


県中教研郡市事業

各教科等

研究の概要
No.３５
－平成27年度－

もくじ

【巻頭言】

考える力

会長 佐 藤 弘

国語科 － 2

社会科 － 4

数学科 － 6

理 科 － 8

音楽科 － 10

美術科 － 12

保健体育科 － 14

技術・家庭科 － 16

英語科 － 18

◆平成２７年度 研究の歩み － 20

◆執筆者一覧 － 20

◆あとがき － 20



【巻頭言】

「考える力」

糸魚川市中学校教育研究会長 佐藤 弘

一昨年度までに県中教研から５教科（国、社、数、理、英）の「学び合い10」が示されました。そ

して昨年度から「学び合い10」を用いた授業実践の振り返りが各校で行われ、全県共通の物差しで、

教員一人ひとりが自らの実践を振り返る機会を得ることになりました。そして今年度は、授業情報誌

「CLass」が創刊され、学ぶ合う授業の考え方や授業改革のポイントが示されました。学び合いを取

り入れた実践をスタートさせたばかりではありますが、この情報誌を活かし、実践を重ねながら授業

の質を高めていかなければなりません。

学び合う授業は、主体的に取り組むための一つの方法です。主体的に取り組むには、考えるこ

とが必要です。自分で考えるから、主体的に学んでいけるものだと思います。

今の中学生を見ていますと、自分で考えずにすぐに問題の解き方を求めてくることが多いよう

に思います。このことは、問題の意図や背景などを考えないなど、自分でじっくりと考えようと

しないことを示しています。考えることがなければ、学力は付きません。

今から40年前の私が中学生の時の授業ですが、指導していただいた理科の教師は、ＯＨＰとい

う当時としては新しい機器を用いて、月に満ちかけの授業をしました。ＯＨＰに映し出された図

を見ながら、友達と話し合って考えたことを覚えています。友達とあれこれと話し合ったことが、

ある意味で考えることにつながったと思います。中学生の頃は発想が柔軟です。この時期に互い

の考えを聞き合う、そしてそれに基づいて自分で再び考えるという経験は、考える力を付けるこ

とにつながります。私は仲間と問題を解き合う、または問題について意見を交換することから、

いろいろな見方や考え方があることを知るのが楽しかったことを覚えています。

今、教育界は激動の時代を迎えております。子どもの質も変わりつつあり、今までの指導方法

では、なかなか通用しないこともあります。教師は、一人ひとりの生徒の特性を十分に把握し、

常に研修に励み、毎日の授業を大切にしてこそ生徒に信頼されます。それには、相当の努力が必

要です。一人ではなかなか継続しづらい研修も、職場や同じ地域の仲間や団体と協力して行うこ

とで、有意義な研修になると思います。そういう面では、職場や外部団体の役割は大きいです。

新潟県中学校教育研究会もその役割を担っております。今年度の糸魚川市教育研究会の授業研究

を中心とした研修が、皆様方の指導力の向上の一役になっていれば幸いです。

最後に本誌の執筆、編集にご尽力いただいた皆様に心から感謝申し上げます。
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国 語 科 

 
１ 研究主題 

言語活動を核として、思考表現を促す国語科学習指導 

 

２ 主題設定の理由と研究の概要 

糸魚川市教育研究会国語部では、言語活用力や思考力・表現力を高める授業づくりにつ

いて研究し、「言語活動を核として思考表現を促す国語科学習指導」を研究主題としている。 

今年度も糸魚川市中学校教育研究会国語部では、糸魚川市内の中学校の教研式標準学力

検査（ＮＲＴ）の結果を分析した。課題として、昨年度と同じく「読む能力」の正答率が低

く、特に「古典的な文章に親しむこと」の領域での理解不足が明らかになっている。 

  これまで古典的文章の授業では、古文の暗唱を通して古典に親しむ指導が行われ、親し

みを覚えてきた生徒もいるが、古文を難しいと考える生徒もまだ多い。 

  そこで、上記課題解決に向け、リズムのある古文を読む楽しさを実感させたり、筆者（作

者）の考え方に触れさせたりして、古典に関心をもたせたい。特に、「筆者（作者）の思い

について自分の考えを交流する言語活動」から自らの考えを深めることができると考え、

市教研と市中教研の研究主題を同一のものとした。 

 

３ 研究の実際（平成 27 年 12 月 2 日糸魚川市立糸魚川中学校渡辺徳彦主幹教諭公開授業） 

（１）単元名 いにしえの心と語らう 
（２）教材名 夏草―「おくのほそ道」から〔光村図書 国語３〕 

（３）単元の目標 
「１旅立ちの部分（冒頭）」「２平泉の部分」を芭蕉の思いを考えて読み取り、古典作品 

に表れる考え方について自分の考えをもつことができる。 
（４）学習内容 ※指導の観点に基づき、以下のように指導していく。 

伝統ア（ア）歴史的背景などに注意して古典を読み、その世界に親しむこと。 
読む（２）ア 物語や小説などを読んで批評すること。 
伝統ア（イ）古典の一節を引用するなどして、古典に関する簡単な文章を書くこと。 
読む（１）エ文章を読み、人間、社会、自然などについて考え、自分の意見をもつこと。 

（５）取り上げる言語活動 

第３学年「読むこと」の言語活動例のア「物語や小説などを読んで批評すること」、「伝

統的な言語文化と国語の特質に関する事項」のアの（イ）「古典の一節を引用するなどし

て、古典に関する簡単な文章を書くこと」を具現化する。「１ 旅立ち（冒頭）」だけでな

く「２ 平泉」も読み取った上で、芭蕉の旅への思いについて自分の考えをまとめ、交流

してより一層考えを深める。 
（６）評価基準 

○作品に描かれた芭蕉の思いを捉え、自分のものの見方や考え方を深めようとしている。 
（関心・意欲・態度） 

○漢文調の言い回し、対句表現など、作品のもつ表現の特徴に注意し、言葉の響きを楽

しみながら読んでいる。               （読む、伝統的な言語文化） 
○現代語訳などを参考に内容を理解し、歴史的背景に注意して旅に生きる芭蕉の生き方

や思いを捉えている。                        （読む） 
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○芭蕉の思いを想像し、芭蕉の旅への考え方について、自分の考えをもったり、交流し

