
７月28日（土）基礎講座Ⅱ「模擬授業で学ぶ魅力的な授業づくり」を開催しました。本部会場（教育センター本館）

には５名、西部会場（大方高等学校）には３名の受講者が参加しました。講義と演習の後、教育センターのスタッフや

アドバイザーも児童・生徒役として加わり、10分間の模擬授業を行いました。授業チェックシートをもとにグループで

授業についての協議をしたり、全体での振り返りの時間で「ひとこと交流」を行ったりしました。少人数ではありまし

たが、熱気あふれる充実した２時間半でした。

「高知県授業づくりBasicガイドブック（平成29年度改

定版）」では、問題発見・解決能力の育成を目指し、「問題

解決的な学習」を取り入れた学習過程を提案しています。

１単位時間の学習過程を細分化し、７段階の学習過程で構

成しています。学習過程を細分化し学習活動を明確にする

ことで、子どもが見通しをもちながら主体的に学習を進め

ることができるようになるとともに、教員が、より細かな

支援や手立てを行うことができるようになります。

このような学習過程を参考にし、授業のねらいに応じた学

習活動を工夫することが大切です。

授業のねらいにより、１単位時間における中心活動となる

ところも変わってきます。単元における本時の位置付けを考

え、授業のねらいに応じた適切な時間配分で授業を構成しま

しょう。

引用・参考文献：「高知県授業づくりBasicガイドブック（平成29年度改定版）」 高知県教育委員会

「問題解決的な学習指導の具体的な動きや手立て」をどのようにしているのか、授業実践事例（ＤＶＤ）を視聴しな

がら確認をしました。その後、グループで意見交換を行いました。
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《 授業実践事例（ＤＶＤ） 》

