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６年目研修①  まとめ    
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「子ども主体で学び合う授業づくり」 
～協同学習の視点～ 

【研修のねらい】 
■子ども主体で学び合う魅力ある授業づくりを理解し、授業力の向上を図る 

「魅力」ある授業   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ファイル名 

実施日 口座番号（講座名）まとめ 

コラボ研修の場合は列記 

 
Exp.   R2.5.15_21001（授業づくり研修①）まとめ.pptx 

☆めあてを明確にする 

☆学び合いの時間の確保  

★ 

 「Ｗｅｂ会議による遠隔講義」  講師 高旗 浩志 氏（岡山大学 教授） 

令和２年６月１１日（木）     

 協議に代替して議論をさせる 

・教師の一方的講義ではなく生徒同士の対話を 

 入れる 

伝統的授業で目的が達成されない場合の対処 
教師主導型の否定➡アクティブ・ラーニング的    

         対話を導入することで改善 

・練り上げ過程をワークシートによるグループ 

 協議に代替して議論をさせる 

・教師の一方的講義ではなく生徒同士の対話を 

 入れる 

「徹底」による基礎学力の習熟 

☆  

★ 

  

◇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！ 

研修で 

 学校が 

  変わる 

まとめ    

     県立福祉人材研修センター

１「理解・思考型の学力観」を基盤に据えた授業へ 
 ・意欲の差をつくらない授業 / わかったふりをさせない授業 / 学び取らせる授業 
 ・「自ら学習する主体」を育む 
 ・子ども主体で学び合い、高め合う「協同学習」で育む 
 ・「支持的風土」のある教室に 
 
２「気がかりな子」に学ぶ 
 ・語彙力（学習課題に対して粘り強く自分なりの言葉を紡ぐ力）と自信（学ぶことや目の前の困難  
  に対して自分自身を前向きに押し出してくれる安心感）をつけ、学ぶことへの意欲を高める 
 ・授業の「対処療法」と「悪循環」の流れを断ち切り、「自ら学ぶ主体」を育てる 

３「学習する集団」を育む授業づくりのポイント 

 ・授業改善、授業研究の文化を創る 

 ・「どのように教えるか？」から「どのように学びとらせるか？」へ 

    見通し、「個の自力解決」の時間の確保、交流・共有、まとめと振り返り、家庭学習と授業のつなぎ 

【受講者のプラン・・・私はこの学びをこう活かす】 ～部分抜粋～ 
 
  支持的風土に向けて 
   ○今まで全員が参加できる授業づくりにこだわってやってきたが、実際は「カタチ」にこだわっていただけだ 
    と痛感した。生徒同士の関わりや教師とのかかわりの部分で大きなヒントを得ることができた。授業をとお 
    して支持的風土をつくっていくことが本当の意味での「全員が参加できる授業」になることだとわかった。 
  言葉を紡ぐ力に向けて 
   ○教材研究で要点を絞り、効率よく学習させるために穴埋めワークシートに頼っていたことを反省した。私以 
    外にも、「効率のよい学習」を進めようとしている教員は多いと思う。教材研究では自らの失敗談を踏まえ 
    「課題に対する自分の思いをつくる学習」につなげるように頑張りたい。      
  自ら学ぶ主体に向けて 
   ○職員で共有を図って取り組みたい。自分の授業のやり方や子どもたちとのかかわり方を考えさせられた。 
    理解が遅れがちな児童には丁寧に説明したりわからせようと解説してしまったりしているが、肝心な子ども 
    の学びを主体的なものから遠ざけてしまっていた事実に気づいた。子どもたちの学びを常に意識した授業づ 
    くりをしたい。 

