
鳥取城址 擬宝珠橋（2018 復元）

【研修のねらい】
■特別支援教育の視点を基盤とした児童生徒理解について学び、学級経営に活かす。

まとめ

受講者の感想
■「自分ですること」と「一人ですること」は違う、「できない子や困っている子を放っ
ておかない」ということが印象に残った。分からないことは分からないと言えたり、何
でも話したいと思える雰囲気が大切なんだと改めて感じた。そのためには、「話を聴い
てくれる仲間づくり、集団づくり」を学級経営の柱にして取り組んでいこうと思う。本
日の学びを今後の学級経営に生かしていきたい。
■夏休み明けから、子どもたちと関わっていく中で、しっかりと子どもの話を聴き、教師
と子どもの信頼関係を築くとともに、仲間に助けられる経験を意図的に作り、子ども同
士の信頼関係も築いていきたい。
■発表のさせ方や机の配置など「一人でさせることにあまりこだわらなくてもよい」と聞
いてとても納得できた。
■養護教諭という立場で子どもの話をしっかり聴こうと改めて思った。聴くときの目線や
姿勢などにも気を配り、全教職員で共有していきたい。
■小さな社会である教室の集団の中で、どのような子どもたちを育てたいかのかしっかり
とイメージを持ち、どの子も助け合い、みんなが協力して生活できる学級経営をしたい。

初任者研修③
新規採用養護教諭研修②
講師研修①

講師 佐藤 曉 氏（岡山大学大学院 教授）

教室は社会の縮図 こんな学級をつくろう！

▼できる子だけができればいい
▼できない子がいても見て見な
いふりをする

令和元年７月２９日（月）県立福祉人材研修センター

基本中の基本 子どもの見方を鍛える（授業場面の動画視聴を通して）

★子どもの話を聴く
・子どもは話を聴いてほしい
・子どもが話しているときは座って目線を合わせる
➡話を聴くサイン➡これだけで授業が変わる
・学級が壊れるとき➡子どもの話を聴いていない
・教師が手本を示す➡話を聴く子どもを育てる
★教室環境をきれいに➡ゴミなし 整頓・整頓
心が荒む 気が散る（特性のある子：脳が疲れる）
★子どもが話した後にリボイスしない➡授業が変わる
・子どもの話をまとめることをしない
・「なるほどね」で認め、「どう？」で他の子どもにつな
ぐ（１往復半の技術）➡子ども同士が話し始める
★「同じです」「いいと思います」はやめる
➡その都度言えない子どもがこぼれ落ちている
➡「みんな分かった？」でつなぐ
・分からないと言える環境をつくる
★個人作業の時間は短く（３分以内）
➡分からない子どもは「何をしてよいか」「何からして
よいか」分からない⇒「何かしてるふり」

★個人作業のないパターンもある
・「一人でする」と「自分でする」を区別
・自分でさせてもよいが、一人でさせてはいけない
➡「一人学びは」ではなく「学び合い」の関係をつくる
・分からないときに聴きながら学んでいる
・相手の立場で考える➡訓練 学級経営の柱
★育てたい姿のイメージが大切
・互いのことに関心を持つ関係を作ろう
・困ったら「どうしたの？」と言える関係
・それらの姿によさを感じる教師
・よさを見つける目「素敵」「ありがとう」の声掛け
・一人でできないときはペア（協同）でよい
・話している子どもだけでなく聴いている子どもにも視線
を向ける（本当に聴いているか）
・「聴いてくれる」ということは承認されている証
★言葉の力を育てるためには聴いてくれる仲間を育てる
・聴いてくれる仲間がいることが言葉の力を育てる
・話しているときに心配そうに見てくれる仲間がいる学級
➡安心して学べる関係づくり