〇授 業 中学校 第２学年 数学「三角形と四角形」

目 標：正三角形の性質を利用して、合同な三角形を見つけ証明することができる

〇授業ＤＶＤを視聴する３つの視点（問題解決的な学習指導の過程の工夫 ～見通しとまとめを中心に～）

★ 教師のはたらきかけ ★ 生徒の姿 ★ 教室環境

〇「見通しの学習過程」で参考になるポイント（ＤＶＤより）

☆これまでの学習を振り返らせて本時の学習課題につなげていく。

☆「前時の振り返り」等を生かしながら、本時のねらいに迫る。（既習事項は、補助黒板に掲示しておく）

☆本時の課題を解くために合同な三角形を見つけ、全体で共有する。

☆これまでの学習に関する掲示物等を使いながら、見通しを全体で確認する。

☆自分たちが見つけた三角形２つの合同を証明することで主体的な学びにつなげていく。

※この授業実践事例の映像は、高知県教育センターのホームページでオンデマンド配信しています。

自分で作成した指導略案をもとに、本部会場は２グループ、西部会場は１グループに分かれて模擬授業を行いまし

た。授業者は、児童・生徒役になっている受講者や指導主事、アドバイザーに模擬授業の概要や指導のねらい、工夫

した点や悩んだ点、特に見てもらいたいことなどを２分程度で説明をします｡そのあと、導入10分間の模擬授業を行

いました。授業後は、全員が授業チェックシートに記入をし、記入したことを中心に協議を行いました。模擬授業や

協議を通して自分が気付いていない課題に気付かされたり、生徒役になることで子どもの学び方を体験することがで

きたり、今後の授業づくりのステップアップにつながりました。

基礎講座Ⅱで学んだことやこれから気を付けたいことなどを各自が短冊用紙に書き、本部会場と西部会場をビデオ

カンファレンスシステムで結び、全体で「ひとこと交流」を行いました。

３． 模擬授業とグループ協議

意見交換の主な内容（一部）

・授業では、先生と生徒の信頼関係が大切である。

・既習学習を提示したことで、本時の学習とつながり、

生徒の学びを深めている。

・めあてとまとめがリンクしていることが大切である。

４． ま と め

《 授業チェックシートの項目（導入部分） 》

１．導 入 ・本時の学習への意欲を効果的に高めている。

・本時の学習課題や見通しを的確につかませている。

２．話し方 ・声の大きさ、抑揚、速さ、言葉遣い等が適切である。

３．説明や指示 ・分かりやすい言葉で説明や指示をしている。

４．発 問 ・多様な考えを引き出す発問になっている。

５．表情や動作 ・表情の豊かさ ・目線 ・適切な立ち位置 ・スムーズな動き

６．板 書 ・文字の大きさや色使い、書くスピードが適切であり、丁寧に書いている。

・授業内容を構造的に示すものになっている。

７．学習活動 ・本時のねらいに迫る学習活動を展開している。

８．対 応 ・個に応じた指導・助言や評価をしている。

既習事項の復習をしてから

今日の課題を提示しました。



《 ひとこと交流の内容（一部です） 》

〇授業では、目の前にいる生徒をイメージしての指導案づくりがとても重要です。①導入（一瞬で生徒を教員に

注目させる仕掛け・工夫が大事）②展開（授業内容の精選：短い時間内で本時の目標等を教えるための工夫と

時間配分）③まとめ（教えた内容の確認・強調等）を教員が確認することが大切です。年間35週の決められ

た時間数で教科書を教えるためには、しっかりした計画とそれを実践できる指導力が求められます。指導案通

り授業が展開できなければある意味その授業は失敗です。授業内容の盛り込み過ぎか時間配分が間違っている

のか分析してください。その結果をＰＤＣＡサイクルでＣ（チェック）して次回の指導案に生かし継続し、自

分なりの教授法を確立してください。 （文責：西部教科研究センターアドバイザー 宮下由紀）

〇よりよい授業づくりには、一人一人の子どもの学びの状況をしっかりみとることが大切です。子どもがどこで

つまずいているのか、その原因は何なのか。また、既習学習は定着しているのか、学習課題は子どもの実態に

合っているのか、自分の考えを伝えることのできる話し方は身に付いているのかなどです。子どもの実態を無

視して自分の考えた授業の流れに無理やり子どもを引き入れようとすると、子どもは授業から離れてしまいま

す。子どもの実態や学習状況を把握し、子どもに向き合い子どもの学び方に学ぼうとする教師の姿勢が大事だ

と思います。 （文責：本部教科研究センターアドバイザー 東川美知子）

〇メリハリのある発問と声がけをする。 〇子どもの学びに沿った授業をする。 〇張りのある声で話す。

〇授業のねらいを明確にする。 〇子どもをよく見て、子どもをひきつける話し方をする。

〇子どもの考えをほかの子どもに説明させる。 〇授業内容とつながりを持たせた発問の工夫をする。

５． 受講者の声（アンケートより抜粋）

〇めあてとまとめまでの流れを意識した授業展開をすることや導入から生徒をひきつけ、意欲的に授業に参

加させること、発問の仕方、話す速さを意識しようと思いました。

〇アドバイスをいただいたことで、自分を振り返ることができました。授業の進め方が分かり、自分に足り

ないことにも気づくことができました。

〇ＤＶＤを視聴したりご指導いただいたりしたことで、より良い授業づくりを体験することができた。学生だ

けでなく、先生方とも交流できました。

〇ほかの先生方の授業を見ることで、よいところを学べたり客観的に授業を見直したりすることができたの

で、参加できてよかったです。

〇映像から学んだりグループ協議から自分の気付かなかった点にも気付いたりすることができました。ほか

の人の授業を見ることや生徒の立場になってみることもすごく勉強になりました。

〇生徒の現状は厳しいですが、今日の授業で学んだことを活用して改善していきます。

〇知ったことを生かして、これからの授業を変えていきたいと思う。

６． 指導アドバイザーより

ねらいを踏まえて、本

質をついためあての設

定を心がける。

生徒をよく見て、生徒

をひきつける話し方を

する。



特集