【受講者のプラン・・・私はこの学びをこう活かす】 ～部分抜粋～ 
 
  個の自力解決に向けて 

   ○「答えを探す学習」から「課題に対する自分の思いをつくる学習」へ、という部分で深く考えさせられた。 
    決まった言葉や形式にこだわっている自分があった。自分の言葉で書くということを続ける中で、先生の 
    おっしゃった自己内対話が紡がれ、友達の見方と考え方が取り入れられるようになるのだと実感した。 
  予習型の学習に向けて 
   ○自校は４０分授業に取り組んでいるので、予習型の家庭学習を取り入れて児童の学習意欲を向上させたい。 
    また、私は児童の質問に簡単に答えてしまうことがあるので、立ち止まって問いとして児童に投げかけ深ま 
    る学びを授業の中につくりたい。 
   ○自校は５教科を中心に予習に取り組ませてから授業に臨ませる取組を昨年度から始め、２分前着席後の予習 
    にも全学級で取り組ませている。形は定着しつつあるものの予習の学びの質については一層深めていかなけ 
    ればならない。本日の授業改善のポイントを職員研修会の機会を設けて職員で共有を図って取り組みたい。 
   



中堅教諭等資質向上研修③

【研修のねらい】
■愛着形成の基本的な考え方や支援の在り方について理解し、実践に活かす。

講師 玉井 邦夫 氏（大正大学 教授）

令和２年８月１７日（月）

愛着障がいの行動の崩れ

研修で
学校が
変わる

まとめ特別支援教育ステップアップ研修①
特別支援教育支援員研修②（選択A）
学校司書研修（選択A）

Web会議による遠隔講義

学級集団崩壊のダイナミクス

・常に同年齢の子どもがいる
➡最大の「ネック」であり「強み」でもある。
・「Noisy」な子ども➡被虐・発達障害等
・「尻馬」群の子ども➡家庭・学校で居場所が希薄

・「もちこたえ」群➡肯定的な評価で認め合う集団づくり

「愛着形成に関する基本的な考え方と
支援のあり方」

家族システム
～「ひとまとまりの生き物としての家族」を見る視点～

心理機能としての愛着

肯定的な信念体系

将来の対人関係（情緒的関係）のテンプレート

心的弾力性

依存と自立のバランスのとれたアイデンティティの形成

自己効力感 自己価値感

自己調整の力

基本的な信頼感 相互性

社会化された道徳心（良心/共感/同情など）

リソース活用力

◆アカゲザルの正常化
「大人―子ども」の愛着システム
「子ども―子ども」の愛着システム
➡両システムが必要
➡養育者不在の時
なかまの存在は常に適切な愛着対象

◆ソーシャルネットワーク理論
愛着にはCaregiver（たいていは母親）
との愛着だけではなく、他にも独立し
た愛着システムがある

周囲の大人

Ｃａｒｅ
ｇｉｖｅｒ

子ども

な
か
ま
の
存
在

探索の安全基地

愛着をどうとらえるか

人間関係の構えの部分

養育の中で生じる問題
最終的には夫婦間のコミュニケーションチャンネルが機能しているかにかかっている。

父 母

夫 妻

子

子
育
て
の
も
の
さ
し

コミュニケーションの
相互性

親子相互作用

世代間境界の運用

世代間境界の継承

父と母
二つの養育モデルの融合

役割の適合性

自我のための退行成熟モデルの提示

愛着形成過程の歪み

虐待的養育
👇

世界と大人への
不合理な防衛

虐待環境への適応

①理解はできるが受け止めがたい行動
②理解に苦しむ逸脱した行動
③年齢不相応な未熟さとアンバランス
さ

学校
でも

心
心のバランスを支える

３つの柱

感覚
（からだ）

思考
（ことば）

感情
（気持ち）

× ×
×

感情の状態と身体的
な状態をつなぎ合わ
せる

【受講者の受け止め➡行動へ・・・中堅教諭・通常学級担任】

いたいの
いたいの
とんでいけ

統
制
困
難
群

なかま同士の間で支え合う愛着の関係

Point !

