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できることから

校長 下橋 実

以前ネットニュースで「先生はスーパーマンじゃない」という記事を見つけた。教

師が対応しなければならないものが多種多様、多岐にわたっており、全てに対応する

ことは困難であるという内容だ。学校の課題や生徒への対応などには協働し分担しな

がら取り組むなど、少しでも負担を減らすことを考えなければならない。その一方、

社会は常に変化を続け、今の高校生が成長して活躍する、これからの時代に求められ

る力は以前とは異なり、昔と同じ授業を続ける訳にはいかない。

さて、令和四年入学生から学年進行で新しい学習指導要領への移行が始まった。新

学習指導要領が目指すものと、コロナ禍での教育の在り方とを考慮に入れて、生徒一

人一人が未来の創り手となることができる教育を提供しなければならない。そのため

には、これからの社会で求められる力を理解し、教師はどうあるべきかを考え、常に

授業改善を意識し、できることから変化についていくことが必要である。

学校教育を通じて子供たちに育てたい姿について、平成３０年７月の文部科学省資

料「新高等学校学習指導要領について」では次のような内容が示されている（資料の

下線部のみ記載する）。

１ 主体的に学びに向かい、必要な情報を判断し、自ら知識を深めて個性や能力を

伸ばし、人生を切り拓いていくことができること。

２ 対話や議論を通じて、多様な人々と協働したりしていくことができること。

３ 試行錯誤しながら問題を発見・解決し、新たな価値を創造していくとともに、

新たな問題の発見・解決につなげていくことができること。

そして、新たな教師の学びについては、中央教育審議会「『令和の日本型学校教育』

を担う教師の養成・採用・研修等の在り方について」の中で、次が示されている。

１ 変化を前向きに受け止め、探究心を持ちつつ自律的に学ぶという「主体的な姿

勢」

２ 求められる知識技能が変わっていくことを意識した「継続的な学び」

３ 新たな領域の専門性を身に付けるなど強みを伸ばすための、一人一人の教師の

個性に即した「個別最適な学び」

４ 他者との対話や振り返りの機会を確保した「協働的な学び」

生徒・教師双方の理想的な姿を表すキーワードは「主体的・探究・協働」である。

令和五年度は、教員免許更新制に代わり、新たに各教職員の自主的・主体的な研修受

講を核とする仕組がスタートする。これからは教師が現在の自分を見つめ、個別に研

修を構築しなければならない。まさに、一人一人の教師が、探究心を持って自律的に

学ぶという「主体的な姿勢」で他者と協働し、それぞれの個性に即した「個別最適な

学び」に取り組むことが求められる。教師の多忙化が問題となる中、工夫して負担軽

減と研修機会の確保とを両立させることが、生徒に持続可能な教育環境を提供するこ

とにつながる。そのためには、まずは小さなことでも「できること」から始めること

が大切であると考える。
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令和４年度 各教科の重点目標と取組

各教科の取組

教科 上段：重点目標、下段：取組

国 語 基礎学力の定着を図るとともに、主体的・対話的な学びを通して進路に対応で

きる目標に応じた語彙力と表現力を身につけさせる。

・生徒の理解度を促すために適宜ＩＣＴを活用しながら、インプットとアウトプ

ットを意識した授業を展開する。

・新聞やニュース等を活用し、社会人として必要な語彙力と表現力を身につけさ

せる。

・語彙に関しては小テストを行い、内容の定着を図る。

地 歴 社会事象に対する興味、関心を高め、主体的に思考・判断･行動ができ、自律し

公 民 て未来を生き抜くことのできる生徒の育成を図る。

・ユニバーサルデザインを意識した授業実践を出来るだけ多く行い、基礎・基本

の定着を図る。

・ＩＣＴを活用した授業実践を多く行いどの場面でどのように活用すると効果的

なのかを生徒の意見も参考にしながら構築する。

数 学 ・ユニバーサルデザインの視点も取り入れた授業展開を行い、数学における基本

的事項の定着を図り、数学に対する興味関心をもたせる。

・教師と生徒との対話を重視し、生徒同士が議論する場も醸成し、コミュニケー

ション能力を育む。

・理解の遅い生徒に対して、励ましながら根気強く指導する。

・下位層には個別補習や学習会等を実施して対応する。

・説明だけの一方的な授業をせず、グループ学習を取り入れる。

・ユニバーサルデザインの視点を取り入れた授業改善により、数学的な考え方の

良さが伝わる指導を心がける。

・朝学習や小テスト、提出課題によるこまめな指導を行い、定期考査前には問題

演習の時間を十分に設け、学習事項の習熟を図る。

・上位層には、声かけをしてレベルの高い内容の課題を適宜与える。

理 科 創意工夫をこらした授業を展開することで生徒の学習意欲を高め、基礎学力を

定着させる。

・スモールステップのまとめプリントを活用し、生徒同士でつまずきの原因など

を学び合う時 間を設ける。

・実習教諭とのＴＴでアクティブラーニング形式の観察実験や野外実習等を多く

実施し、ＩＣ Ｔ機器の活用も工夫する。



- 4 -

保 健 ・基礎技能の定着と体力及び技能の向上のための学習内容の工夫をし、生徒に運動

体 育 する楽しさや喜びと達成感を味わわせる。

・健康に関する課題発見をし、実生活で自らの健康の保持増進のためにその解決方

法を考え実践できる生徒を育てる。

・新体力テストの目標設定をさせることで意欲向上へと繋げ、保健の内容と関連させ

ることで基礎体力向上を目指す。

・個人と集団でのそれぞれの課題発見とその克服のための学習内容を考え、実践でき

る学習シートと手立ての工夫をする。

・学習意欲と自己肯定感を高めることができる授業内容と学習シートの工夫をする。

・ＩＣＴを活用した健康や体力に関する知識の定着とその応用ができる場の設定をす

る。

芸 術 様々な表現活動を通し、主体的に表現する力を身につける。

・具体的な歌唱法、奏法、創作技法を提示する。

・生徒個々の課題を明示し、個別指導する。

・多くの発表の場を提供する。

英 語 ・基礎学力定着を目指した授業の工夫、家庭学習の習慣化を目指す。

・授業に言語活動を多く取り入れ、生徒の発信力を高めていく。

・１年生の初めは中学校で習う基本事項を復習する。

・基本的語彙力定着のための単語・構文テストを実施する。

・パフォーマンステストを実施し、総合的に評価する。

・プリントの共有化、科内の意思統一、情報交換を積極的に行う。

・教員と個人的会話の場面を設定し、自分のことを英語で話す練習をさせる。

・朝学習・土曜学習・補習・添削指導等の活用、長期休業中の課題を通して検定

対策や進学対策を進めていく。

家 庭 家庭生活やそれに関わる産業の基礎となる知識・技術の定着を目指すとともに、他

と協力して主体的に家庭生活や地域生活をよりよくしようとする態度を育てる。

・題材や教材に身近な話題やニュースを取り入れたり、秋田県少子化対策副読本

などを活用し、生徒が興味をもてるようにする。

・実験・実習など体験的な学習を積極的に取り入れたり、ＩＣＴを活用したりす

ることで、生徒が理解しやすいよう工夫する。

・学習形態やワークシートを工夫し、他者と考えを共有する機会を設定し、生徒

が主体的に考え表現できるよう支援する。

・ホームプロジェクトや家庭での実践課題を課し、学んだ知識・技術を家庭で活かす

機会を設ける。

・チームティーチングによる個に応じた指導の徹底や外部講師の効果的な活用に

より、専門性を高める。
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商 業 基礎的・基本的な知識と技術を身につけさせ、ビジネスに対する望ましい心構

えを育成する。

・生徒が主体的に活動する場面を増やす。（検定、普段の授業）

・課題研究の取り組みを検定取得に加え、地域連携など生徒が地域とつながる活

動を増やす。

情 報 情報活用力と情報モラルを身につけさせる。

・ユニバーサルデザインの視点から到達度を明確にし、授業の流れを明示する。

・実習の時間をできるだけ多く設け、個別指導を充実させることにより個人のレ

ベルの向上に努める。

・生徒同士がサポートがしやすい雰囲気作りをしていく。
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令和４年度 秋田県立雄物川高等学校公開授業 実施要項

１．目 的

横手市内及び近隣の中学校・高等学校の先生方に授業を公開し、意見を交換し合う

ことで、今後の授業改善に役立てるとともに、校種間の連携の在り方を考える機会と

する。

２．テーマ

「分かる授業・できる授業」及び、「思考力、判断力、表現力等の育成を図る授業」

を実現できるような学習活動の工夫

３．実施教科・科目・対象等（授業者）

理科・生物基礎・３年Ａ組(生活福祉・ビジネスコース)（伊藤胡子）

保健体育・体育・２年Ａ組(生活福祉・ビジネスコース)