平成30年度教科研究センター講座

専門講座「ＮＩＥ講座」の報告

授業に生かす「新聞の伝え方」－考えをまとめ、要点を絞って書く－

８月４日（土）の専門講座「ＮＩＥ講座」では、高知新聞社読もっかＮＩＥ編集部主任 高本浩史氏を講師にお迎

えし、「授業に生かす「新聞の伝え方」―考えをまとめ、要点を絞って書く―」と題してのご講義をいただきました。

研修の講評を紹介します。

「結論を最初に書く」

「抽象的でなく、具体的に説明する」

「重要度の低い情報は盛り込まない」

講座では主に３点、新聞記事の特徴を説明しました。

先生方は、普段慣れている書き方とは異なるせいか、演習では苦労され

ているように見えましたが、それでも皆さんなりに頭を悩ませ、書き方を

模索されていました。

実は、伝わる文章を書くために最も大切なことは、「『書きながら考える』のではなく、

『どう書くか考えをまとめてから書く』」という点にあります。

自分ですらどう書けばいいか分かっていない状態で書いた文章で、読み手に理解し

てもらうことなんて、できっこありません。

論理的な文章というものは、考えなしでは書けないのです。

より良い伝え方について、何か書くたびに考え抜く。

伝えたい相手の立場になって、どう書けば分かるだろうかと考えていく。

そんな習慣が付けば、思考力・判断力・表現力はぐんぐん伸びていくのだろうと思います。

授業等では、必ずしも毎回長文を書かせる必要はありません。

むしろ、短文であっても、「考えて書く」というプロセスを重視した実践を重ね、

子どもたちの力が着実に高まるような取り組みを期待しています。

今回の講座には学生の方をはじめ、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校の先生方に受講していただきました。

受講者の担当教科もさまざまで、ＮＩＥの幅広い分野での活用の可能性を感じた講座でした。



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30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。
●講座申込み方法

【 教職員研修管理システム ＵＲＬ (平成30年12月まで） 】

公立小・中学校 http://10.20.23.8/

県立学校 http://10.11.223.24/

【上記以外】必要事項を記入し、ＦＡＸにて下記担当まで送付

※ＦＡＸ用紙については、高知県教育センターホームページから入り、

（http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/310308/）より

ダウンロードできます。

教育センターHP→教科研究センター→講座案内

今後の講座予定

〇申込受付中の講座

◆専門講座 「ＣＡＮ-ＤＯリスト」を活用した英語の授業づくり

日 時 平成30年10月13日（土）９：30～12:00（受付９：00～９：30）

会 場 高知県教育センター本館 ３階 大研修室 高知市大津181

内 容 「ＣＡＮ-ＤＯリスト」の形での学習到達目標を活用した英語の授業づくり

9:00 9:30 10:10 10:40 10:50 12:00

◆専門講座 「協調学習〈知識構成型ジグソー法〉」の授業づくり

日 時 平成30年10月13日（土）13:30～16:00（受付13:00～13:30）

会 場 高知県教育センター本館 ３階 大研修室 高知市大津乙181

内 容 「協調学習〈知識構成型ジグソー法〉」を活用した授業づくり

13:00 13:30 14:00 14:50 15:00 15:50 16:00
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事務連絡

高知県の中・高等学校では、「ＣＡＮ-ＤＯリスト」の形での学習到達目標を設定しているものの、
その達成状況を把握できていない学校の割合は少なくありません。皆さんの学校では、どのように

使っていますか。困っていることは何でしょう？

本講座は、新学習指導要領で求められていることも踏まえながら、「話すこと」「書くこと」の指

導と評価について、一緒に考えていきたいと思います。どうぞ、お気軽にお越しください。

「協調学習（知識構成型ジグソー法）」とは、「一人一人の分かり方の違いを生かし合って、各自

が自分なりの理解を深め、学んだ成果の適応範囲を広げる学び」として、新学習指導要領に示され

た「主体的・対話的で深い学び」を実現させる手法の一つです。具体的な授業展開の方法や、教科

の見方・考え方を働かせ、生徒の資質・能力を育成するポイント等について教科を超えて考え、教

職員も学び合えるような講座を実施します。

講座のお知らせ

http://10.20.23.8/
http://10.11.223.24/
http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/310308/


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

教科研究センターホームページアドレス http://www.kochinet.ed.jp/studycenter

今後の講座予定

◆基礎講座Ⅲ ≪特別支援教育の視点に立つ授業づくり≫

10月27日(土)・・・教育センター本館

◆基礎講座Ⅳ ≪授業づくりで大切にしたいことⅠ≫

12月01日(土)・・・教育センター本館

◆基礎講座Ⅴ ≪授業づくりで大切にしたいことⅡ≫

１月26 日(土)・・・教育センター本館

◆専門講座 ≪郷土資料の活用Ⅰ≫

９月29 日(土)・・・高知城歴史博物館

◆専門講座 ≪郷土資料の活用Ⅱ≫

11月10日(土)・・・高知城歴史博物館

教科研究センター(本部・東部・中部・西部)

８月の利用者状況 ４０８ 名

◆◇ご利用ありがとうございました◇◆

速 報

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

