
授業づくり研修② まとめ

受講者の感想
・子どもたちは、振り返りの視点や話形などを教室に掲示をしないと何
もできないのではなく、子どもたちが燃え上がると、放っておいても
対話できるし振り返りを書くことができるというお話が心に響きまし
た。「どのような授業が作りたいのか」と問われたときにしっかりと
答えられるようにしていきたいと思います。

・マニュアル化に安心してはいないかというお話を伺って、はっとさせ
られた。型は基本的な流れとしてとらえ、目の前にいる子どもたちの
思考や疑問に沿った授業になるように、“子どもたちをしっかり見て”
授業づくりをしていきたい。そして、基本中の基本である学級経営と
いう土台作りと併せて研究を進めたい。

「 主体的・対話的で深い学びをめざす授業づくり 」

【研修のねらい】
■学校の授業づくりについて情報交換するとともに自校の取組実践を振り返り、成果と課題を授業改善に
活かす。

国府町コミュニティセンター

講義「主体的・対話的で深い学びをめざす授業づくり 」

講師 千々布 敏弥 氏（国立教育政策研究所 総括研究官）

令和元年１０月２５日（金）

鳥取市佐治町「弥留気地蔵尊」
や る き

☆現状に危機感をもって！
☆子どもたちをしっかりと見て！
☆ＡＬの視点を具体化して！
☆マニュアルに頼るのではなく自分で考えて！

「主体的・対話的で深い学び」➡授業の手法ではない（視点として存在している）

情報交換及び協議への指導・講評
■子どもが見えていない➡学び合いの前提は学級経営
テクニカルな手法に安易に頼ってはいないか

・①子どもと教師の関係づくり ②子ども同士の関係
■単に学び合いをさせればよいのではない
・学習過程に学び合いを位置づける工夫の論議が必要
■どんな力をつけさせたいか
・教材研究➡どんなめあてを作るかが重要
■教師の力量の差をうめることが学力向上につながる
・校長の学校経営の力量にかかっている
・教育委員会の指導力にかかっている
■現状に危機感をもって学校改革をする意気込み不足

主体的学びの視点
・学ぶことに興味や関心を持つ
・自己のキャリア形成の方向性と関連付ける
・見通しを持つ
・粘り強く取り組む
・自己の学習活動を振り返って次につなげる

対話的学びの視点
・子ども同士の協働を通じ、自己の考えを広げ深める
・教職員との対話を通じ、自己の考えを広げ深める
・地域の人との対話を通じ、自己の考えを広げ深める
・先哲の考え方を手掛かりに考える

深い学びの視点
・各教科等の特質に応じた「見方・考え方」を働かせる
・知識を相互に関連付けてより深く理解する
・情報を精査して考えを形成する
・問題を見出して解決策を考えたり、思いや考えを基に
創造したりすることに向かう

どうすればよいか

マニュアルを捨て去ること
➡主体的・対話的で深い学びの実現

●どのような授業が作りたいのかを追求する
●つけさせたい力を明確にする（教材研究）
・最適なめあてとそのための課題提示
●ＡＬは一律に行う一つの方法ではない
・ＡＬの視点を具体化していく
・「学び合い」「振り返り」は効果的に入れる

・目的意識をもってやれば時間は有効に使える

自校の授業を作っていく

授業の目的よりも指導書等
のマニュアルに頼る

対話的な学びの必要条件が満
たされていない（学級経営）

思考力・判断力・表現力を目的と
する授業で知識伝達になっている

知識・技能を目的とする授業で思考
させることに時間をかけすぎている

主体的・対話的で深い学びは

どこで躓いているか

主体的・対話的で深い学びの実現

◇授業改善の実践事例から学ぶ
～全国学力調査の結果から見える

学力上位県と停滞県の特徴～

・低学力に危機感
・他県を視察
・授業改革に加えて学校経営改革
・改革を推進するリーダーシップの存在
・意識改革に焦点
・学校経営改革の手段は校長面談と
ＰＤＣＡ

