
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特集  教科研究センター講座 基礎講座Ⅲの報告                            

特別支援教育の視点に立つ授業づくり 

 

10月 26日（土）に基礎講座Ⅲ「特別支援教育の視点に立つ授業づくり」が行われ、

高知県教育センター特別支援教育担当 伊藤乃指導主事が講義・演習を行いました。

和やかな雰囲気の中、活発な意見交換も行われ、演習を通して体験的に実感を伴いな

がら学ぶことができました。 

 講義・演習１「学習を支援する環境の整備について考えてみよう」では、受講者の

方が持参した板書の写真やノートを用いて、分かりやすい板書とはどのような板書であるかアイディアを出し合い

ました。板書の工夫や板書のポイントを確認しました。また、発達障害の子ど

もへの配慮についても詳しく説明がありました。 

  講義・演習２「肯定的な注目を活用しよう」では、グループ内で話を聞く役

割、話をし続ける役割、観察する役割の３つに分かれ、どのような「注目」が

あるかを演習で体験的に学びました。体験を通して、「注目」には、行動を増や

したり、減らしたりするパワーがあることを知りました。褒めることは、「子ど

もを評価することではなく、子どもの頑張りや成長を見つけて、その喜びを伝

えること」「子ども自身が肯定的で現実的な自己イメージをつくるための助けとなる方法」であることを確認し、褒

め方のコツや具体例などについても確認しました。 

  講義・演習３「ユニバーサルデザインを取り入れた指導や支援の工夫を知ろう」では、発達障害のある生徒の特

徴について講義があり、その後、生徒支援、ユニバーサルデザインに基づいた授業についてグループで考えました。

ユニバーサルデザインに基づいた授業づくりでの大切にしたいポイント等について資料から確認しました。 

「分かりやすい板書の仕方を改めて考える機会になりました。また、肯定的な注目をすることが大切だというこ

とも知ることができ、どのように、授業を進めていったらいいのかを整理することができました。情報共有できた

こともとても良かった。」「板書の仕方から褒め方まで、「具体的に」することを今日から心掛けたいと思います。」

「児童に伝えたいことは、短く明確に伝えることが大切だと私も思った。また、授業の中では、児童に学習の全体

を示し、今どこまで学習したか、視覚で理解できるようにすることが分かりました。」「子ども達の立場を体験する

演習で分からない気持ちやもどかしさを改めて感じたので、全ての子どもに分

かりやすい授業ができるよう研修をしたことを生かしたい。」「特別支援学級の

担任をしているので、受け持ちの子どもの特性を理解し、学びやすい環境にし

ていきたいと思いました。１日１時間のみ、１対１での授業ですが、その１時

間の中でどう力をつけていくか、さらに考えていきたいと思います。」「私の勤

務する学校は少人数ながら、１人１人に異なる支援が必要です。生徒自身がど

のような事が難しく、支援が欲しいのかという事を明確に把握し、要求に対応

できるようにしていきたいと思いました。教員は、生徒から支援を求められた

時には、複数の支援の方法を準備し、選択させることができるように前もって準備しておく必要があると思いまし

た。」という受講者からの感想がありました。 
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特集            教科研究センター講座 基礎講座Ⅳの報告 

            「授業づくりで大切にしたいことⅠ」   

                      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          

 

12月１日（土）、「教材研究と板書の基礎・基本及び板書計画の演習」の教科研究センター講座（基礎講座Ⅳ）を開催

しました。47名の参加があり、前半の講義をもとに、後半は、小学校道徳の資料を使ってグループで教材研究をしなが

ら板書計画を立てました。「特別の教科道徳」として、小学校はすでに本年度から実施、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。 

 

 

≪ 教材研究３つのステップ 「素材研究」 → 「教材研究」 → 「指導方法の研究」 ≫ 

   

 

 

 

 

 

 

≪ めざしたい板書  授業の流れや思考の足跡が分かる板書 ≫ 

 

 

 

 

 

講 義Ⅰ 「教材研究」   

 