教室は
社会の
縮図だ

◎仲間同士が助け合う
◎分からないことが聞ける
◎できない子を放っておかない

こぼれ
落とさ
ない



中堅教諭等資質向上研修①
16年目研修① まとめ
平成31年４月２３日（火）県立福祉人材研修センター

○安心・表現・絆の形成 → 心の扉を開けるマスターキーは「ねぎらい・いたわりの言葉」

→ 愛着の形成 → 自分は愛され、認められているという実感と確信は、発達の原動力

→ アイネスが先に来ると、心を閉じてしまう

第１段階 ワンネス（One-ness） 先ず相手を「わかろう」とする 相手の身になろうとする
ねぎらう 相手を尊重する 判断を保留する

第２段階 ウィネス（Ｗｅ-ness） 支える 相手の役に立つことを一緒に考えようとする
提案する態度

第３段階 アイネス（Ｉ-ness） 自分の気持ちと自分の考え方を打ち出す
こちら側の伝えるべきことを伝える

○学校・学級におけるいじめ問題の解決には、３つの側面からの対応が必要
①集団対応

＋ ③集団と個をつなぐ対応（教員の極めて重要な役割）
②個別対応

○その際、必要な支援策の視点
①攻撃誘発性への着目
②「いじめられる子どもに問題はない」という指導観を
③問題行動を減らすことを目的とした指導から、

環境を改善し適応行動を増加させる予防的、開発的指導

①トラブルなどの対立が起こるのは、自然なことである。
②解決するのは、あくまでも当事者同士である。
③当たり前のことと思っても、判断をいったん保留し、善悪の判断をすぐにしないで、言い分を
十分に聞く。

④うるさそうな雰囲気で聞かない。
⑤正直に話してくれたら、しっかりほめる。
⑥話し合いのルールを明確にし、それを守ったら、すかさずほめる。
⑦当事者で解決策を出させ、当事者で解決が図られた時、すかさず称賛を。
⑧話し合いによる解決が困難な場合、黒板等に関係図を書き可視化する。

【研修のねらい】
■子ども同士の人間関係の育成を図るピア・サポートについて理解を深める。

ピア・サポート
で

集団の質の改善

人と人とのつながりは、社会集団をつくる

心の扉を開ける３つのプロセス

学校教育で生起するいじめ問題の解決に必要な視点を提供する特別支援教育

人間関係修復に向けたピア・メディエーション（調停）のポイント

子ども同士の人間関係の育成を図るピア・サポート

講師 池島 德大 氏（兵庫教育大学大学院 特任教授）

≪受講者感想≫ピア・サポートは本校児童への取組にと、とても関心を持っていたものでした。今回とても
よいタイミングで池島先生のお話を聞くことができました。現在は児童のボランティア活動の推進を図って
いますが、ピア・サポートを校内で周知し、異学年交流等でも使っていきたいと思います。



中堅教諭等資質向上研修② 

キャリアデザイン研修① まとめ    
令和元年７月４日（木）県立福祉人材研修センター

鳥取市教育センター 研修企画係 

参加者の感想 

・本校では、以前よりＳＥＬ－８Ｓに取り組んでいる。じわじわと効果が出てきた。もう                           

 一度年計を見直しながら効果的に位置づけていきたい。 

・ＳＥＬ－８Ｓでは、行事とのつながりや連続して行うことが強調されており、再度、行                  

 事をふまえ学級活動を見直していきたい。 

研修のまとめテンプレート：03研修企画 310教職員研修 Ｈ31 005開催要項・研修まとめ作成手順等 

因幡の麒麟獅子 

背景写真を貼る 

季節感 

鳥取市ＰＲ 

学校不適応解消（未然防止）のための取り組み 
   講師 小泉 令三 氏（福岡教育大学大学院 教授） 

【研修のねらい】 

■よりよい人間関係を築く“気づき”と“こつ”  (社会性と情動の学習：SEL-8S） 

 SEL-8Sとは（Social and Emotional  Learning of 8 Abilities-for School)  

 
まとめ 
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Keyword 

 
 

 
 