■上昇県に共通すること

・言い訳が多い
・学力観が多元的
・やっていることのみの主張で成果に言及せず
・マネジメントの非効率
・内に籠っている

■学力停滞県に共通すること

・小中学校ともに低下傾向
・算数の授業が好き・よく分かる➡平均以下
・導入に時間がかかり過ぎて適用題・振り返
りが不十分

・教員が一方的に「めあて」や「まとめ」を
提示

・「めあて」が抽象的で学習の見通しが持て
ない

・「めあて」と「まとめ」が正対してない

■本県の課題 危機感不足！



道徳教育推進教師研修  
まとめ     
令和元年５月３１日（金）国府町コミュニティセンター

研修で 

 学校が 

  変わる 

①「特別の教科道徳」をプラス思考で受け止める 

 ○道徳の「特別の教科」への位置づけは、最大のチャンス 授業の可能性を引き出そう  

  プラス思考で受け止め、前に打って出よう 新しいことを増やす。「原理原則」を減らすように 

 〇道徳の授業は形から入っていかないように フレームからパターンへ さらにスタイルへ 

  授業には柔軟さと芯とやわらかさを持って 授業は挑戦し、楽しむもの しなやかに   

参加者の感想 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

背景写真の説明タグ 

背景写真を貼る 

季節感 

鳥取市ＰＲ 「 特別の教科 道徳の授業づくりと評価について 」 

   講師 永田 繁雄 氏（東京学芸大学教職大学院 教授） 

【研修のねらい】 
■「特別の教科 道徳」の目標及び内容の理解を図るとともに、評価について学び、道徳科の授業力の向上を図る。 

④「考え、議論する」道徳授業をどうつくるか 

 〇子供が「自分事」として考える授業のイメージ 

  「他人事」を大事にしたうえでの「自分事」 子どもに問題意識がなければ、「自分事」にならな   

  い 自分を乗せて考えられる工夫をすること 問題は予め書き、板書等に使用しない 道徳の時間   

  を合意形成の時間とはしないこと 強要、教え込み、押し付けから脱却すること 

⑤「多面的・多角的」な発想に立つ発問を生かす 

 ○多面的思考と多角的思考 テーマ発問によって黒板が構造化する 

 ○誘導過程(中心発問）と追求過程(テーマ発問）を分けて考える 子ども自らが 

   追求する感 覚 を一層大切にする 
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Exp. 印象的な言葉 

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 

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 

研修ロゴ 
ピラミッドの３色に

合わせる 

重要 

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。 

②新学習指導要領における道徳の目標・内容・方法 

 ○道徳科の目標・・・考え議論する授業への一層の転換を求めた 
  価値は、客観的なもの教えられるもの 価値観は、一人一人が違うもの。根っこであり、これを評価に書く  

 ○道徳の内容項目 一番は、善悪の判断、自主自立。授業の中でも、子どもに判断させることが大切 

 ○道徳科の指導の在り方・方法・・・アクティブな授業への一層の質的改善を 掲示するものを減   

  らす 道徳の内容は、教えるものではなく子どもが自分の価値観を作っていく窓口である   

③道徳科が小中全面実施 ～ 今、取り組みたいこと ～ 

 ○校長の方針の下に「道徳教育推進教師」を中心として盤石な実施環境づくりを  

  道徳教育推進教師は、一人で頑張らない 推進役、調整役、助言役 

 ○協力体制 道徳科のローテーション型等を実践してみるとバリエーションが増える 

 ○別葉 学校が無理がないもの、焦点化された学校のこだわりやアレンジがあるものを   

⑥「特別の教科」としての道徳科での評価の構え・記述のあり方 

 ○子どもの育ちを応援するのが評価 認め励ますこと 日常的なことを書くことには、慎重である  

  こと 価値観のことを評価し、価値理解のことは書かない 見えるところだけ自信をもって書く 

  見えない部分は、信じて書く 

受講者の感想 

■どんな授業を目指すのか学ぶことができた。柔軟さをもって授業をつくっていきたい。 

■全体計画、年間指導計画等他校のものが参考になった。 

■評価について一番不安に思っていたが、研修が学びになった。 



情報化推進リーダー研修まとめ

参加者の感想
・授業をするうえで「なぜするのか どこに使えるの
か ここに至る背景は」などをイメージするという
ことを意識して、再現性のある論理的思考力の育成
に活かしたい。

