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校内研修・研究の課題調査と課題克服の試み

ー授業改善リーダーからのアプローチー

A Study of Survey and Conquest of Issues related to Lesson Study: 

Approach from the Leader Involved Lesson Improvement 

片桐功

Isao KATAGIRI 

琉球大学大学院教育学研究科高度教職実践専攻・浦添市立沢祗小学校

1 テーマ設定の理由

教師が取り組む研修には，①自己研修，②校内研修，③教育センター等での研修，④研究団体等での研修，

⑤長期 ・海外研修の 5つがある（加戸 ・下村， 1989)。教職員の勤務時間の長さが課題となっている日本の現

状では，勤務時間外の研修に頼るには限界があり，勤務時間内に全教職員が対象となる校内研修 ・研究の充

実が求められる。このように校内研修 ・研究の重要性が高まっている一方で，我が国の校内研修 ・研究は形骸

化しているとの指摘もあり（千々布， 2005), 如何にして校内研修 ・研究の質を高めるかが重要な課題となっ

ている。

筆者は公立小学校での教職経験から校内研修 ・研究に三つの課題を感じた。一つ目の課題は，授業を評価

する際に手段が目的化されていることである。授業の目的は子どもの学びであり，子どもの学び（学力が伸

びたか，思考していたか，熱中していたか，もっとやりたいと感じていたか等）によって授業は評価されるべ

きであり，その目的を達成するための手段として様々な教育技術がある。しかし研究授業では「構造的な板

書をしていたかJ「めあてとまとめを板書したか」などの教育技術（手段）で評価されることも多かった。ニ

つ目の課題は，手段の目的化によって授業が画一化されることへの危惧である。苫野(2018)は 「かつてあれ

ほど， 日本の教育の画ー主義が批判され，その反省から，多様性の尊重や個に応じた教育などが言われるよ

うになったのに，いつしかまたぞろ，スタンダードという名の画ー化が大手を振るっている」と述べ「どの先

生も同じスタイル，同じ手順で授業を繰り返す」ことを批判し，教師と子どもの主体性を生かした教育を主

張している。中央教育審議会 (2016)が「特定の教育方法にこだわるあまり，指導の型をなぞるだけで意味の

ある学びにつながらない」ことを危惧しているように，子どもの学びを追求すれば学校，学級によって授業

が変化していくのが自然ではないか。スタンダードによる指導法の統一は，教育の質の底上げは期待できる

であろうが，教師と子どもの自主性や創意工夫を損なうであろう。そして三つ目の課題は，より適切な授業

研究の方法は何かということである。授業分析の様々な方法が研究，実践されているが（例えば，河野， 2009),

学校現場では現実的でない方法も多い。上記の課題を踏まえて授業研究の方法を模索する必要がある。

以上より，現在わが国で実施されている校内研究 ・研修は世界的に注目を集めているものの，その内容や

方法などに課題を有していると考えられる。そこで本研究では，まず校内研修 ・研究の課題を明らかにする

ことから始める。次にその課題の一部の克服を目指す。筆者は校内の教職員の授業力向上を目的とする授業

改善リーダーの校務分掌を担当している。そこで授業改善リーダーの立場から校内研修 ・研究の学年部会に

参加し，校内研修 ・研究の課題の一部を克服する取り組みを実践し，その効果を検証する。

本研究は，授業評価を中心に校内研修 ・研究の課題を明らかにし，その課題の一部を克服する取り組みを，

授業改善リーダーの立場から各学年部会に参加して実践し，その効果を検証することを目的とする。
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2 校内研修・研究の課題調査

