このときの感動や疑問、発見が多ければ多いほど、

授業での子どもからの予想外の考えや反応に共感できます。また、子どもたちの質問や疑問にも対応で

き、授業が深まり楽しくなります。

初めての教材に出あったら、まず、素材そのものの価値や本質、面白さやよさを見つけましょう。

ステップ１ まず、「素材研究」からスタート

ステップ２ 次に、教材研究

「学習指導要領」（教科の解説）や教科書を読み、目標や

指導内容を確認・理解しておくことが大切です。
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教材研究とは、「教材」を通して子どもたちにどのような力を付けていくのかという総合的な研究です。

教材研究でしっかり捉えておきたい二つのポイント

１．教科等の目標や指導内容を具体的につかむ

○単元の目標を明確にし、何を教えるのか、子どもは何ができて何が分かり、何に気付けばよいのか

などの指導内容を明確にしましょう。「何のために」「何を教えるのか」をしっかり把握します。

○目標と内容を把握したら、単元で扱う教材の価値や本質、目標を達成するための教材の働きやよさ

を分析しましょう。

○単元で育てたい資質や能力の系統的な位置付けや他の教科との関連を把握しましょう。

「学習指導要領」（教科の解説）や教科書を読み、目

標や指導内容を確認・理解しておくことが大切です。
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≪ 目指したい板書 ≫

①授業の流れや子どもの思考過程が分かるような構造的な板書

②子ども参加型の板書

③見やすく分かりやすい板書

講 義２ 「板書の基礎・基本」 の 概 要

２．子どもの実態を把握する

○子どもの興味関心や意欲、学習の定着状況、学習習慣など子どもの実態を把握します。

○子どもが教材をどのように理解したり解釈したりするのか、一人一人の子どもの姿をイメージしな

がら予想しましょう。

指導方法とは、授業のねらいと子どもの実態をつかんで「どのように教えていくのか」を考えるこ

とです。

〇子どもにとって分かりやすい具体的な学習のめあてを考えましょう。

〇学習の展開を考えます。

学習活動、発問の構成、子どもの反応やつまずき、子どもへの支援や手立て、学習形態、机間

指導など

〇授業の構想ができたら板書計画を立てましょう。

〇子どもの理解や思考を助けたり深めたりするワークシートや掲示物、教具等を吟味しましょう。

板書事項（学習課題やめあて、見通し、考え方・解き方、分かったこと、まとめ、振り返りなど）

をしっかりとおさえ、学習の道筋が分かる板書にしましょう。

子どもの発言や考えを大切にし、子どもが板書したり子どもが説明したりする授業を目指しまし

ょう。子どもと先生が一緒に板書を作り上げていくことで学習意欲がわき、子どもに説明させるこ

とで理解が深まり、満足感や達成感を味わうことができます。

次のことに配慮して板書するといいですね。

○発達段階に合った字の大きさや板書の量 ○学習の道筋の分かる板書のレイアウト

○囲み枠や矢印、線、色チョークなどを活用した構造的な板書

○板書が子どもから見えるような立ち位置や姿勢

板書のルールについて学校の先生方と共通理解をしておくと、子どもたちが安心して学べます。

日頃から一人一人の子どもと向き合ったり、

他の教職員と情報交換をしたりして子ども

の研究をしておくことが大切です。

ステップ３ 最後に、指導方法の研究

〇学習指導要領（教科の解説）を読みましょう。

〇教科書を活用しましょう。

〇指導書も参考にしましょう。

〇先行実践例や参考文献を読みましょう。

〇取材や体験、実験をしましょう。

〇多数の先生と教材研究をしましょう。
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④子どものノートづくりの参考やお手本となる板書