ステップ１ 教材になる前の「素材研究」のポイント 

① 教師という立場から離れて、素材そのもののよさや価値、本質、面白さなどを自分なりに理解する。 

② 素材と向き合った時の感動や発見等を書き留めておく。分からないことや疑問に思ったことは、調べ 

る、取材をする。 

ステップ２ 子どもに教える教師としての「教材研究」のポイント 

① 教科・単元等の目標や指導内容を具体的につかむ。 

    目  標：子どもに「どんな力を付けるのか」 

    指導内容：子どもは「何が分かり、何ができて、何に気付けばよいのか」 

  ② 子どもの実態（興味・関心、意欲、学習の定着状況、学習習慣等）を把握する。 

    

 

 

 

ステップ３ 効果的な「指導方法」のポイント 

  ① 子ども自身が、今日の学習で「何が、どのようにできればよいのか」「何が分かればよいのか」等の 

ゴールイメージを持てるような学習課題・めあてを設定する。 

  ② 授業構成、学習形態、発問の構成、説明の内容や指示の仕方、机間指導、個に応じた指導や支援の 

在り方等を考える。   

  ③ 板書計画を立てる。 

  ④ 子どもの理解を助けたり思考を深めたりするワークシートや掲示物、資料、教具等を吟味する。 

 

 

学習指導要領（教科の解説）と教科

書で、目標と指導内容を確認・理解

しておくことが大切です。 

→「考え方の板書のポイント 

① 板書の基本的なスタイル・ルールを決めて学校で共通理解をしておく。 

例（算数・数学）：「問題」→ 「学習課題・めあて」見通し」→「考え方・解き方」→ 

「考察」→「まとめ」→「振り返り」などの板書事項の基本を決めておく。 

 

 

 

 

 

 「考え方の板書のポイント」 

① 板書の基本的なスタイル・ルールを決めて学校で共通理解をしておく。 

例（算数・数学）：「問題」→ 「学習課題・めあて」→「考え方の見通し」→「考え方・解き方」→「考察」→

「まとめ」→「振り返り」などの板書事項の基本を決めておく。 

② 子どもの意見や考えが残る板書にする。 

  小黒板やカードを活用したり、ノートを電子黒板に取り込み子どもに操作させたりしながら説明させる等の工 

  夫をする。 

③ 子ども参加型の板書にする。 

 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めざす。子どもと先生が

一緒に板書を作り上げたり、子どもたち同士で学び合ったりすることで、学習の理解度や定着度が高まる。 

 

 

 

講 義2  「板書の基礎基本」  

 



 

 

 

                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学校第４学年 「うれしく思えた日から」小学校中Ａ（４） 

                       出典「わたしたちの道徳」文部科学省 

 高知県教育委員会が出している「道徳教育用指導資料集」の中に掲載されている「はしの上のおおかみ」「ゆずの村の

村おこし」の板書ポイントの説明を聞いた後、配布された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、各自がイメージした板書計画を出し合い話し合う中

で、緊張も和らいでいるように見えました。黒板に見立てた模造紙に、挿絵を貼ったり、吹き出しを書いたりする等の

いろいろなアイディアが出されていました。最後には 12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、板書計画の大切さや仲間との教材研究の楽しさも実感しているよう

でした。 

 一部を紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

授業の構想ができたら、授業の流れや発問、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。 

板書計画と一緒に、ノート指導計画も立てておくと授業がスムーズに進みます。 

 