(1)論文とインタビューによる調査

これまでに明らかになっている校内研修・研究の課題を整理するため，論文の調査を行った。国立情報学

研究所による学術情報データベース (Cinii)で「校内研修授業研究小学校」及び「校内研究授業研究小

学校」のキーワード検索を行った。検索された 31本全ての論文の中から校内研修 ・研究の課題についての記

述を集めた。その結果得られた 63の課題を KJ法によって整理した（表 1)。

また，沖縄県中南部の小学校の現場の教師が感じている校内研修 ・研究の課題を明らかにするため，浦添

市，中城村，沖縄市，宜野湾市にある公立小学校 5校の研究主任にインタビュー調査を行った。逐語録から校

内研修 ・研究の課題を集め，各課題を表 1のカテゴリーにあてはめた。

妥当性を高めるため，以上の作業は 10年以上の教職経験をもつ教職大学院生2名で行い，質的研究を専門

にする大学教員が確認を行った。

表 1-1. 論文とインタビューによる調査の結果

論文から抽出した校内研修・校内研究の課題 インタビューから抽出 し た

カテゴ リー （記述数） 論文の記述例 校内研修 ・校内研究の課題

協議会で意見が出にくい(6) 授業協議会の場において、楼極的に発言する教師が限られている

協諜会で自分の限られた見方だけ 自分に合わない授業を批判 し、授業者が挑戦した手立てやその効果に目が向かな

で授業を批判する教師がいる (3) し‘

協議会で目上の人に意見を百いに 校内研修などフォ ーマルな研修ではどうしても上位者の発己が優位性を持ち、下

協議会の くしヽ (3) 位者は遠慮しがちになリ、内容も建前論になる

不活性(15)
協議会で人間関係を崩 したくない 授業者が自評で防衛的なコメントを言い、他の教職員が疑問やアドバイスを言い 協議会での発言が少ない

ため馴れ合いの発言が絞く (1) づらい。人間関係を崩したくないため馴れ合いの発言が続く 協11;;会で各グループからの発言が長すぎた

研究部の一方的な提案になってい
研究部が一方的に提案するだけで、先生方は受信するだけ リフレクションの質が司会に左右されてしまう

る(1) ・リフレクションではフ ァシリテーターの力が必
多様な視点から自由な意見が出て 協議会での議論を深める以前に、多様な視点から自由な意見が出てくることが必 要

くることが必要(1) 要。問題を絞りすぎると定型化に固かう
その後の授業改善、研究に生かすための協議会

自分事として研究授業を捉えてい 「授業研究を行う学年」と「その他の学年」間の立場の遠い、温度孟があり、事

ない教師がいる (2) 前事後の協議が、深化 活性化しない
の運営方法

専門家

研究授業 専門家共同体の形成が目的になっ 個々人の授業の改善が目的とされ、専門家共同体を形成することが目的とされて 協議会の進め方はどうするべきか
としての

協議会のバリエーションは、どの方法が学校に
協議会(27) 学びの集団

ていない(1) いない

リフレクション研究が中心になっ 平前研究が中心の「仮説ー検証型」の研究であリ、平後のリフレクション研究が 合っているか
の振り返り

ていない(1) 中心になっていない 研究授業の参観する視点が4つもあって、多すぎ
(5) 

21世紀型の学びを中心とする授業 伝統的な一斉授業の研修内容であり、 21世紀型の学びを中心とする授業研究に て見られなかった

研究になっていない(1) なっていない 研究授業の参親の視点が抽象的すぎた

協議会で子どもの学ぴの譲論が少 授業検討会では授業のよかったところとまずかったところの指摘に終始してい 授業の見取り方についての課題（共通したもの

子どもの
ない(2) る。子ども一人ひとりの学びの平実について述べた発言が少ない が無かった）

学びの
協議会の議論が教授スキルや授業

教授スキルや授業展開に議論が集中している 一年巨は、目指す子どもの姿を具体的に考える

議論(5)
展開に偏っている(2)

のが難しい
授業中の予想外の出来事への対応 指洋案通りに授業を進めるのがベストという考えが支配している。授業中の予想

から学ぶべき (1) 外の出来平への対応の意固やそこからの学びに目を向けるべき

協議会の司会が一人だと雰囲気が
司会が一人だと、全部その人に責任がかかっちゃって、硬くなっちゃう

協議会の 硬くなる (1)

遅営(2) 指導助言者も協は会の議論に参加 指導助言者には、指導助言にとどまらず、 一緒に話し合ったり、ここだと思うと

してほしい(1) ころで関わってもらいたい

校内研修の形骸化(3) 形式化や形骸化に陥りやすい

形骸化(4) 授業が形式にとらわれすぎている

(1) 
形式的にとらわれすぎている授業 問題解決のパターン化

固定化(8) 研究のマンネリ化
新しい取り組みに対する不安(3) 前例のない取り組みに対する不安が強く存在していた

前年踏製(4) これまでの自分のスタイルに固執 これまでの自分のスタイルに固執しすぎ、新しい考え、指導方法を受け入れられ

している (1) ない

職員の意欲が低い(2) 職員の意欲

校内研修に対するネガテイプなイ
研究自体に対してネガテ ィブなイメ ージが存在する

メージがある (2)