 
Exp. 印象的な言葉 

アンダーバー・文字強調（太字） 

１ （１） ① 
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□■◇ ◎○● △▲▽▼ ☆★ 

フォント（メイリオ本文）文字色 

ＨＰ➡カラー ペーパー➡白黒 

研修の様子写真 

１～２枚 
配置は固定しない
（効果的な場所に
張り付ける） 

真剣な表情 

豊かな交流 

納得の笑顔 

記号サンプル 

結論 

１２Ｐ 

研修ロゴ 
ピラミッドの３色に

合わせる 
図形を 

効果的に使う 
要項に記載されたテーマ サブテーマ 

要項に記載されたねらい 

研修の振り返りから 

2～3点を選ぶ 
・ポジティブなもの 

・自校の実践に活かそうとしているもの 

 

２４Ｐ 

上記フォルダにテンプレートを置くので、必要に応じてコピーして利用する。 

研修で 

 学校が 

  変わる 

２８Ｐ～ 

「よりよい人間関係を築く“気づき”と“こつ”」 
■人間関係能力(社会性）が学校適応の基礎部分にある 

 

 

 
  
■社会性の育成には、気づきを促し、コツを教えるために、社会性と情動の学習の
「SEL-8Sプログラム」 を利用できる。 

 

 

 

 

 

 

 
■特別なニーズのある子どもには、その子どもにあったプログラム提供の工夫が必要 

 

 

 

 
■SEL-8Sの導入と展開のポイント 

 ①思考とそこでの教師の手応え 

 ②「点から線へ」の指導計画 

 ③組織的な取り組みと教育課程への位置づけ 

 

 

 

 

 

 
■まとめ 

 

 

 

 

 

社会性を育成するためには、現在は、意図的・計画的に育成する必要がある。 ➡社会性と情
動の学習（SEL) ねらいとする８つの能力を身につけさせる かみくだいて ていねいに  
子どもはどんどん変わっている！社会性を育てる必要がある 

〈基礎的な社会的能力〉 

①自己への気づき②他者への気づき③自己のコントロール④対人関係⑤責任ある意思決定  

〈応用的な社会的能力〉 

⑥生活上の問題防止スキル⑦人生の重要事態に対処する能力⑧積極的、貢献的な奉仕活動 
社会性の
育成 

規範意識 

行動 

学習規律 

自尊心 

学習の基
礎・基本 

応用力 

「心のしんごうき」の学習 衝動的で攻撃的な行動を統制する やばいと思ったら止まる
意識を培う。「３段階問題解決過程」を知る（自己コントロール力の育成） 

赤＝とまれ（心を落ち着ける）黄＝ちゅうい（考える）青＝すすめ（やってみよう） 

社会性(人間関係能力）が育まれることによって自尊心が高まり、規範意識・行動や学習規律が
身につく。それによって、基礎・基本の学習が成立し、さらに応用力を身につけ、学校生活に
適応することができるようになる ベースになる社会性を育てることが大切 

「点から線へ」 単独で学習しないで行事等とつなぐ 

■SEL-8Sの学習を、日常的に意識できる手立てを行う  

 例：ポスターを貼る 帰りの会で「心のしんごうき」を意識した活動をする 

■行事につなぐようなSEL-8Sの配置を行う 例：断われるかな？ 

■教科等の学習場面で活かす工夫をする   

学校 家庭 地域社会 

SEL-8Sの学習は 

スキル教育として丁寧に指導する 

かみくだいて、ていねいに8つの能力を育成する 

いかりの中身を区別する(○○で怒っています ○○は不愉快です等） 
感情はとても難しいもの。だが、ほとんどのことは感情で決める。その
後、理屈で考える・・・だから社会性と情動の学習が大切 

重
要 



中堅教諭等資質向上研修③ 

６年目研修① まとめ         
令和元年７月３０日（火）県立福祉人材研修センター

鳥取市教育センター 研修企画係 

学習者の目線 

 