・情報活用能力系統表やプログラミング教育系統表を
作成して、誰でも指導ができるようにしなければい
けないと思った。

鳥取市教育センター

「プログラミング教育のめざすもの」
～ＩＣＴ活用による授業改善と児童の情報活用能力育成～

講師 堀田 博史 氏（園田学園女子大学 教授）
【研修のねらい】
■プログラミング的思考について理解するとともに、プログラミング教育の実際を学び、各学校での実践に活かす。

文部科学省HPで検索：事例紹介
ICT－School（ ICT活用事業推進校）
IE－School （情報教育推進校）

学習指導要領のポイント（情報教育・ＩＣＴ関係）
■情報活用能力の育成➡学習の基盤となる資質・能力

■学校のＩＣＴ環境整備とＩＣＴを活用した学習活動（授業改善）の
充実

◎小学校プログラミング教育の必修化
◎小・中・高を通してプログラミング教育の充実
◎小学校：文字入力等の基本的な操作を習得
新たにプログラミング的思考を育成

◎中学校：技術・家庭科においてプログラミングに関する内容を充実

未来の学びコンソーシアムによる
「小学校を中心としたプログラミング教育ポータル」

https://miraino-manabi.jp

令和元年７月５日（金）国府町コミュニティセンター

プログラミング的思考とは
自分が意図する一連の活動を実現するために、どのような動きの組み
合わせが必要であり、一つ一つの動きに対応したきごうを、どのよう
に組み合わせたらいいのか、記号の組み合わせをどのように改善して
いけば、より意図した活動に近づくのか、といったことを論理的に考
えていく力

■Ｓｔｕｄｕｉｎｏ（スタディーノ）とＰＣを接続し、歩行者用信号機をつくります。赤と緑のＬＥＤを光らせる順番や長さ、点滅の
回数などをプログラムで正しく制御できるように入力していきました。早くできたグループは「押しボタン式」や「音響付き」にも
チャレンジしました。日頃から見慣れている歩行者用信号機を制御しているプログラムを体験できました。参加者は目を輝かせて楽し
く取り組み、今後の授業実践に向けて少し自信が持つことができた実習でした。

プログラミングセンサーセットを活用したプログラミング体験 ～信号機をつくろう～

新しい時代の初等中等教育の在り方について
▢現在の学校教育の成果の例
☆OECD・PISA2015➡数学的・科学的リテラシー1位（15歳）

■社会の変化による課題➡語彙力・読解力に課題
■Society 5.0時代（超スマート時代）の教育・学校・教師の在り方

①読解力や情報活用能力、②教科固有の味方・考え方を働かせて
③対話や協働を通じて知識やアイディアを共有し新しい解や納得解
を生み出す力が必要

子どもたちに育むべき資質・能力
■言語能力 話すこと・聞くこと
話題の設定、情報の収集、内容の検討
構成の検討、考えの形式（話すこと）
話し合いの進め方の検討、考えの形式、共有

■思考力・判断力・表現力等
①体験から感じ取ったことを表現する
②事実を正確に理解し伝達する
③概念・法則・意図などを解釈し説明したり活用したりする
④情報を分析・評価し、論述する
⑤課題について、構想を立てて実践し、評価・改善する
⑥互いの考えを伝え合い、自らの考えや集団の考えを発展させる

プログラミング教育で育む資質・能力
【知識・技能】
身近な生活でコンピュータが活用されていることや、問題の解決
には必要な手順があることに気付くこと

【思考力・判断力・表現力等】
発達の段階に即して「プログラミング的思考」を育成すること

【学びに向かう力、人間力】
発達の段階に即してコンピュータの働きを、よりよい人生や社会
づくりに生かそうとする態度を養うこと

①コンピュータ操作スキルを含む情報教育に関する
豊富な知識

②授業の質的改善への取り組みを模擬できる授業力
③リーダーの異動に備え、多くの教職員を巻き込め
る人望と計画力

情報化推進リーダーに

求められる素養

【まとめ】
体験をとおして論理的思考力を育むことがプログラミング
教育のゴールだとするならば、日々の授業で論理的思考力
を育てるような授業改善をしていくことが大切である。