モチベーシ ョン(8) 研究授業をやりたがらない(2) 授業研究が忌避される 職員が受け身

個々の教師の主体性が低い(1) 全ての教師の自律性にもとづく研修にはなっていない

研究授業の授業者が一部の人に限
授業の提案者が若い教師に限定されている

られている(1)

研究や授業の方向性や考え方の共
授業の方向性や考え方を共有できていない

有ができていない(2)

個人テーマを設定していない(1) 個々の教師が研究テーマを設定してない 職員が自分たちで決めたテーマではない

テーマ(6)
方法を一つにしぼることの難しさ 一人一人の教師の授業力の向上（授業が複合的で、学校の実態も異なり 、個々の テーマの決め方

(1) 教師も個性的で、軽々に一つの方法をあてはめられないから） 次年度のテーマは引き読き同じ教科でいいのか

研修する内容の偏り (1) 小学校では特定に教科に限定した研修になり、研修する内容が偏って いる 本校の課題からテーマを考えるべき

個々の教師の問願怠識を反映して
個々の教員の問題念識を反映しづらい

ない(1)
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表 1-2. 論文とインタビューによる調査の結果

論文から抽 出 した校 内研修・ 校 内研究の課題 イ ン タ ビ ュ ー か ら 抽 出 した

カテゴリー（記述数） 論文の記述例 校 内研修・ 校内研究の課題

研修の時間が足りない(2) 研修時間の確保

多忙(5)
研修だよりを研究主任が一人でや 「研修だより」を研究推進者一人が益任をもってやると負担が大きいので、みん ・夏休みに校内研修をたくさん入れると、先生方

ると負担が大きい(1) なが研究情報をお互いに共有していくというようなことが工夫できるとよい のセンタ ー等に研修に行ける時間が少なくなる

研修の機会が限定されている(2) 年間三回程度の研究授業しか組織されていない

研究授業が普段の授業の改善につ
公開授業では授業がうまくいくが、普段の授業はなかなか変わらない

・協議会で先生方が書いたものをどうするか、ど

ながらない(2) う残すか

成果(5) 校内研修の成果が感じられない(2)
指導の手立てについて 「自分なりにコツをつかむことができた」と回答した教職 ・ワ ークシート等研究の積み重ねが残っていない