≪受講者の感想≫ 

○本校の研究テーマが正に学びのＵＤなので、研究主任として校内に伝えたい内容がたくさんありました。子ども 

 たちの姿勢や鉛筆の持ち方、靴の履き方にも発達上の要因があり、特別支援教育からのアプローチや声かけが必 

 要なことがわかりました。学びのＵＤと合わせ、教育活動の土台である「教育のＵＤ」にも学校全体で取り組ん 

 でいきたいです。 

○子どもの出しているサインに気づけていないこともあると気づいたので、支援や声掛けにつなげられるように、 

 今日の学んだ視点でもう一度子どもたちを見てみたい。特別支援学級でしているトレーニングが何につながって 

 いるか理解できた。 

○ＬＤ等発達障害のある児童への支援や合理的配慮について研修を行いたい。また、児童の授業の様子など、全職 

 員で児童一人一人のスクリーニングを行い、実態把握とともに授業のＵＤにつなげていきたい。 

 

研修のまとめテンプレート：03研修企画 310教職員研修 Ｈ31 005開催要項・研修まとめ作成手順等 

背景写真の説明タグ 

背景写真を貼る 

季節感 

鳥取市ＰＲ 

【研修のねらい】■学校のユニバーサルデザイン（ＵＤ）推進に向けた組織づくりについて理解を深める 

授業改善 
・子どもの思考の流れに沿った授業構成になっているか 

・予想される子どもの反応に応じた支援や手だてが盛り 

 込まれているか 

・子どもにとって分かりやすく、答えやすい発問か 

・子どもの多様な考えを引き出せる場面設定か 等 

崩れない学級の特徴 
・指示が短く、明瞭・わかりやすい 

・先生の声にメリハリがある 

・学級の整理整頓ができている 

・学級が静かである 

・ルールが明確に示されている 

・学習の姿勢がよい 

・学習者目線に立った授業 

プロット４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育のＵＤ４視点 

 
まとめ 

 
参考 

 
Point 

 
Keyword 

まとめ作成例 

・研修内容や方法、講師の論の展開によってプロットの構成は様々なので 

 適切に対応する。 

・例示したフォントやポイントは表現内容に応じて適宜変更できる。 

 
 

 
 

 
背
景
写
真 

Exp. 印象的な言葉 

「困った子ども」から「困っている子ども」という捉え方へ 

  学習者の目線で・・・「気づき」から始まる理解と支援  

 子ども側の視点から学習上の課題、生活上の課題に気づく                  
アンダーバー・文字強調（太字） 

１ （１） ① 

【】（）・「」『』 

□■◇ ◎○● △▲▽▼ ☆★ 

フォント（メイリオ本文）文字色 

ＨＰ➡カラー ペーパー➡白黒 

人間関係のＵＤ 

家庭の支え 

研修の様子写真 

１～２枚 
配置は固定しない
（効果的な場所に
張り付ける） 

真剣な表情 

豊かな交流 

納得の笑顔 

記号サンプル 

結論 

１２Ｐ 

研修ロゴ 
ピラミッドの３色に

合わせる 

重要 

図形を 

効果的に使う 

要項に記載されたテーマ サブテーマ 

要項に記載されたねらい 

研修の振り返りから 

2～3点を選ぶ 
・ポジティブなもの 

・自校の実践に活かそうとしているもの 

 

上記フォルダにテンプレートを置くので、必要に応じてコピーして利用する。 

研修で 

 学校が 

  変わる 

研修で 

 学校が 

  変わる 

講師 後野 文雄 氏（国立舞鶴工業高等専門学校 特命教授） 

施設環境のＵＤ 

授業のＵＤ 障害特性を生かした指導 

教材教具の工夫 授業改善等 

使いやすい学校施設 

教室内の掲示物の工夫 

バリアフリー化など 

友達との関係性が良好 

子どもたちとの雰囲気の良さ 

教師とのかかわりが適切 

家庭学習の具体的な支援 

子育て支援 

 学習者の目線で・・・「気づき」から始まる理解と支援  

 子ども側の視点から学習上の課題、生活上の課題に気づく  

※「害」の取り扱い：学習指導要領に準ずる 



令和元年８月２０日（火）県立福祉人材研修センター

研修参加者の感想
■望ましい行動を増やすことができれば、自然と問題行動
が減るということがとても分かりやすく理解できた。日
頃、児童への対応に苦労している職員も多いので、校内
全体に発信していきたい。

