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主催：岐阜大学大学院 教育学研究科 教職実践開発専攻（教職大学院）    

共催：岐阜県教育委員会 

    第８回 開発実践報告会    
■日時：平成２９年１月２９日（日）8:30～16:30 

■会場：岐阜大学教育学部 講義棟１階 B107教室 

■住所：〒501-1193 岐阜市柳戸1-1 

●「開発実践報告会」は２年間の学修成果を評価し，学校や地域，教育 

 委員会，または，広く一般の方に公開する場です。どなたでもどの 

 時間からでも参加できます。申し込み・参加費は不要です。ぜひ， 

 会場にお越しください。 

時間 行事・発表者 

   8:30～ 開会行事 

   8:45～ 報告Ⅰ：ストレートマスター（学部卒学生） 

 11:00～ 報告Ⅱ：中学校派遣教員 

 13:10～ 報告Ⅲ：小学校派遣教員 

 15:05～ 報告Ⅳ：高等学校，特別支援学校派遣教員 

 16:25～ 閉会行事 

【日程】  

●問い合わせ 岐阜大学教職大学院代表 平澤紀子（hirasawa@gifu-u.ac.jp) 

※教職大学院に関する質問や相談がある方に対して，担当職員が説明します。 

 受付にお申し出ください。 

※ストレートマスターは６名は･･･ 

※現職派遣教員院生１３名は･･･ 



第８回　岐阜大学教職大学院　「開発実践報告会」　発表題目一覧

2017(平成29)年1月29日(土)

◆　開会行事（８：３０～８：４５）

◆　報告Ⅰ：ストレートマスター（８：４５～１０：４５）

3 4 5 7 8

№ 氏名 種別 実習校 コース 題目
0:20
0:200:20
0:20

1

奥田　紗帆

SM 実習：岐阜大学附属小学校 授業開発

小学校・外国語活動における対話の流れとCommunication Strategyを重視した授業開発

―ワークシートの作成を通して―

8:45

～

9:05

2

小池　彩加

SM 実習：岐阜市立長良小学校 授業開発

自己の高まりを自覚し，自分への自信を深める算数指導の在り方

　－授業終末の表現活動・評価活動を通して－

9:05

～

9:25

3

中島　祥吾

SM 実習：岐阜大学附属小学校 授業開発

英語の授業におけるTPR(Total Physical Response)とチャンクの活用
9:25

～

9:45

4

加藤　里佳

SM 実習：岐阜市立東長良中学校 授業開発

教科書教材の「読み」の言語活動における質問と発問の工夫 ～自分の気持ちや考えを表

現するためのパフォ－マンスを目指して～
9:45

～

10:05

5

加納　一輝

SM 実習：岐阜市立長良中学校

教育臨床

実践

「特別の教科　道徳」における指導方法と評価方法に関する開発実践

－問題解決的な学習を中心に－

10:05

～

10:25

6

安田　善紀

SM 実習：岐阜県立大垣南高等学校 授業開発

歴史についての「見方・考え方」を養い、自らにつなげる授業実践

－高校授業の日常に位置づくアクティブ・ラーニングへの挑戦－

10:25

～

10:45

◆　報告Ⅱ：中学校派遣教員（１１：００～１２：２０）

№ 氏名 種別 所属校 コース 題目
0:20
0:200:20
0:20

7

亀山　雅之

派遣 関市立津保川中学校 授業開発

新学校づくりにおけるミドルリーダーの役割
11:00

～

11:20

8

鈴木　大介

派遣 岐阜市立東長良中学校 授業開発

社会に開かれた教育課程の実現に向けた郷土教育の開発

－中学校におけるカリキュラムマネジメントの推進－

11:20

～

11:40

9

矢澤　淳

派遣 中津川市立付知中学校 授業開発

過疎化の進展する地域における小規模中学校授業研究のアクティブ化に関する開発実践-

小規模校の特性を活かした教師コミュニティ形成による授業力向上-

11:40

～

12:00

10

山田　恭子

派遣 岐阜市立長良中学校

教育臨床

実践

教師・保護者・友人のはたらきかけへの介入が本来感と自尊感情に及ぼす影響

－心理的well-beingの向上を目指した検討－

12:00

～

12:20

◆　昼食（１２：２０～１３：１０）

◆　報告Ⅲ：小学校派遣教員（１３：１０～１４：５０）

№ 氏名 種別 所属校 コース 題目
0:20
0:200:20
0:20

11

大澤　久乃

派遣 可児市立帷子小学校

教育臨床

実践

学校適応の促進をめざしたソ－シャルスキルトレ－ニングの実践

－情動過程を伴った社会的情報処理モデルに基づく全校規模のアプロ－チ－

13:10

～

13:30

12

宮川　和文

派遣 岐阜市立長良小学校 学校改善

小中一貫教育におけるカリキュラム開発の実践と運営－郷土教育を方法として－
13:30

～

13:50

13

日比野　能之

派遣 高山市立三枝小学校 授業開発

小規模小学校の強みを活かした教師の授業力向上に資する授業づくりと校内研修の開発

実践

13:50

～

14:10

14

宮下　直樹

派遣 揖斐川町立清水小学校 授業開発

子ども・教師・保護者が主体的に取り組む授業開発と校内研究の改善
14:10

～

14:30

15

佐久間　陽子

派遣 羽島郡岐南町立西小学校

特別支援

教育

就学前から一貫した小学校における特別支援教育体制構築に関する研究
14:30

～

14:50

◆　報告Ⅳ：高等学校・特別支援学校派遣教員（１５：０５～１６：２５）

№ 氏名 種別 所属校 コース 題目
0:20
0:200:20
0:20

16

小野　卓也

派遣 岐阜県立岐阜農林高等学校 学校改善

学校を『協働的』に機能させるミドルリ－ダ－のあり方

－専門高校における学科コラボ型授業の取り組みを通して－

15:05

～

15:25

17

串戸　正一

派遣 岐阜県立大垣東高等学校 学校改善

高等学校における校内研修の活性化

－メンタ－制度の導入を方法として－

15:25

～

15:45

18

菅井　修

派遣 岐阜県立加納高等学校 学校改善

高等学校普通科におけるキャリア教育のプログラム開発

－「総合的な学習の時間」を通じたキャリア教育の実践－

15:45

～

16:05

19

松本　深香

派遣 岐阜県立岐阜本巣特別支援学校

特別支援

教育

特別支援学校による教育支援への積極的参画に関する検討
16:05

～

16:25

◆　閉会行事（１６：２５～１６：４５）

時間

時間

時間

時間
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○発表○発表○発表○発表順順順順：№：№：№：№    1111    

○発表時間：○発表時間：○発表時間：○発表時間：8888 時時時時 45454545 分～分～分～分～    

○○○○氏名氏名氏名氏名：：：：奥田奥田奥田奥田    紗帆紗帆紗帆紗帆    

○○○○所属所属所属所属：：：：ストレートマスターストレートマスターストレートマスターストレートマスター    

○○○○コースコースコースコース：：：：授業開発授業開発授業開発授業開発    

○題目（テーマ）○題目（テーマ）○題目（テーマ）○題目（テーマ）：：：：    

小学校小学校小学校小学校・・・・外国語活動における対話の流れと外国語活動における対話の流れと外国語活動における対話の流れと外国語活動における対話の流れと    

Communication StrategyCommunication StrategyCommunication StrategyCommunication Strategy を重視した授業開発を重視した授業開発を重視した授業開発を重視した授業開発    

－ワークシートの作成を通して－－ワークシートの作成を通して－－ワークシートの作成を通して－－ワークシートの作成を通して－    
    

【趣旨】【趣旨】【趣旨】【趣旨】    

小学校の外国語活動は、教科化に向けて小学校の外国語活動は、教科化に向けて小学校の外国語活動は、教科化に向けて小学校の外国語活動は、教科化に向けて動いている。動いている。動いている。動いている。

そのそのそのその方向は、音声中心から文字への円滑な接続、英語の方向は、音声中心から文字への円滑な接続、英語の方向は、音声中心から文字への円滑な接続、英語の方向は、音声中心から文字への円滑な接続、英語の

発音と綴りの関連、文構造の学習である。また、実社会発音と綴りの関連、文構造の学習である。また、実社会発音と綴りの関連、文構造の学習である。また、実社会発音と綴りの関連、文構造の学習である。また、実社会

に生きに生きに生きに生き、、、、中学校へつなぐ中学校へつなぐ中学校へつなぐ中学校へつなぐ英語の習得英語の習得英語の習得英語の習得もももも肝要となる。肝要となる。肝要となる。肝要となる。                    

本実践研究では、これらを踏まえ、本実践研究では、これらを踏まえ、本実践研究では、これらを踏まえ、本実践研究では、これらを踏まえ、場面と話題を重視し、場面と話題を重視し、場面と話題を重視し、場面と話題を重視し、