中学校第２学年 「ゆずの村の村おこし」中学校Ｃ（16）

出典「ふるさとの志」高知県教育委員会

教材と道徳学習指導略案をもとに、班ごとで板書計画を考えました。異なる校種のメンバーで多少遠慮もあっ

たと思いますが、黒板に見立てた模造紙に書いたり、挿絵を切ったり貼ったりといろいろなアイディアが出され

ていました。本部会場（高知県教育センター本館）、西部会場（幡多総合庁舎）両方合わせて 11 通りの素晴らし

い板書計画ができました。他の班の板書を見たりコメントを書いたり感想を発表したりする中で、板書計画の大

切さを実感しているようでした。

本部会場（高知県教育センター本館）

西部会場（幡多総合庁舎）

板書は子どものノートと連動しています。筆順や句読点、楷書で正しく書くことなどに注意した

り、番号や記号を付けたり、箇条書きや要点をおさえて書いたりして、子どもがノートを取りやす

い板書にしましょう。板書事項もしっかりとおさえておきましょう。板書計画と一緒にノート指導

計画も立てておくといいですね。

演 習 「道徳の板書計画」 の 概 要

授業の構想ができたら、授業の流れや子どもの反応、掲示物、まとめなどを予め板

書計画という形で整理しておくといいですね。板書計画を立てて授業に臨むと授業の

ポイントが明確になり、授業展開もスムーズに行われ、よりよい授業につながります。

受講者のコメント

・グラフや絵があり、発問が見やすく

て視覚的に理解しやすい。

・キーワードだけを書いている。

アドバイザーより

挿絵使用で、主人公の気持ちの変化

が視覚的に捉えやすいですね。ねらい

とまとめが一貫していますね。

受講者のコメント

・色使いも工夫されて見やすい。

・係長のイラストを加えていて、縦に

変化している。

アドバイザーより

係長のイラストと吹き出しを描く

ことで、場面の移り変わりが視覚的に

捉えやすくなり、中心発問も考えやす

くなりますね。

受講者のコメント

・挿絵の位置を工夫している。

・分かりやすくて見やすいレイアウト

になっている。

アドバイザーより

「ふるさとのほこり」の導入やテー

マから終末の価値の自覚まで、授業の

流れがよくわかります。



≪ 講座より ≫

※ 引用・参考文献

・野口流 授業の作法 野口芳宏 学陽書房

・図解式板書術 田山修三 小学館

・秋田県式 「授業の達人」10 の心得 矢ノ浦勝之 小学館

・板書 きれいで読みやすい字を書くコツ 樋口咲子 青山由紀 ナツメ社

・高知県授業づくり Basic ガイドブック－平成 29 年度改訂版－

平成 29 年３月 高知県教育委員会

・平成 25・26・27 年度 高知県教育委員会教育課程拠点事業

教育課程拠点校（算数科）研究発表会 研究紀要 土佐清水市立清水小学校

・道徳教育用指導資料 平成 28年３月 高知県教育委員会

・中学校道徳教育用郷土資料集「ふるさとの志」平成 24 年３月 高知県教育委員会

受講者の声（アンケートより）

○素材研究の話は、「国語を『ああ、おもしろい！』と教師側が思っていなかったら子ども達もついて来

られないなあ・・」と改めて考えるきっかけになりました。国語に限らずですが、教材の研究を「し

たつもり」にならないようにアンテナを張りたいと思います。

○道徳の授業を、話し合いながら計画を立てる機会があまりないので、とても参考になりました。

○構造的な板書はとても見やすく、また子どもたちの興味関心を引きつけるため、ぜひ、今回学んだ事

を活用して授業をしようと思いました。

○学習指導案を書く際や教材研究の際、何に気を付けたらよいのかを学ぶことができました。板書計画

が苦手なので、今回の研修を通して本当に勉強になりました。

○素材研究と教材研究の違いがよく分かり、これから活用しようと思いました。グループワークによっ

て生まれた板書は、色々なパターンがあり、やはり教員間での協力は不可欠だと感じました。

○今までは自己流だったが、子どもたちのためにどのようにすればより良く、主体的な授業になるのか

のヒントがたくさんあったので、今後の授業で実践していきたい。

みんなで考えを出し合い、

協力して板書を作成しま

した。楽しく集中していた

のであっという間の時間

でした。

チョークの持ち方と子ど

もに見えるように板書す

ることを学びました。

他の班が書いてくれたコメン

トをもとに、さらに工夫した

いところや改善点を話し合

い、発表しました。
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あなたも教科研究センター講座に参加してみませんか？