呉が少なかった ・研究の評価が明確でない

達成感を児童が得られる研究方法 ただ楽しいだけではなく 、児童一人ひとりが 「わかった 1」という達成感が得ら ・研究授業の振り返りは直後にまとめた方が良い

にしたい(1) れる研究の方法を考えていくことが必要 ・校内研修を評価するアンケー トをとっていない

研究主任のリーダーシップが発揮
適切なリ ーダーシップが発揮されていない

・研究主任はどの程度リーダーシップをとったら

されていない(2) いいのか

組織作り (4) 全校体制による支援のあり方(1) 全校体制による支援の在り方 ・希望した部会に入れない

教職員の入れ替わりによる参加意 教職員の入れ替わりが多く、授業づくりに関する視点や学びのつながり、校内研 ・教師経験の差があり、推進委員で諜論が深まら

識のずれ(1) 修編お参加意識等にズレが生じた ない

／ ~ 
・講師を呼ぶ段取りが分からなかった

講師の招聘
・アドバイザリ ースタッフの選択が職員のニーズ

に合っていなかった

・学校に合った購師を見つけること

/ ~ 
・職員室でノー トや板書を貼って共有 しようとし

たが続かなかった

継続 ・見せるための授業という研究授業に対する考え

・一年閻を見通した研究と捉えられていない（研

究授業の一発勝負になっている）

(2)観察による調査

さらに， 実際の校内研修 ・研究の観

察によって課題を明らかにした。2018

年 6月から 12月の間に，公立学校 10

校における 13回の校内研修 ・研究を

観察した（表 2)。全て研究授業を含

む校内研修 ・研究であった。

観察して分かった課題は，協議会で

の議論が研究テーマや視点に直接つな

がらない学校が多かったことである。

これらの学校では研究テーマや視点が

抽象的で，子どもが具体的にどのよう

表 2.参観した学校と授業観察の主な評価方法

学校名 参観日 当日の校内研修・研究の内容 授評業価観方察法の

1 6月6日 保健体育科研究授業，授業研究会
人ひと りの

2 琉球大学教育学部附属中学校 7月6日 英語科研究授業，授業研究会
学びを見とる

3 11月4日 国語科研究授業，授業研究会

4 琉球大学教育学部附属小学校 6月8日 道徳研究授業，授業研究会 教科部会テーマ

5 7月9日 国語科研究授業，授業研究会 チェックシー ト
浦添市立沢祗小学校

10項 目6 11月28日 国語科研究授業，授業研究会

7 沖縄市立宮里小学校 9月14日 算数科研究授業，授業研究会 3つの視点

8 宜野湾市立志真志小学校 10月17日 国語科研究授業，授業研究会 4つの視点

9 沖縄市立美原小学校 10月26日 算数科研究授業，授業研究会 4つの視点

10 沖縄市立商原小学校 11月15日 国語科研究授業，授業研究会 3つの視点

11 うるま市立具志川小学校 11月16日 国語科研究授業，授業研究会 2つの視点

12 嘉手納町立嘉手納小学校 11月29日 国語科公開授業，講演 指定な し

13 中城村立中城南小学校 11月30日 社会科研究授業，授業研究会 3つの視点

になることを目指しているのかを教師が認識していなかった。研究テーマや視点をより具体的な子どもの姿

として共通理解しておけば，求める子どもの姿と授業での実際の子どもの姿の差が協議会での議論になる。

もう一つの課題は， 一人ひとりの教師の成長が実感できる校内研修・研究であったかという点である。一

人ひとりの教師が他の教師の授業を参観してどのような学びがあったのか， どのように日常の授業に取り入

れるのかという議論はほとんど無かった。

(3)校内研修・研究の4つの課題

論文とインタビューによる調査から出てきた課題と校内研修 ・研究の観察から出てきた個々の課題の全て

を分類したところ，大きな4つの課題に集約することができた（図 1)。

一つ目は「授業をどう評価するか」ということである。教師の表面的な言動を評価することが中心になっ

ていると 「何より授業研究会に子どもの様子が具体的に語られず，授業が何をもって成功か失敗かを判断す

ることができない」（山口， 2018)。子どもの学びから授業を評価していくことが望まれる。
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二つ目は校内研修 ・研究が「自分事ではない」ことである。個々の教師の問題意識とテーマとの結びつきが