■特別支援教育主任として、支援の必要な児童の何を変え
たいのかを明確にして、どうほめていくかを支援会議で
具体的に提案したい。

■職員に今回のレジュメを配布し、ポジティブ行動支援の
考え方を伝える。校内支援会議の際に、望ましい行動を
強化するという視点で話し合いが進められるように配慮
したい。

「子どもたちの望ましい行動を
増やすポジティブ行動支援」

【研修のねらい】
■児童一人一人を大切にするための応用行動分析の基本的な考え方を理解し、子どもの行動の理解を深め、
実践力の向上を図る。

まとめ

講師 田中 善大 氏（大阪樟蔭女子大学 准教授）

中堅教諭等資質向上研修④
特別支援教育ステップアップ研修②
学校司書研修（選択）

因幡万葉歴史館
鳥取市国府町

教師の「こんな子どもに育ってほしい」
子どもたちの「こんな自分になりたい」

その想いを形にする実践

学校全体で取り組む
ポジティブ行動支援は

支援構造
第1層支援：学級・学校規模 すべての児童生徒対象にすべての教員

の一貫した指導
第2層支援：配慮の必要な一部の児童生徒
第3層支援：特別な支援を必要とする個人

期待される効果 支援・配慮 (Before  ＞ After)
通常対応 (Before ＜ After)

実際 １ 校内の現状分析と教職員間での課題意識の共有
２ マトリックス図の作成
３ 行動指導計画表の作成と実際の計画

各取組の流れ
取組前の記録 ➡ 取組の開始・広報 ➡ 実施（称賛など）・記録
➡フィードバック・称賛

学校全体で取り組むポジティブ行動支援
SWPBS：学校全体（School Wide）ポジティブ(Positive)

行動(Behavior)支援(Support)

児童生徒が主体的・自発的に取り組む
児童生徒に責任を持たせる・移行する

第１層支援

第３層支援

第２層支援

組織的
アプローチ

ABC分析を基本として考える
A:先行刺激（Antecedent）
B:行動（Behavior）
C:後続刺激（Consequent stimulus）

後続刺激「行動が増えていく場合：強化 強化刺激」
「行動が減っていく場合：弱化 弱化刺激」
「行動に対する応答がない場合➡消去」

※後続刺激によって直接的な影響を受け、増えたり減ったりする行動
➡オペラント行動

望ましい行動が増える➡問題行動が減る
「×」ではなく「○」に注目する➡その子の「 」の基準を見つける
何ができているか
何と声をかけるか

ほめ方のポイント（B➡C）
具体的な行動をほめる➡どの行動がほめられたのか理解しやすい

➡集団に対しては他児への指示になる
ほめるところがない ➡当たり前のことを当たり前にやっている時

にほめる
すぐにほめる➡60秒以内にほめる
よくない行動はほめない

問題行動には
問題行動に代わる適切な行動（望ましい行動、してほしい行動）
適切な行動を具体的に伝える「～しない」ではなく「～します」
適切な行動に対して積極的にポジティブなフィードバック

ポジティブ行動支援
「○」の行動に注目し、「○」の行動を増やす
児童生徒の成功と達成を重視➡成功体験を支える
予防的な対応 予防的：困った行動が起こる前の対応

ポジティブ行動支援の基礎

「行動」に先立って存在し行動を引き出す
きっかけとなる刺激
※レスポンデント行動（条件反射）

応用行動分析（ABA：Applied Behavior Analysis）

行動した結果、環境から与えられる応答
（フィードバック）

分
析

行動の分類
★増やしたい、増えてほしい行動
（適切な行動 望ましい行動）

★減らしたい、減ってほしい行動
（不適切な行動 困った行動）

★今のままでいい行動

行動データに
基づく意思決定

望ましい行動が
増える

問題行動が減る

「できて当たり前」ではない

プチ成功体験を
増やしていく



【研修のねらい】
■新学習指導要領で求められるキャリア教育について理解し、各学校の特色を生かしたキャリア教育の実践に活かす。

受講者の感想
■子どもたちの発達段階に合わせて、少し先の自分、少し
広い世界に目をむけさせていきながら、日々の対話の中
でキャリア教育を意識していきたい。年計等を見直して、
一つでも「いろいろな学びがつながる実感をもたせる」
ための仕掛けをしていきたい。