（小野孝之、宇佐美大輔、佐藤浩樹）

４．日 時 令和４年１２月２０日（火）

１３：１５～１４：０５ 公開研究授業

１４：２０～１５：００ 協議会

各教科毎の研究協議会が終了次第解散とする。

５．講 評 【理 科】秋田県立湯沢高等学校教諭(兼)教育専門監 佐藤栄幸 先生

【保健体育科】秋田修英高等学校 校長 猿橋 薫 先生

６．その他 ①受付は開始１０分前までに職員玄関で行います。

②アンケート用紙を受付で配布いたします。協議会に参加されない場合は、

御意見・御感想等の御記入をお願いいたします。

②コロナ感染症対策について

・発熱等がある場合は、御参加を控えていただきますようお願いいたしま

す。

・受付にて健康確認及び消毒への御協力をお願いいたします。

・マスクの着用をお願いいたします。
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生物基礎 学習指導案
授業者 伊藤 胡子
日 時 令和４年１２月２０日（火）５校時
場 所 メディアルーム
クラス ３年Ａ組（２７名）
教科書 高校生物基礎新訂版

１ 単元名
第４章 生物の多様性と生態系

２ 単元目標
生物の多様性と生態系について観察、実験などを通して探究し、生態系の成り立ちを理解し、

その保全の重要性について認識する。
３ 生徒の実態

学習意欲も高く、理科に関する知識も持っている生徒も多い。しかし、自分の考えを発表したり
自ら生命や生物に関する疑問を探究する意識は高いとはいえない。様々な疑問を分析し、自らの考
えをまとめ、表現できる能力を育成したい。

４ 単元計画
１．植生と遷移 ……………… ３時間
２．気候とバイオーム ……… ４時間（本時4/4）
３．生態系と物質循環 ……… ４時間
４．生態系のバランスと保全 …４時間

５ 評価規準

関心・意欲・態度(A) 思考・判断・表現(B) 観察・実験の技能知識（Ｃ） 知識・理解(D)

地球上には様々なバイ 気温や降水量によって ・野外で行う調査・ 地球上には、気温や
オームが成立しているこ 成立するバイオームが異 実験の方法を習得し 降水量ごとに様々なバ
とを理解しようとする。 なるのは、バイオームを ている。 イオームが成立してい

構成する植物種がその場 ・インターネットや ることを理解してい
所の気温や降水量に適応 文献などを用いて、 る。
しているためであると考 調査する方法を習得
察し、それを表現するこ している。
とができる。

６ 本時のねらい
① 暖かさの指数を求め、バイオームを推定する。
② 過去のデータの比較から環境の変化について考察する。

７ 展開

学習活動 指導上の留意点 評価

導入 暖かさの指数の求め方を確認する。
8分

計算のしかたを確認する。 動画を見て理解させる。

展開 ①月別平均気温データの入手 ・クロムブックで気象庁ＨＰに入る。
35分 ②暖かさの指数の計算 ・プリントに必要なデータを転記し、ＷＩ （Ｂ）

③バイオームの推定 を求め、バイオームを推定させる。
④過去のデータの比較
⑤他地域のデータとの比較 （Ｃ）
⑥バイオームの確認
⑦結果の色別付箋を地図に貼る

まとめ ・水平分布について考察する。 ・教科書の水平分布の図を参照させる。 （Ｂ）
７分 ・過去のデータと比較し、ＷＩの ・気候の変化や温暖化の傾向に気づかせる。

変化について考察する。

本時の目標：①暖かさの指数ＷＩを求め、バイオームを推定する。

②過去のデータや他地域のデータを比較し、環境の変化について考察する。
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８．理科（生物基礎）分科会 司会：髙橋 弘毅 記録：澤木 瑛保

（１） 指導者紹介
秋田県立湯沢高等学校 教育専門鑑 佐藤 栄幸 先生

（２）授業者から

伊藤：

生徒はよく頑張った。普段生徒はクロームブックを使いたいようなので使わせたいが、

クロームブックに頼らずに自分の頭で考えてほしいので使わせていなかった。今日は初め

て使えて嬉しそうだった。思ったより計算ができた。日頃の先生方の指導だと思った。世

界的な環境問題につながるが、平均気温で暖かくなっているのが分かりやすいので、毎年

ここの内容をやっている。毎年プリントを配っていたが、今回はインターネットを検索で

きるようにすると時間の短縮ができると分かっていたのでそのようにした。インターネッ

トで生徒にあった解説を見せると、実験などの時間を確保できる。緯度が分からない生徒

もいたが、３学期にしっかり説明したい。生徒の感想は「温暖化に気付いた」と判断され

るものが多かった。

（３）参観者の感想

髙橋（弘）：

緯度については地学担当としてしっかり教えたい。授業

プリントが練られている。赤の二重丸がついている都市は

４０年前と現在の気温データがそろっている。授業の作業

に利用できるように、前もって授業者が準備していたのが

よかった。自分の科目の授業でも生かしていけると思った。

今から４０年前よりも明らかに積雪量が増えている。地球温暖化の影響を受けているの

ではないのかと思う。授業でも生かしたい。

佐藤（勝）：

動画の説明が有効だった。生徒は本時の流れが分かったのでやる気が出ると思った。

緩急を付けさせるために「最初に集中させて後半は賑やかになる」のがよかった。

地理的な要素もあり、理科だけでなく、日本の自然を学ぶことができるのがよく、生徒

が楽しそうだった。個々に学べるものが多かった。
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高橋（正）：

優しい口調かつスピード感のある授業がよかった。地理でも地球環境など興味深くみて

いた。地理でも使えそうだった。

クロームブックの使用については試行錯誤中だが、動画の資料を見せると生徒は視覚に

残るので、解説動画のようなもので授業に取り入れればよいと思った。楽しい授業だった。

阿部：

事前準備（都道府県に付箋を張るようにする）のおかげでスムーズに調べられた。動画

で確認することで発言を促せていた。作業が苦手な生徒がおり作業時間に差が出るが、周

りの生徒がフォローしていたので、できる生徒も教えると理解が深められると思った。

時間を指定すると焦ってしまうので、「制限時間がない調べ学習」にすることで安心し

て生徒が活動に向かえるのではないか。

「水平」や「緯度」という言葉を理解していない。「親」と「親類」の違いなども同様

である。見て捉えることができても、説明するために語彙力が必要だと思った。国語科と

して頑張る。

菊地：

元気な生徒がいい。先生との信頼関係が築けている。

支援が必要な生徒の発言やICT活用について心配してい

たが、余計な動きもなく、生徒たちは立派だった。

繰り返しやればできるが、「このページのここを見る」

と焦点化すると効果的だと思った。

グループ学習に慣れない生徒もいるが、機械的でも

グループ分けをすると活動の場が作れると感じた。

クロームブックは最初の方で色分けしていたが、共同

作業にする手もあると思った。

付箋の活用はクロームブックの機能でもできる。

（伊藤：付箋を使ったのは、「一つしか無い地図で作品ができあがる」から）

バイオームなどの用語も私でも充分理解できた。

千田：

導入の計算の仕方の説明で、動画を止めることで生徒が充分に確認できていた。クロー

ムブックは便利だが、考える時間や考える力の育成は課題である。メリハリを付けたい。

結果を付箋に書いて貼ることで生徒が興味を持って臨めるのでよい。調べ学習の生徒へ
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の支援については、話を聞いていない生徒への指導が難しいが、ペアでもやる方法がある

と感じた。

調べる地域と年代の違いを比べると気付きが促されると思った。

籾山：

「分かる、できる授業」の観点から、生徒同士の教え会う機会を確保する点で、日本地

図に付箋を張りに行くついでに教える生徒がいたのであえて「歩かせる」ことが効果的だ

と思った。調べ学習の際、資料としてクロームブック使用は便利であった。

澤木：

解説動画を使用する際、「止めながら全体で

説明する」、「個々で自由に視聴させる」とい

ったやり方があり参考になった。

データを整理したりそこから読み取ったり

する活動があったが、数学では「データの分

析」の分野で基本的な手法を学習するので、

理科などの他教科の授業で生かすためにしっ

かり教える必要がある。

参観者（横手高校）

暖かさの指数をもとに地球温暖化に気づかせる授業展開はとても勉強になった。生徒た

ちが日本のどの地点を選ぶのかとても楽しみだったし、生徒たちが求めたＷＩが地図上の

成果物にまとまることで、次の展開への意欲が増したように見えた。計算の仕方が身につ

き、考察で気づきを共有したことで「できる授業」と「思考力・判断力・表現力の育成」

が短い時間の中で実現できている授業を拝見させていただいた。自校で共有させていただ

きたい。

（４）指導助言

佐藤 栄幸 教育専門鑑：

・あいさつが大きい声で、授業でもいきいきしていた。

・指導案を見ると１時間でできるのかと感じたが、何をやるかの指示が的確であった。

・「暖かさ」の数値を生徒に求めさせるのが、主体的な学びとなっていた。

・「動画」や「データの収集」などのICTの活用が必要な場面で行われていた。生徒が学

びの成果を実感できるように、取り組みがどう変わったかを「見える化」されているの

がよかった。付箋やICTなどの教材のよさが生かされていた。

・学習指導要領には、「観察実験から法則などを見いだし表現し理解する」と示されてい

る。２００個くらいの「見いだす」という言葉が用いられている。従来は「基礎となる

知識・技能を身に付ける」、「思考し表現する」、「主体性につなげる」という流れで学

習が進んでいたが、「生徒が主体的に学ぶ」、「思考する」、「他者へ表現する」、「知識や

技能を身に付ける」という逆の流れが見えてくると感じた。そもそも理科はそのような

学問である。今回の授業では「見いだす」授業だった。
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・課題の１つ目は、周囲と共有する場面でデータが少なく比較できていなかったことであ