薄く， さらに方法の統一により教師の個が埋没すると，個々の教師は関心を持ちにくい。

三つ目は「日常に役立つか」ということである。研究授業と日々の授業が全く別の物であれば研究授業は

イベント的になり， 日々の授業の改善にはつながらず成長を実感できない。

四つ目は「運営方法」である。学 課題 課題の 4つの視点 .....課題解決の方向性

びが継続し積み重なるような研修・ 一へ 「I・・..· ·•·.• ·.··. •-•-"~ん . ·~ 

研究のデザイン，活発で生産性のあ

る協議会の運営方法が求められる。

校内研修・研究の課題を網羅した

上で上記の 4つに課題を集約した

のは本研究独自のものである。特に

「自分事ではない」という視点はこ

れまでの研究に無かった視点であ

る。また，上記の4つの課題は互い

に独立ではなく， 重なり合ったり相

互に影響し合ったりしている。

3 課題克服の試み

(1) 4つの課題を解決するための4つの方針

授業をどう評価するか

自分字ではない

日常に役立つか

迎営方法

図 1.校内研修 ・研究の 4つの課題

① 「目指す子ども像の具体化」で「授業をどう評価するか」の課題を解決

協慟0)授業づくり

（支持的艮土）

授業計画を立てる際に，目指す子ども像を具体化し子どもの姿で授業を評価できるようにすることにした。

「どうなったらこの授業はうまくいったと言っていいですか」という問いから検討を始めることにした。

② 「担任の願いからのスタート」で「自分事ではない」課題を解決

担任にとって自分事になっていない校内研修・研究を自分事にするために，授業研究の内容は担任の願い

や課題に感じていることから始めることにした。大人数で授業研究を行うと一人ひとりの願いから離れてし

まう。小人数で授業研究を行った方が良いと考え，学年部会という小集団で授業研究を行うことにした。

③ 「数週間単位の継続した取り組み」で「日常に役立つか」の課題を解決

校内研修 ・研究を，学校内で 1年間に数回ある研究授業のことだと考える教師も少なくないように思う。

しかし本来の目的は日常の授業の改善である。そのため各学年と 2週間程度の期間に 1単元 (10時間程度）

丸ごと授業研究を行うことにした。

④ 「協働の授業づくり」で「運営方法」の課題を解決

勤務校にて授業改善リーダーを担当している。教職員の授業力向上を目的とし，沖縄県内の多くの小学校

に昨年度から導入された校務分掌である。授業改善リーダーとして校内研修 ・研究の学年部会に加わり，協

働で授業研究を行うことにした。上記①②③の土台となる，教師集団の支持的風土の醸成を意図した。

(2) 3学年の国語での取り組み

①担任の願い

3学年の全担任が作文の指溝を課題に感じていたことから，国語の作文単元 「生き物のとくちょうをくら

べて書こう」を 3学年担任4名と協働で実践することにした。この単元で何を目指すのかを学年部会で検討

したところ， 子どもが 「スラスラ作文を書けるようになる」 「作文を好きになる」 「作文の書き方が分かる」こ
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とが目標になった。ところが国語の学習は算数などと異なり，子どもの成長が教師にも子ども自身にも見え