■様々な学習を「つなげる」という視点をもち、生徒を導
く轍をたくさん作れるように生徒と対話を積極的に行っ
ていきたい。

講師 長田 徹 氏（国立教育政策研究所 総括研究官）

学びと今を振り返り、将来をつなぐ轍を作る 中教審答申（Ｈ２８）

・各教科等の学びが一人一人のキャリア形成やよりよい社会づくりにどのようにつながっているのか
・各教科等をなぜ学ぶのか、それを通じてどういった力が身に付くのか

中堅教諭等資質向上研修⑤
16年目研修②

「今、求められるキャリア教育」

まとめ
令和元年１１月１２日（火）県立福祉人材研修センター

キャリア教育とは
■個々

キャリア発達を促すのに有効な諸要素
■学習

個々の発達を
■子ども

日本の子どもの現状 ＴＩＭＳＳ（２０１５質問紙）

■我が国の児童生徒の基礎学力は高い
■質問紙
・数学、理科の勉強は楽しい
・数学、理科を使うことが含まれる職業に就きたい
➡学習の楽しさや実社会との関連に対して肯定的な回答が国際平均と
比べて大変低い

ＯＥＣＤ
「学校から仕事へと円滑につなげる仕組み作りが必要」と指摘

これから迎える時代 社会構造の革新的変化
２０３０年の社会と子どもたちの未来➡予測困難な時代
■ＩoＴ(Internet of Things)とセンサー技術の進化：様々な仕事が機
械に置き換わる可能性

■ＡＩ(Artificial intelligence)の進化：高度な知的労働においてＡＩが
パートナーに

➡子どもたちの６５％は今は存在していない職業に就く
➡今後１０~２０年程度で約４９％の仕事が自動化
➡２００７年生まれの子の半数が１０７歳まで生きるようになる

日本の子どもの現状 中高生の国際比較

■あなたは価値ある人間ですか➡肯定的回答４割を切る
■あなたはダメな人間だと思うか➡「そう思う」がとびぬけて高い
■あなたは大人になってこの世の中を変えてみたいと思うか➡極端に低い

日本の子どもの現状 大学生の意識調査

■社会に出るのが不安

自己肯定感が低く社会参画の意識が極端に低い
自分で決めるのが怖い 誰かに決めてもらってついていく

危機的状況

小学生の時から望ましい職業観・勤労観を身に付けなければならない

キャリア教育
社会的・職業的自立に向け、必要な基盤となる能力や態度を育てることをとおして、キャリア発達を促す教育

➡今の自分に価値や意味を見出す
➡将来直面する課題に対応し社会的・職業的に自立
➡学ぶこと・働くこと・生きることを結びつけ、多様な他者と協働しながら自分の人生をつくっていく

「学ぶことと将来をつなぐ」学習指導要領 総則（小中共通）

生徒（児童）が、学ぶことと将来とのつながりを見通しながら、

社会的・職業的自立に向け必要となる資質・能力を身に付けてい

くことができるよう、特別活動を要としつつ各教科等の特質に応

じて、キャリア教育の充実を図ること

背景

基礎的・汎用的能力は密接にかかわっている
・人間関係形成・社会形成能力
・自己理解・自己管理能力
・課題対応能力
・キャリアプランニング能力
学校における実践の具体的方向性
■学習内容や指導方法、生活習慣、学習習慣、体験的な活動
等のキャリア発達を促すのに有効な諸要素を意図的に相互
につなぎ教育活動全体で進める（扇の要）