て考えを深めたりしている。                     （読む） 
（７）指導計画（全 4 時間） 

第１次  

   第１時 漢文調の文体に注意しながら繰り返し朗読する。「１ 旅立ち」の内容につい

て現代語訳をもとに捉える。                 【観察】 
 第２時 「草の戸も」の俳句の内容を理解し、地の文と関連させて読み味わう。芭蕉が

旅に寄せる心情をまとめる。          【観察、ノートの記述】 
第２次 

   第３時 「２ 平泉」の場面を歴史的背景に注意しながら読み、藤原三代の栄華や義

経の姿に対する、芭蕉の思いを理解する。三つの句を読み味わい、芭蕉の旅

に対する思いを考えて文章にまとめる。     【観察、プリントの記述】 
第３次 

   第４時 前時にまとめた芭蕉の旅に対する思いについて、自分の考えを整理し、現代 
（本時）の旅との違いを明確にして文章にまとめ、考えを班で交流し、心に残った意見

を学級全体で共有して理解を深める。     【観察、プリントの記述】 
（８）授業の実際（言語活動の工夫について） 

本時は、中学校学習指導要領・国語の第３学年「読むこと」の（１）エ「文章を読んで

人間、社会、自然などについて考え、自分の意見をもつこと。」の学習の場である。その

ため、言語活動例の中学校第３学年のア「古典の一節を引用するなどして、古典に関す

る簡単な文章を書くこと」を取り入れた。 
自分の考えをもつために、作者の思いが表現されている本文の記述を正確に捉えるた

めの支援が必要であり、記述を指摘しながらプリントにまとめさせた。また、当時の「旅

＝修行、厳しさ」という考えとともに、「旅＝俳句仲間とのコミュニケーションの喜び」

という発想が出るよう当時のさまざまな立場や場面を想像させた。他者との意見交流に

よって自分の思いや考えを深めるために、まずプリントの記述に基づいて班で交流し、

その後学級全体で共有した。 
（９）授業を終えて 

作業プリントの記述によると、「旅は苦しい修行」という点のみに着目したものだけで

なく、「旅の中で俳句仲間とのコミュニケーションを楽しんでいた」という考えも生徒か

ら出てきた。現代の観光旅行との違いは正確に捉えるべき点であるが、「旅＝修行、命が

け」ばかり強調することは作品のおもしろさを半減させてしまう。 
現代の旅との違いを理解させるだけではなく、自分の考えをまとめた後に班での意見

交流を行ったのは効果的であった。意見交流により「自分の意見が深まった」と自己評

価する生徒は全体の９割以上に上った。今後も文章の記述に基づいて自分の考えをまと

め、他者との意見交流により考えを深める活動を積み上げていきたい。 
 
４ 今後の課題 

小学校では子ども同士の交流活動を通して考えを広げたり深めたりする取組が盛んであ

る。中学校教員が小学校の授業参観、授業研究に参加することは、中学校の授業づくり、6
カ年を通した系統的、発展的な授業をつくる上で有効である。子どものレディネスや小学

校の授業づくりで重視していることを掴み、自分の授業づくりに生かす。そのような点か

ら、今後も市教育研究会の活動を通し、小中学校間の連携を充実させる必要がある。 
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社 会 科 

 
１ 研究主題 

    実感に支えられ、自ら学ぶ社会科学習 
 

２ 研究主題設定の理由 

  今年度の社会科部の研修主題は、「実感に支えられ、自ら学ぶ社会科学習」である。問題解決的な学

習や体験的な学習を積極的に取り入れ、児童生徒が主体的に課題を追求する学習を展開する。また、地

域の実態を踏まえ、地域の社会事象や人材、施設等を活用し、地域社会の一員としての自覚を高める学

習を展開する。さらに、具体的な社会事象について調べたことを、多様な方法でまとめたり、発表し合

ったりする学習を積極的に導入しながら、研究主題に迫っていきたい。 
 
３ 研究の概要 

（１） 研修日 平成２７年１１月１１日（水）授業公開・協議会 
（２） 会 場 糸魚川市立磯部小学校 

（３） 授業者 教諭 小林 保浩 

（４） 単元名 ５年 社会科「自動車づくりに励む人々」 

（５） 本時の計画 

① 本時のねらい 

さまざまなニーズがどのように自動車づくりに生かされているのかを知り、これからの自動車生 

産にとって大切なことを考え、表現する。 

② 展開の視点 

「実感に支えられ」て児童が学習を進めていくことができるように、本時では、自動車の技術を 

映像によって児童に実感させてみたいと考えた。身近な自動車の実態を知ることで、自動車に対 

する興味をもち、学習課題に迫っていくことができると考える。授業を展開するにあたり、次の 

ような点にも留意したい。 

「対話を生み出すための課題設定」 

  本時では、「今後どのような自動車が開発されると思うか」について考える。そこには、消 

費者のニーズ、社会的・政治的要請、環境への配慮等に応えるという、生産者にとって欠かす 

ことのできないものづくりのコンセプトが宿る。そこで、「誕生するか」という予想を立てる 

のではなく、「誕生させたいか」という自分が開発者という立場で自分の夢や希望を取り入れ 

られることができる中心課題を設定する。そして、そのことについて紹介したり、グループで 

開発コンセプトを考えたりするなかで、自分にはなかった別の考えを知りつつ、自分の考えを 

練り上げていけるようにしたい。 

「対話を活発にする支援の在り方」 

 対話や話し合いの場面を２つ設定する。一つは、自動車が改良される理由について考える場 

面である。写真を使いながら「もし、○○のような機能がなかったら、どうなっていたか？」 

といった逆説的な発問を通して、ペアで考えさせていく。一つは、開発したいと考えた自動車 

を紹介するなかで、グループとして開発コンセプトをきめて自動車の構想を作る場面である。 

グループごとに図面を用意し、そこに改良のポイントを書き込んでいく。また、より具体的な 

話題にするために、保護者アンケートを活用する。自分にとって身近な人がどのような思いを 

知ることで、より現実的な話し合いになると考える。 
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③ 本時の展開 

時間 ○学習活動 ・予想される児童の反応 ・教師の支援 □評価（方法） 

 

 

 

 

 

 

１０ 

 

 

○本時の学習課題を知る。 

今後、どのような自動車を誕生させたいか。 

○前時に引き続き、最近の自動車の機能について

知る。 

 ・便利になった ・運転しやすくなった 

 ・道に迷わなくても目的地にいける 

○自動車が改良される理由を考える。 

 ・使う人が使いやすいように 

 ・運転が楽になるように 

 ・排気ガスを減らすため 

・交通事故を減らすため 

 

・自動ブレーキシステム、リフト付きシー

ト、ナビゲーションなどの機能を紹介し

ながら、自動車の性能が変化している事

実を捉えるようにする。 

・「もし、○○がなかったら…」といった

発問を通し、改良される理由を考えるよ

うにする。 

・安全性、利便性、環境の面から理由付け

をするようにする。 

□運転することのニーズ、社会的・政治的

要請、環境への配慮の必要性を受けて改

良されていることに気付く。（話し合い） 

 