にくい。そこで単元の前と後で児童アンケートとパフォーマンステストを行い，児童の成長の様子が見える

ようにした。パフォーマンステストは，教師が指定したテーマについて 10分間で作文を書いてもらった。学

習前後の作文を比べてもらい，質と量の変化から子どもに自分の成長を感じてもらった。担任も，アンケー

トとパフォーマンステストから子どもの成長を見とることができた。

②授業内容（一部抜粋）

第 3時では，子ども達が生き物を持ってきて作文を書いた。自分で捕まえた生き物や，家で飼ってい

る生き物を子ども達が持ってきた。それを観察しながら作文を書いた。子ども達は，ナナフシ，ナメク

ジ，クワガタ， トノサマバッタ，ショウリョウバッタ，ヤドカリ，グッピー，オタマジャクシ，カマキ

リ，カエルなど様々な生き物を持ってきた。カマキリの共食いを観察して作文に書いた児童もいた。

第6時では，質問文が書かれた 「作文アドバイスカード」を使って，前時に書いた作文を子ども同士

で改善する授業を行った。グループ内で 1人が作文を発表し，他の児童らがいずれかの質問を選んで問

う。 QAを行う 中で作文をどう改善すれば良いのか思考が深まることをねらった。

第 9時には，書いた作文の発表会を行った。各自が自分の机上に自分の作文とコメント書いてもらう

用紙を置いておいた。別の児童の席に次々と移動し，その席の作文を読んでコメントを書いた。静かに

読んで，静かにコメン トを書く発表会となった。

③単元の振り返り

毎時間の授業で担任に書いてもらったコメントを，これまでにやり慣れている方法で，担任4名にグル

ーピングしてもらった。似た内容のコメントを集め，タイトルをつけてもらった。手際よく作業は進み， 10

分程で大方の作業を完了した。授業を振り返り整理することができたが，この振り返りから新たな学びが生

まれたり，担任が成長を実感したりするような様子はあまり見られなかった。

(3) 4年生の国語での取り組み

①担任の願い

4学年の全担任が作文の指導を課題に感じていたことから，国語の作文単元 「見学したことを報告しよう」

の授業を 4学年担任4名と共に実践した。目指す子ども像を検討し「作文が好きになる（あまり嫌いではな

くなる）こと」「文章構成（はじめ，なか，おわり）を意識して書けるようになること」「図や写真を用いて文

章が書けること」となった。子どもの成長と，担任の作文指導の悩みが減ることを目指して取り組んだ。

②授業内容（一部抜粋）

サイコロトークを授業の冒頭に何度か行った。サイコロの面にトークのテーマが書かれている。出た目の

テーマについてペアやグループのメンバーに話す。テーマを一方的に教師が告げるより，偶然性とバリエー

ションがあり子どもに人気だった。その後に作文を書くと 「書きやすい」と児童が述べていた。

作文は写真作文にした。浄水場で見学したことを報告文に書く際に，見学の際の写真 16枚の中から各自が

3枚選び，写真つきの作文にした。

発表は iPadで録画した。グループの中で順番に発表を行い一人ずつの発表をiPadで録画した。学級全体

の前ではなくグループ単位での発表ということと，iPadを使ったことが子どもの意欲を高めた様子であった。

③単元の振り返り

3年生の時とは少し方法を変え，グルーピングした後にどのグループが重要か評価してもらったり，グル

ープ同士のつながりを考えてもらったりした。さらにこれらを基に考えられる作文指導のコツ，そしてこの

振り返りの感想を書いてもらった。カテゴライズして終わりではなく，各カテゴリーを評価したり関連付け

たりすることで，新たな気づきや思考が生まれた様子であった。
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(4) 2年生の算数での取り組み

①担任の願い

2学年の担任4名の「算数が苦手な児童が多く， どのように授業をしたら良いか」という悩みから授業研

究が始まった。算数の「かさ」の単元の授業を協働で実践することにした。児童ができる喜びを感じられるこ

と，全ての児童が授業に参加できることを， 目指す子ども像とした。

②授業の実際（一部抜粋）

lLの単位を教えた後に家から lLの入れ物を持ってきても らった。各自が持ってきた牛乳パックやペッ ト

ボトルなどに lLますで量った水を入れて印をつけ，各自が「自分の lLます」を作った。同様に「自分の 1

dLます」も作った。また lmLますを耐水紙で組み立てそれを用いて 1L=lOOOmLを体感する活動も行った。

③単元の振り返り

第3学年， 4学年とは別の方法で単元の振り返りを行った。まず，2学年担任4名の困り感を付箋紙に書

いて，貼りながらグルーピングをしてもらった。「勉強が苦手な児童が多い」「ノートに書くのが遅い」「個人

差が大きい」などと次々に書いてくれた。次に，授業中に担任が書いた振り返りの付箋紙を，関係する困り感

の付箋紙の近くに貼ってもらった。そして，タイトルを書いてもらった。「教師の課題」「苦手対応策」「ノー

ト」「個人差」「時間の工夫」の 5つのタイトルがついた。一人ひとりの教師の困り感から始めたため，担任が

自分事として考えることができた様子であった。

(5) 毎時間の振り返り

第 2・3・4学年の担任12名が毎時間の授業の振り返りとして記入した内容を整理したものを表3に示す。

数字は当該カテゴリーに当てはまる記述の数である。担任が関心のあることや，今までの授業に足りなかっ

たと感じていること等が表れていると考えられる。「教材，教具」「手順」「見とり，成長」「交流」などは教科

や学年が異なっても共通して重要であることが読み取れる。「主体的な活動」の記述が国語では多い一方，「ICT

疇」や「まとめ，振り返り」「復習」が算数では多かったことが，教科による違いとして読み取れる。

(6)担任へのアンケート

以上の取り組みの後に 2・3・4学年の担任 12名にア

ンケートを実施し校内研修・研究の4つの課題の克服を

目指した4つの取り組みの成果を検証した。①授業研究

の内容の決め方（今回は担任の願いから決定）②授業評

価の方法（今回は単元学習前に学年部会で検討）③日常

に役立つ取り組み（今回は 2週間の授業研究）④運営方

法（今回は協働の授業研究）について，それぞれ昨年以

前や他校での取り組みと比較して回答してもらった。

昨年以前や他校に比べて今年度の取り組みの評価が

最も高かったのは「③日常に役立つ取り組み」であった。

「数週間一緒に授業をしていくことで課題や成果も見

えやすくて，その時々で気づくことも多く， 日々の授業

に生かすことができた」との記述があった。また，①②

④のいずれも今年度の取り組みの評価は昨年以前や他校

より高かった。一方，「なかなか打ち合わせの時間がとれ

ということが課題にあげられていた。なかった」

①テーマの決め方について

, 1 I s I 2~ 

I --;--一戸
昨年以前や他校

今年度の取り組み

②授業の評価方法について

ー-1
-
＿

1
-

昨年以前や他校

今年度の取り組み

③日常に役立つ取り組みについて

昨年以前や他校 。

今年度の取り組み

目
4
 

④運営方法について

昨年以前や他校 l 
今年度の取り組み ［ 

3
 I~ ~ 三 乳

ロとても良い 口やや良い 口やや良くない □良くない

図2. 担任へのアンケートの結果
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表 3.担任が付箋紙に書いた毎時間の振り返りの記述