る。生徒が求める共有の仕方が必要である。

・課題の２つ目は、評価の手段を指導案に示すことである。これは事前に設定しておくこ

とが大切である。

・評価は、「先生は指導に生かす」、「生徒は学習に生かす」、「妥当性のないものは見直す」

の３点が重要である。指導と評価は車の両輪のようなものである。生徒や保護者に示せ

るレベルにしなければならない。

（５）質疑応答

特になし
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保健体育科（体育）学習指導案 

日 時：令和４年１２月２０日（火）５校時 

場 所：体育館 

対 象：２年Ａ組 （普通科２６名） 

授業者：小野 孝之、宇佐美 大輔、佐藤 浩樹 

                                    （Ｔ１）   （Ｔ２）    （Ｔ３） 

１ 単元名  Ｇ．ダンス 「創作ダンス」 

 

２ 単元の目標   

  （１）ダンスに主体的に取り組むとともに、互いに共感し高め合おうとすること、役割を積極的に引き受け自己の責

任を果たそうとすること、合意形成に貢献しようとすることなどや、健康・安全を確保することができるよう

にする。（関心・意欲・態度） 

  （２）グループや自己の課題に応じた運動を継続するための取り組み方を工夫できるようにする。（思考・判断） 

  （３）表したいテーマにふさわしいイメージをとらえ、個や群で、対極の動きや空間の使い方で変化を付けて即興的

に表現したり、イメージを強調した作品にまとめたりして踊ることができるようにする。（技能） 

  （４）ダンスの名称や用語、体力の高め方、課題解決の方法、交流や発表の仕方などを理解できるようにする。（知識・

理解） 

 

３ 生徒と単元 

① 生徒観 

男子１９名、女子７名、計２６名のクラスである。男子生徒の多くが運動部に所属しており、活発な生徒が多

いクラスである。運動することに対して苦手意識を持っている生徒もいるが、運動部に所属している生徒が中心

となり、お互いに高め合おうとすることができていると感じる。しかし、ダンスに対しては全身で表現すること

や全体の前で発表することに対して苦手な生徒が運動部員も含めて多い。その理由として表現することに対する

「恥ずかしさ」を感じている生徒がクラスの大半を占めている。 

   ②教材観 

ダンスの学習は、表現や仲間との交流を通してコミュニケーションを豊かにすることを重視し、仲間ととも 

    に感じを込めて踊ったり、イメージをとらえて自己を表現したりすることに楽しさや喜びを味わうことができ 

る運動である。また、グループや自己の課題に応じた運動を継続するための取り組み方を工夫できるようにする

ことが大切である。 

 ③指導観 

   テーマに応じた表現を仲間とともにグループで考え、発表することを通して、クラスの大半が感じている「恥

ずかしさ」の先にある、仲間とともに表現することの楽しさや喜びと達成感を味わわせたい。また、テーマには

様々な種類があることを理解させ、本時の学習を通して各グループが表したいテーマを決めることができるよう

にし、次時以降の学習につなげていきたい。 

 

４ 単元計画 

    １．オリエンテーション、グループ決め １時間   ２．テーマ、曲の設定 ３時間（本時１／３時間目） 

３．テーマに応じた作品創作     １３時間   ４．発表会      １時間 

 

５ 単元の評価規準 

A関心・意欲・態度 B思考・判断 C技能 D知識・理解 

・ダンスの学習に主体的

に取り組もうとしてい

る。 

・互いに共感し高め合お

うとしている。 

 

・これまでの学習を踏ま

えて、目標に応じたグ

ループや自己の課題を

設定している。 

・課題解決の過程を踏ま

えて、取り組んできた

グループや自己の課題

・表したいテーマにふさわ

しいイメージを捉え、個

や群で、対極の動きや空

間の使い方で変化を付け

て即興的に表現したり、

イメージを強調した作品

にまとめたりして踊るた

・ダンスの名称や用語につ

いて、学習した具体例を

挙げている。 

・課題解決の方法につい

て、理解したことを言っ

たり書いたりしている。 

・交流や発表の仕方につい
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を見直している。 めの動きができる。 て、学習した具体例を挙

げている。 

６ 本時の学習 

  （１）本時のねらい 

     グループごとに表現したいテーマを決めることができる。（関心・意欲・態度） 

  （２）学習過程 

     評価の観点（Ａ：関心・意欲・態度  Ｂ：思考・判断  Ｃ：技能  Ｄ：知識・理解） 

時

間 
学習活動 指導上の留意点及び教師の支援 評価規準と方法 

 

導

入 

１

０ 

分 

１．号令、出欠確認、

準備運動 

 

２．本時の目標を確認

する。 

 

 

・出欠状況を把握する。 

 

 

・本時の目標を意識付けできるようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

展

開 

３

０ 

分 

３．テーマに関連した

表現を考える。 

 

 

 

 

 

４．グループごとに発

表する。 

 

 

 

５．様々なテーマと伝

わりやすい表現

の仕方があるこ

とを理解する。 

 

・テーマを提示し、表現をイメージしやすいようにする。 

・学習カードに動きのイメージを記入するように指示する。 

・８拍×２の拍数でテーマに応じた動きを考えるように指示

する。 

・自分たちで拍数を数えながら取り組むことができるよう、

ＢＧＭ（８拍）を流す。 

 

・他のグループの発表を見て、新たな表現の視点に気付くこ

とができるようにする。 

 

 

 

・緩急強弱をつけて踊るなど、動きに変化を付けることが重

要なことに気付くことができるようにする。 

 

 

・作品創作に主体的

に取り組んでい

る。 

【Ａ、観察】 

 

 

 

 

ま

と

め 

１

０ 

分 

６．グループごとに表

現したいテーマ

を決める。 

 

・本時の学習を踏まえて、見ている人に何を伝えたいのかを

明確にするよう指示する。 

 

 

・グループでの話し

合いに主体的に取

り組んでいる。 

【Ａ、観察】 

※主にＴ１が全体に指示する。Ｔ２、Ｔ３は主に各グループの観察及び助言等を担当する。 

本時の目標：グループごとに表現したいテーマを決めることができる。 

発問：見ている人に伝わりやすい表現にするためには？ 
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７．保健体育科分科会 授業者：小野 孝之、宇佐美 大輔、佐藤 浩樹

司会：小松 久子 記録：佐々木 友里亜

（１） 指導者紹介

秋田修英高等学校 校長 猿橋 薫 先生

（２）授業者から

小 野： 生徒が活発に動いてくれて生徒に助けられた授業だったと思っている。分かる

授業、できる授業について体育科の先生方と相談し、動画やスライドを用いて授

業を進めた。動画を映したことで、テーマの意味を理解することができたのでは

ないかと思っている。思考力と判断力の育成では、展開の後半部分で、よりわか

りやすく伝えるためにはどうしたらよいかをグループごとに考えさせる時間を設

けた。生徒たちは活発に意見交換をしていた。反省点としては、適宜グループの

中に入って、もっと助言できればより生徒たちは意見を出しやすかったのではな

いかと思う。また、今日の最終目標であった、「グループごとに表現したいテーマ

を決めることができる」については、予定では３時間取っているうちの１時間だ

ったため、時間内では難しく引き続きグループごとにテーマを模索していこうと

最後に言えれば良かった。

宇佐美： 小野先生のサポートとして指導案を作る段階から色々と話をして進めてきた

が、テーマを決めるのが難しかった。２年生では３学期にダンスが入ってくる。

次に繋がる展開に持って行けたのではないか。ＩＣＴの活用の面からも、自分た

ちで動画を撮りながらやっていけたらいいなということをイメージしながら授業

を行った。生徒たちが活発に動いてくれて良かった。２Ｂも同じ授業を行ったが、

比較的大人しかった。活発だと授業者としてもかなり助かる。

佐藤浩： 自身としても久々のダンスの授業だったが、生徒が活発に話し合って動いてい

たため普段からの指導が活きているのだと思う。どの種目でも今回のように活発

に動けると思う。ＩＣＴの活用は、自分自身も頑張らなければいけない分野で、

体育のことに関わらず勉強していきたい。
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（３）参観者の感想