 

 

 

 

 

 

２５ 

 

 

 

 

○自動車運転する人のニーズ、社会的・政治的要 

 請、環境への配慮を受けて、どのような自動車 

 を開発したいかを考える。 

① 自力解決（第１次案の構想） 

② グループによる話し合い 

・第１次案を紹介しながら、他者の考えを 

聞く。 

   ・グループ内で開発コンセプトを決めて、 

    具体的な自動車の構想を練る。 

 

 

 

・自動車の絵に、開発のポイントを書き 

込めるようにする。 

・グループ内の話し合いでは、開発の視 

 点を定めて、自分たちが開発させたい 

ものを考えるようにする。 

 環境 利便性 安全性 夢 

・自動車を運転する人のニーズ（保護者） 

 アンケートを提示し現実性をもたせる。 

□運転する人のニーズ、社会的・政治的 

 要請、環境への配慮に応えるような内 

 容で、自分の意見を述べている。（話 

し合い、ワークシート） 

５ ○グループで話し合ったことを発表し、考えを共 

有する。 

□グループで話し合ったことを意欲的 

に発表している。（観察） 

 

 

 

５ 

 

○グループ内での話し合いや他のグループの発表 

を聞いて、自分が開発したい自動車について構 

想をまとめる。（第２次案の構想） 

 

 

 

 

・グループの話し合いや他のグループの 

 発表を聞いて、自分が運転する立場だ 

 ったらどんな自動車に乗りたいのか想

像しながら第１次案に修正を加えるよ

うにする。 

□自分なりの視点を決めて、開発したい 

 自動車のイメージを膨らませている。 

（ワークシート） 

 

４ 今後の課題 

児童が主体的に取り組める課題設定や映像等による実感のもたせ方の工夫、対話を通した話し合い 

 活動の工夫等が、児童の学習意欲を高め、思考を促すことが確認できた。今後、それぞれの学校や児

童生徒の実態に応じ、さらに学びの実感をもたせるために、自ら主体的に学ぶ学習を展開し、児童生

徒の気付きや発見、共感を重視するなど様々な工夫を行っていく必要がある。 
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数 学 科                          

１ 研究主題 

 「数学的な思考力・表現力を育て、学ぶ意欲を高める授業づくり」 

 

２ 研究主題設定の理由 

  現行の学習指導要領は、中央教育審議会の答申に示された以下の改善の基本方針を受け

て定められている。 

（３）数学的な思考力・表現力の育成を図ること 

（４）学ぶ意欲を高めたり、学ぶことの意義や有用性を実感したりできるようにすること 

  中学校ではこれらの方針を向けて、当市では、ここ数年、上記研究主題を掲げて研修を

深めており、本年度もこの主題を設定することとした。 

 

３ 研究の概要 

 今年度の糸魚川市教育研究会算数・数学部の活動は、糸魚川市立大和川小学校「新潟県小学校

教育研究会学習指導改善調査研究事業公開校」と共催で実施した。 

（１） 研究の実際 

 ① 授業公開・授業協議会 

期 日：平成２７年１１月６日(金) 

授業者：教諭 山岸 辰徳 

会場等：糸魚川市立大和川小学校 ４年教室 

単元名：量と測定「面積」  

 本時の展開： 

  ※学習形態 【ひ】ひとりで(個人) 【み】みんなと(集団) 【さ】さらに(活用) 

時間 ○学習活動 ・予想される児童の反応 ●教師の支援   ＊評価（方法） 
つ 
か 
む 
７ 
分 

○複合図形の面積の求め方を確認する。 
・分けて計算した。 
・大きな図形から引いた。 
・動かして１つの図形にした。 
 
 
 
 
 
 
○複合図形の面積の求め方を考える。 
・分けて考えられそうだな。 
・長方形から、引くのができるかな。 
・動かせばひとつの形になるかな。 

●既習事項を想起できるよう、前時

で出された考えを図示して確認す

る。 
 
 
 
 
 
●興味をもって学習に取り組めるよ

う、拡大図を使って課題提示す

る。 
●解決の見通しをもつことができる

よう、既習事項と対比して考え、

求積の方法を選択させる。 
解 
決 
す 
る 

３０ 
分 

○複合図形の面積を求める。【ひ】 
＜分けて計算する＞ 
・４×６＋２×２×３＝３６ 
＜全体からひく＞ 
・６×１０－２×２×６＝３６ 
＜動かして正方形にする＞ 
・６×６＝３６ 

●自分の考えをもつことができるよ

う、机間指導をして、どの類型で考

えるのかを明確にする。 
＊既習事項を用いて、複合図形の面

積の求め方を考えている。（観察、

ワークシート） 
 

この図形の面積を工夫して求めよう。 
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＜動かして長方形から引く＞ 
・４×１０－２×２＝３６ 

○３～４人のグループで求め方を交流する。

【み】 
・分けて計算するほうが分かりやすい。 
・長方形から引くこともできるな。 
・動かして正方形にすると、計算が簡単。 

●思考・判断する場となるよう、それ

ぞれの解法を持ち寄り、「は・か・

せ」な解法を観点に、一つ解法を作

らせる。 

○問題に適した考え方を検討する。【み】 
・計算は多くなるけど、分けて計算するのが分

かりやすい。 
・全体の長方形の計算は楽だけど、引く部分が

正方形や長方形じゃないから分かりにくい。 
・どう動かすのかが少し分かりにくいけど、１

つの正方形にすると、計算が簡単。 

●求め方を取捨選択する力が付くよ

う、「は・か・せ」な解法を観点に、

全体の場で、検討する。 
 

振 
り 
返 
る 
８ 
分 

○本時の学習を活用し、複合図形の面積を求め

る発展問題を解く。【さ】 
＜発展例題＞ 

 
・分けると簡単かな。 
・引くのもできそうだ。 
・動かすと１つの図形になりそうだ。 

●考えを深めることができるよう、

発展問題に取り組む。 
＊既習事項を用いて、複合図形の面

積を求めることができている。（観

察、ワークシート） 
 

 