カテ ゴ 2年生算数(35) 3年生国語(35) 4年生国語(25)

リー 数 記述の一例 数 記述の一例 数 記述の一例

これまでの指導では、教科書の例文など 報告文アドバイスカ ードがあるおかげ

を参考に書かせていたけど、教師が気付 で、子ども達全員が話し合い活動に参加

教材、教
導入の百玉そろばんでの考え方が、本時 いてほしい視点をもち、モデル文をつく することができていたと 思います。ただ

具(20)
8 の内容につながっていて良かった。技能 7 ると子ども達も色々な表現方法が知れる 5 「ア ドバイスしてください」よりも何を

を身につけると考え方も身につく。 と実感できました。子ども達が主体的に 質問したらいいのかが分かっているの

活動していてとても楽しそうでした。あ で、聞くことが苦手な了も参加できたと

りがとうございます。 思います。

組み寸てメモ 作文。この部分か子バ

数直線をしっかり読ませていたのが良
達にとってとてもよかったのだと思いま

今後に生かせそうなことは、書く前に隣
した。一回、コツを使って口に出してみ

手順(17) 4 かった。 （指を置く、鉛筆を置くなどの 6 7 同土でお題に沿った話し合いをさせて、

具体的な指示）
る。ペアでアドバイスをする等。体調が

書く活動に入ること。
悪い子も一生懸命作文に取り組むくら

い、楽しかったのだと思います。

子ども達の作文への抵抗がすごく減っ 第 1時の作文を書くテス トでは、開始し

子どものグループの中に座って授業を受 た ！！ 子ども達がとても意欲的で、何よ て何分間か経っても、 一行すら（題名す

見とり、 けたら、普段何も考えていないと思って り、最初全く書けなかった児童の作文用 ら）書けなかった児童が数人いたが、最

成長(12)
4 

3 がぎっしり ！！ いろいろな活動があり、
5 

いた了ども達のつぶやきを聞けた。実は 後の書くテス トでは、そのような児童が

色々 考えていた。 「書く」授業ということを忘れてしまう 一人もいなかったので、児童全員が確実

くらい楽しそうにしていま した。 に伸びたと感じました ！

今日もありがrぅございました。子ども

主体的な 8 達が意欲的に本から調べたことを付箋紙 毎日楽しそうに取り組む姿が印象的でし

゜
2 

活動(10) に書いていて、これぞ主体的な学びだと た。

感じま した。

目的、動 入れ物の大きさが違うとかさ比べができ
子どもたちの胴味をひいて展開にもって

機付け 2 ないということに気づき、 1Lますの必
5 いくところが大切だと改めて分かりまし

゜(7) 要性を理解できたと 思 う。
た。子ども達のワクワクが伝わってぎま

した。これからたくさん勉強させてくだ

了どもの 子ども達が自分で持ってきた入れ物で 1

物、記述 5 Lの量を覚えることができたので、家に 子ども達の意見から参考になる例文をひ

2 ろいあげていて分かりやすかった。 ゜を使う 帰っても 1Lを意識し使うようになっ

(7) た。

自分で調べたこtの他に、友達e情報を グループ活動が充実していたのでみんな

交流(6)
アウ トプッ トの時間が何度かあって良 共有することで、 「書く l活動において 2 の前で立って発表するのも拇抗なくでき

2 
2 惜報量が増えるので、良い活動だと 思いかった。 ていました。今日もありがとうございま

ました。 した。

目標や内 今後k牛かせそうなことは、一町間ごと
授業は「楽しむ」 「ラクでいい」という

ノート 、めあてにこだわらず、身につけ 1 ことが分かった。今日の授業でおさえた
容の焦点 1 1 のねらいばそこまでハードなものではな

化(3)
させる手立てが大事

く、とっかかりやすいこと。
いことを、ピンポイン トで何度も繰り返

していたのが良かった。

教師の声 授業中の声掛け「隣の人も見てあげて」

゜
片桐先生のポジテ ィブな言築かけの仕方

掛け(3)
2 1 

「助けてあげて」がよかった。 が勉強になった。

今回は全て片桐先生,-ま力せっぎり 9