演 習 「道徳の板書計画」  

受講者のコメント 

・イラストや絵が効果的に活用でき

ている。 

・「良い所」と「さらにのばすため

に」の色を変え、対比しやすい。 

・ねらいと最後の活動が矢印でつな

がっていて、分かりやすい。 

④見やすく分かりやすい板書にする。 

１．楷書で、正確に丁寧に文字を書く。 

〇「止め、はらい、はね、折れ、曲がり、そり」の点画に注意する。 

２．親指、人差し指、中指の３本の指でチョークの先から１～２セン 

チのところをつまむように持って書くと筆圧がかかり、文字がはっきりする。 

３．子どもたちに書いた文字が見えるように、だんだんしゃがみながら書く。 

４．黒板に書いた時の見え具合を考えると、白色と黄色が基本。 

〇 色チョークは、視覚的な効果を考えて使い分ける。 

〇 赤色、青色、緑色のチョークは、蛍光色のチョークを使うと見えやすい。 

    ５．子どもの実態に合った文字の大きさ・速さ・量で書く。 

    ６．矢印・線・囲み・キーワード等を使って構造的な板書にする。 

  ７．学習の道筋が分かるレイアウトを考える。 

 

チョークの持ち方と子ど

もに見えるように板書を

することを学びました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪ 演習より≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪ 演習より≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受講者のコメント 

・板書がスッキリしていて、学習の流

れがよく分かる。 

・イラストにふきだしを書くことで主

人公の気持ちに寄り添いやすくなっ

ていると思った。 

・「今日からできること」が具体的で

良いと思った。 

受講者のコメント 

・「自分の良い所」から「もっと良く

するために」のつながりを矢印で示す

ことで、自分を振り返ることができて

いる。 

・イラストの表情から、○－→○＋の変

化になっているのが分かる。 

他のグループからのコメントをもとに、さらに工夫

したいところや改善したいことなどを各班で話し

合い、その後、12の全てのグループが発表をしまし

た。12通りの板書計画に刺激を受けた時間になりま

した。 

各自が考えた板書計画をもとに、みんなで考えを出

し合いました。意見交流の中で、納得のいく板書計

画を作るのに最初は悩んでいました。でも、時間の

経過とともに、楽しく協力でき、満足のいく板書計

画が出来上がりました。 



 

 

 

 

 

アドバイザーより 

 どのグループも「自分の良い所」の導入を受けて、ねらいの「自分の良さをさらにのばしていこうとする態度を育て

る」ことが板書され、授業の流れと子どもの思考がよく分かる板書計画になっていました。視覚的・構造的な板書にな

るように、キーワードに線を引いたり、矢印・枠囲み・色チョーク・挿絵等を効果的に使ったりするなどの工夫が見ら

れました。また、１分間で、聞く人に大変分かりやすく上手にまとめて板書計画の発表をしていて感心しました。 

 

 

 

 

※ 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 10月        高知県教育委員会  

    －平成 29年度改訂版－ 

・道徳教育用指導資料集 平成 28年２月                高知県教育委員会  

 ・わたしたちの道徳（小学校３・４年）              文部科学省     

  

 

 

 

 

 

 

 

受講者の声（アンケートより） 

 〇特にチョークの持ち方や文字の書き方等については、これまであまり意識したことがなかったので、大変勉強にな

りました。また、グループワークで板書計画を行いましたが、グループごとに板書のスタイルも異なり良い刺激に

なりました。 

 〇板書計画や教材研究は大事ということは分かっているが、それをするにはどうすればいいのかと思っていました。

しかし、前半の講義でコツが分かった気がします。 

 〇板書の意義が明確になり、授業づくりをする上で、大切なことや留意点を板書計画に書きながら工夫することを知

り、今後使っていきたいなと思いました。 

 〇生徒に分かりやすい授業をするためには、自分自身が理解している事や、分かりやすい（見やすい）ていねいな文

字はどの校種であるとしても変わらないと思うので、改めて確認することができました。 

 〇授業づくりでは、ゴールイメージをもつことが大切だと理解できました。また、板書の工夫が大切だということ、

分かる板書とはどういうものかが分かりました。 

 〇教材研究の前に、素材研究があり、生徒の思考力を深めるためには必要だなと感じました。また、「何を」「どのよ

うな」視点で教えるのかを再度考えていきたいです。 

 〇12通りの板書計画を見て、新たな発見も見ることができました。今回の演習でアドバイスをいただいたので、授業

で活用していきたい。 

 〇今年から道徳が教科になるので、正直戸惑っていました。しかし、いろいろな方法を見ることができたので、参考

にして考えていきたいと思いました。 

 〇来年度からの教師生活において、先輩の教員の方々と教材を研究して良い授業をつくりたいと思いました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 私と英語教育 