発音と綴りのリンク、対話の対処方法、１往復以上の発音と綴りのリンク、対話の対処方法、１往復以上の発音と綴りのリンク、対話の対処方法、１往復以上の発音と綴りのリンク、対話の対処方法、１往復以上の対対対対

話話話話、、、、文構造に着目した文構造に着目した文構造に着目した文構造に着目した対話活動を仕組むために、対話活動を仕組むために、対話活動を仕組むために、対話活動を仕組むために、第第第第 5555・・・・6666

学年を対象とした学年を対象とした学年を対象とした学年を対象としたワークシートを作成した。そして、授ワークシートを作成した。そして、授ワークシートを作成した。そして、授ワークシートを作成した。そして、授

業業業業をををを実践し実践し実践し実践し、その、その、その、その成果と課題を報告する。成果と課題を報告する。成果と課題を報告する。成果と課題を報告する。    



○発表○発表○発表○発表順順順順：№：№：№：№    2222    

○発表時間：○発表時間：○発表時間：○発表時間：9999 時時時時 05050505 分～分～分～分～    

○○○○氏名氏名氏名氏名：：：：小池小池小池小池    彩加彩加彩加彩加    

○○○○所属所属所属所属：：：：ストレートマスターストレートマスターストレートマスターストレートマスター    

○○○○コースコースコースコース：：：：授業開発授業開発授業開発授業開発    

○題目（テーマ）○題目（テーマ）○題目（テーマ）○題目（テーマ）：：：：    

自己の高まりを自覚し、自分への自信を深める自己の高まりを自覚し、自分への自信を深める自己の高まりを自覚し、自分への自信を深める自己の高まりを自覚し、自分への自信を深める    

算数指導の在り方算数指導の在り方算数指導の在り方算数指導の在り方    

－授業終末の表現活動・評価活動を通して－－授業終末の表現活動・評価活動を通して－－授業終末の表現活動・評価活動を通して－－授業終末の表現活動・評価活動を通して－    
    

【趣旨】【趣旨】【趣旨】【趣旨】    

日本の子どもたちは、学力テスト（日本の子どもたちは、学力テスト（日本の子どもたちは、学力テスト（日本の子どもたちは、学力テスト（PISAPISAPISAPISA 調査等）では調査等）では調査等）では調査等）では

高得点であるにも関わらず、学習への興味・関心や学習高得点であるにも関わらず、学習への興味・関心や学習高得点であるにも関わらず、学習への興味・関心や学習高得点であるにも関わらず、学習への興味・関心や学習

を通して獲得する自分への自信は、世界各国と比べて低を通して獲得する自分への自信は、世界各国と比べて低を通して獲得する自分への自信は、世界各国と比べて低を通して獲得する自分への自信は、世界各国と比べて低

い水準にある。それは、授業の中で子ども自身が自己のい水準にある。それは、授業の中で子ども自身が自己のい水準にある。それは、授業の中で子ども自身が自己のい水準にある。それは、授業の中で子ども自身が自己の

高まりを自覚することが十分にできていないからだと考高まりを自覚することが十分にできていないからだと考高まりを自覚することが十分にできていないからだと考高まりを自覚することが十分にできていないからだと考

える。本開発実践では、算数科の授業において、授業終える。本開発実践では、算数科の授業において、授業終える。本開発実践では、算数科の授業において、授業終える。本開発実践では、算数科の授業において、授業終

末に表現活動・評価活動を位置付けることで、自己の高末に表現活動・評価活動を位置付けることで、自己の高末に表現活動・評価活動を位置付けることで、自己の高末に表現活動・評価活動を位置付けることで、自己の高

まりを自覚し、子どもが自分への自信を深めることのでまりを自覚し、子どもが自分への自信を深めることのでまりを自覚し、子どもが自分への自信を深めることのでまりを自覚し、子どもが自分への自信を深めることので

きる授業づくりを行う。きる授業づくりを行う。きる授業づくりを行う。きる授業づくりを行う。    

    

○発表○発表○発表○発表順順順順：№：№：№：№    3333    

○発表時間：○発表時間：○発表時間：○発表時間：9999 時時時時 25252525 分～分～分～分～    

○○○○氏名氏名氏名氏名：：：：中島中島中島中島    祥吾祥吾祥吾祥吾        

○○○○所属所属所属所属：：：：ストレートマスターストレートマスターストレートマスターストレートマスター 

○○○○コースコースコースコース：：：：授業開発授業開発授業開発授業開発    

○題目（テーマ）○題目（テーマ）○題目（テーマ）○題目（テーマ）：：：：    

英語の授業における英語の授業における英語の授業における英語の授業における TPR(Total Physical Response)とととと    

チャンクチャンクチャンクチャンク（（（（Chunk））））の活用の活用の活用の活用    
    

【趣旨】【趣旨】【趣旨】【趣旨】    

次期小学校学習指導要領において次期小学校学習指導要領において次期小学校学習指導要領において次期小学校学習指導要領において、、、、高学年を対象とし高学年を対象とし高学年を対象とし高学年を対象とし

て外国語活動が教科になることをふまえ、日常の場面にて外国語活動が教科になることをふまえ、日常の場面にて外国語活動が教科になることをふまえ、日常の場面にて外国語活動が教科になることをふまえ、日常の場面に

即して英語を即して英語を即して英語を即して英語を活用していくことができる言語活動を行う活用していくことができる言語活動を行う活用していくことができる言語活動を行う活用していくことができる言語活動を行う

ことが必要ことが必要ことが必要ことが必要になる。そのになる。そのになる。そのになる。そのためには、先ず、実生活で応用ためには、先ず、実生活で応用ためには、先ず、実生活で応用ためには、先ず、実生活で応用

可能な語彙の習得及びそれを活用した授業が重要可能な語彙の習得及びそれを活用した授業が重要可能な語彙の習得及びそれを活用した授業が重要可能な語彙の習得及びそれを活用した授業が重要になる。になる。になる。になる。

そこで、そこで、そこで、そこで、身体を動かしながら、語彙習得をする身体を動かしながら、語彙習得をする身体を動かしながら、語彙習得をする身体を動かしながら、語彙習得をする TPR（全（全（全（全

身反応教授法）身反応教授法）身反応教授法）身反応教授法）の理論との理論との理論との理論とチャンクチャンクチャンクチャンク（語と語の組み（語と語の組み（語と語の組み（語と語の組み合合合合わわわわせせせせ））））

の考えを活用して語彙を指導する授業研究をする。実践の考えを活用して語彙を指導する授業研究をする。実践の考えを活用して語彙を指導する授業研究をする。実践の考えを活用して語彙を指導する授業研究をする。実践

のののの出口出口出口出口としては、習得した語彙を活用して文を生成しなとしては、習得した語彙を活用して文を生成しなとしては、習得した語彙を活用して文を生成しなとしては、習得した語彙を活用して文を生成しな

がら、コがら、コがら、コがら、コミュニケミュニケミュニケミュニケーシーシーシーショョョョンをンをンをンを図図図図ることを目ることを目ることを目ることを目標標標標とする。とする。とする。とする。    



○発表○発表○発表○発表順順順順：№：№：№：№    4444        

○発表時間：○発表時間：○発表時間：○発表時間：9999 時時時時 45454545 分～分～分～分～    

○○○○氏名氏名氏名氏名：：：：加加加加藤藤藤藤    里佳里佳里佳里佳    

○○○○所属所属所属所属：：：：ストレートストレートストレートストレートマスターマスターマスターマスター    

○○○○コースコースコースコース：：：：授業開発授業開発授業開発授業開発    

○題目（テーマ）○題目（テーマ）○題目（テーマ）○題目（テーマ）：：：：    

教科書教材の「読み」の言語活動における質問と発問の工夫教科書教材の「読み」の言語活動における質問と発問の工夫教科書教材の「読み」の言語活動における質問と発問の工夫教科書教材の「読み」の言語活動における質問と発問の工夫    

━自分の気持ちや考えを表現するためのパフォーマンスを目指して━━自分の気持ちや考えを表現するためのパフォーマンスを目指して━━自分の気持ちや考えを表現するためのパフォーマンスを目指して━━自分の気持ちや考えを表現するためのパフォーマンスを目指して━    

    

【趣旨】【趣旨】【趣旨】【趣旨】    

従来従来従来従来、、、、「読「読「読「読むことむことむことむこと」」」」はははは受受受受け身け身け身け身的的的的活動としてとらえられて活動としてとらえられて活動としてとらえられて活動としてとらえられて

きた。しかし、きた。しかし、きた。しかし、きた。しかし、読読読読みの理論や学習指導要領をみの理論や学習指導要領をみの理論や学習指導要領をみの理論や学習指導要領を検討検討検討検討すると、すると、すると、すると、