■学校における体系的・系統的なキャリア教育実践の促進
■優先順位をつけた具体的な目標設定で取り組む
■職場体験活動や（アカデミック）インターンシップ等の職
業に関する体験活動の充実

■学校と地域・社会や産業界等が連携・協働した取組の促進

教育目標を基に
焦点化・重点化

キャリアカウンセリング
■他人の経験を自分の経験と照らし合わせて自分の学びにする
■発達段階に応じて行う

Point 2

キャリア発達に有効な諸要
素を意図的につなげる

日常の授業にこそ
キャリア教育を

Point 1

子どもたちの学習意欲を
高めることが極めて大切

学ぶこと➡働くことや

生きることに結びつける

特別活動を
扇の要として



中堅教諭等資質向上研修⑥ 
６年目研修② まとめ         
令和元年１２月３日（火）県立福祉人材研修センター

鳥取市教育センター 研修企画係 

 主体的・対話的で深い学びを実現する学習プ
ロセス、教師のしかけ 

 子ども主体で深い学びを実現する学び合い 
 １年間の研修のまとめプロット１ 

研修のまとめテンプレート：03研修企画 310教職員研修 Ｈ31 005開催要項・研修まとめ作成手順等 

背景写真の説明タグ 

背景写真を貼る 

季節感 

鳥取市ＰＲ 

主体的・対話的で深い学びの実現に 
向けた授業づくり 

       講師 田村 学 氏（國學院大學 教授） 

【研修のねらい】 
■質の高い学びを実現するために、授業改善の意義と組織的な進め方や指導の在り方について理解する。 

子ども主体で深い学びを実現する学び合い 

 

１年間の研修のまとめ 

  

主体的・対話的で深い学びを実現する学習プロセ
ス、教師のしかけ 

 

感想 
■自分が今まで受けてきた授業と現在求められる授業が異なること
がよく分かった。主体的・対話的で深い学びにするために、イン
プットと同じくらいアウトプットを大切にしていきたい。また、話
し合いが行われやすい学級づくりにも力を入れたい。 

■田村教授の「子供が言えないのではなく言わせる状況をつくって
いない」という言葉は耳が痛かった。学級の学習環境を整える中で、
もっと学習の質を高めるアプローチが必要であると感じた。ホワイ
トボード、思考ツール等、特別支援学級だからこそできる手立て、
関わりを模索したい。 

■「主体的・対話的で深い学びを実現する教師力」の５点について
は、自分自身もそうしたいと思うと同時に、若手の先生方にも伝え
たい内容だった。今後も校内での授業研究のみならず、普段の授業
も参観し合い、意見を交換し、教員である私たちも「教える」こと
を学び合いたいと思った。 

 
まとめ 

 
参考 

 
Point 

 
Keyword 

「主体的・対話的で深い学び」を促進する教師力 
１ 子供の姿や発言を丁寧に見る、聞く（捉える） 

２ 子供の思いや考えを理解する（解釈する） 

３ 本時のねらいとの関係を考える（照合する） 

４ どのように振る舞うかを決める（判断する） 

５ 分りやすく板書したり、端的に発問したりする 

 （振る舞う） 

深い学び 

「知識・技能をつなぐ（関連付ける） 

         

「活用・発揮」 

Exp. 印象的な言葉 

「深い学び」とは、知識・技能が関連付いて構
造化されたり身体化されたりして高度化し、駆
動する状態に向かうこと 

アンダーバー・文字強調（太字） 

１ （１） ① 

【】（）・「」『』 

□■◇ ◎○● △▲▽▼ ☆★ 

フォント（メイリオ本文）文字色 

ＨＰ➡カラー ペーパー➡白黒 

真剣な表情 

豊かな交流 

納得の笑顔 

記号サンプル 

２８Ｐ～ 

結論 

１２Ｐ 

研修ロゴ 
ピラミッドの３色に

合わせる 

重要 

授業改善のポイントPoint１ 

○課題を設定する 

○見通しを持つ 

Point２ 

○音声言語で学び合う 

Point３ 

○文字言語で振り返る 

研修の振り返りから 

2～3点を選ぶ 
・ポジティブなもの 

・自校の実践に活かそうとしているもの 

 

