
 

 

   
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「“学び合い”で 21 世紀型学力をつける」  

県中教研の課題は何か？ “学び合い向上シート”Ａ 

 Ａ学び合いを

具体化する 
A3 学び合いが「目的」になら

ないようにする 

A1 学び合う授業の具体的なイ

メージを示す 

A2ＦＴの収束の具体的なイメ

ージを示す 

×学び合いは時間がかかる。 

×学び合いをすると音楽や英語では歌や英会話が減る。 

↑指摘は的を射ていない。イメージ不足が原因。

↑「切り口」と「構造」のフレームワークを導入

と合意形成の事例を示していないことが原因。 

×ＦＴはしっぱなしで，その結果が次につながらない。

手法 

研究

主題 
A4 研究内容を鋭角にし，成果

が蓄積されるようにする 

×学び合いをすることが目的になりがち。 

↑目指す姿を明確にしていなかったり，目指す姿に戻っ

て何が達成されたかを確認したりしないことが原因。 

×研究が具体的に何を達成し，何が未達成かが明確でない。

↑研究主題が抽象的。どんな課題をどのような手立

てで達成を目指すかを具体的に示すこと必要。 

○委員が授業を見せ合う,○会場校全体（他教科領域）で学び合い。 

×プラ授業,ＦＴによる検討なし,×会場校の研究主題と無関係。 

Ｂ学び合いに

ベクトルを

合わせる 

学び

合い

指定

研究

B5 郡市が学び合いにベクトル

を合わせる 

○意図的・戦略的に「学び合い」の推進を行なっている。 

×郡市の研究主題はバラバラ。 

↑全会員研修・小中分離の組織改革・独自ナビ調査など意図的・戦

略的な学び合いの取組が全県に広がると相乗的に効果が高まる。 

B6 学校の取組・校長の意識の

ベクトルを合わせる 

×学び合いに前向きに取り組む学校とそうでない学校との

差が大きい。 

↑21 学力や学び合いの考え方や種類など会報提示の内容も未浸透。

校長の意識の差を減らすことが大切。 

B7委員会の研究推進のベクト

ルをあわせる 

B8 副部長を支援していく 
×会場校丸投げ，×周りを適切に巻き込めない。 

↑大きな郡市は郡市中教研の踏襲でおこなうことが原因。

県の指定を明確にすることが必要。 

↑↓ 副部長に“研究の進め方”を知ってもらうこと大切 

 
Ｄ連携でさら

に推進する 

行政

学校

D14 指導主事が県中教研の取組を

踏まえて各校に指導する 

×指定研究会を指導主事が見ていない→学校訪問時協議が旧来型。 

×課題･まとめ･ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸ→会員は別なことと感じ負担感。 

×小教研の取組を知らない。×小学校も中教研の取組を知らない。 

D15 小教研，小学校，大学などの

校種間で連携する。 
↑会員の立場や生徒の立場で見ること必要。結局同じことが別

な言葉で説明される場合が多い。連携により効果が高まる。

A12 会報を充実 
FT の理論･手法，生徒と教師の学び合いの具体

例（課題・実践・成果が一目で分かる），財源は

研究活動の概要をＨＰ化で集中と選択 

A34 授業の提案を会報へ
授業の提案や視点を明確化

し，会報に載せる。 

B6 校長会で伝達 
県中教研の取組を校長会で

伝達。 

D15 地域の指導者 
地域在住の指導者 

D14 校長会がはたらきかけ
県・市に連携をはたらきかける 

A34 学び合い 10 積極改定 
１年目に目指す姿と合わせて

ゼロから改訂することで，手立

てとして明確化する。 

D14 指定スタートに主事参加
目指す姿と課題のＦＴに指導主事参

B7 研究主任会で研修
春に種をまき，秋に成果を持

ち合う。 

B78 研究進め方研修会 
１年目の夏の全県部会を同一

日にし，副部長･授業者対象に授

業構想検討の FT 研修をする。 

×成果が蓄積されない。 

×学び合いの成果がリセット，目指す姿の共有からやり直しとなる。 

Ｃ指定成果を

継承・普及