書書書書かれたことを理かれたことを理かれたことを理かれたことを理解解解解することだけではなく、それを踏ますることだけではなく、それを踏ますることだけではなく、それを踏ますることだけではなく、それを踏ま

えて、自分のえて、自分のえて、自分のえて、自分の気持気持気持気持ちや考えを表現するちや考えを表現するちや考えを表現するちや考えを表現する段階段階段階段階までがまでがまでがまでが「読「読「読「読むむむむ

ことことことこと」」」」の活動として位置づけられる。すなわち、の活動として位置づけられる。すなわち、の活動として位置づけられる。すなわち、の活動として位置づけられる。すなわち、読読読読むこむこむこむこ

とはとはとはとは受受受受動動動動的的的的な面と、な面と、な面と、な面と、積極的積極的積極的積極的・能動・能動・能動・能動的的的的な面のな面のな面のな面の両両両両面が面が面が面が存存存存在す在す在す在す

るのである。本研究は、るのである。本研究は、るのである。本研究は、るのである。本研究は、受受受受動動動動的的的的なななな部部部部分が分が分が分が多多多多いいいい質問質問質問質問と・と・と・と・産産産産

出的出的出的出的・能動・能動・能動・能動的的的的な面がな面がな面がな面が多多多多い発い発い発い発問問問問に着目しに着目しに着目しに着目し，検討，検討，検討，検討を加え、そを加え、そを加え、そを加え、そ

れらを英語の授業で実践し、れらを英語の授業で実践し、れらを英語の授業で実践し、れらを英語の授業で実践し、単元単元単元単元のののの出口出口出口出口ののののパフォパフォパフォパフォーマンーマンーマンーマン

スにスにスにスに結ぶ結ぶ結ぶ結ぶ実践開発である。実践開発である。実践開発である。実践開発である。    

○発表○発表○発表○発表順順順順：№：№：№：№    5555    

○発表時間：○発表時間：○発表時間：○発表時間：10101010 時時時時 05050505 分～分～分～分～    

○○○○氏名氏名氏名氏名：：：：加加加加納納納納    一輝一輝一輝一輝    

○○○○所属所属所属所属：：：：ストレートマスターストレートマスターストレートマスターストレートマスター    

○○○○ココココースースースース：：：：教教教教育臨床育臨床育臨床育臨床実践実践実践実践    

○題目（テーマ）○題目（テーマ）○題目（テーマ）○題目（テーマ）：：：：    

「特別「特別「特別「特別の教科の教科の教科の教科    道徳」道徳」道徳」道徳」におけるにおけるにおけるにおける    

指導方法と評価方法に関する開発実践指導方法と評価方法に関する開発実践指導方法と評価方法に関する開発実践指導方法と評価方法に関する開発実践    

－－－－問問問問題題題題解決的解決的解決的解決的な学習を中心に－な学習を中心に－な学習を中心に－な学習を中心に－    
    

【趣旨】【趣旨】【趣旨】【趣旨】    

平平平平成成成成 22227777年に、年に、年に、年に、道徳道徳道徳道徳の教科化に向けて学習指導要領のの教科化に向けて学習指導要領のの教科化に向けて学習指導要領のの教科化に向けて学習指導要領の一一一一

部改正部改正部改正部改正が行われた。考えが行われた。考えが行われた。考えが行われた。考え議議議議論する論する論する論する道徳道徳道徳道徳へのへのへのへの質的転換質的転換質的転換質的転換をををを図図図図

るものであり、るものであり、るものであり、るものであり、問問問問題題題題解決的解決的解決的解決的な学習の導な学習の導な学習の導な学習の導入入入入がががが示さ示さ示さ示された。指れた。指れた。指れた。指

導と評価を導と評価を導と評価を導と評価を一一一一体化して体化して体化して体化して捉捉捉捉え、え、え、え、道徳道徳道徳道徳の目の目の目の目標標標標に準に準に準に準拠拠拠拠し、生し、生し、生し、生徒徒徒徒

たちがたちがたちがたちが主主主主体体体体的的的的・対話・対話・対話・対話的的的的で深い学びを行うことができる指で深い学びを行うことができる指で深い学びを行うことができる指で深い学びを行うことができる指

導方法や、その学習指導導方法や、その学習指導導方法や、その学習指導導方法や、その学習指導過程過程過程過程の評価方法についての開発の評価方法についての開発の評価方法についての開発の評価方法についての開発

がががが求求求求められている。そこで本開発実践では、められている。そこで本開発実践では、められている。そこで本開発実践では、められている。そこで本開発実践では、問問問問題題題題解決的解決的解決的解決的

な学習を導な学習を導な学習を導な学習を導入入入入した、考えした、考えした、考えした、考え議議議議論する論する論する論する道徳道徳道徳道徳の授業の指導方法の授業の指導方法の授業の指導方法の授業の指導方法

と評価方法の在り方についてと評価方法の在り方についてと評価方法の在り方についてと評価方法の在り方について検討検討検討検討を行う。を行う。を行う。を行う。    



○発表○発表○発表○発表順順順順：№：№：№：№    6666    

○発表時間：○発表時間：○発表時間：○発表時間：10101010 時時時時 25252525 分～分～分～分～    

○○○○氏名氏名氏名氏名：：：：安安安安田田田田善紀善紀善紀善紀    

○○○○所属所属所属所属：：：：ストレートマスターストレートマスターストレートマスターストレートマスター    

○○○○コースコースコースコース：：：：授業開発授業開発授業開発授業開発    

○題目（テーマ）○題目（テーマ）○題目（テーマ）○題目（テーマ）：：：：    

歴史歴史歴史歴史についてのについてのについてのについての見見見見方・考え方を方・考え方を方・考え方を方・考え方を養養養養い、い、い、い、    

自らにつな自らにつな自らにつな自らにつなげげげげる授業実践る授業実践る授業実践る授業実践    

－高校授業の日常に位置づく－高校授業の日常に位置づく－高校授業の日常に位置づく－高校授業の日常に位置づく    

アアアアクテクテクテクティブィブィブィブ・・・・ララララーーーーニニニニンンンンググググへのへのへのへの挑戦挑戦挑戦挑戦－－－－    
    

【趣旨】【趣旨】【趣旨】【趣旨】    

高校高校高校高校地歴地歴地歴地歴科教科教科教科教育育育育では、では、では、では、歴史的思歴史的思歴史的思歴史的思考力の考力の考力の考力の育育育育成が課題と成が課題と成が課題と成が課題とささささ

れてきた。れてきた。れてきた。れてきた。歴史的思歴史的思歴史的思歴史的思考力の考力の考力の考力の育育育育成には、成には、成には、成には、歴史歴史歴史歴史についてのについてのについてのについての「見「見「見「見

方・考え方方・考え方方・考え方方・考え方」」」」をををを養養養養い、比い、比い、比い、比較較較較・関連・・関連・・関連・・関連・推測推測推測推測などの学習活動などの学習活動などの学習活動などの学習活動

を通して、深い学を通して、深い学を通して、深い学を通して、深い学びにつなびにつなびにつなびにつなげげげげることが重要である。ることが重要である。ることが重要である。ることが重要である。    

これらの学習にこれらの学習にこれらの学習にこれらの学習に効効効効果果果果的的的的であるとであるとであるとであるとさささされる学び方がれる学び方がれる学び方がれる学び方がアアアアクテクテクテクテ

ィブィブィブィブ・・・・ララララーーーーニニニニンンンンググググ((((AAAAL)L)L)L)である。本開発実践では、日常のである。本開発実践では、日常のである。本開発実践では、日常のである。本開発実践では、日常の

授業において、どの授業において、どの授業において、どの授業において、どのよよよようにすれうにすれうにすれうにすればばばば深い学びにつながる深い学びにつながる深い学びにつながる深い学びにつながる AAAALLLL

授業に授業に授業に授業に転換転換転換転換できるのかを実践・考できるのかを実践・考できるのかを実践・考できるのかを実践・考察察察察した。した。した。した。    

○発表○発表○発表○発表順順順順：№：№：№：№    7777    

○発表時間：○発表時間：○発表時間：○発表時間：11111111 時時時時 00000000 分～分～分～分～    

○○○○氏名氏名氏名氏名：：：：亀山亀山亀山亀山    雅之雅之雅之雅之    

○○○○所属所属所属所属：：：：関関関関市立津保川市立津保川市立津保川市立津保川学校学校学校学校    

○○○○コースコースコースコース：：：：授業開発授業開発授業開発授業開発    

○題目（テーマ）○題目（テーマ）○題目（テーマ）○題目（テーマ）：：：：    

新新新新学校づくりにおける学校づくりにおける学校づくりにおける学校づくりにおけるミドルミドルミドルミドルリーリーリーリーダダダダーのーのーのーの役割役割役割役割    
    

【趣旨】【趣旨】【趣旨】【趣旨】    

平平平平成成成成２８２８２８２８年年年年度度度度、、、、岐阜県岐阜県岐阜県岐阜県では学校では学校では学校では学校統廃合統廃合統廃合統廃合にににによっよっよっよって中学校て中学校て中学校て中学校