授業研究
なってしまったので、担任も含めて教材

授業の流れなど、授業を参観することで

(3) ゜
1研究をできたらいいなと感じました。ニ 2 

学期は「書く」が詩なので、他の領域で
とても勉強になりました。

も一緒に授業をやりたいです。

ICT機器 動画を使っての確認が効果的 (10 0 0 

゜
3 

゜(3) の数）だった。

単元のまとめがとても良かった。了ども

まとめと 達がこれまで学んだかさの勉強が今後の

振り返り 2 自分の生活のどんな場面に役立つか考え 0 

゜(2) ることによって活用していく力もつくと

思いました。

復習(2)
長さの学習も振り返りながら活動できて

2 0 
良かった。 ゜
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4 研究のまとめ

本研究では，校内研修・研究の課題を調査し，授業改善リーダーの立場からその課題の解決に取り組んだ。

論文の調査，インタビュー調査，実際の校内研修 ・研究の参観による調査から見えた 97の課題を「①授業を

どう評価するか」「②自分事ではない」「③日常に役立つか」「④運営方法」の4つに集約した。それぞれの課

題の改善を目指し「①目指す子ども像の検討と具体化」「②担任の願いからスタートする」「③数週間単位で

継続して取り組む」 「④協働の授業づくり」という 4つの方針で各学年の担任と授業研究に取り組んだ。

「①目指す子ども像の検討と具体化」の取り組みを述べる。「子どもが00できたら良い」 「子どもが00し

たら良い」 「子どもが00を好きになったら良い」などが出てきた。これが授業を評価する視点になった。個々

の授業や単元を振り返る際にもこの視点から検討することで，子どもの学びから授業を評価できた。

「②担任の願いからスタートする」の取り組みを述べる。第3学年，第4学年の担任は，全員が「作文の指

導が苦手」と回答していたことから，作文の単元の授業を共に実践した。また第2学年は「算数が苦手な児童

が多くて困っている」という訴えが担任からあったため，算数の授業を共に実践した。担任と横並びの授業

改善リーダーという立場も， 一人ひとりの担任の願いに寄り添うことにつながっている。

「③数週間単位で継続して取り組む」の取り組みを述べる。当該単元が始まる前に学年部会で授業計画を

立てた。毎時間の授業の振り返りを，各担任に付箋紙に記入してもらった。それらの記述をもとに，単元終了

後に学年部会で単元全体の振り返りを行った。イベント的な授業研究ではなく日常的な授業研究になった。

「④協働の授業づくり」の取り組みを述べる。県内の多くの学校の授業改善リーダーは，授業を参観し授

業者にアドバイスをする形で授業改善を図っているが，担任としてはプレッシャーが強く，できれば来ない

でほしいと思っている担任も多い現状があった。これでは主体的で継続的な授業改善は難しい。そのため担

任と横並びの授業改善リーダーという立場をとることにした。筆者と担任で TTによって授業を行った。

授業研究後に行った担任アンケートの結果から校内研修 ・研究の4つの課題全てが改善されたと言える。

特に「数週間単位で継続して取り組む」で「日常に役立つか」の課題解決を図ったことと「協働の授業づく

り」で「運営方法」の課題解決を図ったことへの評価が高かった。一方で打ち合わせ等の時間の確保が課題と

して残った。

本研究によって，校内研修 ・研究の課題を明らかにすることができた。全ての課題を網羅した上で4つの

大きな課題に集約した点は先行研究に無い本研究独自の成果と言える。さらに， 4つの大きな課題を解決す

るために，授業改善リーダーの立場から 4つの方針を示して実践することを通して，校内研修・研究の課題

だけでなく授業改善リーダーの課題も改善できたことも，新たな発見であり成果であった。今後は継続的な

実践によってさらなる課題解決を目指し，取り組みを続ける。
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