【受講者の受け止め➡行動へ・・・図書館司書】

・学級集団の「もちこたえ」群への声掛けを意識して行いたい。
・生徒の言動を見えるところだけで判断せず、そこに隠れているこ
とを理解するように努めたい。
・図書館に来館した生徒に対応する際に、より良いケアギバーにな
り、生徒と少しでも良好な関係を築いていけるように努めたい。

・教育相談で保護者と面談等する際に、どうしてもゴールを家庭に
投げかけることが多かった。この研修で学んだことを生かして、
学校でできる愛着育成の視点を保護者に示し、家庭と学校がつな
がって児童の育成にむかえるようなゴールを設定したい。
・担任として、子どものケアギバーの1人となれるよう、日々の肯
定的な声かけや触れ合いを改めて大事にしていき、自己肯定感を
高めていきたい。
・講義の中で出てくる言葉の使い方、表現の仕方が参考になった。
普段、行動そのものにだけ目を向けて「～してはいけない」「ダ
メ」というふうに否定してしまっていた。気持ちを聞いて、モデ
ルを示す、またその子供を批判しない言葉かけをしたい。また、
その間に待ってくれている「もちこたえ」群をしっかりフォロー
することを意識したいと思う。

【受講者の受け止め➡行動へ・・・特別支援教育支援員】

・心を支えている柱が一つでも欠けるとバランスが保てなくなること
が分かった。感情に働きかけられる言葉かけや行動を考えながらど
のようにこころの三角形を保つか、日々の支援に生かしたい。
・学級集団崩壊のシュミレーションが分かりやすかった。そうならな
い為に、「もちこたえ」群の子達を支えながら支援したい。



中堅教諭等資質向上研修④

「学校全体で取り組むポジティブ行動支援」
【研修のねらい】
■子どもたちの望ましい行動を増やす授業づくりや学級経営の実践力向上を図る。

講師 田中 善大 氏（大阪樟蔭女子大学 准教授）

令和２年９月４日（金）

研修で
学校が
変わる

まとめ
特別支援教育ステップアップ研修③

特別支援教育支援員研修②（選択C）

学校司書研修（選択C）

Web会議による遠隔講義

学校全体で取り組むポジティブ行動支援の目標

・児童・生徒が主体的・自発的に取り組む
×先生に言われるからやる・やらされている

・児童・生徒に責任を持たせる・移行する
✓子どもが主体の学校づくり

・学級経営の中で、子どもたちへの声かけを工夫していきたい。プチ成功体験
を積み重ねていくことが、必要であると感じた。学校全体で取り組めるよう
に声をかけていきたい。

・普段何気なくやっていたポジティブなフィードバックであったが、より子ど
もたちが主体的に自発的に取り組めるようにするには、めざす姿を具体的に
しておくこと、それを学校全体で共有することが大切だと分かった。まず自
分の学級の児童からポジティブ行動マトリックスを作成してみたい。

・夏休みの校内研修で話し合いをした際、これだけは共通理解して実践してい
こうということが決まり、現在進行形で実践している。今回のポジティブ行
動支援とまではいかないが、次回職員で振り返りを行う際に、今回研修した
行動基準を今より具体的に立てていけるように話を進めていきたい。

・学級でポジティブなフィードバックをしていきたい。また、他学年児童に対
しても休憩後の様子等を見ながら取り組めることがあるのではないかと思っ
た。前回の研修の児童理解や関わりと合わせて取り組んでいこうと思う。

応用行動分析に基づく支援のABC

A

適切な行動の
ための工夫

適切な行動 ポジティブなフィード
バック（強化）

B C
行動の前 行動 行動の後

できた！ がんばった！ うまくいった！という経験
➡成功体験

・児童に否定的な表現ではなく肯定的な声かけや励ましをしていきたいと思っ
た。

・図書館の役割として、心の居場所が重要になっている。子どもの言動から気
持ちを汲み取り、ポジティブな行動支援をすることで関係づくりに努めたい。
そして担任の先生方と連携して広い視点や視野で子ども一人一人をみて、こ
こちよい居場所づくりに心がけていきたい。