研修で 

 学校が 

  変わる 

研修で 

 学校が 

  変わる 

研修で 

 学校が 

  変わる 

「深い学び」を促進する思考ルーツ 

「自ら学ぶ、共に学ぶ】状況を生成する 

可視化：わかるので活性化する 

情報（つぶ）・プロセス（組み立て方）・成果（かたまり） 

操作化：関わるので活性化する 

・自分と情報・自分と他者 

○学習者の主体性と教師の指導性との相
乗効果で、 

 子供の資質能力が高まる 
○子どもが本気になるには、教師はどう
したらよいか 

主体的・対話的で深い学び 
■主体的な学び 
学ぶことに興味や関心を持ち，自己のキャリア形成の方向性と関連付けな
がら、見通しを持って粘り強く取り組み、自己の学習活動を振り返って次
につなげる「主体的な学び」が実現できているか。 

■対話的な学び 
子供同士の協働、教職員や地域の人との対話、先哲の考え方を手掛かりに
考えること等を通じ、自己の考えを広げ深める「対話的な学び」が実現で
きているか。 

■深い学び 
習得・活用・探究という学びの過程の中で、各教科等の特質に応じた「見
方・考え方」を働かせながら、知識を相互に関連付けてより深く理解した
り、思いや考えを基に創造したりすることに向かう「深い学び」が実現で
きているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「深い学び」とは、知識・技能が関連付いて構造
化されたり身体化されたりして高度化し、駆動す
る状態に向かうこと 

学びに向かう力 

人間性等 
学びを人生や
社会に生かす 

知識・技能 
思考力・判断
力・表現力等 

生きて 

働く 

未知の状況で
活用できる 

深い学び 

知識・技能が相互につながる 知識・技能が場面や状況とつながる 

知識・技能が目的や価値、手応えとつながる 

「深い学び」を促進する思考ルーツ 
【自ら学ぶ、共に学ぶ】状況を生成する 

可視化：わかるので活性化する 

情報（つぶ）プロセス（組み立て方）成果（かたまり） 

操作化：関わるので活性化する 

・自分と情報・自分と他者 

振り返りが深い学びを実現する 授業の終末 

①事実の確認 

②関係性や一般化の生成 

③自己変容の認識 

 文字言語による一定の長さの記述 

  丁寧なリフレクション（熟考）：②・③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A:内化する             B:外化する 

INPUT OUTPUT 

友達からの情報受信 

必要である 

説明してもよい 

友達に向けての情報発信 

言語化する つながる 

ネットワーク化 
文章に書いて人に伝える等
使えば使うほど長きにわ
たって蓄積できる 

「深い学び」を実現する授業のイノベーション 

手応え 
充実感
達成感 

一体感 

発想の転換…学習する子供の視点に立つ 

 

 

 
 

子供は自ら身に付ける  

・子供が自ら学ぶ 

・有能な学習者 

・子供中心 

 教師が身に付けさせる  

 ・教師が学ばせる 

 ・未熟な学習者） 

 ・教師中心 
 教師が身に付けさせる  

 ・教師が学ばせる 

 ・未熟な学習者） 

 ・教師中心 

発想の転換…学習する子供の視点に立つ 

 

 

 
 

子供は自ら身に付ける  

・子供が自ら学ぶ 

・有能な学習者 

・子供中心 

 教師が身に付けさせる  

 ・教師が学ばせる 

 ・未熟な学習者） 

 ・教師中心 発想の転換…学習する子供の視点に立つ 

 

 

 
 

子供は自ら身に付ける  

・子供が自ら学ぶ 

・有能な学習者 

・子供中心 

 教師が身に付けさせる  

 ・教師が学ばせる 

 ・未熟な学習者 

 ・教師中心 