糯 田： 分かる授業にするために、ホワイトボードやスライドなどの機器を用いたこと

で、生徒の動きやすさにも繋がっているのではないかと思う。素晴らしい授業だ

った。また、生徒たちがグループごとにテーマを選ぶ形式だったが、自由にやら

せるよりも今回のように候補を示して選ばせる方がスムーズにできていいと思っ

た。今日の授業のように、スモールステップの経験が、最後に自分たちの表現力

に繋がっていくのではないかと思う。普段大人しい生徒もどんどん喋って活動に

参加していたり指示を出していたり、生徒の色んな面が見えたため、普段の先生

方の授業の中にも自分を表現する場があるからできていたことなのではないかと

感じた。

石 垣： スクリーンを用いて動画を流した

ことで、生徒にも伝わりやすかった

と思う。いくつかあるテーマの中か

らダンスを考え、最後に発表させる

という授業だったが、見せることで

色んな表現力があるのだと思う授業

だったのではないかと思う。話し合

いの場面でも、先生方がアドバイス

に入っており、そのおかげで生徒たちも楽しく授業ができていたのではと思う。

細 井： 音楽の観点からダンスには非常に興味があった。率直な感想としては、自分の

体育の授業のイメージは、最初に指示して動いている時間が長いが、今回は動い

ている時間が全体の半分くらいだったと思う。全体の十何時間の中のはじめにそ

ういう時間を使うのならいいと思う。本時の目標が、「グループごとに表現したい

テーマを決めることができる」だったが、「テーマに沿った表現をすることができ

る」であれば動いている時間が２／３以上になったのではないかと思う。テーマ

の中から選んでダンスというのは、ジェスチャーゲームのように感じた。ランニ

ングマンを見たときに、かっこいいフリだなというのが最初にきて、走る人とい

うのはすぐイメージできない。音楽やダンスはイメージしたものがそのまま分か

るよりも、イメージはあるがその描写に手が加わって見た目や聴いた感じがかっ

こいいなとなる。ＮｉｚｉＵのダンスも解説すれば「涙」と分かるが、「涙」だけ

をイメージしているわけではなく、そこに手が加わっている。基にあるものをア

レンジしてよりいいものにしていくのが制作。今後は生徒が一から制作して発表

するのか、ある程度踊りを参考にして既成の振り付けを取り入れていくのか、ど

ちらなのか今後の予定を知りたい。

宇佐美： 完全な創作ではなく、例えば「会社員の日常生活」というのをテーマにして進

めるとして、ダンスの技法を用いて仕上げていくと思うので、その中のダンスが
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どこかで見たことあるよねという動きも入ってくるとは思うが、そういうダンス

をうまく組み合わせ、曲に合わせてアレンジしていく感じになると思う。

細 井： ダンスの技法はある程度先生方が教えるとは思うが、ダウンやアップ、ボック

スなど基本的な技法はすでにやっているのか、これからやるのか。

宇佐美： こういうやり方があるよねとある程度授業で教えていくが、それは自分たちも

勉強しながらやっていきたい。中学校ですでにやってきていることを前提に進め

ている。

細 井： それは同感。音楽の実技でギターを教える際に、自分でもギターを練習して、

こういう技術がある、これは難しい、これは簡単だ、これくらいだったら生徒も

ある程度できるかなと見極めが必要になる。技術的なところを教えるときに、た

だやれではなく基本的な技法を参考にするとよい。ダンスの振り付けも、基本の

動作にプラスした動きだったりすると思うので、生徒にもこれはこういうステッ

プだよと教えながらやると、既成のダンスと自分たちでアレンジしたダンスの技

術が結びついておもしろくなるのではないかと思う。また、発表後に発表者へ「ど

んなイメージで踊ったのか」と質問していたが、見ている人たちに対して「今の

は何を表現していたと思うか」と聞いたほうが、伝わったかどうかのやりとりが

できて良かったのではないか。質問の仕方や問いかけに変化球があるとより対話

的になるのではないかと思う。文言的な話で細かくはなるが、最初のスライドで

「この表現は○○を表している」と示されていたが、「この動き（または振り付け）

は○○を表している」のほうが自然。言語活動を考えたときに適切な表現を用い

た方がいいと思う。

高 階： 今回のテーマが思考力・判断力・表現力の育成ということで、時間の提示やホ

ワイトボード、ＩＣＴ活用など緻密な準備がされていて素晴らしかった。意見の

共有のところで、１人はワークシートを書いているが他の生徒は聞いているだけ

になっており、ＴＴを活かすとすればもう１人の先生が生徒の意見を打ち込んで

スクリーンに映すと、他の生徒も可視化できて、クラスの意見としてもまとめや

すいと思う。

佐々木： ダンスの授業はいつも発表会を見せても

らっていたため、今回のような準備段階を見

るのが初めてだったが、１時間の中でテーマ

やダンスを考えて、発表して、というのは時

間配分がなかなか難しかったのだろうと思っ

た。でも生徒たちがノリノリで考えていたの

でこちらも見ていて楽しかった。普段は大人

しい生徒も動きの部分に参加して自分を表現できていたのではないかと思うので、
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ダンスの授業は教室での授業とは違って普段見せられない自分を表現する大事な

授業だと感じた。

小 松： ２Ａの生徒はいつも通りいきいきとしており、生徒の発想力にも驚かされた。

自由に考える雰囲気があったからこそだと思う。先生方が中に入って助言し、話

し合いが進んだグループもあったのでＴＴが活かされていると感じた。ねらいが

テーマを決めるということではあったが、最初の表現する時間をもう少し短くし、

それを活かした表現を再度やってみて、変化をみても良かったと思った。主体的

に取り組んでいるかを評価の観点としていたが、自分自身も主体的かどうかを評

価するのがなかなか難しく、個の評価が課題だと感じた。

校 長： 小野先生の声がはっきりとしていて指示も明確で、生徒も動きやすかったと思

う。生徒もグループ内でよく話し合って取り組んでいた。最初にＮｉｚｉＵのダ

ンスを見せて動きにテーマがあるというのを気付かせる導入は良かったと思う。

また、提示のタイミングが自然で良かったが、途中小野先生の話が中心になって

しまう時間があり、生徒の考えを発表する時間があまりとれず、何を表している

かを生徒に尋ねてみても良かったと思う。発表者がテーマを言ってから発表して、

最後にイメージを言うよりも、発表して、今のテーマが何だったのかを問いかけ

る順番だとより良かったと思う。これだと、伝わるダンスにするためにはどうし

たらよいかを考えられる。最後にどういう変化をつけたらいいかグループごとに

発表する時間があったが、生徒が自分の場所に戻ってからのフィードバックでは

なく、生徒がその場にいる状態で先生からフィードバックし、時々質問するとい

う流れが作れるといいと思う。生徒が自分たちで動きや構成を考えたことによっ

て気付きが生まれ、次に繋がるのだと思う。

（４）指導助言

猿橋 薫 秋田修英高等学校 校長

・生徒が先生の話をしっかり聞いて学ぼうとする姿勢に感動した。

・学習シートをきちんと準備して毎時間活用されており、丁寧な指導をしている。

・タイマーを活用し、時間を意識した授業の流れができていた。

・生徒の意見を聞く時間が少なかったため、もっとそのような時間をとっても良かった。

場合によってはこちらが思いつかないような考えをもっているときがある。

・説明が非常に分かりやすかったが、わかりやすかったが故に生徒が聞き役に回る場面が

多かった。

・曲や歌詞の入ったＢＧＭを用いると、そっちにイメージが偏ってしまうため、ＢＧＭと

して８拍のリズムだけを取り入れているのが素晴らしい取り組みだと感じた。

・体育館にＷｉ-Ｆｉが整備されており、ＩＣＴ活用の準備が整っている。
・ダンスというのはコピーで始まってしまいがちだが、自分たちで考えてこそ創作活動だ

と思うので今後の授業に期待したい。
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以下、参考資料より

・これからの授業においても、「なぜ、どうして？」「不思議だなあ？」という疑問符を

持たせた上で、「なるほどそうか！」と心からの納得と、「すごい、そうだったのか！」

と深く感動するような場面を作り出す工夫をすることが教師にとって大切なことでは。

・大切なことは、教師指導中心の授業から学習者（生徒）中心の授業への転換である。学

びの主導権は生徒にあり、教師は生徒の学びを支援する立場となる。

・社会のあらゆる場所でＩＣＴの活用が日常のものとなっている現代社会においては、学

校教育においてもＩＣＴを効果的に活用することにより、子どもたちの学習活動を今後

の人生につながる質の高いものにすることが重要。

・体育の授業が楽しいと感じる取組

○授業の初めに目標が示されている

○授業の最後に学んだことを振り返る活動

を行っている

○友達と助け合ったり、話し合ったりする

活動を行っている

・心がけたい授業

○おもしろくてしかたなく、やる気がみな

ぎる授業

○「できる」「わかる」がつながる授業

○「なぜそのように動くと良いのか？」を考えた結果、納得できる授業

○価値のあることを上手に熱心に教える授業

・陥りたくない授業

○できなくても楽しければよい授業

○やらされて、しかられ、やる気になれない授業

○技能だけ身につけばよい授業

○体力作り一辺倒の授業（走れ！鍛えろ！）

○教師の画一主義（○○以外は認めない・・・）の授業

（５）質疑応答

特になし
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令和４年度 校内相互授業参観研修について

令和４年８月２５日

研修部

１ 目 的 教員が相互に授業を参観することにより、自らの課題の改善の手立てを考

える機会とし、生徒の学力向上に活かす。その際、次の指導主事訪問一ヶ月

前課題にも留意し、意見交換できるよう努める。

「主体的・対話的で深い学びの実現に向けた、生徒の発言や考えをつなぐ発問の工夫」

２ 期 日 令和４年９月２７日（火）３～６校時

３ 方 法

（１）上記の期間内の授業を公開する。

（２）上記の期間内の授業を１時間以上参観する。

（３）初任者の授業（澤木先生 ４校時、５校時）はなるべく多くの教員が参

観する。

（４）事前に参観の希望をとります。別紙の希望表に記入し、９月１６日(金)