・困った行動を指摘するのではなく、適切な行動を増やしていく支援に努めた
い。一人一人の子どもにとって、いいこと、嬉しいこと、楽しいことが何な
のかということを感じることを通して、居心地のよい図書館の環境づくりを
進めていきたい。

・良い行動をした時にどんな支援をすると良くなったのかという情報を蓄積し、
児童それぞれに対してどのような支援が効果的なのかを明確にする。そして、
それを他の職員や保護者と共有する。

・支援が必要な子どもに対し注意して気づかせるのではなく、○の行動をして
いる子どもにポジティブなフィードバックをして、支援の必要な子どもに気
づかせるという事を実践していきたいと思った。

・ポジティブ行動支援は普段心がけている支援だ。特に特性の強い子どもたち
に一番効果的だと思う。困った行動の方に目が行きがちだが、具体的な声か
けや支援で望ましい行動に変わる瞬間は喜びだ。この支援について職員研修
会等で講演会の報告も含めて研修し、学校全体に広めていきたい。

・支援員として、子どもの様子を見守り、気になる様子は担任や養護教諭など
に相談する。その際、関わる大人で情報共有をはかるとともに、子どもに対
する対応や声掛けの統一に心がける。学校全体でポジティブ行動支援のもた
らす効果について理解を深める。

・生徒理解の際、生徒の行動認知について肯定的な分析をすることに生かして
いけると感じた。

私はこの学びをこう活かす！

・授業中、望ましい行動をした時にすかさず褒める。ハンドサインなど言葉以
外も工夫したい。具体的な望ましい姿をイメージしておき、児童がそこに向
かえるような具体的でポジティブな指示を出す。

・特別支援学級の担任として、児童支援に活かしていきたいと思う。自分の関
わり方を振り返ってみると、○の行動より×の行動に目を向けてしまい、注
意など、ネガティブな支援を行いがちになってしまうことがよくある。児童
の行動に対して、その行動だけではなく前後の背景を考えて環境をつくった
り、○の行動に目を向けて一緒に頑張っていけるような方法を考えていきた
い。児童への言葉かけも、具体的な行動例で教えるとよいことを学んだ。

・困った行動をとる児童生徒に対し、できている適切な行動を認め、そのでき
ている行動から仕掛けをつくり、強化する場面を増やしていきたい。また、
ポジティブなフィードバックを言葉と視覚的に分かるシールや賞状などを活
用して達成感を味わう場面を増やしていきたい。

学校全体で取り組むポジティブ行動支援は・・・

先生方の「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

【特別支援教育支援員】

私はこの学びをこう活かす！【学 校 司 書】

私はこの学びをこう活かす！

私はこの学びをこう活かす！【中 堅 教 諭】

【特別支援学級担任】



中堅教諭等資質向上研修⑤６年目研修②まとめ

「自治力のある学級づくり」
子どもたちのよりよい人間関係を育むピア・サポート、

自治力の育成につながるピア・メディエーションの活かし方

【研修のねらい】
■自治力の基盤となる子どもたちのよりよい人間関係の育成を図るピア・サポートとピア・メディエー
ションについて理解を深める。

web会議による遠隔講義

講師 池島 德大 氏（日本ピア・サポート学会 会長）

令和２年１１月１９日（木）

・今回、公平に言い分を最後まで聞くことは改めて大事だと分かっ
た。全職員でこの取り組みができるようにしたい。
・子どもにもめごとが起きたときは、教師が指示指導し続けるので
はなく、思いを聞き出す尋ね方を心がけ、子ども自身に解決方法
を考えさせるなど、親和的な解決方法を心がけていきたい。