４４４４校が校が校が校が新新新新たにスタートした。関たにスタートした。関たにスタートした。関たにスタートした。関市立津保川市立津保川市立津保川市立津保川中学校もその中学校もその中学校もその中学校もその

中の１校である。本開発実践では中の１校である。本開発実践では中の１校である。本開発実践では中の１校である。本開発実践ではカカカカリリリリキュラムキュラムキュラムキュラムママママネジメネジメネジメネジメ

ントの考え方をントの考え方をントの考え方をントの考え方を基基基基にしながらにしながらにしながらにしながら「地域「地域「地域「地域にににに根差根差根差根差した学校した学校した学校した学校」「」「」「」「子子子子

供供供供がががが主役主役主役主役の学校の学校の学校の学校」」」」づくりをづくりをづくりをづくりを進進進進めた。そのめた。そのめた。そのめた。その際際際際、、、、ミドルミドルミドルミドルリーリーリーリー

ダダダダーが生ーが生ーが生ーが生徒徒徒徒、、、、管管管管理理理理職職職職、、、、職員職員職員職員とととと議議議議論を重論を重論を重論を重ねねねねながら、どう学ながら、どう学ながら、どう学ながら、どう学

校づくりに関校づくりに関校づくりに関校づくりに関与与与与したのかをしたのかをしたのかをしたのかを明明明明らかにし、そのらかにし、そのらかにし、そのらかにし、その効効効効果を生果を生果を生果を生徒徒徒徒

のののの姿姿姿姿とととと職員職員職員職員へのへのへのへのアアアアンンンンケケケケート調査やート調査やート調査やート調査やイイイインタンタンタンタビュビュビュビュー調査のー調査のー調査のー調査の結結結結

果から果から果から果から明明明明らかにする。本開発実践のらかにする。本開発実践のらかにする。本開発実践のらかにする。本開発実践の歩歩歩歩みを、みを、みを、みを、新新新新学校づく学校づく学校づく学校づく

りのりのりのりのモデルモデルモデルモデルの１つとしての１つとしての１つとしての１つとして提案提案提案提案していく。していく。していく。していく。    



○発表○発表○発表○発表順順順順：№：№：№：№    8888    

○発表時間：○発表時間：○発表時間：○発表時間：11111111 時時時時 20202020 分～分～分～分～    

○○○○氏名氏名氏名氏名：：：：鈴木鈴木鈴木鈴木    大介大介大介大介    

○○○○所属所属所属所属：：：：岐阜市立東長良岐阜市立東長良岐阜市立東長良岐阜市立東長良中学校中学校中学校中学校    

○○○○コースコースコースコース：：：：授業開発コース授業開発コース授業開発コース授業開発コース    

○題目（テーマ）○題目（テーマ）○題目（テーマ）○題目（テーマ）：：：：    

「「「「社会に開かれた教育課程」の実現に向けた郷土教育の開発社会に開かれた教育課程」の実現に向けた郷土教育の開発社会に開かれた教育課程」の実現に向けた郷土教育の開発社会に開かれた教育課程」の実現に向けた郷土教育の開発    

－中学校におけるカリキュラムマネジメントの推進－－中学校におけるカリキュラムマネジメントの推進－－中学校におけるカリキュラムマネジメントの推進－－中学校におけるカリキュラムマネジメントの推進－    
    

【趣旨】【趣旨】【趣旨】【趣旨】    

子子子子供供供供たちに、たちに、たちに、たちに、新新新新しい時しい時しい時しい時代代代代をををを切切切切りりりりひひひひらいていくために必らいていくために必らいていくために必らいていくために必

要な要な要な要な資質資質資質資質・・・・    能力を能力を能力を能力を育育育育むためには、学校が社会や世界と接むためには、学校が社会や世界と接むためには、学校が社会や世界と接むためには、学校が社会や世界と接

点を点を点を点を持持持持ちつつ、ちつつ、ちつつ、ちつつ、多様多様多様多様なななな人々人々人々人々とつながりをとつながりをとつながりをとつながりを保保保保ちながらちながらちながらちながら学学学学ぶぶぶぶ

ことのできることのできることのできることのできる「「「「社会に開かれた教社会に開かれた教社会に開かれた教社会に開かれた教育育育育課課課課程」程」程」程」ののののカカカカリリリリキュラキュラキュラキュラ

ムムムム開発と、開発と、開発と、開発と、その実現のための学びの場がその実現のための学びの場がその実現のための学びの場がその実現のための学びの場が不不不不可可可可欠欠欠欠である。である。である。である。

その重要な接点のその重要な接点のその重要な接点のその重要な接点の一一一一つがつがつがつが地域地域地域地域でででであると考えている。そこあると考えている。そこあると考えている。そこあると考えている。そこ

でででで「郷土「郷土「郷土「郷土教教教教育育育育（ふる（ふる（ふる（ふるささささと学習）と学習）と学習）と学習）」」」」の視の視の視の視角角角角から、から、から、から、総合的総合的総合的総合的な学な学な学な学

習の時間や教科習の時間や教科習の時間や教科習の時間や教科学習の学習の学習の学習の教教教教材材材材等を開発し等を開発し等を開発し等を開発し，カ，カ，カ，カリリリリキュラムキュラムキュラムキュラムママママ

ネジメネジメネジメネジメントの理論を活用して、ントの理論を活用して、ントの理論を活用して、ントの理論を活用して、学校全体で学校全体で学校全体で学校全体で取取取取り組り組り組り組んんんんだ実だ実だ実だ実

践を報告する。践を報告する。践を報告する。践を報告する。    

○発表○発表○発表○発表順順順順：№：№：№：№    9999    

○発表時間：○発表時間：○発表時間：○発表時間：11111111 時時時時 40404040 分～分～分～分～    

○○○○氏名氏名氏名氏名：：：：矢澤矢澤矢澤矢澤    淳淳淳淳    

○○○○所属所属所属所属：：：：中中中中津川市立津川市立津川市立津川市立付付付付知知知知中学校中学校中学校中学校    

○○○○コースコースコースコース：：：：授業開発授業開発授業開発授業開発    

○題目（テーマ）○題目（テーマ）○題目（テーマ）○題目（テーマ）：：：：    

過疎過疎過疎過疎化の化の化の化の進展進展進展進展するするするする地域地域地域地域における小における小における小における小規模規模規模規模中学校授業研究の中学校授業研究の中学校授業研究の中学校授業研究の    

アアアアクテクテクテクティブィブィブィブ化に関する開発実践化に関する開発実践化に関する開発実践化に関する開発実践    
----小規模校の特性を活かした教師コミュニティ形成による授業力向上小規模校の特性を活かした教師コミュニティ形成による授業力向上小規模校の特性を活かした教師コミュニティ形成による授業力向上小規模校の特性を活かした教師コミュニティ形成による授業力向上----    

    

【趣旨】【趣旨】【趣旨】【趣旨】    

本開発本開発本開発本開発実践実践実践実践の目の目の目の目的的的的は、は、は、は、過疎過疎過疎過疎化化化化進展地域進展地域進展地域進展地域のののの小小小小規模規模規模規模中学中学中学中学校校校校

のののの直直直直面する面する面する面する状況状況状況状況（（（（同一同一同一同一教科教科教科教科担当担当担当担当をををを前提前提前提前提とする教科とする教科とする教科とする教科部部部部会会会会のののの

不不不不成成成成立立立立等）の等）の等）の等）の下下下下にあるにあるにあるにある教教教教師師師師の授業力の授業力の授業力の授業力形形形形成を日常成を日常成を日常成を日常的的的的にににに推進推進推進推進

する授業研究する授業研究する授業研究する授業研究活活活活性性性性化化化化モデルモデルモデルモデルのののの構構構構築築築築にある。にある。にある。にある。このこのこのこのモデルモデルモデルモデル構構構構

築築築築に向けて、に向けて、に向けて、に向けて、担当担当担当担当教科の教科の教科の教科の異異異異なる教なる教なる教なる教師師師師のののの協働的協働的協働的協働的学びを深め学びを深め学びを深め学びを深め

る組る組る組る組織運営織運営織運営織運営や視点や視点や視点や視点設定設定設定設定、外、外、外、外部部部部のののの人的人的人的人的リリリリソソソソース（ース（ース（ース（大大大大学や教学や教学や教学や教