概 要： 

大和川小学校は、これまで各教科の授業で「一人で」「みんなと」「さらに」という場を設

けたり、算数では「は・か・せ（速く・簡単・正確）」の視点を子どもたちと共有したりする

授業づくり取り組んできた。当日の授業では、一人で考える姿や話し合う姿、発言の様子・

内容から、これまでの取組の成果を見て取ることができた。また、本単元では、いろいろな

形の面積の求め方を分類・ネーミングし、そのネーミングを用いて子どもたちが求積方法の

説明を行う授業を積み重ねてきた。そのため、子どもたちが共通の土俵に立ち、面積の求め

方の説明を簡潔に行ったり、その理解がよくなされたりしていた。授業者のコントロールの

もと、子どもたちが主体的に仲間とかかわり合いながら、面積の求め方を導き学級で共有す

る素晴らしい授業だった。 

授業協議会は小中学校教員が５、６人のグループに分かれ、本校の研究主題に関わる内容、

本単元の手立て、本時の子どもの姿など様々な視点からの意見交換を行った。協議会最後の

時間でそれぞれのグループでの内容を紹介し合った。 

授業協議会の後に、上越教育事務所学校支援第２課指導主事 山本 浩昭 様からご指導い

ただいた。参会者に数学の問題を出題し、参会者が隣同士で解答を考えることを通し、問題

解決の授業では何が大切なのかを具体的にご指導いただいた。 

 

４ 今後の課題 

 今回は多くの小中学校教員が授業を参観し、小グループで活発に意見交換を行い、最後に全体

でその内容を共有した。小学校算数・中学校数学という視点、小学校低中高学年の授業者という

視点などから意見交換を行うことができ、大変に有意義であった。今後も小・中で交流し、子ど

もたちの情報を共有して、それぞれが指導していくことが大切である。 
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理 科