メディエーション（調停）の進め方
（１）話し合いの3つのルールの提示

（２）聴き合う
①ルールを守って、正直に言い分を話し、何が問題か「事実」
を明確にする。

②互いの「感情」を中立・公正な態度で受け止め、食い違いを
はっきりさせていく。

③それぞれの「願い」を出し合い、「どうしたいのか」「どう
して欲しいのか」具体的に聴き合う。

（３）解決に向かう
話し合いを振り返り、双方が折り合うことができる合意点を
見つける。

・最初の一言が子どもへのねぎらいの言葉になるように意識して声
掛けを行っていきたい。

・うまくいかない時こそ子どもへの思いやりを忘れずに関わりたい。

私は学びをこう活かす・・・６年目

心の扉を開ける３つのプロセス
ー良質な関係モデルをつくるー

第1段階 ワンネス（One-ness）響く相手の身になろうと
する「分かろう」とする ねぎらい いたわり
第2段階 ウイネス（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を打
ち出す こちらの側の伝えるべきことを伝える

メディエーション（調停）の定義
〇メディエーション（調停）とは何らかの問題で対立関係にあ
る当事者間に、第3者（メディエーター）が入って、話し合い
で解決できるように援助する方法をいう。
〇メディエーターは、双方が言い分を十分に話せるよう援助的
態度をもつ中立者で、自ら判断を下さない。当事者が解決の
提案を行い、合意形成に導く。

新しい考え方に基づく解決方法
・対立が生じるのは自然なこと・解決するのはあくまでも当事者

①正直に自分の気持ちを話すこと
②しっかりと相手の話を聴くこと
③相手が話しているときは、遮らないで聞くこと

子どもたちへの関わり方のポイント
１一人の人として尊重し、ねぎらい、言い分をきちんと聞いても
らえるとエネルギーが出る。
２言ったことを、繰り返して受け止めてもらえると安心感を得る。
３善・悪の判断をすぐにしないで、きちんと受け止めて聞いても
らえると、防衛を捨てて正直に話そうという気持ちになり、謝
ろうとする気持ちが出てくる。
４正しいことは正しいと穏やかに話し、どうすればいいかを具体
的に教えてやると素直に受け入れようとする。
５子どもが最も恐れているのは、「見捨てられ不安」である。

言い分を
聞くこと

・子ども自身で解決できるような話し合いの仕方を知っておくこと
は、自治力のある学級づくりになる。その力は、子どもが大人に
なっても必要な力であると思った。

・トラブルの聞き取りはもちろんだが、子どもとの会話の中で、相
手を尊重しながら聴くことを心がけていく。本校の職員にも、
「安心・表現・絆」という今回のキーワードをもとにして本研修
の内容を広げていきたい。

・子どもを一人の人間として尊重し、感情や事情、思いに少しでも
耳を傾けていける人でありたい。子どもと心を通わせて、子ども
の言葉に耳を傾け心が元気になる時間を作っていきたい。

・双方の言い分を公正公平に聞き、合意形成して解決に向かえるよ
うに共感的態度や自分が手本になることを心がけたい。

・学級で問題行動やトラブルを解決する際、ワンネス→ウイネス→ 

アイネスを実践しなければいけないと感じた。トラブルが発生し
たときにアイネスを優先していたと反省した。３つを実践するこ
とは、児童を人として尊重することであり、人間関係づくりの基
本である。必ず実践していきたい。

私は学びをこう活かす・・・学校代表

私は学びをこう活かす・・・学校代表

私は学びをこう活かす・・・6年目
私は学びをこう活かす・・・中堅教諭

私は学びをこう活かす・・・中堅教諭

〇より良い人間関係を育むキーワード 安心・表現・絆の形成
〇心の扉を開けるマスターキーは ねぎらいといたわり
〇もめごとの解決には、①平等に聞いてもらえた②自分の言い分が
言えた③すっきり解決したの3つの満足感が必要
〇もめごとは、話し合いで解決できる力をつける

まとめ