プログラミング教育のねらい
①「プログラミング的思考」を育む
②プログラムの働きやよさに気付く コンピュータ等を活用して
よりよい社会を築いていこうとする態度を養う
③教科等の学びをより確実なものにする

これからの時代を生きる人たちに必要とされる資質・能力
①主体的に課題を発見し、解決に導く力、志、リーダーシップ
②創造性、チャレンジ精神、忍耐力、自己肯定感
③感性、思いやり、コミュニケーション能力、多様性を受容する力

プログラミング教育
は情報活用能力育成
の一部である

主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
の
実
現



１ 自校の校内体制をモニターする 
 コーディネータとしての役割 
  ①校内の関係者や関係機関との連絡調整  
  ②保護者に対する相談窓口        
  ③担任への支援 
  ④巡回相談や専門家チームとの連携 
  ⑤校内委員会での推進役 
  ⑥校内での連絡調整の例  

校内のレベル（段階）の把握から始める 
◇校内委員会が定期に開かれ、協議している 
◇支援を要する児童生徒を掌握している 
◇支援を要する児童生徒の支援を協議している 
◇支援を要する児童生徒の個別の教育支援計画を作成 
 している 
◇必要なケースに関し外部連携できるシステムがある 
◇必要なケースの移行支援をしている 
◇支援を要する児童生徒の指導を評価している 
◇校内の支援体制そのものを評価している 
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特別支援教育主任研修 まとめ         
令和元年７月8日（月）国府町コミュニティセンター

鳥取市教育センター 研修企画係 

3 合理的配慮の提供に関する理解を図る 
○学習・生活上の困難を改善克服 
○学習内容の変更・調整 
○情報・コミュニケーション及び教材の配慮 
○学習機会や体験の確保 
○心理面・健康面の配慮 
○専門性ある指導体制 
○理解啓発を図る 
○災害時等の支援体制 
○特性等に応じた指導ができる施設・設備 
○災害時等への対応に必要な施設 
○校内環境のバリアフリー化 

背景写真の説明タグ 

「 職務と校内体制づくり 」 
   講師 高橋 あつ子 氏（早稲田大学 教授） 

【研修のねらい】■特別支援教育主任として求められる役割を理解し、その資質の向上を図る 

 
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 

コンサルティの見立て 

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 

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 

重要 

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 

研修で 

 学校が 

  変わる 

高橋あつ子先生 まとめメモ 
：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 

【特別支援教育主任の職務と校内体制づくり】 
１ 自校の校内体制をモニターする 
２ 校内外の連絡調整のために必要な資質 
３ 合理的配慮の提供に関する理解 
４ 効果的な支援会議の持ち方 

【受講者の感想】 
 直近の保護者を交えての
支援会議で、今日学んだ明
確かつ可能で具体的な支援
を打ち出し、参加者がやっ
ていこうという思いが持て
る会にしたいと思います。
また、ＩＥＰの見直しも夏
季研修で行っていきたいと
思います。 

３ 合理的配慮の提供に関する理解 

2 校内外の連絡調整 
 校内でできること 
  ○ニーズの把握・・担任差はないか、教師への支援 ○校内委員会で支援を協議する 
 保護者面談を有効に使う 
  ○関係ができたことに感謝  ○今後も協力しながら支えていくことを確かめ合う 
  ○変化や困ったことがあったら、連絡を取り合う 
 学校の弱点をカバーする研修を企画 
  ○学校の実態から底上げする領域を決める   
  ○苦戦している子ども、対応に苦慮している教師に必要な研修は？ 

4 効果的な支援会議の持ち方 
○ケース会議 → きわ、輪郭をはっきりとさせる、でこぼこをはっきりさせる 
  例：大勢がだめなの？ざわざわしているのが苦手なの？ 
    他人と遊べない→少人数なら遊べるの？ルールがわからないの？ 
○短期目標の設定 → 達成したかどうかがわかるような目標を決める、 
           「・・・しない」は行動ではない 
  例：×豊かな人間関係を → ○休み時間、気の合った友人と雑談ができる 
    ×教室を出ない   → ○動いていてもよいが、発言したくなったら 
                 席につき手を挙げる     