までに「希望表提出封筒」（教頭先生の席の前に設置予定）に提出して

ください。

（５）時間がない時は、導入、展開、まとめのいずれかの部分参観でも可とす

る。

（６）参観者は、参観シートに記入し、印刷したものを授業者へ、ファイルは

研修部のフォルダに保存する。ファイル名は「(職員番号)R4参観シート

(参観者氏名)」で、１０月３日（月）までにお願いします。



〈歴史総合〉
No.学年 良かった点 改善した方がよいと思う点

1 1

・クロームブックでの、パーツを動かす作業、インターネットでの調査、電子黒板での重
要事項の全体への提示、生徒の作業の成果の共有など、授業におけるICTの活用のバ
リエーションを知ることができた。
・年表づくりを生徒自身が行うことで、「情報を読み取って表現する力」、「他者と協力し
て試行錯誤してつくる力」を養うことができると考えた。
・生徒は情報を読み取ったり、人物や出来事の関連を思い出すのに苦労している様子
であったが、時間をかけてもこのような活動を時々取り入れてみることも必要であると感
じた。
・授業では、個での作業を多めに取ることで、協働学習が機能しやすくなっていた。
・一度作業を止めて全体で視点や既習事項を共有したり、生徒の考えを取り上げて別
の生徒に当ててつないだり、自力思考と協働学習を行き来させたりなどの工夫があっ
た。

・歴史は、「いつ」、「どこの誰が」、「何をした」という流れが文章で表現されていると全体
像を把握することが難しいが、年表のように構造化されていると分かりやすくなると感じ
た。
・生徒が学習内容を十分理解していないと、思考力・表現力が必要な活動は滞ってしま
うため、基本的な知識・技能を確実に習得させるとともに、つまづいたときの支援を想定
しておく必要があると感じた。
・ユニバーサルデザインの視点では、黒板に本時の学習の大まかな流れを示しておく
と、生徒が何の活動をしているか分かりやすいと思う。

〈数ⅠA（１年）、数Ⅱ（２年）〉

No.学年

1 2

　黒板と電子黒板を上手く併用していた点は、参考になった。公式を消さずに残しておく
のは黒板だけでは限界がある（消してしまう）が、電子黒板を活用することで消さずに残
しておくことができる。

特になし

2 1

・電子黒板と黒板を上手く併用し、電子黒板の活用にもなれている様子が伺え、授業が
スムースに進んでいた。
・説明と演習の時間を十分にとっていたので、生徒は範囲と中央値について理解するこ
とができたと感じた。
・数字の羅列から様々な情報を読み取る事ができるという数学の面白さを体験すること
ができた。

・範囲と中央値を利用して「現象」を説明するという主題だったが、「現象」とは何かが、
ぼんやりしていて、説明の文章が作りにくいのではなかったかと、少し残念だった。

3 1

・「前を向いてください」と活動の区切りごとに指示をして、集中をうながしているのがよ
かった。

・生徒９名だったので、机間巡視をこまめにして、個別の指導を多くしたほうがいい。
・生徒の活動時間をもっと多くし、問題を多く解くことで、定着を図るとよい。
・プリントの穴埋めをあっさり解説してしまったので、生徒に答えさせるとよい。
・本時の目標を生徒ができるよう時間配分を工夫した方がいい。（どの活動に時間を多く
取るか）
・中央値と平均の違いがわかったかの確認を次時に行うとよい。（前時の振り返り）
・資料の数値ミスがないよう、教材の点検をすること。（生徒のやる気に影響する）

4 1

・導入でのクロームブックの活用で、生徒に課題に興味を持たせていて、効果的な利用
であった。
・発問もよく、生徒の発言から次の課題へつなげられていた。
・問題提示としての導入時点での効果的なディスプレイ表示の用い方が参考になった。
・生徒の発言が次の課題につながるような問題の提示となるための教材研究の視点が
参考になった。
・単元の目標達成のための意図が明確だった。

特になし

5 1

・導入は生徒が興味・関心のもてるものでおもしろいと思った。
・前を向かせて集中させるところは規律があって良いと思った。

・生徒が集中できないので、板書の際は話さない方がよい。
・もっと生徒の様子や反応を見ながら授業をすすめるべきである。
・生徒への発問を少人数の授業に対応したものに工夫すべきである。
・「範囲が大きいと散らばり具合が大きい」というのは生徒も気づける可能性があるの
で、生徒から引き出しても良いと思う。
・生徒に考えさせたり、生徒同士の学びの時間がある時間配分に工夫が必要である。

〈地学基礎〉
No.学年

1 1

・本時の目標が板書され、授業の最初に確認されており、１時間で何を学ぶか生徒が理
解しやすかった。
・授業の流れ、確認すべき点が授業開始前から板書されており、今どこにいるのか・あと
どれくらいあるのかが分かり、生徒の集中する力をうまくコントロールできるように思え
た。
・教科書の図表をコピーして配付し、それをノートに貼らせるという手法が良かった。
・上手く答えられない生徒にも上手にヒントを出していて、生徒がリラックスできる雰囲気
が素晴らしかった。
・予定した内容を時間内にまとめており、生徒の実態を把握して授業が組み立てられて
いた。

特になし

2 1

　教科の特性を生かした「実験」を含む授業で「目標の設定」から「雰囲気作り」「発問や
進行」「まとめ」という授業全体について大変参考になった。

①授業の規律と雰囲気作り
▶授業開始の号令や授業のきっかけとなる「話題」にも、授業者による「明るく前向きな雰
囲気作り」が感じられた。また事前に板書や資料提示の環境が整っており、スムーズな
授業につながってることが参考になった。
②「目標の設定」
▶「雲の十種類に分類できる」という明確な到達目標がある一方で教科書だけでは、機
械的な暗記になってしまう懸念があった。しかし夏休みの課題で生徒自身が取り組んだ
「雲の写真」と「つながり」をもたせるという関心を高める構成が参考になった。
③「実験」
▶プロジェクターで雲のできるメカニズム全体をイラストを用いて投影し、見える化（ＵＤ）
することで実験の意図も共有されていた。また過冷却水の特性を実験によってわかりや
すく提示する際の「見せ方」にも授業者の印象に残りやすい配慮がされており一連の流
れが大変参考になった。
④「発問や進行」「まとめ」
▶「雲の種類」をその特徴を関連付けながら、知識化する際も個々の生徒の理解度を踏
まえながら解答を引き出す工夫と授業者の経験に基づいた解説やフォローが随所に見
られ参考になった。

特になし

3 1

・雲のでき方を全体で共有する際に、一枚のスライドで要点をまとめたものを写真付きで
提示しており、視覚的に分かりやすかった。
・高校時代、理科の授業であまり実験を見たことがなかったので、実験という形でどんな
条件で現象が起こるかを示すことで、生徒は理論を実感を伴って理解しやすいと感じ
た。
・雲の種類の紹介では、抑揚の付けた話し方とどんな雲なのかというイメージを持たせ
る解説の仕方が参考になった。

特になし

令和４年度　校内相互授業参観研修　感想集計

-02-
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令和４年度 職員研修

「特別な支援を必要とする子どもへの切れ目ない支援体制整備について」

研 修 部

１ 日 時： 令和４年７月２１日（水）

１４：３０～１５：３０

２ 場 所： メディアルーム

３ 講 師： 県立大曲支援学校 教諭（兼）教育専門監

本多 由香 様

４ 進 行： ①講師の紹介（研修部）

②研修～講演～

③質疑応答

④お礼の言葉（校長）

５ 準 備： 研修部（資料、パソコン、プロジェクター、スクリーン ）
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職員研修 「特別な支援を必要とする子どもへの切れ目ない支援体制整備について」

県立大曲支援学校

教諭（兼）教育専門監

本多 由香 先生
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職員感想 まとめ

・本校でも発達障害を抱えていると思われる生徒がおり、個別の適切な指導を模索して

いる中、専門的な見地から助言をいただきたいと考えていた。個別のケースにもご助

言をいただき、有意義な研修となった。

・用意していただいた資料が大変参考になりました。それぞれの発達障害の特徴と対応

例を詳しく説明いただいて、大いに勉強になった。

・今後外部からの支援として、高校学校特別支援隊等の活用を検討したい。
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初任者研修を終えて 

数学科教諭 澤木 瑛保 

１. 校外研修について 

 