                         西部教科研究センター 宮下由紀アドバイザー 

  

私が大学を卒業し英語教員を目指していた頃、英語教育界では『平泉・渡辺論争（現在では英語教育大論争として知

られる）』が全国的に話題となっていた。それは当時の参議院議員平泉氏が『外国語教育の現状と改革の方向』と題する

試案を平泉氏所属の党の政調調査会に提出したことから始まる。平泉氏は当時の全国的に義務的に課せられた英語教育

では『生徒は読めず書けず分らない』という実情があるとし、英語を選択教科とし、より実践的な英語教育を目指すべ

きと提案した。それに対し上智大学の渡辺教授が反論、教養としての英語教育、英文をきちんと読み解くことにより外

国の文化・習慣や歴史等を学ぶことができ英語習得の土台形成として重要であると主張された。当時、期限付講師であ

った私は諸先生方に勧めていただき四国英語教育研究協議会徳島大会に参加することができた。その大会の研究協議の

議題は当然ながら『平泉・渡辺論争』であり、お二人が壇上で熱心に語られた内容が以降の私のテーマとなった。 

 翌年私は新採教員として北幡地域のＴ高校に赴任した。そこで私は平泉試案にも言及されていた『英語と日本語の語

順の違い』を効果的に教えるために生徒に本文を暗唱させて体育館のステージで発表させる暗唱テストを学期毎に実施

した。これは山間の内気な生徒たちの殻を破らせるという点でも効果があったと自負している。学生時代に私が学んだ

英語は渡辺教授案に近いものであったが国際化への時代の流れの中、私の指導案は導入部分で数名の生徒に身近なこと

について英語で質問をして展開部分で内容把握や文法事項について教え、まとめ部分では本時の重要事項を強調すると

いう両氏の折衷案のようなものになっていった。 

 当時ＡＥＴ(現在のＡＬＴ:英語指導助手)は県下に一名だけで年度当初に派遣申請すると年に一回だけ学校訪問が実施

された。アメリカ出身のマーク・デュボア氏の知的で温かい雰囲気のせいか生徒たちはとても喜んでいた。その後ＡＥ

Ｔの数は少しずつ増員され、私が県西部のＮ高校で勤務していた時にカナダ人ＡＥＴが常駐となった。今までの一日訪

問スタイルでは対応できない状況となり一年生の授業に定期的に入ってもらうこととなった。ＴＴの授業の前にはＡＥ

Ｔと一年英語担当教員が打ち合わせ会を持った。その席上で賢明なＡＥＴの口から『私はアシスタントであなた方が先

生だからイニシアティブをとってほしい』と真剣に言われた。当時ＡＥＴはアイドル的な存在で日本人教員は遠慮して

どのように接したらいいのか戸惑いを感じていたのだが彼女がはっきりと発言してくれたおかげで自分たちの立ち位置

が明確となりそれ以降は指導案も日本人教員が輪番で作成しＡＥＴにこうしてほしいと要望しＡＥＴからヒントをもら

うという形となり随分授業しやすくなったのを覚えている。 

 ＡＥＴの数が増えるにつれて全国ではＡＥＴとのＴＴの日にベテラン英語教員が学校を休むという出来事が多発する

ようになり英語教育関連の雑誌等で記事になるようになった。ベテランになればなるほど完璧を求めるあまり生徒の前

では恥をかきたくないという風に分析されていた。三十代の私はベテランの先生方の気持ちもよく理解できるしとても

悲しく感じた。例えば文法指導や発音指導などは知識の修得量で一定自信を持つことができるがコミュニケーション能

力については、ネイティブではない日本人教員はいつも心のどこかで自信が無くできれば逃げたいと思うことがあり自

分自身を叱咤激励してがんばらせなくてはならない。私は常にそのような弱気な自分自身と戦っていたと思う。 

 時代は国際化の影響を受けＮ高校には英語科が新設された。英語科の立ち上げに関わることができたのは大変勉強と

なった。国際化と共に情報化も進み学校にも四十台完備のパソコン教室が完成した。英語科の一年生も英語の授業の中