（例）学習障害 
 苦手なことができるように別の方法で代替、他の能
力で補完（パソコン、デジカメ等の使用、口頭試問に
よる評価） 

（例）ＡＤＨＤ 
 落ち着きを失ったり、指示の途中で動いたりする傾
向を踏まえた避難訓練 

（例）自閉症 
 備品等を分かりやすく配置したり、動線や目的の場
所が視覚的に理解できるようにすること 
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【研修のねらい】
■特別支援学級における自立活動の指導に関する理解を深め、実態に応じた指導・支援の充実を図る。

新学習指導要領と自立活動
児童の発達の支援
（小学校学習指導要領第1章総則第４の２）
■障害のある児童などへの指導
＊特別支援学校等の助言または援助の活用
＊特別支援学級における特別の教育課程
・自立活動を取り入れる
・下学年の目標・内容、知的障害の各教科に替える
＊個別の教育支援計画と個別の指導計画の作成と活用
自立活動の改訂
（特別支援学校小学部・中学部指導要領第7章自立活動）
■内容に「障害の特性の理解と生活環境の調整に関するこ
と」などを追加
■個別の指導計画の作成において「指導すべき課題」を明確
にすること

「害」の取り扱い：学習指導要領に準ずる

令和元年７月１６日（火）国府町コミュニティセンター

講師 下山 直人 氏（筑波大学 教授）

自立活動の基礎・基本
１自立活動の位置づけ
＊特別支援学級では「自立活動」を取り入れること
＊通級による指導においては参考とすること
２教育課程の構造的理解
＊自立活動➡一人一人に応じた調和的発達の基盤形成
＊各教科等の効果的な指導のために
自立活動➡環境や課題を調整・原因把握➡基礎的課題
各教科等➡課題を明確化して教科と合わせる

＊教育課程全体➡様々な指導機会
３自立活動の目標：個々の児童生徒の自立
➡困難を主体的に改善・克服➡知識・技能・態度・習慣
４自立活動の内容（実践からの分類・整理）：発達と障害
●健康の保持 ●心理的な安定 ●人間関係の形成
●環境の把握 ●身体の動き ●コミュニケーション
５自立活動の内容と扱い
＊子どもの状態に応じて選定し関連付けて指導内容を設定
６個別の指導計画の作成
＊指導すべき課題を明確にすること➡今回の改訂で追加
７自立活動の時間の指導と各教科での指導
■自立活動
・障害の状況に応じて適切に定める
・必要があれば設定しなければならない
■各教科と各教科を合わせて行う指導
・自立活動の指導内容・方法を明確に押さえる

演習１ 実態の整理
見えている困難さの背景（氷山のような構造）

不適応・不参加・発達の停滞・自傷・他害見える困難さ➡

見える化（可視化）による整理と見直し
＊子ども理解を深める➡探求（指導）の主体者となる
＊子ども理解を記録する➡改善につながる
＊他者の参加を可能にする➡知恵を集める
＊子ども理解は絶えざる見直しの過程
＊仮の結論を出し、実践をとおして確かめる
＊そして、見直すことをためらわない

見えにくい部分➡
状況が分からない・不快な刺激・言葉がわからない
体がつらい・頑張っているのに認められない

演習２ 指導計画
情報の整理➡情報間の関連を考える

➡指導課題を配慮点として書き出す
指導目標の設定
＊課題達成へのいくつかのアプローチ
＊目標は一定期間内に達成を図る子供の力
＊学ぶ意味➡実態、ニーズ、自立や参加、達成可能性等
具体的指導内容の設定
＊目標達成に必要な要素➡自立活動の内容を活かす選定

➡組み合わせて関連付ける
＊いつ、どこでを明確化
やってみて改善する
＊評価➡具体的で観察可能な目標設定➡事実に基づいて判断
＊「何をしたか」「何が見られたか」という事実に基づき振
り返る➡授業（支援）が変わる

困難さの背景➡可視化による整理

指導すべきことを明確にすること

参加者の感想
・児童の課題を書き出すことで根
底にある問題を洗い出し、再度、
自立活動と個別の指導計画の見
直しをしたい。通常学級の先生
にも広げたい。

・「見える化」「実践する中で改
善」を進めていきたい。

まとめ

子ども理解は絶えざる見直しの過程