（１）研修内容 

期 実 施 日 研 修 内 容 

Ⅰ ４／２７（水） 【開講式】 初任者への期待   

○教育公務員の服務   

○学校組織の一員として①～組織原則の理解～  

○授業づくりの基本   

○授業で取り組む情報教育①  

Ⅱ ５／１１（木） ○学習指導要領の要点 

○教科指導の現状と課題  

○教科指導計画の作成 

Ⅲ ６／８（水） ○教科における基本的な指導技術と授業展開  

○教科における評価の内容と方法 

○いじめ等の問題行動や不登校の理解 

Ⅳ ８／４（木） ○安全教育と応急手当  

○教員のメンタルヘルス 

○他者と共によりよく生きる力を育てる道徳教育  

○授業で取り組む情報教育② 

Ⅴ ８／１７（水） ○キャリア教育の充実  

○いじめや不登校への具体的な対応 

○総合的な探究の時間の充実 

Ⅵ ８／３１（水） ○高校入試問題を授業改善に生かす  

○ロイロノートを活用したグループ別協議の進め方について                             

○授業研究会Ⅰ 

Ⅶ ９／２８（水） ○授業展開の方法と実際①  

○教材研究と教材開発の工夫 

Ⅷ １０／２７（木） ○授業実践研修 

Ⅸ １１／２（水） ○特別な支援を要する児童生徒の理解と支援①         

○特別な支援を要する児童生徒の理解と支援②                        

○授業展開の方法と実際② 

Ⅹ １／２５（水） ○学校における教育相談 

○特別活動の理解とホームルーム経営 

○学校組織の一員として②－目標管理－ 

【閉講式】初任者研修を終えるに当たって 
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（２）校外研修を通して 

 校外研修では、教職員としての心構えや、学習指導要領や教育課程についての基礎的知識や実

践方法について学んだ。近年の教育界の動向に合わせた現場で役に立つ理論について、実践を交

えながら学ぶことができた。初任研の先生方と、各教育活動についての現任校での取り組みや課

題を共有したり、指導方法について議論したりする演習の機会が多くあった。特に、研究授業に

向けて、指導主事や新任の中学校の先生方と合同で授業を検討し実践することを通して、指導内

容、指導方法、自身の授業スキル、中高連携の在り方などを多面的・多角的に見つめ直すことが

でき、大変貴重な機会であった。また、天王みどり学園での授業参観では、近年課題とされてい

る「ICT の活用」や「個別最適な学び」についての見識を深めることができた。以上の経験ら、

これから求められている教育についての視野を広げられたことが大きな成果であった。今回学ん

だことを適宜振り返り、日々の指導の工夫・改善にどう生かしていけるかを考えていきたい。 

 

２. 校内研修について 

 

（１）一般研修 

 実 施 日 研 修 内 容 指 導 者 

１ ４/２２（金） 本校の組織と服務規程について  教頭 

２ ４/２５（月） 本校の教育目標と教員としての使命感  校長 

３ １２/２６（月） 危機管理体制とその在り方 教頭 

４ ４/１９（火） 学校行事と年間行事予定、PTA 組織について 総務主任 

５ ５/２５（水） 本校の教育課程について  教務主任 

６ １/１８（水） 校内規定と評価 教務主任 

７ １/１８（水） 通知表の作成と生徒指導要録の記入方法と取り

扱い 

教務主任 

８ ６/１３（月） 生徒指導の現状と問題点  生徒指導主事 

９ ７/２７（水） 問題行動の事例研究 生徒指導主事 

10 ７/２５（月） 生徒会活動、部活動の指導の在り方 特活部主任 

11 ６/２１（火） 本校の進路動向と進路指導の進め方 進路指導主任 

12 ９/２９（木） 進路指導の進め方 進路指導主任 

13 ７/２８（木） 保健室の利用状況と健康管理 養護教諭 

14 １１/２５（金） 特別な支援を要する生徒の指導 養護教諭 

15 １０/３０（日） 学校図書館の在り方と利用状況  進路指導主事 

16 ４/２５（月） 初任者研修の意義と年間計画 研修部主任 

17 １/２４（火） 初任者研修を振り返って  研修部主任 

18 １１/１６（水） 学年経営とホームルーム経営の在り方  学年主任 

19 １/１８（水） 学級担任の実務と心構え  学年主任 
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（２）教科研修 

 実 施 日 研 修 内 容 指 導 者 

１ ６/２２（水） 授業参観と研究協議Ⅰ  教科指導員 

２ ９/２７（火） 授業参観と研究協議Ⅱ  社会科教諭 

３ ６/２２（水） 授業参観と研究協議Ⅲ  数学科教諭 

４ ９/２７（火） 授業参観と研究協議Ⅳ  理科教諭 

５ ７/１５（金） 研究授業と研究協議Ⅰ  教科指導員 

６ ９/２７（火） 研究授業と研究協議Ⅱ  教務主任 

理科教諭他 

７ ９/２７（火） 研究授業と研究協議Ⅲ  数学科教諭他 

８ １０/２５（火） 研究授業と研究協議Ⅳ  英語科教諭 

９ ７/１３（水） 示範授業①  教科指導員 

10 １２/２６（水） 教科指導と教育機器の活用  教育情報主任 

11 ４/２１（木） 担当教科の年間目標と年間指導計画 教科指導員 

12 ７/２１（木） 評価方法と評価規準①  教務主任 

13 １１/９（水） 評価方法と評価規準②  数学科教諭 

14 ７/１４（木） 授業評価と授業改善①  教科指導員 

15 ６/６（月） 学習指導案の作成①  教科指導員 

16 ８/１６（火） 学習指導案の作成②  教科指導員 校長 

17 １０/２１（金） 学習指導案の作成③  教科指導員 

18 ５/１３（金） 考査問題の作成と検討①  教科指導員 

19 １０/１３（木） 考査問題の作成と検討②  数学科教諭他 

20 １２/７（水） 考査問題の作成と検討③  数学科教諭 

21 １０/２８（金） 生徒の活動と学習形態の工夫  教科指導員 

22 ４/２０（水） 生徒の学力の実態把握  教務主任 

23 １/２４（火） 年間の教科研修の成果と課題 教科指導員 

 

（３）校内研修を通して 

 下橋校長、藤原教頭、指導教員の佐藤先生、各分掌の先生方をはじめとするたくさんの先生方

から、校務の仕組み、現場に即した教科指導や生徒対応についてご指導いただいた。本校での実

際の取り組みがどのような理論に基づいて行われているのか、本校の生徒の実態に応じてどう工

夫していくべきかという視点で詳しい説明をいただくことができ、先生方の日頃の取り組みの成

果の要因について理解を深めることができた。また、それらをもとに自分自身がどう取り組んで

いくべきかについても親身になって相談にのっていただき、現場に合った実践がどのようなもの

かについて、日々の実践と振り返りの繰り返しを通じて身に付けていくことができた。雄物川高

校の先生方に支えられた大変充実した１年となった。 
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３. 初任者研修を終えるにあたって 

 

 私が現場に出る前は、某大学の教育学部を卒業後、教職系の大学院で２年間学んだ。講義を通

して理論を知識として身に付け、配属校で実践して振り返るという「理論と実践の往還」のもと

で、現場に生かせる実践的指導力を身に付けようと励んだ。しかし、現場に出てみると、大学院

で学んだことが通用しないことがほとんどであることに気が付いた。また、ちょうどコロナ禍や

学習指導要領改訂の時期と重なり例年とは異なる学校現場で、どんな対応が正解か分からずに右

往左往することもあった。そうして教員として経験を積んでいく中で、一般論をそのまま実践に

当てはめるのでは不十分であり、時と場合に応じて、学校及び受け持つ生徒の実態に合わせた指

導や心掛けが重要であることを痛感した。 

 このような経験があったからこそ、初任者研修の１年間は以前学んだことを再確認するととも

に、現場の実態に応じた取り組みに焦点化して学ぶ姿勢をもって臨むことができた。普段の職務

では、自分なりに今までの経験を生かすとともに、生徒の実態に応じて工夫・改善をして取り組

むことを徹底することができた。また、現任校の先生方や新規の先生方、センターの指導主事か

らたくさんの体験談及びそれに基づく教訓や考えをいただいたり議論したりしたことから得られ

るものがたくさんあった。 

 これから最も意識したいことは、場面や状況に適した対応を行うことである。近年、予測困難

な社会を生き抜く人材の育成に向けて教育の在り方や方向性が見直され、それに伴い学校教育の

大幅な質的変化が求められている。一方で、学校現場で問題が起こってしまうと、その対応に追

われてしまうため、学校教育をどう変えるかを考えている場合ではなくなる。研修で身に付けた

職務遂行能力をより高めるよう努めるとともに、それを生かして与えられた役割は責任をもって

こなすことを徹底していきたい。その上で、学校が円滑に運営されていくように、学校の一員と

して方向性の検討や共通実践に向けて取り組んでいきたい。 

 今後は、より社会が予測困難になっていくとともに、今までにない職務を経験することが予想

される。そこでまずは、先生方の連携を大切にしたい。研修では、多様な人との関わりが問題の

解決につながると感じたことが多くあった。よって、一人で解決できない場合は、一人で抱え込

まずにチームで連携して取り組むことを大切にしたい。また、研修は一段落するものの、その後

も「自ら学び続ける姿勢」を大切にしたい。社会の変化に柔軟に応じて知識や価値観及び実践を

変化させていくとともに、失敗からも積極的に学んでいきたい。 

 