１ 研究主題

「思考力・表現力・判断力を育む言語活動の充実を目指した授業改善」

２ 研究主題設定の理由

理科では、観察・実験の中で予想を立て、結果を考察するなど、思考を巡らす授業展開がで

きる。しかし、自分なりの考えをもち、他との比較・検討をしながら考えを深めることが苦手

である生徒も少なくはない。そこで、効果的な言語活動を取り入れた授業展開が必要と考え、

主題を設定した。

３ 研究の概要

（１）単元（章）名 運動とエネルギー「１章 物体のいろいろな運動｣

（２）単元（章）の目標

○ 物体の運動のようすをくわしく観察し、運動のようすを記録する方法を習得する。

○ 物体の運動には、速さと向きの要素があること理解する。

○ 物体にはたらく力と運動のようすの規則性を見いだす。

○ 日常生活と関連づけて物体の運動について科学的に思考する能力や態度を養う。

（３）研究主題とのかかわり

予想や考察の場面において、自分の考えをもつことで、進んで考えを伝えることができ、他

の情報の内容を理解しながら自主的に学習に取り組むことができる。そのため、予想を立てや

すくするために、最初に身近な現象を扱う。また、できるだけ、根拠をもちながらの予想を促

す。最初は、うまく表現できなくても、班での情報交換、クラスでの発表により、自分の考え

を深め、根拠を示しながら現象を文章などで表していく。このように、自分の考えをもつこと

を重点とし、他とのかかわり（コミュニケーション）をもつなどの言語活動を通して、思考力

を高めていく。

（４）単元（章）の構想

実験に欠かせない記録タイマーの操作と記録テープの処理にあたっては、ストロボスコー

プを使って一定の時間間隔を意識させることにした。また、記録テープの処理が大事な技能

であるため、表やグラフにまとめる時間を多くとる。実験においては、「予想→実験→結果

→考察」の流れを基本とし、予想や考察段階で、「個→グループ→（クラス）→個」のよう

に、情報交換や話し合いなどを通し、理解を深めることにした。

予想の場面では、既存概念を利用し、「斜面を下る台車の運動」や「摩擦力のある運動」

などの現象を身近なものとして捉えさせたい。また、はたらく力と速さの関係を比較的導き

やすい「斜面を下る運動」を最初の実験にして、だんだん遅くなる運動から等速直線運動へ

と、「力」「速さ」「向き」をキーワードに、予想、考察を考えさせることにした。最後は、

日常に見られる現象を、「力」「速さ」を使って説明させたい。

（５）本時の指導

① ねらい

○ 自分で予想し、それを積極的に自分の考えを伝えようとする。【関心・意欲・態度】

○ 運動方向に力がはたらく運動、摩擦のある運動などの既習事項をもとに、自分の考え

を表現できる。【思考・表現】
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② 展開

時間 ○学習活動 ・予想される生徒の反応 ●教師の支援 ※評価

１０ ○運動方向に力がはたらく運動、逆向きに

力がはたらく運動を振り返る。 ●速さや向きについて着目させる。

○水平面を走る台車の運動を見る。 ●摩擦力に負けない力で押すことを示

・速さはどう変化しているのか。 す。（摩擦力に影響されない押し方を

・まっすぐ進んでいる。 示す。）

３０

○自分で予想する。（根拠を入れながら） ●書き表せない生徒に助言する。

※自分なりに考えをまとめようとする。

【関・意・態】

○班で情報交換する。 ●考えた理由や根拠も発表させる。

・一人ひとりが自分の考えを伝える。 ●全員で相談して結論を出させる。

・班で一つの結論を出す。 ※自分の考えを伝えようとする。【関・

意・態】

○班の考えを発表する。 ●フリップには、キーワードを書かせ、

箇条書きにさせる。

○自分で再予想する。 ●「力」「速さ」「向き」をキーワード

・運動方向や逆方向に力がはたらかないの にまとめさせる。

で、物体の速さは変わらない。 ※予想をはたらく力に関連づけて文章に

・運動の向きは変わらない。 まとめる。【思考・表現】

・摩擦力が強ければ、だんだん遅くなる。

１０ ○運動を記録テープに記録する。 ●押す強さに留意させる。

●台車を突き放す練習をさせる。

（６）研究を振り返って

根拠を示しながら予想や考察する場面をくり返し取り入れる授業展開により、回を重ねるご

とに自分の力で考えを表す生徒が増えてきた。また、班内でのコミュニケーションや他の班の

考えを聞く活動も円滑になっていった。考えるのが苦手な生徒にとっては、与えたキーワード

が、思考の糸口として効果的だった。しかし、型にはめすぎたため、予想や考察がどの班も同

じような内容であり、自由な発想をさえぎってしまった。多様な考えの中での議論にならず、

思考の深まりには欠けていた。

４ 今後の課題

中学校では学習内容が多くなり、時間的な制約も大きく、全単元で「予想→観察実験→考

察」のように思考をつなげた展開ができない。一連の観察実験の場面で、効果的に言語活動を

取り入れるために、指導計画を吟味していく必要がある。

水平面で突き放した台車の運動を予想しよう。
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音 楽 科

１ 研究主題

「 味わおう音楽を 伝え合おう思いを 」

２ 研究主題設定の理由

学習指導要領では、音楽科は児童生徒の感性を高める一端を担うことや言語活動を充実する

ことによって、コミュニケーションに関する能力や感性を育んだり、情緒を養ったりすること

が期待されている。

児童生徒一人ひとりが音楽のよさを感じ、言葉や音を通して伝え合い、共につくる感動体験

やそこから感じる喜びをもつことにより、もっと音楽を楽しもうとする意欲を高め、それが生

涯にわたって音楽に親しむ態度につながっていくと考える。

この研究主題は、上越音楽教育研究会の主題に沿って昨年度より設定されている。

３ 研究の概要

市音楽部では、小・中学校９ヶ年の指導の連携をふまえて、小・中学校の教科書教材につい

ての研修を継続実施してきた。昨年度は、教科書の執筆・編集に従事されている作曲家を講師

に招き、歌唱教材を中心とした楽曲分析をとおして研修をすすめた。今年度は、器楽教材に研

修の方向を移行し、小学校現場で数多くの実践をお持ちの先生にお越しいただき、基礎的な楽

器の奏法と生徒への働きかけを通した合奏の作り上げ方の研修とした。また、日々の授業実践

を見直す機会として、第５７回関東音楽教育研究発表大会への参加を設定し、同じ研究主題の

もと授業研究に取り組む上越地域の実践を聴講し学びの機会とした。

（１）音楽指導者実技研修会

① 期 日 平成２７年９月１１日（金）１３：３０～１６：３０

② 会 場 糸魚川市立田沢小学校 音楽室

③ 指導者 千田 鉄男 様(東京都大和市立大和第三小学校教諭)

④ 内 容 『楽しい音楽の授業づくり(器楽部門)』

1 授業参観
講師による授業公開(田沢小５年生)

「『キリマンジャロ』 ～曲想を生かして合奏をしよう～ 」

2 楽器の基礎的な奏法について
楽器の扱い方、スティックの持ち方等を含めた打楽器の扱い方を研修する。

3 実技研修
楽曲演奏をとおして

合奏の授業における教師の役割として、「バランス調整」があげられた。児童はそれぞれ

が担当する楽器の演奏に一生懸命取り組むが、全体を見ることは難しい。音楽が生きるよう

に楽曲にふさわしい音量バランスを指示できるのは「先生」である。メロディの部分を示し

たり、バランスへの指示を出す先生の声が児童にとって「支え」となることを授業公開で示

された。また、ピアノを習っていない子供でも楽しめる鍵盤ハーモニカの運指練習では、自

作の単純な旋律に歌詞をのせ、歌いながら鍵盤の位置を覚えられるようにしたり、指のトン
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ネルくぐりが自然にできるよう配慮されていた。実技研修では、その場で次々に楽譜が渡さ

れ、何曲もの合奏に取り組んだ。合奏中の講師の言葉かけを通して、子供の気持ちに改めて

気付き、「指示の意味と意義」について深く考える機会となった。

（２）第５７回関東音楽教育研究会新潟大会

① 期 日 平成２７年１０月１６日（金）

② 会 場 上越文化会館

③ 指導者 文部科学省初等中等教育局教育課程課 教科調査官 津田 正之 様

文部科学省初等中等教育局教育課程課 教科調査官 臼井 学 様

④ 授業者 上越市立城西中学校 飯塚 秀樹 教諭

⑤ 内 容 題材名「伝えよう！私たちの合唱」（全 8時間）
1 合唱の CD を聴き、学級で歌いたい楽曲を選び、選曲理由を発表し合う。
2 範唱聴き、曲の雰囲気をつかむ。各パートに分かれて練習をする。
3 演奏を録音し改善点を発表し合う。歌詞や各声部の役割・構成を理解するために
ワークシートや付箋を用いて視覚的にまとめる。

4 付箋をもとに仲間と意見交換をし、まとめたものを全体に伝え合う。歌い合い、
聴き合いながらよりよい表現を工夫する。

本時は７時間目にあたり、「歌い聴き合いながら、繰り返されるフレーズの表現を練り上

げよう」という目標のもと、設定された歌い手役と聴き手役が互いに気付き感じたことを伝

え合う生徒主体の活動となっていた。意見を伝える学習プリント・ワークシート・楽譜ポス

ター等視覚的な手だてが工夫されていること、日ごろの授業で楽典や共通事項の学習が確実

実に積み上げられていることが大きいと思われる。

調査官の指導の中で、楽曲のよさや美しさを丁寧に感じ取らせることが前提にあることで、

生徒はどこにその仕掛けがあるのかと知的好奇心をもち、ともするとやらされている活動と

捉えられがちな楽譜から読み取る活動が、生徒にとって意味ある活動となっていると述べら

れた。また、聴き役の生徒の発言に対して、何がよかったのか、よかったという言葉の奥に

あるものについて引き出そうとする教師の姿勢の大切さと聴き役の生徒達に発言を求めるだ

けでなく、歌っている生徒達に歌ってみてどうであったかを問うことで、自分たちがただ歌

っているのではないことに気付き、何かを意識して歌うという流れが生まれることの大切さ

についてふれられた。さらに指導案上大切にしていきたいこととして、指導計画における「見

取りのポイント」の設定が取り上げられていた。「見取りのポイント」に書かれている内容

と評価規準の内容の整合性が図られているかをより細かく見ていくことで、今後より一層有

効な働きを発揮すると示唆された。

４ 今後の課題

授業研究を離れての研修であったが、他から学ぶことの大きさを改めて実感する機会となっ

た。どちらの授業実践においても、授業者が適切に児童・生徒達がさらに行きたい場所に示唆

を与えていたことに自身の学びの方向を感じた。

「１時間の学びを生徒が第三者に言葉で言える授業でなければいけない。」とかってご指導

を受けたことがある。「意味のある学習」となるべくさらに研修を積み授業改善に努めていき

たい。
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美 術 科 
 
１ 研究主題 

   感じたことを主体的に表現する生徒の育成～学び合う創作の授業を通して～ 

 

２ 研修主題設定の理由 

   美術では、さまざまな「人」「物」「こと」とかかわりながら表現や鑑賞の活動に取り組   
んでいる。その中で、生涯を通じて美術を愛好する力の育成は、小学校図画工作・中学校   
美術科に共通した課題である。また、学習指導要領では、自分の思いや考えを生かして美   
しいものを創り出すことを実感的に味わうことが示されている。しかし、本校の現状で 