委委委委やややや近隣近隣近隣近隣学校）との学校）との学校）との学校）との協働協働協働協働のののの２２２２つをつをつをつを基軸基軸基軸基軸に、に、に、に、２２２２年間にわた年間にわた年間にわた年間にわた

る開発実践を構る開発実践を構る開発実践を構る開発実践を構想想想想・・・・展展展展開した。それをもとに小開した。それをもとに小開した。それをもとに小開した。それをもとに小規模規模規模規模中学中学中学中学

校教校教校教校教師師師師の授業力向上をの授業力向上をの授業力向上をの授業力向上を支支支支える授業研究える授業研究える授業研究える授業研究モデルモデルモデルモデルをををを提起提起提起提起する。する。する。する。



○発表○発表○発表○発表順順順順：№：№：№：№10101010                    

○発表時間：○発表時間：○発表時間：○発表時間：12121212 時時時時 00000000 分～分～分～分～    

○○○○氏名氏名氏名氏名：：：：山山山山田田田田    恭恭恭恭子子子子            

○○○○所属所属所属所属：：：：岐阜市立長良岐阜市立長良岐阜市立長良岐阜市立長良中学校中学校中学校中学校    

○○○○コースコースコースコース：：：：教教教教育臨床育臨床育臨床育臨床実践実践実践実践    

○題目（テーマ）○題目（テーマ）○題目（テーマ）○題目（テーマ）：：：：    

教教教教師師師師・・・・保護者保護者保護者保護者・・・・友人友人友人友人のはたらきかけのはたらきかけのはたらきかけのはたらきかけへのへのへのへの介入介入介入介入がががが    

本本本本来感来感来感来感と自と自と自と自尊感情尊感情尊感情尊感情に及に及に及に及ぼぼぼぼすすすす影響影響影響影響    

－心理－心理－心理－心理的的的的 wwwweeeellllllll----bbbbeingeingeingeing の向上を目指したの向上を目指したの向上を目指したの向上を目指した検討検討検討検討－－－－    

    

【趣旨】【趣旨】【趣旨】【趣旨】    

中学生を対象とした調査を実中学生を対象とした調査を実中学生を対象とした調査を実中学生を対象とした調査を実施施施施し、教し、教し、教し、教師師師師・・・・保護者保護者保護者保護者・・・・友友友友

人人人人のはたらきかけが、子どもたちの自のはたらきかけが、子どもたちの自のはたらきかけが、子どもたちの自のはたらきかけが、子どもたちの自尊感情尊感情尊感情尊感情や本や本や本や本来感来感来感来感のののの

自己自己自己自己概念概念概念概念に及に及に及に及ぼぼぼぼすすすす影響影響影響影響、、、、ささささらに心理らに心理らに心理らに心理的的的的 wwwweeeellllllll----bbbbeingeingeingeing（（（（WbWbWbWb））））

のののの適適適適応応応応状態状態状態状態に及に及に及に及ぼぼぼぼすすすす影響影響影響影響についてについてについてについて検討検討検討検討した。各はたらきした。各はたらきした。各はたらきした。各はたらき

かけかけかけかけのののの受容受容受容受容・・・・配慮配慮配慮配慮、、、、肯定的フィ肯定的フィ肯定的フィ肯定的フィーーーードバッドバッドバッドバックのクのクのクの有効性有効性有効性有効性がががが確確確確

認さ認さ認さ認されたため、れたため、れたため、れたため、それらにそれらにそれらにそれらに焦焦焦焦点づけた心理教点づけた心理教点づけた心理教点づけた心理教育的介入育的介入育的介入育的介入研究研究研究研究

を行を行を行を行っっっった。た。た。た。各はたらきかけは自己各はたらきかけは自己各はたらきかけは自己各はたらきかけは自己概念概念概念概念にににに促進的促進的促進的促進的なななな影響影響影響影響をををを

与与与与え、え、え、え、WbWbWbWbに対してはに対してはに対してはに対しては直直直直接接接接的，的，的，的，自己自己自己自己概念概念概念概念をををを介介介介して間接して間接して間接して間接的的的的にににに    

促進的促進的促進的促進的なななな影響影響影響影響をををを与与与与えるえるえるえることがことがことがことが明明明明らかにならかにならかにならかになっっっった。た。た。た。    

○発表○発表○発表○発表順順順順：№：№：№：№11111111    

○発表時間：○発表時間：○発表時間：○発表時間：13131313 時時時時 10101010 分～分～分～分～    

○○○○氏名氏名氏名氏名：：：：大澤大澤大澤大澤    久乃久乃久乃久乃    

○○○○所属所属所属所属：：：：可可可可児市立帷児市立帷児市立帷児市立帷子小学校子小学校子小学校子小学校    

○○○○コースコースコースコース：：：：教教教教育臨床育臨床育臨床育臨床実践実践実践実践    

○題目（テーマ）○題目（テーマ）○題目（テーマ）○題目（テーマ）：：：：    

学校学校学校学校適適適適応の応の応の応の促進促進促進促進をめをめをめをめざざざざしたしたしたした    

ソソソソーシャーシャーシャーシャルルルルススススキルキルキルキルトレートレートレートレーニニニニンンンンググググの実践の実践の実践の実践    
－－－－情動を伴った社会的情報処理モデルに基づく全校規模のアプローチ情動を伴った社会的情報処理モデルに基づく全校規模のアプローチ情動を伴った社会的情報処理モデルに基づく全校規模のアプローチ情動を伴った社会的情報処理モデルに基づく全校規模のアプローチ－－－－    

    

【趣旨】【趣旨】【趣旨】【趣旨】    

学校現場では、学校学校現場では、学校学校現場では、学校学校現場では、学校不適不適不適不適応と応と応と応と呼ば呼ば呼ば呼ばれる現象がれる現象がれる現象がれる現象が問問問問題とな題とな題とな題とな

っっっっている。社会ている。社会ている。社会ている。社会的問的問的問的問題題題題解決解決解決解決に対しに対しに対しに対し適切適切適切適切にににに情情情情報を報を報を報を収集収集収集収集・処・処・処・処

理し、理し、理し、理し、仲仲仲仲間に間に間に間に配慮配慮配慮配慮したり自分の考えをしたり自分の考えをしたり自分の考えをしたり自分の考えを適切適切適切適切に表に表に表に表現したり現したり現したり現したり

する能力をもち、場のする能力をもち、場のする能力をもち、場のする能力をもち、場の状況状況状況状況に応に応に応に応じじじじた行動がた行動がた行動がた行動が取取取取れるれるれるれる者者者者は、は、は、は、

豊豊豊豊かなかなかなかな人人人人間関間関間関間関係係係係をををを醸醸醸醸成することができ、学校成することができ、学校成することができ、学校成することができ、学校適適適適応が応が応が応が促進促進促進促進

すると考えられる。すると考えられる。すると考えられる。すると考えられる。発発発発達達達達段階段階段階段階を考を考を考を考慮慮慮慮した社会した社会した社会した社会的認知的認知的認知的認知とととと感感感感

情情情情のコントのコントのコントのコントロロロローーーールルルルにににに焦焦焦焦点を点を点を点を当当当当て、て、て、て、小学校全校小学校全校小学校全校小学校全校児児児児童童童童を対象を対象を対象を対象

にしたにしたにしたにした SSSSSSSSTTTTを開発し、実践した。実践のを開発し、実践した。実践のを開発し、実践した。実践のを開発し、実践した。実践の結結結結果、全学年で果、全学年で果、全学年で果、全学年で

攻撃攻撃攻撃攻撃性性性性の低の低の低の低下下下下がががが見見見見られ、実践のられ、実践のられ、実践のられ、実践の有効性有効性有効性有効性がががが確認さ確認さ確認さ確認された。れた。れた。れた。    



○発表○発表○発表○発表順順順順：№：№：№：№12121212    

○発表時間：○発表時間：○発表時間：○発表時間：13131313 時時時時 30303030 分～分～分～分～    

○○○○氏名氏名氏名氏名：：：：宮宮宮宮川川川川    和和和和文文文文    

○○○○所属所属所属所属：：：：岐阜市立長良岐阜市立長良岐阜市立長良岐阜市立長良小学校小学校小学校小学校    

○○○○コースコースコースコース：：：：学校学校学校学校改善改善改善改善    

○題目（テーマ）○題目（テーマ）○題目（テーマ）○題目（テーマ）：：：：    

小中小中小中小中一一一一貫貫貫貫教教教教育育育育におけるにおけるにおけるにおけるカカカカリリリリキュラムキュラムキュラムキュラム開発の実践と開発の実践と開発の実践と開発の実践と運営運営運営運営    