 最後に、これまでご指導いただいた先生方に心から感謝申し上げます。本当にありがとうござ

いました。今後とも、ご指導のほどよろしくお願いいたします。 
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令和４年１１月２２日

令和４年度生活安全指導者研修会報告

趣 旨 学校安全の中核となる教職員に対して生活安全に関する研修を行い、指導者の資

質向上と学校における生活安全教育の充実を図る。

主 催：文部科学省・秋田県教育委員会

日 時：令和４年１１月１日（火）午前 10時から午後３時 30分まで
方 対：Webex Meetingsを活用したオンライン形式
象者：幼保・小・中・高・特支 各学校担当者

参加者：菊地理香

内容：

「学校での一人一台端末とセーフティ」

講師：一般社団方針セーフティインターネット協会 主席研究員 高橋 大洋 氏

１ 学校での１人１台端末の意味

○情報社会で求められるスキルの習得

・家庭環境に左右されずに学べる唯一無二の学習の場として学校教育。

・環境整備や情報端末の基礎的な知識を習得していく子どもにとって助走期間。

○学校外での利用の隠れた課題

・「受け身（消費・娯楽）利用」、「プライベート場面での利用」の偏り

→公的な利用はできていない。公的な場面での利用体験する授業を情報の授業以外で学

ばせて欲しい。

・ネット上のコミュニケーションはコミュニケーションが上手く出来ないのではない、ま

た、相手が悪いのでもない。ネットの社会では、対面しないので人間の限界なのだと人

間心理を学ばせる必要もある。

○１人１台端末の活用段階

・教室で授業中に利用

・学校や先生からのお知らせを確認

・自宅から宿題の提出

・自宅での調べ学習

・リモート学習での利用（非常時向け準備済みは全国９５．２％、県内８９．１％）

○先進校は「失敗から学ぶ」ことを前提

・問題は起きる。早く発覚すれば絶好の指導機会。

・秋田県の使い方は、全国に比べてだいぶ控えめで慎重である。多くは生徒一人での利用

が多く、家庭での利用も遅れている。

○ネット利用のトラブルの捉え方

・深刻なトラブルは減ってはいない。性暴力被害や自滅滅型の投稿は原状復帰は難しい。

・トラブル数は減少していないので注意喚起する必要がある。

○トラブルが起こる理由

・子どもに理由→知識や経験の不足（学ぶ・試す場面の有無）、未成熟、満たされなさ、

居場所のなさ（結果として不適切利用）

・環境の理由 →メディアとしての特性（魅力的、無料、学びにくさ）、

周囲の大人の行動・対応（受け身、場当たり）

○長引くコロナ禍の悪影響

・小中高ともネットの利用時間が増加

・ソーシャルスキルの獲得・発達を阻害（学校でのマスク着用、黙食）
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２ いま学校に期待されていること

○情報モラル教育の一大転換期

・ケータイは使わせない→活用能力の習得を支援

（活用場面づくり、失敗から自ら考え学ぶ）

○家庭（保護者）への基本的な態度

・まずは受け止める。既に使いすぎの場合、優先することは家族の関係を良好に保つこと

・指導者ではなく同じ一人の利用者として接する。

○教員・保護者の実態

・これまで外界と切り離されていた学校は「最も遅れている場」、教員は他の社会人より

遅れている。TikTokの現物を先生方も見た方がいい。
・大人自身の利用が消費や娯楽に偏っている。

○大切な使いすぎないリテラシー

・自分で利用時間を終わらせる練習が必要。。その上でネット利用以外の時間（学業以外）

を増やすことが目指させることである。

○学校と保護者の連携

・学校での取組の状況を知らせる。学びの形とネット利用（前提）の変化

・学校の原則（ルール、方針、健康やセキュリティの配慮）

・知識習得の学年毎での見通しと実際の進度

・ネット利用前提での学習の実際

「学校事故対応について～過去の事例から」

協議・演習 秋田県教育庁保健体育課

瞬時の判断で行うこと

・子どもたち安全確保や避難誘導

・不審者への対応

・１１０番もしくは１１９番通報

・負傷者の手当て

・救急車の誘導と救急車への帯同

・管理職への報告

・保護者への連絡

・保護者へ引き渡しの際の駐車場の確保などなど

○学校の危機管理の目的

児童生徒等や教職員の生命や心身等の安全を確保すること

○学校管理下において事件・事故災害が発生した際

・児童生徒等の生命と健康を最優先に迅速かつ適切に対応を行う

・発生原因の究明やこれまでの安全対策の検証

・児童生徒等に対する心のケアや保護者への十分な説明、再発防止などの取組

【事故発生直後の取組】

（１）応急手当の実施 ＜子どもの命が第１優先＞

・被害者児童生徒等の生命に関わる緊急事案については、管理職への報告よりも救命処置

を優先し迅速に対応する。

・救命処置において、意識や呼吸の有無が「わからない」場合は、速やかに心肺蘇生とＡ

ＥＤ装着を実施する。

・応急手当を優先しつつも、事故の発生状況や事故後の対応等について、適宜メモを残す

ことを心がけ、対応が一段落した時点でメモを整理する（応援に駆けつけた教職員に対
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し、記録担当の役割を指示する。）

（２）被害児童生徒等の保護者への連絡 ＜落ち着いて、まず保護者に第１報を＞

・事故にあった生徒や加害生徒は相当の心的負担がかかっていることに留意し、心のケア

を十分に行う

・被害児童生徒等の保護者に対し、事故発生（第１報）を可能な限り早く連絡する。なお、

その際には、事故の概況、けがの程度などについて、まず保護者に第１報を最低限必要

とする情報を整理した上で行う。

・被害の詳細や搬送先の医療機関名等、ある程度の情報が整理できた段階で、第２報の連

絡を行う。以後、正確かつ迅速な連絡に努め、情報の共有を図る。

（３）現場に居合わせた児童生徒等への対応 ＜基本的には平常時と同様に、健康観察。

教職員も心のケアを＞

・事故にあった本人はもとより、加害児童生徒等も傷つき、相当の心的負担がかかってい

ることに留意し、心のケアを十分に行う。

・命に関わるような状況に遭遇したり、それを目撃したりした場合などには、通常のスト

レスでは生じない精神症状と身体症状が現れることがあることを理解し、迅速に心身の

健康状態の把握を行う。なお、事故直後に現れず、しばらく経ってから現れる場合があ

ることを念頭に置く必要がある。

【事故発生直後～事故後１週間程度の取組】

（１）危機対応の態勢整備 ＜チームとして対応！役割分担はできていますか。＞

・校長のリーダーシップの下、被害児童生徒等の保護者対応、報道対応、チームとして対

応する。

・危機発生時は様々な対応を集中して行う必要があるため、的確な方針と実施のために人

員が必要となる。学校だけで手が回らない場合は、学校の設置者に人員の派遣等の支援

を要請し、必要な人員を確保し対等に当たる。

・対応を行う教職員には相当の心的負担がかかっていることに留意し、関係教職員に対す

る配慮も必要である。

＜校内役割分担の例＞

本 部 全体の把握と指示

聴き取り担当 教職員や生徒への聴き取り

個別担当 生徒の保護者等の個別の窓口

保護者担当 保護者会の開催やＰＴＡ役員との連携

報道担当 報道への窓口

学校安全担当 校長や教頭の補佐、学校安全対策、警察との連携

庶務担当 事務を統括

情報担当 情報を集約

総務担当 学校再開を統括

学年担当 各学年を統括

救護担当 負傷者の掌握、応急手当、心のケア

現場の指揮命令者は応援のために事故場所に到着した教職員に次の役割を指示し対応にあ

たる

＜例＞

ＡＥＤの手配、心肺蘇生等の応急手当、救急車の要請、保護者への連絡、生徒の誘導、

救急車の誘導、記録
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（２）被害児童生徒等の保護者への対応 ＜信頼される地域の学校→対立する対象＞