は、新たなかかわりに消極的な生徒や、他者と違うことを気にするあまり表現することを

怖がる生徒の姿が見られる。このような生徒の実態を踏まえ、課題を解決するために上記

のようなテーマを設定した。 
 
３ 研究の概要 

（１） 研修日 平成２７年５月２０日（水）～２２日（金） 

（２） 題材名 想いを伝えよう～絵手紙を描こう～ 

（３） 授業者 糸魚川市立糸魚川中学校 横尾 夏奈子 

（４） 題材の目標 

地域の自然と触れ合い、自分の気持ちが家族に伝わるように色や形を工夫して描い     

たり、言葉で表現したりすることができる。 

（５） 題材設定の理由 

     絵手紙は、思ったことや感じたことを絵と言葉で表現し、短時間で完成する課題で  

ある。描き込む必要がなく、技巧を問う課題でないことから、美術が苦手な生徒も抵     

抗なく取り組めると考えた。中１スタートプログラムで妙高青少年自然の家に宿泊す   

る機会を通して、大自然の中で自分の想いを絵や言葉で表現し、家族に伝えようとす   

る絵手紙によって、美術の作品が人との架け橋になる体験ができると考え、本題材を  

設定した。 

（６） 学習の流れ 

① 絵手紙とはどんな物であるかを作品例を見て学習する。絵手紙とは、技法的に捉われ

ず、自分の感じたことを下描きせずに表現するものであることを知る。また、感想文

ではなく、相手に自分の気持ちを語りかけるような気持ちで言葉を書き加えることで

絵手紙が完成することを知る。（１時間） 

② 筆の使い方をワークシートを用いて練習し、練習課題として野菜を描く。（１時間） 

③ 中１スタートプログラムで妙高青少年自然の家に宿泊し、妙高の大自然をスケッチし

絵手紙を完成させ、家族に宛てて発送する。（本時・２時間） 

④ 振り返り活動として、自宅に届いた絵手紙に対する家族の感想を発表する。（１時間） 

（７） 評価基準 

ア関心・意欲・態度 イ発想や構想の能力 ウ創造的な技能 エ鑑賞の能力 

自然に関心をも

ち、意欲的にスケ

ッチをしている。 

 

 

自分の感じたことが

他者に伝わるように

色や形を工夫してい

る。 

モチーフが多様な色彩

や形で成り立っている

ことに気付き、色彩豊

かに表現している。 

自ら進んで言葉で

表現したり、仲間の

作品のよさを発見

したりしている。 
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（８） 本時の展開（中１スタートプログラムの活動の中で、1 時間程で実践した。） 

時間 ○学習活動・予想される生徒の反応 ●教師の支援 

導入 

10

分 

○前時の活動の振り返りをする。 

○本時の活動の目標、制作手順を確認す

る。 

  

●生徒がイメージしやすいように、道具の

使い方の見本を見せたり、作品見本を提

示したりする。 

●生徒が見通しをもって学習できるよう

に、本時の目標、手順を板書する。 

展開 

40

分 

   

 

○屋外にてスケッチする。 

・観察不足のまま描いたり、何回も消し

て進まなかったりする。 

・大自然を見て驚嘆し、スケッチする。 

○屋内に戻り、着色する。 

・チューブから出したままの色をそのま

ま塗る。 

・実物と見比べながら混色する。 

○絵手紙を送る相手を想定し、言葉を書

き加える。 

・感想文のように、長々と書く。 

  

 

●描き直したりすることなく、じっくり観

察し、感じたとおりに描くよう伝える。 

 

 

 

●自分のイメージに近づくように、複数の

絵の具を混ぜて色を作ることを促す。 

 

●語りかけるようなイメージで書くよう

に伝える。 

終末 

10

分 

○お互いの作品を鑑賞する。 

○後片付け 

○次時の確認 

●教師が率先して賞賛し、友達の作品から

良いところや自分と違う表現をしてい

るところ学び合う雰囲気を作る。 

 

４ 成果と今後の課題 

学校で野菜を描いた際、「下描きはしないの？」「野菜を見てもべつに・・。」といった発言  

が聞かれた。しかし、技法に捉われずに描くことが大切であることを伝え、短時間で達成で 

きるワークシートを用いたことにより、次第に子どもたちが主体的に活動を進める姿が増え  

ていった。自然の中でスケッチをするときには、他者と違うことを恐れる子どもたちが自分 

の選んだモチーフを堂々と見せ合ったり、かかわりの少ない生徒同士が言葉の配置を相談し   

合ったりといった様子も見られた。振り返り活動では、「絵手紙をきっかけに家族で会話し 

た。」「お母さんが飾ってくれた。」「家族が褒めてくれた。」といった感想が聞かれ、作品が人  

とのかかわりを生むツールとなることを実感できた。 

  今後は、今回生まれた美術に対する興味や関心を発展させていけるように、生徒がイメー   

ジを膨らませやすい生活に根ざした題材を設定していきたい。また、小学校と連携し、生徒 

が主体性をもち、互いの造形表現を認め合いながら創造活動に取り組めるような題材開発と  

授業実践を進めていきたい。 

課題 想いを伝えよう～絵手紙を描こう～ 

〈制作の様子〉 〈完成した絵手紙〉 
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保健体育科 

 
１ 研究主題 

   互いに協力し、楽しんで行うボール運動（ネット型）の学習過程の工夫 
 
２ 研究主題設定の理由 

   新学習指導要領では、ボール運動を「ゴール型ゲーム」「ネット型ゲーム」「ベースボール

型ゲーム」の３つに分類している。その中でネット型のゲームは、バレーボールやバドミン

トン、卓球などオリンピック競技にもなっているものもあれば、スポレックのように、世代

や性別を問わず誰もが気軽に楽しむことのできるものなど、種目が多数あり、ネット型のゲ

ームを「生涯スポーツ」として取り入れている割合が高い。 
そこで、小学校中学年の段階からネット型のゲームに慣れ親しんでいくことが、「（より）

豊かなスポーツライフ」の実践につながると考え、上記のテーマを設定した。 
 
３ 研究の概要 

（１） 公開授業 
① 期  日  平成２７年１１月１１日（水） 
② 会  場  糸魚川市立大和川小学校 
③ 公開学級  第３学年 
④ 授 業 者  伊藤 豪佑 教諭 
⑤ 単 元 名  ネット型ゲーム「タスポニー」 
⑥ ね ら い  ラリーができるだけ続くように、どのように相手チームが打ちやすいかを 

      考えながらゲームができる。 
⑦ 展  開 

時間 ○学習活動 Ｃ：予想される児童の反応 ●教師の支援  ＊評価 
１０ ○用具準備 

○準備運動 
○整列、あいさつ 
○学習内容とめあての確認 
・ルールの確認 

（３分間でのラリー成功回数を競う） 
 

  
 