－－－－郷土郷土郷土郷土教教教教育育育育を方法とを方法とを方法とを方法として－して－して－して－    
    

【趣旨】【趣旨】【趣旨】【趣旨】    

教教教教育基育基育基育基本法、学校教本法、学校教本法、学校教本法、学校教育育育育法の法の法の法の改正改正改正改正にににによよよよるるるる義務義務義務義務教教教教育育育育の目の目の目の目

的的的的・目・目・目・目標標標標のののの統合統合統合統合、学習、学習、学習、学習内内内内容容容容のののの量量量量的的的的・・・・質的質的質的質的充充充充実への対応、実への対応、実への対応、実への対応、

中１中１中１中１ギギギギャャャャッッッッププププへの対応等、小中への対応等、小中への対応等、小中への対応等、小中一一一一貫貫貫貫教教教教育育育育は、は、は、は、様々様々様々様々なななな背景背景背景背景

で導で導で導で導入さ入さ入さ入されている。しかし、全国にみる小中れている。しかし、全国にみる小中れている。しかし、全国にみる小中れている。しかし、全国にみる小中一一一一貫貫貫貫教教教教育育育育のののの

導導導導入入入入・・・・推進推進推進推進は、低調である。は、低調である。は、低調である。は、低調である。ささささらに、らに、らに、らに、取取取取組においては、組においては、組においては、組においては、

中中中中核核核核的的的的事項事項事項事項のののの「「「「目指す子目指す子目指す子目指す子供供供供像像像像のののの具具具具体体体体設定」「設定」「設定」「設定」「義務義務義務義務教教教教育育育育をををを

見見見見通した通した通した通したカカカカリリリリキュラムキュラムキュラムキュラムの作成の作成の作成の作成」」」」がががが不不不不十分にもかかわらず、十分にもかかわらず、十分にもかかわらず、十分にもかかわらず、

小中小中小中小中一一一一貫貫貫貫教教教教育育育育とととと謳謳謳謳っっっっている学校がている学校がている学校がている学校が大部大部大部大部分であることが分であることが分であることが分であることが明明明明

らかにならかにならかにならかになっっっった。た。た。た。    

この課題この課題この課題この課題解解解解消消消消には、中には、中には、中には、中核核核核的的的的事項事項事項事項とともに、小・中学校とともに、小・中学校とともに、小・中学校とともに、小・中学校

間のコー間のコー間のコー間のコーディネディネディネディネートートートート機機機機能を能を能を能を充充充充実実実実させさせさせさせるマるマるマるマネジメネジメネジメネジメントの在ントの在ントの在ントの在

り方をり方をり方をり方を確立確立確立確立していく必要がある。していく必要がある。していく必要がある。していく必要がある。    

そこで、本開発実践では、そこで、本開発実践では、そこで、本開発実践では、そこで、本開発実践では、郷土郷土郷土郷土教教教教育育育育を方法としたを方法としたを方法としたを方法とした総合総合総合総合

的的的的学習の小中学習の小中学習の小中学習の小中一一一一貫貫貫貫カカカカリリリリキュラムキュラムキュラムキュラム開発の実践を行い、マ開発の実践を行い、マ開発の実践を行い、マ開発の実践を行い、マネネネネ

ジメジメジメジメントの在り方をントの在り方をントの在り方をントの在り方を検討検討検討検討する。する。する。する。    

○発表○発表○発表○発表順順順順：№：№：№：№13131313    

○発表時間：○発表時間：○発表時間：○発表時間：13131313 時時時時 50505050 分～分～分～分～    

○○○○氏名氏名氏名氏名：：：：日比日比日比日比野野野野    能能能能之之之之    

○○○○所属所属所属所属：：：：高高高高山市立山市立山市立山市立三枝三枝三枝三枝小学校小学校小学校小学校    

○○○○コースコースコースコース：：：：授業開発授業開発授業開発授業開発    

○題目（テーマ）○題目（テーマ）○題目（テーマ）○題目（テーマ）：：：：    

小小小小規模規模規模規模小学校の小学校の小学校の小学校の強強強強みを活かした教みを活かした教みを活かした教みを活かした教師師師師の授業力向上にの授業力向上にの授業力向上にの授業力向上に    

資資資資する授業づくりと校する授業づくりと校する授業づくりと校する授業づくりと校内内内内研研研研修修修修の開発実践の開発実践の開発実践の開発実践    
    

【趣旨】【趣旨】【趣旨】【趣旨】    

小小小小規模規模規模規模小学校では、教小学校では、教小学校では、教小学校では、教師一人当師一人当師一人当師一人当たりの校たりの校たりの校たりの校務務務務分分分分掌掌掌掌がががが多多多多く、く、く、く、

多多多多忙忙忙忙なななな勤務勤務勤務勤務状況状況状況状況が続いている。しかし、本校ではが続いている。しかし、本校ではが続いている。しかし、本校ではが続いている。しかし、本校では、、、、個個個個々々々々

の教の教の教の教師師師師の力との力との力との力と協協協協力力力力的的的的なななな姿姿姿姿勢勢勢勢とが学校を動かすとが学校を動かすとが学校を動かすとが学校を動かすエエエエネルネルネルネルギギギギーーーー

となとなとなとなっっっってててており、これこそがおり、これこそがおり、これこそがおり、これこそが「「「「小小小小規模規模規模規模小学校の小学校の小学校の小学校の強強強強みみみみ」」」」であであであであ

るとるとるとると捉捉捉捉えている。えている。えている。えている。    

本開発実践本開発実践本開発実践本開発実践は、は、は、は、小小小小規模規模規模規模小学校の実小学校の実小学校の実小学校の実態態態態やややや勤務勤務勤務勤務校の校の校の校のニニニニーーーーズズズズ、、、、

個個個個々々々々の教の教の教の教師師師師のののの願願願願いいいいに応に応に応に応じじじじながら、ながら、ながら、ながら、授業づくりと校授業づくりと校授業づくりと校授業づくりと校内内内内研研研研修修修修

の開発にの開発にの開発にの開発に取取取取り組む。り組む。り組む。り組む。校校校校内内内内研究を研究を研究を研究を核核核核としてとしてとしてとして日常の授業づく日常の授業づく日常の授業づく日常の授業づく

りと校りと校りと校りと校内内内内研研研研修修修修をををを結結結結び付けることにび付けることにび付けることにび付けることによっよっよっよって、て、て、て、小小小小規模規模規模規模校の課校の課校の課校の課

題を題を題を題を乗乗乗乗りりりり越越越越え、教え、教え、教え、教師師師師の授業力向上をの授業力向上をの授業力向上をの授業力向上を図図図図ることをることをることをることを目指す目指す目指す目指す。。。。    



○発表○発表○発表○発表順順順順：№：№：№：№14141414    

○発表時間：○発表時間：○発表時間：○発表時間：14141414 時時時時 10101010 分～分～分～分～    

○○○○氏名氏名氏名氏名：：：：宮宮宮宮下下下下    直直直直樹樹樹樹    

○○○○所属所属所属所属：：：：揖斐揖斐揖斐揖斐川川川川町町町町立立立立清清清清水小学校水小学校水小学校水小学校    

○○○○コースコースコースコース：：：：授業開発授業開発授業開発授業開発    

○題目（テーマ）○題目（テーマ）○題目（テーマ）○題目（テーマ）：：：：    

子ども・教子ども・教子ども・教子ども・教師師師師・・・・保護者保護者保護者保護者がががが    

主主主主体体体体的的的的にににに取取取取り組む授業開発と校り組む授業開発と校り組む授業開発と校り組む授業開発と校内内内内研究の研究の研究の研究の改善改善改善改善    
    

【趣旨】【趣旨】【趣旨】【趣旨】    

子どもの子どもの子どもの子どもの主主主主体体体体性性性性をををを伸伸伸伸ばばばばすため、すため、すため、すため、従来従来従来従来の校の校の校の校内内内内研究の発研究の発研究の発研究の発想想想想

をををを逆逆逆逆向きに向きに向きに向きに捉捉捉捉え、子ども、教え、子ども、教え、子ども、教え、子ども、教師師師師、、、、保護者保護者保護者保護者ののののつながりをつながりをつながりをつながりを強強強強

固固固固にするにするにするにする校校校校内内内内研究研究研究研究へとへとへとへと転換転換転換転換するするするする開発実践である。開発実践である。開発実践である。開発実践である。    

教教教教師師師師ががががデデデデザザザザイイイインしたンしたンしたンした枠枠枠枠にあてはめる授業をにあてはめる授業をにあてはめる授業をにあてはめる授業を「「「「子ども自子ども自子ども自子ども自

身の身の身の身の見見見見通しと、学びの通しと、学びの通しと、学びの通しと、学びの振振振振りりりり返返返返りをりをりをりを大大大大切切切切にした授業づくりにした授業づくりにした授業づくりにした授業づくり」」」」