でパソコン操作、ネチケット、ワードでの自己紹介文の作成、それをメールに添付して担当教員に送る、日本文化に関

してインターネットで調べレポートを作成しメールで送信できるようになった。次に私が考えたのは外国の学校の生徒

と英語を使ってのグループチャットだった。幸い私には海外にＥメールフレンドの教員が複数いて、その中にフィリピ

ンのマニラにあるカトリック系の学校の先生がいた。マニラなら日本と時差は一時間で専用のチャットルームを準備し

て同時間帯に双方が入室すればチャットが可能になる。クラス単位のグループチャットなら誰かが即座に返信すること

ができると考えて相手校のスー先生と準備を進めた。結果的には相手校の準備が整わず実現できなかったが、現在では

国際交流に関心のある生徒ならば個々で世界に発信できることから、私が考えたことが実現しているように思う。 

 



 

 

 

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 

 

 

男子学生を受け入れた。オーストラリア、南アフリカ、アメリカ、ドイツそれぞれ環境や個性の違いはあったが生徒

たちへの興味喚起は絶大なものがあった。国際交流担当として週に一時間面談を実施していたが私自身が興味深く感じ

たのはオーストラリア出身のＰ君の英語だった。ある日の面談でＰ君がしきりと『フロダイ』と言い私は何を言ってい

るのか分からずよくよく聞いてみると『フライデー』のことで、ああこれが有名なオーストラリア英語かと実感させら

れた。日本の英語教育はアメリカ英語が主流であり同じ英語でも時々面食らう場面に遭遇する。これもＰ君以前の話で

あるがオーストラリア人の女性ＡＥＴと学校訪問の最終打ち合わせを電話でしていた時に、何時に中村駅に着くのか尋

ねると『テン・トゥー・テン』と言われ一瞬何のことか理解できなかったが電話を切った後『ten to ten (ten minutes 

to ten o’clock)』つまり十時に十分前、９時 50分に彼女は着くということだった。やはりオーストラリア英語はイギ

リス英語に近いと感じた。英語はイギリスから世界各地に拡散しそこで独自の進化を遂げていてとても面白いと思って

いる。 

 海外派遣では研修先を世界の政治経済の中心地であるアメリカの首都ワシントンの郊外にあるボルティモアに決定し

夏休みの約一ヶ月間ボルティモアで短期語学研修を実施した。研修中、ワシントンとニューヨークに日帰りで観光に出 

かけ、ワシントンではホワイトハウスを見学した後ユニオンステーションでランチしたり、ニューヨークでは世界貿易

センタービルの屋上からマンハッタン島を眺め自由の女神像に歓声をあげたことを覚えている。 

英語教育は時代の流れを反映し時代に批判されながら更なる高みを目指し変化している。学校で一番自信の無い教員

はネイティブでない英語教員だと思う。しかし、グローバル化が進む中、私たちの住む高知県でも多くの外国人が居住

し、意思疎通が不可能な場面もあり、地域から一番頼りにされるのも英語教員だと思う。振り返るに生徒たちに良い授

業良い機会良い環境を与えたいという私の素朴な願いは管理職や多くの同僚・仲間に支えられ挫折するものもあったが

多くは実現した。未来を担う先生方に一人で重荷を背負うのではなく仲間や管理職に力を借りてがんばってほしいと願

っている。最後に、先生が笑うと生徒は嬉しくなる。いっぱい笑顔を生徒たちに見せてほしい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

教科研究センター(本部・東部・中部・西部) 

12月の利用者状況  ２７６名 

◆◇ご利用ありがとうございました◇◆ 

 

 

 

速 報 

こちらからいつでもまなnetを閲覧できます。 

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