 
●前回の反省から、どうすればラリー

がたくさん続くかを考えさせる。 
・どこに打ったら相手は返しやすいか

なぁ 
・どこで待っていると打ち返しやすい 
 だろう。 
＊どうすればラリーが続くかを考えて 
いる。 

３０ ○ゲーム（ラリーゲーム） 
・３分間での連続成功回数を競う。 
・１試合ごとに結果を報告し、振り返り 
 （２分）を行う。 
・４試合から５試合繰り返す。 
 

●１試合ごとに結果を板書し、子ども

たちの意欲付けをする。 
●チェックシートをもとに、振り返り

をさせる。 
●成功回数の多いチームから、コツや

工夫している点を発表してもらう。 
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Ｃ：ふわっとしたボールのほうが打ちや 
すいので、下から上に打とう。 

Ｃ：ボールのところまで行かないと打ち 
にくいよ。 

●チームの特徴を考え、簡単な作戦を 
立てさせる。 

＊相手の打ち返しやすいところへ打っ 
ている。 

＊ボールの軌道を考え、打ちやすい位 
置へ移動している。 

 ５ ○振り返り 
・振り返りをしてカードに記入する。 
Ｃ：ふわっとしたボールは打ちやすかっ 

たね。 
Ｃ：みんなでボールに触れてよかった 

ね。 
Ｃ：次はもっとボールに近づこう。 
 
○まとめ、あいさつ 
○片付け 

 
●他チームの様子も参考にし、次回へ

つなげさせる。 
●うまくできたところをたくさん考え 
させる。 

 
 

 
（２） 協議会 

① 授業者より（「タスポニー」を選んだ理由） 
タスポニーは、名古屋市で考案されたニュースポーツで、直径 17cm のスポンジボー

ルを手で打ち合う競技である。タスポニーの特色として次の４点があり、中学年に最適

な競技であると考えた。 
・スポンジボールを手で扱うため、安全である。 
・コートはバドミントンコート程度のため、場所の確保が容易である。 
・初心者でも習得が容易である。 
・左右の手を使うため、バランス機能の発達が期待できる。 

② 参加者より 
・子どもたちは授業開始前から進んでコートの準備をし、タスポニーをはじめていた。 

授業中も楽しそうに活動していた。運動量も適切である。 
    ・片手で返球するため、ラケットを使う競技より成功確率が高く、子どもたちにとって 

とても親しみやすく、適切な教材であった。 
    ・１回で返すのが基本であるが、場合によってはバレーボールのようにチーム内でつな 

いて返すという特別ルールがあってもよかったのではないか。 
 
４ 今後の課題 

   小学校の中学年の段階では、体格や体力、技能に大きな差がなく、子どもたちは一緒に活

動できるが、年齢が上がるに連れ、上記の差が顕著になってくる。また、「発達段階における

運動経験の差」「痛い、怖いとなど、ボールへの恐怖心」「ルールが難しい、分からない」など

といった理由から、高学年や中学校では、「運動が得意・不得意」といった二極化現象も現れ

てくる。これらの課題を解決していくためには、今回の研究授業のように「教材や用具の工

夫」や「ルールの簡易化」などの工夫が必要である。また、これからも小中が連携して、「段

階的な指導」をつくりあげていくことが不可欠である。 
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技術・家庭科 

 
１ 研究主題 

「衣服・衣生活に関する指導の工夫や授業改善と小･中の連携」 
 
２ 研究主題設定の理由 

   昨年度までの５年間、地域の食をテーマに、栄養部と共催で食に関する授業研究や研修事

業を行ってきた。しかし、今年度は、衣生活に関する授業公開を通して、部員自身の授業実

践との比較や、家庭科における小･中連携のあり方を協議し授業改善を図ることにした。 
 
３ 研究の概要 

（１）研修計画 
①日 時   平成２７年１１月１１日（水） 
②会 場   糸魚川市立糸魚川中学校１年６組教室 
③研修内容  ・授業参観 

単元名：「日常着の活用～自分らしく目的に合わせた着方」（１年） 
授業者：糸魚川中学校 伊藤理都子教諭 

・授業検討会 
・小中連携を考える意見交換 

 
（２）研修内容 

Ⅰ 授業参観「日常着の活用～自分らしく目的に合わせた着方」 
・本時のねらい 

ＴＰＯについて理解し、ふさわしい着方を考える。 
テーマに合ったコーディネートを考え、表現する。 

・授業の概要 
まず、冠婚葬祭にふさわしい衣服について前時の復習をした後、結婚式の写真を提示

し、ふさわしい服を確認する。 
次に、各自で結婚式に合うデザイン、遊園地に合うデザインを色、柄、素材や形の観

点から考える。その後、グループで、結婚式と遊園地に行く服装を、雑誌等からプリン

トした洋服のサンプルから選択したり、自分たちでオリジナルのものを作ったりして、

紙マネキンに着せる。 
最後に、各グループで作ったスタイルを発表･評価し合う。 

 
Ⅱ 授業検討会 

公開授業を踏まえて、次の４つの視点で検討を行った。 

 ＊生徒の興味関心に添い、自分事として捉えて、積極的にかかわる授業であったか。 

 ・授業全体としては、個別のワークシートも使いながら授業を進めたため、自分なりの考

えを表現できていた。ただ、生活の中で、服装にあまり関心のない生徒は、他の生徒の

考えを聞きながら進める状況だった。 

＊グループ活動は、ねらいの達成に有効であったか。 

・生徒の穏やかな人間関係が見取られた。しかし、ＴＰＯに応じた衣服の選択は、個人の
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好みがあり、グループ内で影響力のある生徒、こだわりが強い生徒に引っ張られがちの