講座は、高知県内の教職員及び教育職を志す人を対象に実施しています。平成 29 年度実施予定は、教科研究

センターホームページをご確認ください。

＜URL＞ http://www.kochinet.ed.jp/studycenter/course.html

各講座の要項等は「教職員研修管理システム」へ、講座日の１か月前を目途に掲載します。申込は、高知県教

育センターホームページ上の「教職員研修管理システム」から行ってください。※基礎講座Ⅴは教員採用前の自

己研修に位置付けているため、ＦＡＸでも申込み可能です。ＦＡＸによる受講申込書は教科研究センターホーム

ページからダウンロードしてください。

「思い」

西部教科研究センター 植田敏子

複式学級のある小規模校から異動になったばかりの春のことです。

小２の時からだんだんと学校の門が遠いものとなったという小３のＡ男を担任することとなりました。

Ａ男にとって、気分を新たにした新学期のスタートの日、小さくなった上履き、そして、新しい名札も買い

替えながらも始業式にはとうとう姿を見せることはありませんでした。

保護者は、組替えもあり、担任も替わり、環境の変化が後押しして今学年ではという切なる願望をもち合わ

せていたようで、その落胆振りは、想像することができました。

Ａ男にとって教室でみんなと学習することは辛いことである、という気持ちが増大して行く中、教室の他の

子どもたちにはＡ男の存在、そして、Ａ男には教室の子どもたちや担任の存在をいつも投げかけるように取り

組みました。

Ａ男は、学習活動が詰め込まれた教室にはなかなか足が向く気配が見られませんでしたが、放課後「校庭に

遊びに来る」ことを提案すると、放課後の時間が許される子どもと一緒にキックボールやドッチボールをして

遊びました。一緒に塁に出て一緒になって走る子ども、蹴り方が上手とほめる子どもなど、他の子どもたちの

対応がうまく、Ａ男も楽しそうな顔をしていました。

そんなことを繰り返しながらも、すぐに登校へとつながる訳でもなく、担任は放課後の時間を利用して学校

から連絡をしたり、時には一緒にドリルをしたりして、家庭訪問を続けました。保護者は学校に行って欲しい

という思いを大きく抱えながらも、担任に対してはいつも低姿勢で心穏やかに接してくれました。

Ｂ男は、Ａ男にとって家が近いということもあり一番に気を許せる友だったので、学級からの便りや学習用

具などを届けてもらっていました。Ｂ男は気持ちが優しく、嫌な顔はしませんでした。ところが、ある日、Ｂ

男は「Ａ男の家に届けるのは、嫌なのだ。」と担任に言って来たのです。今までそのことに気付いていなかっ

た担任は、すぐにＢ男に理由を聞き今までのことを詫び、そして、Ｂ男の保護者にもその旨を話し謝罪もしま

した。Ｂ男の保護者はすぐに対応したことや子どもの側に立った対応、また、ありのままのことを伝えたこと

などを喜んでくれました。

Ａ男は、この調子だったら教室に来れる日も近いかもと保護者、担任が共に思った時期もありましたが、あ

まり良い結果は残せなかった一年間でした。

学校という現場にいると学習することはもちろん様々なことが起き、支援、処理していかなければなりませ

ん。Ａ男、Ｂ男、その保護者、教室の子どもたち、クラスの保護者たち、担任、学校…などの思いは各々異な

りますが、信頼されることの大切さもまた大事のことだと思われてなりません。

まな net の玉手箱

講座のお知らせ



今後の講座予定

◆基礎講座Ⅴ ≪授業づくりで大切にしたいことⅡ≫

１月 27 日(土) 教育センター本館（会場が変更になっています）

２月３日(土) 幡多総合庁舎
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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)

12月の利用者状況 247 名

◆◇ご利用ありがとうございました◇◆

速 報

教科研究センター（本部）土曜日出入口について

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：月火･木金 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

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