する 

指定

郡市 

指定外 

郡市教科 

（小さな郡市） 

（大きな郡市） 

C9二年後に別な郡市に移って

も成果を引き継ぐ ↑引き継ぐ機会の「しくみ」をつくる必要。 

C10 成果を各校の実践を通し

て広げる 

×指定研究に関わるのは一部教員。 

×各部まかせ，×郡市の中教研に埋没している 

↑研究会の参加だけでなく，提案内容の各校での実践をせ

まる取組を仕組む必要。 

C13 他教科領域も成果を実践する 

C11 研究会に他郡市が参加する 

C12 他郡市も成果を実践する 

×たとえば，新潟市理科への燕・西蒲・佐渡からの

参加が無かったことなど

↑案内メールの送信だけでは，参加は促進されない。 

 日程として参加が可能なことと呼びかけが必要。 

×良い生徒の学び合いや教師の学び合いが行われていることを

他郡市や他教科領域は知らない ○加茂,柏崎,佐渡,学校保健

×指定研究の取組をモデルに郡市中教研が研究を継続していく。

↑会報・ＨＰ充実とともに実践を通したそれ以外の取組が必要。

C9 前副部長引継ぎ 
第１回研推委に前副部長が

参加し引き継ぐ。前副部長は次

の委員にプレゼン。 

C10 実践持ち合い研修 
研究会時に指導案のプレを各自実

践し，レポートで持ち合う。 

C1213 実践集の配布 

教科を超えて有効な実践例をまとめ

配布（研究活動の概要×→ＨＰ化） 

C1213HP の認知度 UP 
HP の認知度を上げる 

C1213 校長が職員に伝達 
校内で伝達･共有の機会を持つ 

C1213４地区交流の場を作る 

 授業構想検討やプレ授業に参加す

る。重点教科を指定する。 

C910 組織を作り変える 
小は小学･他郡市と連携，大

は分割し，最適な組織に作り変

える。 

C11 参加する枠組みをつくる
 他地区・教科が参加できる。

また，地区会長が他地区に参

加し，良さを学び合う。 

C910 組織を作り変える
小は小学･他郡市と連携，大

は分割し，最適な組織に作り変

える。 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「“学び合い”で 21 世紀型学力をつける」  

課題達成をどう実現するか？ 何ができるか？ “学び合い向上シート”Ｂ 

 Ａ学び合いを

具体化する 
A3 学び合いが「目的」になら

ないようにする 

A1 学び合う授業の具体的なイ

メージを示す 

A2ＦＴの収束の具体的なイメ

ージを示す 

手法 

研究 

主題 
A4 研究内容を鋭角にし，成果

が蓄積されるようにする 

Ｂ学び合いに

ベクトルを

合わせる 

学び

合い

指定

研究

B5 郡市が学び合いにベクトル

を合わせる 

B6 学校の取組・校長の意識の

ベクトルを合わせる 

B7委員会の研究推進のベクト

ルをあわせる 

B8 副部長を支援していく 

Ｄ連携でさら

に推進する 

行政

学校

D14 指導主事が県中教研の取組を

踏まえて各校に指導する 

D15 小教研，小学校，大学などの

校種間で連携する。 

A12 会報を充実 

A34 授業の提案を会報へ

B6 校長会で伝達

D15 地域の指導者 

D14 校長会がはたらきかけ

A34 学び合い 10 積極改定 

D14 指定スタートに主事参加

B7 研究主任会で研修

B8 研究進め方研修会 

Ｃ指定成果を

継承・普及

する 

指定 

郡市 

指定外 

郡市教科 

（小さな郡市） 

（大きな郡市） 

C9二年後に別な郡市に移って

も成果を引き継ぐ 

C10 成果を各校の実践を通し

て広げる 

C13 他教科領域も成果を実践する 

C11 研究会に他郡市が参加する 

C12 他郡市も成果を実践する 

C9 前副部長引継ぎ 

C10 実践持ち合い研修

C11 参加する枠組みをつくる

C1213 実践集の配布 

C1213HP の認知度 UP 

C1213 校長が職員に伝達 

C1213４地区交流の場を作る 

C910 組織を作り変える