・応急手当等後、できる限り迅速かつ確実に事実確認を行い、学校側が知り得た事実は、

被害児童生徒等の保護者に対し正確に伝える等、責任ある対応を行う。

・学校は、被害児童生徒等の保護者に寄り添いい、信頼関係にたって事態への対処ができ

るよう対応の責任者を決め、常に情報の共有化を図る。

（３）学校の設置者等への報告、支援要請 ＜重篤な事故（３０日胃鋤雲の負傷や疾病）

も報告＞

・学校は死亡事故および治療に要する期間が３０日以上の負傷や疾病を伴う場合等重篤な

事故が起こった場合には、学校の設置者等に速やかに報告を行う。

・ヒヤリハット事例については、校内で発生した事例を教職員間で共有するなど、各学校

において適宜調査を実施した上で学校の設置者にも報告する等、重大事故が発生する前

に対策を講じることが必要であることに留意する。

・必要に応じて、警察等の関係機関に対しても情報提供を行う。

（４）保護者への説明 ＜保護者説明会の開催等 被害生徒等の保護者の意向を確認、承

諾＞

・保護者間に憶測に基づく誤った情報が広がることを防ぐために、被害児童生徒等以外の

保護者に対しても、状況に応じて、保護者説明会等の開催など、必要な情報共有を行う。

・外部に出せる情報を明確にする。

・被害生徒等の保護者の意向を確認、承諾

（５）記者会見を含む情報の公表および関係機関との調整

＜被害児童生徒等の保護者の意向を確認、承諾を得る＞

・報道などの外部への対応については、窓口を一本化し、情報の混乱が生じないよう、事

実を正確に発信する。

（６）基本調査の実施

・学校において死亡事故および報告対象となる死亡以外の事故のうち、学校の設置者が必

要と判断した自己については、「基本調査」に着手する。原則として３日以内をめどに

関係する全ての教職員から聴き取り調査を実施するとともに、居合わせた児童生徒等へ

の聴き取りを実施する。

【確認】

・子どもの命が第１優先の対応

・被害児童生徒等の保護者に寄り添った対応

日頃から・・・

・学校安全について校内研修等で協議・情報共有をお願いします

・事故発生時は全教職員で迅速な対応が求められます。危機管理マニュアルに基づき､子

どもたちの安全確保、応急手当、その後の態勢整備等の対応を実施できるよう、役割の

確認をお願いします。

・危機管理マニュアルのを繰り返し見直し学校事故対応をイメージしながら、内容をバー

ションアップさせていくことが大切です。
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Ｂ講座 「高等学校道徳教育推進研修講座」 

 

道徳教育推進教諭  髙橋 弘毅 

 

１ 研修名：Ｂ－１３ 高等学校道徳教育推進研修講座 

２ 日 時：令和４年６月１０日（金） 

３ 場 所：秋田県総合教育センター 

４ 目 標：新学習指導要領の趣旨を生かした道徳教育について理解を深めるとともに、道徳教育の実践的な 

推進力を身に付ける 

５ 受講者：県内２０校の道徳教育推進教師 

６ 研修内容 

（１）特別の教科「道徳」の指導内容項目（中学校） 

Ａ 主として自分自身に関すること ［自主、自律、自由と責任］［節度、節制］［向上心、個性の伸長］ 

［希望と勇気、克己と強い意志］［真理の探究、創造］ 

Ｂ 主として人との関わりに関するこ

と 

［思いやり、感謝］［礼儀］［友情、信頼］［相互理解、寛容］ 

Ｃ 主として集団や社会との関わりに

関すること 

［遵法精神、公徳心］［公正、公平、社会正義］ 

［社会参画、公共の精神］［勤労］［家族愛、家庭生活の充実］ 

［よりよい学校生活、集団生活の充実］ 

［郷土の伝統と文化の尊重、郷土を愛する態度］ 

［我が国の伝統と文化の尊重、国を愛する態度］ 

［国際理解、国際貢献］ 

Ｄ 主として生命や自然、崇高なもの

との関わりに関すること 

［生命の尊さ］［自然愛護］［感動、畏敬の念］ 

［よりよく生きる喜び］ 

※ＡからＤの２２の内容項目を手掛かりとして、義務教育の９年間で、継続的に道徳的な判断力、心情、実践 

意欲と態度を育てることで道徳性を養い、よりよい生き方ができる子供を育てることを目的としている。 

※高校によっては、道徳教育全体計画にＡからＤの２２の内容項目を明記しているところもある。 

（２）高等学校における道徳教育 

（高等学校学習指導要領より） 

「人間としての在り方生き方に関する教育を学校の教育活動全体を通じて行う」 

「各教科に属する科目、総合的な探究の時間及び特別活動のそれぞれの特質に応じて、適切な指導を行う」 

※「人間としての在り方生き方」が高等学校の道徳教育におけるキーワード 

（高等学校学習指導要領解説総則編より） 

「教師の一方的な押しつけや先哲の思想の紹介にとどまることのないよう留意し、生徒が自ら考え、自覚を深め

る学習とすることが重要」 

「道徳教育の目標を踏まえ、道徳教育の全体計画を作成し、校長の方針の下に、道徳教育推進教師を中心に、全

教師が協力して道徳教育を展開する」 

「公民科の『公共』及び『倫理』並びに特別活動が、人間としての在り方生き方に関する中核的な指導の場面で

ある」 
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（３）道徳教育推進教師の役割 

（高等学校学習指導要領解説総則編より） 

「道徳教育の全体計画の作成」 

「全教育活動における道徳教育の推進、充実」 

「道徳教育用教材の整備・充実・活用」 

「道徳教育の情報提供や情報交換」 

「道徳教育の全体計画の公開」 

「道徳教育の研修の充実」 

「道徳教育の全体計画の評価」 

※多岐にわたるため、道徳教育推進教師一人では無理。チームそして学校全体でかかわっていくことが重要。 

（４）高等学校における道徳教育の現状と課題 

（現状） 

 道徳教育を行うという認識がない 

 人間として大切なことを、個々の先生がそれぞれ生徒に伝えている 

 具体的な指導（個人的な指導やしつけ）にとどまっている 

（課題） 

 個々の先生方の指導をどう共有しつなげていくか 

 在り方生き方を考える機会をどのように設定するか 

（５）解決策「既存の取り組みを有効活用する！」 

 ◇振り返りを大切にする 

  （例）「社会人講話」を実施した際、メモ用紙などに、講話の内容と道徳教育の重点目標との関わりを考え、 

聴き、考え、書く視点を設定する。 

※視点例（ＮＰＯで活躍している方が講師を務める場合） 

 「社会課題の解決に情熱を傾ける、講師の行動力の源泉は何だろうか？」 

※視点を設定する際は、自分事、他人視点で振り返らせる。 

 ◇パスカルタイムを活用する！（雄物川高校の場合） 

  ・パスカルシートのバージョンアップ 

   「視点の設定と生徒への提示」 

   「振り返りに、自分事と他者視点を加える 

７ 感 想 

 全国的ないじめの深刻化に伴い、学習指導要領の改訂とともに、道徳が「特別の教科」になった。高校でも、

中学校の指導内容項目を参考にして、教育活動全体を通じて道徳教育を行うことになった。現１年生が２年次で

実施する公民の公共や特別活動が中核的な指導の場面とされているが、新たな組織を設けて取り組みを増やすの

は実情にそぐわない。そこで、既存の取り組みを有効活用が考えられる。例えば、本校の場合は、パスカルタイ

ムという大きな財産があるので、一つひとつの取り組みに道徳的な要素を取り入れれば良いのではないか。これ

まで使用しているパスカルシートに、講話を聞く道徳的な視点を設けたり、振り返りに道徳的な視点を設けたり

など、簡単にできるところから取り組んでみてはいかがだろうか。 
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Ｂ講座 生徒指導推進研修

生徒指導部：教諭 有賀 秀仁

１ 研修について

（１）研 修 名：Ｂ－１６ 生徒指導推進研修

（２）日時・場所：令和４年６月２４日（金）秋田県総合教育センター

（３）研修の目標：不登校・いじめをはじめとする生徒指導上の諸課題に対応するために、必

要な理論及び実践の在り方等について理解を深める。

（４）講 師：神田外語大学 客員教授 嶋﨑 政男

（５）内 容：いじめ問題の危機管理

１ いじめの定義

２ いじめの類型

３ いじめ問題の危機管理

４ いじめ問題の歴史

５ 「脱いじめ」を目指す５つの基本姿勢

６ 全校体制で取り組む「いじめ問題」

保護者との良好な関係を築く

１ 保護者との良好な人間関係作り（３Ｒ）

２ 良好な関係作りの基礎の基礎

３ 信頼関係が崩れるとき：保護者と対話する時の「よくないかかわり」

４ 保護者の養育態度

５ マルトリートメントの理解

６ 保護者とつながるコミュニケーション術

不登校への対応

１ 不登校問題の危機管理

２ 未然防止のための基礎知識

３ 不登校問題の解決に向けて

４ 不登校問題と新たな問題

２ 感想

講師の嶋﨑先生は多くの第三者委員会に関わった経験があり、マスコミやインターネットに

は出なかった内容も（もちろん個人名等は伏せて）話してくださった。学校と保護者の間でい

じめがこじれるケースには、保護者がいじめ（子供）を抱え込み、「学校で嫌なことなかった？」

のように、初めから学校に原因があるような先入観で臨んだり、子供そっちのけで保護者が問

題を大きく、複雑化してしまうことなどがあげられていた。そのような可能性を低くするため

にも保護者との良好な関係を築く重要性が増しており、「２ 良好な関係作りの基礎の基礎」

「３ 信頼関係が崩れるとき」に示された具体的な対応、言動は非常に参考になるものであっ

た。不登校への対応では、学校に登校しない期間は休養や自分を見直す等の積極的な意味とし

て考えられるという文部科学省の通知を引用しつつも、家庭訪問の重要性や自己肯定感ではな

く自己存在感の醸成など私たちが取り組むべき方向性を示してくださった。