へへへへ転換転換転換転換。ト。ト。ト。トッッッッププププダダダダウウウウンになりがちな校ンになりがちな校ンになりがちな校ンになりがちな校内内内内研究を研究を研究を研究を「「「「教教教教師師師師がががが

主主主主体となる体となる体となる体となるボボボボトトトトムアムアムアムアッッッップ型プ型プ型プ型校校校校内内内内研究研究研究研究」」」」へへへへ転換転換転換転換。。。。保護者保護者保護者保護者にににに

対して対して対して対して閉閉閉閉ざさざさざさざされている校れている校れている校れている校内内内内研究を研究を研究を研究を「保護者「保護者「保護者「保護者とのとのとのとの双双双双方向の方向の方向の方向の

連連連連携携携携を位置付けた開かれた校を位置付けた開かれた校を位置付けた開かれた校を位置付けた開かれた校内内内内研究研究研究研究」」」」へへへへとととと転換転換転換転換するするするする。。。。    

    

○発表○発表○発表○発表順順順順：№：№：№：№15151515    

○発表時間：○発表時間：○発表時間：○発表時間：14141414 時時時時 30303030 分～分～分～分～    

○○○○氏名氏名氏名氏名：：：：佐佐佐佐久久久久間間間間    陽陽陽陽子子子子    

○○○○所属所属所属所属：：：：岐岐岐岐南町南町南町南町立立立立西西西西小学校小学校小学校小学校    

○○○○コースコースコースコース：：：：特別支特別支特別支特別支援援援援教教教教育育育育    

○題目（テーマ）○題目（テーマ）○題目（テーマ）○題目（テーマ）：：：：    

就就就就学学学学前前前前からからからから一一一一貫貫貫貫した小学校におけるした小学校におけるした小学校におけるした小学校における    

特別支特別支特別支特別支援援援援教教教教育育育育体体体体制制制制構構構構築築築築に関する研究に関する研究に関する研究に関する研究    
    

【趣旨】【趣旨】【趣旨】【趣旨】    

小学校では、小学校では、小学校では、小学校では、早早早早期から期から期から期から始始始始ままままっっっっているているているている支支支支援援援援を着実にを着実にを着実にを着実に引引引引きききき

継ぎ継ぎ継ぎ継ぎ、、、、よよよよりりりりよよよよいいいい支支支支援援援援を行を行を行を行っっっっていくことがていくことがていくことがていくことが求求求求められている。められている。められている。められている。

本開発実践では、本開発実践では、本開発実践では、本開発実践では、就就就就学学学学前前前前からからからから一一一一貫貫貫貫した小学校におけるした小学校におけるした小学校におけるした小学校における特特特特

別支別支別支別支援援援援教教教教育育育育体体体体制制制制構構構構築築築築を目を目を目を目的的的的とし、以とし、以とし、以とし、以下下下下のののの 2222 点点点点についてについてについてについて検検検検

討討討討し、し、し、し、明明明明らかにする。らかにする。らかにする。らかにする。    

①①①① 現在行われている現在行われている現在行われている現在行われている就就就就学学学学前前前前のののの支支支支援援援援情情情情報の報の報の報の入入入入手手手手や活用や活用や活用や活用

のののの状況状況状況状況分分分分析析析析    

②②②② 特別支特別支特別支特別支援援援援教教教教育育育育コーコーコーコーディネディネディネディネーターが中心となり、ーターが中心となり、ーターが中心となり、ーターが中心となり、小学小学小学小学

校が必要とする校が必要とする校が必要とする校が必要とする就就就就学学学学前前前前のののの支支支支援援援援情情情情報を着実に報を着実に報を着実に報を着実に入入入入手手手手し、し、し、し、

有効有効有効有効に活用するための方法と体に活用するための方法と体に活用するための方法と体に活用するための方法と体制制制制    



○発表○発表○発表○発表順順順順：№：№：№：№16161616    

○発表時間：○発表時間：○発表時間：○発表時間：15151515 時時時時 05050505 分～分～分～分～    

○○○○氏名氏名氏名氏名：：：：小小小小野野野野    卓也卓也卓也卓也    

○○○○所属所属所属所属：：：：岐阜県立岐阜岐阜県立岐阜岐阜県立岐阜岐阜県立岐阜農林農林農林農林高等学校高等学校高等学校高等学校    

○○○○コースコースコースコース：：：：学校学校学校学校改善改善改善改善    

○題目（テーマ）○題目（テーマ）○題目（テーマ）○題目（テーマ）：：：：    

学校を学校を学校を学校を『『『『協働的協働的協働的協働的』』』』にににに機機機機能能能能させさせさせさせるるるるミドルミドルミドルミドルリーリーリーリーダダダダーの在り方ーの在り方ーの在り方ーの在り方    

－－－－専門専門専門専門高校における学科コ高校における学科コ高校における学科コ高校における学科コララララボ型ボ型ボ型ボ型授業の授業の授業の授業の取取取取組を通して－組を通して－組を通して－組を通して－    
    

【趣旨】【趣旨】【趣旨】【趣旨】    

学校学校学校学校長長長長の教の教の教の教育育育育方方方方針針針針のもと、のもと、のもと、のもと、PISAPISAPISAPISA的的的的学力学力学力学力あるいはあるいはあるいはあるいは「「「「生き生き生き生き

る力る力る力る力」」」」としてのとしてのとしてのとしての「新「新「新「新しい学力しい学力しい学力しい学力」」」」を、生を、生を、生を、生徒徒徒徒にににに主主主主体体体体的的的的に身にに身にに身にに身に

つけつけつけつけさせさせさせさせるため、るため、るため、るため、生生生生徒徒徒徒自ら自ら自ら自ら課題課題課題課題を発を発を発を発見見見見しししし、、、、解決解決解決解決する力する力する力する力等等等等

のののの資質資質資質資質・能力を高める・能力を高める・能力を高める・能力を高める科目科目科目科目「「「「ＳＳＳＳＳＳＳＳ課題研究課題研究課題研究課題研究」」」」を、学科コを、学科コを、学科コを、学科コ

ララララボ型ボ型ボ型ボ型授業に授業に授業に授業に変革変革変革変革した。そのための組した。そのための組した。そのための組した。そのための組織織織織を開発し、そのを開発し、そのを開発し、そのを開発し、その

取取取取組を組を組を組をミドルミドルミドルミドルリーリーリーリーダダダダーとしてーとしてーとしてーとしてフフフファァァァシリテートした。シリテートした。シリテートした。シリテートした。    

    本校の学校本校の学校本校の学校本校の学校改善改善改善改善はははは主主主主にににに弱弱弱弱点に点に点に点に焦焦焦焦点を点を点を点を当当当当てててて、、、、それをそれをそれをそれを解決解決解決解決

することに終することに終することに終することに終始始始始していた。そのしていた。そのしていた。そのしていた。その改改改改革革革革をををを狙狙狙狙いとしいとしいとしいとして全教て全教て全教て全教職職職職

員員員員がががが「「「「わが校のわが校のわが校のわが校の強強強強みみみみ」」」」をををを共共共共有有有有すること、またすること、またすること、またすること、また教教教教職員職員職員職員がががが協協協協

働働働働で理で理で理で理想想想想のののの実現に向う実現に向う実現に向う実現に向う潜潜潜潜在力を在力を在力を在力を引引引引きききき出出出出し、組し、組し、組し、組織織織織力を力を力を力を継継継継続続続続

して高められるして高められるして高められるして高められる意識意識意識意識改改改改革革革革の第の第の第の第一歩一歩一歩一歩をマをマをマをマネジメネジメネジメネジメントしたントしたントしたントした。。。。    

○発表○発表○発表○発表順順順順：№：№：№：№    11117777    

○発表時間：○発表時間：○発表時間：○発表時間：15151515 時時時時 25252525 分～分～分～分～    

○○○○氏名氏名氏名氏名：：：：串戸串戸串戸串戸    正一正一正一正一    

○○○○所属所属所属所属：：：：岐阜県立大岐阜県立大岐阜県立大岐阜県立大垣垣垣垣東東東東高等学校高等学校高等学校高等学校    

○○○○コースコースコースコース：：：：学校学校学校学校改善改善改善改善    

○題目（テーマ）○題目（テーマ）○題目（テーマ）○題目（テーマ）：：：：    

高等学校における校高等学校における校高等学校における校高等学校における校内内内内研研研研修修修修の活の活の活の活性性性性化化化化    

－－－－メメメメンターンターンターンター制制制制度度度度の導の導の導の導入入入入を方法として－を方法として－を方法として－を方法として－    
    

【趣旨【趣旨【趣旨【趣旨】】】】    

中教中教中教中教審答申審答申審答申審答申（（（（HHHH22227777・・・・12121212）において、教）において、教）において、教）において、教員員員員研研研研修修修修に関するに関するに関するに関する改改改改

革革革革のののの具具具具体体体体的的的的な方向な方向な方向な方向性性性性がががが示さ示さ示さ示された。れた。れた。れた。「「「「教教教教員員員員は学校では学校では学校では学校で育育育育つつつつ」」」」もももも

のであり、教のであり、教のであり、教のであり、教員員員員のののの資質資質資質資質能力の向上を校能力の向上を校能力の向上を校能力の向上を校内内内内研研研研修修修修で実現をで実現をで実現をで実現を図図図図

っっっっていく方向ていく方向ていく方向ていく方向性性性性である。本開発実践では、教科のである。本開発実践では、教科のである。本開発実践では、教科のである。本開発実践では、教科の専門専門専門専門性性性性    

からからからから一人一人一人一人一人一人一人一人がががが個個個個業化し、研業化し、研業化し、研業化し、研修修修修という行という行という行という行為為為為性性性性や組や組や組や組織織織織化に化に化に化に    

大大大大きな課題がある高等学校において、きな課題がある高等学校において、きな課題がある高等学校において、きな課題がある高等学校において、悩悩悩悩みや課題をみや課題をみや課題をみや課題を大大大大きききき

くくくく抱抱抱抱えていると考えられるえていると考えられるえていると考えられるえていると考えられる若手若手若手若手教教教教員員員員の力の力の力の力量量量量向上に向上に向上に向上に焦焦焦焦点化点化点化点化    

し、校し、校し、校し、校内内内内研研研研修修修修の活の活の活の活性性性性化化化化策策策策をををを明明明明らかにしらかにしらかにしらかにしよよよようとするものでうとするものでうとするものでうとするもので

ある。ある。ある。ある。有効有効有効有効な方法としてな方法としてな方法としてな方法として「メ「メ「メ「メンターンターンターンター制制制制度」度」度」度」を学校現場にを学校現場にを学校現場にを学校現場に    

適適適適したしたしたした形形形形で導で導で導で導入入入入をををを図図図図り、その可能り、その可能り、その可能り、その可能性性性性と課題を考と課題を考と課題を考と課題を考察察察察する。する。する。する。    



○発表○発表○発表○発表順順順順：№：№：№：№    18181818    

○発表時間：○発表時間：○発表時間：○発表時間：15151515 時時時時 45454545 分～分～分～分～    

○○○○氏名氏名氏名氏名：：：：菅井菅井菅井菅井    修修修修    

○○○○所属所属所属所属：：：：岐阜県立岐阜県立岐阜県立岐阜県立加加加加納納納納高等学校高等学校高等学校高等学校    

○○○○コースコースコースコース：：：：学校学校学校学校改善改善改善改善    

○題目（テーマ）○題目（テーマ）○題目（テーマ）○題目（テーマ）：：：：    

高等学校普通科におけるキャリア教育のプログラム開発高等学校普通科におけるキャリア教育のプログラム開発高等学校普通科におけるキャリア教育のプログラム開発高等学校普通科におけるキャリア教育のプログラム開発    

－－－－「総合的な学習の時間」を通じたキャリア教育の実践「総合的な学習の時間」を通じたキャリア教育の実践「総合的な学習の時間」を通じたキャリア教育の実践「総合的な学習の時間」を通じたキャリア教育の実践－－－－    

    

【趣旨】【趣旨】【趣旨】【趣旨】    

高等学校においては、高等学校においては、高等学校においては、高等学校においては、「「「「体体体体系系系系的的的的・・・・系系系系統的統的統的統的ななななキキキキャリャリャリャリアアアア教教教教育」育」育」育」

のののの計画計画計画計画及及及及びびびび実践に実践に実践に実践によよよより、生り、生り、生り、生徒徒徒徒の学習の学習の学習の学習意欲意欲意欲意欲が向上することが向上することが向上することが向上すること

が期が期が期が期待待待待さささされているれているれているれている。。。。    

本開発実践では、本開発実践では、本開発実践では、本開発実践では、「総合的「総合的「総合的「総合的な学習の時間な学習の時間な学習の時間な学習の時間」」」」を通を通を通を通じじじじたたたたキキキキ

ャリャリャリャリアアアア教教教教育育育育の実践にの実践にの実践にの実践によよよより、高等学校り、高等学校り、高等学校り、高等学校普普普普通科の通科の通科の通科のキキキキャリャリャリャリアアアア教教教教

育育育育の学習の学習の学習の学習プロプロプロプログラムグラムグラムグラムの開発を行う。の開発を行う。の開発を行う。の開発を行う。キキキキャリャリャリャリアアアア教教教教育育育育でででで育育育育むむむむ

「「「「社会を生きる力社会を生きる力社会を生きる力社会を生きる力」」」」からからからからキキキキャリャリャリャリアアアア発発発発達達達達をををを捉捉捉捉えるえるえるえるポポポポートートートートフフフフ

ォォォォリリリリオオオオの開発と、組の開発と、組の開発と、組の開発と、組織的織的織的織的なななな進進進進路路路路指導を行う指導を行う指導を行う指導を行う「キ「キ「キ「キャリャリャリャリアアアア顧顧顧顧

問」問」問」問」制制制制度度度度をををを提案提案提案提案するものである。するものである。するものである。するものである。    

    

○発表○発表○発表○発表順順順順：№：№：№：№19191919    

○発表時間：○発表時間：○発表時間：○発表時間：16161616 時時時時 05050505 分～分～分～分～    

○○○○氏名氏名氏名氏名：：：：松松松松本本本本    深深深深香香香香    

○○○○所属所属所属所属：：：：岐阜県立岐阜岐阜県立岐阜岐阜県立岐阜岐阜県立岐阜本本本本巣巣巣巣特別支特別支特別支特別支援援援援学校学校学校学校    

○○○○コースコースコースコース：：：：特別支特別支特別支特別支援援援援教教教教育育育育    

○題目（テーマ）○題目（テーマ）○題目（テーマ）○題目（テーマ）：：：：    

特別支特別支特別支特別支援援援援学校に学校に学校に学校によよよよる教る教る教る教育支育支育支育支援援援援へのへのへのへの    

積極的積極的積極的積極的参画参画参画参画に関するに関するに関するに関する検討検討検討検討    
    

【趣旨】【趣旨】【趣旨】【趣旨】    

イイイインクンクンクンクルルルルーシーシーシーシブブブブ教教教教育育育育システシステシステシステムムムム構構構構築築築築のののの中心中心中心中心的的的的な課題としな課題としな課題としな課題とし

てててて、、、、支支支支援内援内援内援内容容容容のののの継継継継続続続続性性性性を重視したを重視したを重視したを重視した就就就就学先の学先の学先の学先の決定決定決定決定がある。がある。がある。がある。

そこでそこでそこでそこで本本本本開発実践では、開発実践では、開発実践では、開発実践では、まずまずまずまず、、、、特別支特別支特別支特別支援援援援学校に学校に学校に学校に就就就就学する学する学する学する

幼幼幼幼児児児児を対象として、を対象として、を対象として、を対象として、入入入入学以学以学以学以降降降降の教の教の教の教育育育育活動を活動を活動を活動を想定想定想定想定した教した教した教した教育育育育

支支支支援援援援情情情情報の報の報の報の観観観観点を点を点を点を明明明明らかにらかにらかにらかにした。そしてそれらを踏まえ、した。そしてそれらを踏まえ、した。そしてそれらを踏まえ、した。そしてそれらを踏まえ、

特別支特別支特別支特別支援援援援学校が学校が学校が学校が、、、、早早早早期から期から期から期から支支支支援援援援のののの継継継継続続続続にににに積極的積極的積極的積極的にににに参画参画参画参画すすすす

るるるるための方ための方ための方ための方策策策策をををを明明明明らかにした。らかにした。らかにした。らかにした。特別支特別支特別支特別支援援援援学校が学校が学校が学校が主主主主体とな体とな体とな体とな

っっっって、て、て、て、幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園等を等を等を等を訪訪訪訪問問問問して必要な教して必要な教して必要な教して必要な教育支育支育支育支援援援援情情情情報を報を報を報を入入入入手手手手し、し、し、し、

支支支支援援援援をつなをつなをつなをつなぎぎぎぎ，，，，子どもたちがス子どもたちがス子どもたちがス子どもたちがスムムムムーーーーズズズズにににに新新新新しいしいしいしい学校学校学校学校生活生活生活生活

にににに移移移移行できるための教行できるための教行できるための教行できるための教育支育支育支育支援援援援モデルモデルモデルモデルをををを開発し、その実践開発し、その実践開発し、その実践開発し、その実践

を報告する。を報告する。を報告する。を報告する。    