班もあり、メンバー全員が合意することは難しい。一人一人が紙マネキンへの着せ替え

を作り、そこからグループ内だけで伝え合ってもよかったのではないか。 

＊準備教材等は、適切であったか。 

・紙マネキンに着せる服をあらかじめ準備しておいたことは、何もイメージがわかない生

徒には有効だった。反面、準備した服が同じような感じのものになってしまったため、

自分らしい服装というところまで到達しなかった点もある。小物を自分で作っていた生

徒もいた。自由度を上げてもよかったと思うが、時間制限もある。 

＊授業者の支援は、適切であったか。 

・授業の予定を最初に提示し、１時間の見通しを持たせたこと、ワークシートの記入によ

り、個々の生徒の見取りが確実にできたことはよかった。 

・服の選択の観点や、服のイメージの違いを言葉に落とす（板書などで文字化する）こと

で共有し、視点がずれた時に確認する手立てとなったのではないか。 

・デザインの中には、色、柄のほか、形、素材、動きやすさも観点として入れておくとよ

い。 

 
Ⅲ 小・中連携を考える意見交換 

   ・小・中ともに、指導時間の制約があり、特に作品製作の時間の確保が困難になってきて

いる。授業を家庭での実践に広げることは、食の分野では朝ご飯を考えて実践するなど

やりやすいが、衣生活においてはなかなか難しい。小学校では、家庭に協力を求める部

分も大きい。 
   ・小学校では、衣服の働きや快適な着方の工夫、簡単な洗濯、ボタン付けなどの補修を学

んで中学校に進むが、この度の授業公開でつながりがわかった。 
   ・中学校技術では、木材加工などの製作も行うが、長さの単位の感覚（㎜を㎝に直すなど）

を小学校でしっかり鍛えておいてほしい。 
 
４ 今後の課題 

家庭科の授業は、小学校でも中学校でも指導に

携わる教員が限られており、校内でも研修の場が

ほとんどない状況である。今回、中学校での授業

公開により、中学校の教師間でも、小・中の教師間

でも、系統性を意識して授業をする必要性を再認

識できた。また、学び合いの効果を高めるグルー

プ学習のあり方についても検討することができ

た。課題は、中学校での製作学習で、長さの単位の感覚等、中学校の技術･家庭科学習を円滑

に進めるために、小学校段階で何を強化しておく必要があるかを明確にする等の連携を進め

ることである。また、一部から、「そろそろ技術分野に関する主題が必要ではないか。」とい

う意見が出ている。その意見についての検討は、必要かもしれないが、糸魚川市の技術分野

担当職員・家庭分野担当職員の比率、そして、糸魚川市の学校教育の重点を踏まえると、こ

のまま次年度に引き継いでも問題はないと考える。実際、技術分野担当職員からは「技術分

野で取り上げることがあまりない、なじみが薄い単元に、このような機会でふれあうことも

よい勉強になる。」という意見が出ている。 
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英 語 科 

１ 研究主題   意欲的にコミュニケーションに取り組む授業の工夫 

２ 主題設定の理由  

中学校英語科では，生徒の学習意欲を高めるために，英語を用いて積極的にコミュニ

ケーションを図る言語活動の在り方を研究し，実践を重ねてきた。また，円滑な小学校

英語活動の接続を行い，英語力のさらなる伸長を期待している。どのような活動を行う

ことが児童・生徒の意欲を引き出し，英語力の伸長につながるかを導き出すため，本研

究主題を設定した。 

３ 研究の概要  

（１）公開授業 

①日時    平成２７年１１月１１日（水）市教研外国語活動・英語部一斉研修日  

②会場  糸魚川市立糸魚川東中 

  ③公開学年    第３学年  

  ④授業者  教諭 倉若 拓人 

  ⑤単元名  PROGRAM6 Let’s Talk about Things Japanese 
  ⑥ねらい 相手の情報を基に，誰が友だちにふさわしいか，何がプレゼントに

ふさわしいかを決定できる。 

  ⑦本時の展開 

学習形態 
目的  学習活動 

授業者の働き掛け（ ○ ） 

留意点（ ※ ） 

 

 

【個→ペ】 

自分なりの意

見を持った上

で，主体的に

活動に関わる

状況を設定す

る。 

 

 

①「留学生のメル友を探そう！」 

→タスクシートに基づいて情報交換を行

い，友だちとプレゼントを決定する。 

 

 

 

○場面設定を行う。 

※適切な準備時間を設ける。 

※活動中は机間巡視を行い，フィードバッ

クを行う。間違いが多いものについては

全体で取り上げる。 

 

 

 

 

【全→個】 

表現方法を広

げ，個の学び

を保障する。 

②２つのペアが発表を行う。モデルや教師
によるフィードバックから，自分なりの
表現方法を考え，振り返りシートに記入
する。 

○タスク活動や発表の表現方法について，
訂正的フィードバックを行う。また，必
要な会話例を示す。 

【ペア】 

個で学んだ内

容を再度実践

させる。 

③ペアを変更し，同様のタスク活動に取り
組む。 

 

※活動中は机間巡視を行い，フィードバッ
クを行う。間違いが多いものについては
全体で取り上げる。 

【個】 ④振り返りシートを用いて活動の振り返 ○振り返りの視点（タスク活動，友人の発

メニュー： タスク活動 留学生に生徒を紹介しよう 

A: Who is the girl drawing picture? 
B: Oh, she is Mint. She likes reading too. 
A: I see. How about the boy playing soccer? 
B: He is Kenji. He likes movies…. 
A: Oh, that’s nice! He can be a friend! Let’s go to him and talk. Thank you. 
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次回への動機

づけとする。 

りを行う。 表，表現方法）を示す。また，次時のタス

ク（写真の描写）について予告する。 

（２）全体協議会 
【授業の実際と協議内容】 ※参観者より 

本時は，「留学生のメル友を探そう」という活動場面が設定

されていた。生徒はペアをつくり，タスクカードに記載された

情報を基に，英語で情報交換「質問や応答」を行いながら，友

達とプレゼントを決定していく。現在分詞や過去分詞を用い

た後置修飾を活用しながら，主体的に活動に参加し，場面に応

じた思考判断を基に適切な表現ができることをねらって授業が展開された。ペアを交換し

てのタスク活動の間に「発表とフィードバック」の活動を仕組むことが，新しい表現の活

用に生かされていた。教師の明るい表情，テンポのよい展開。「間違ってもいいんだよ」と

いう懐の深さが，子どもの英語の授業を楽しむ姿，知っている英語を使って積極的にコミ

ュニケーションをとろうとする姿を発揮させていた。 

【意見・感想 】 ※参観者より 

・タスク活動の際に，ペアの相手に配られた資料がそれぞれ違っていた。相手から確実に

聞き取らなければならない状況を生んでいた。この設定がたいへんによかった。 
・ほとんど英語のみを教師が使っていた点，タスクのレベル（内容）が難しかった点に驚

きました。難しくても活動に子ども達が一生懸命についていって英語を話す姿は，倉若

先生の日頃のプラスのフィードバックのたまものだと感じました。 

・活動の指示等が全て英語であったり，基本文が示されていなかったことが生徒の課題遂

行のハードルを上げていたと考えられる一方で，生徒が思考力を働かせて課題に取り組

んだり，自然な語句・文法指導をするための場面づくりをするために役立っていた。 

【実践交流】 
  日頃から行っている活動を紹介したり，指導計画を立てる際の悩みを共有したりした。

小学校での活動の実際を知るよい機会となった。 
【指導】  指導者 上越教育事務所学校支援第２課 指導主事  重野 準司 様 

・授業改善のポイントは次の３つである。 
   単元構想，身につけさせたい力，言語活動の内容，評価方法がリンクしているか 
   言語（英語）を使用してのコミュニケーションを行っているか 
   生徒の英語による言語活動を中心に展開する授業 

・ねらい達成のために「CAN-DO リストの設定」「パフォーマンスによる評価」を実施する。 
・「できた」を生む言語活動の３つのプロセス「Presentation」「Practice」「Production」が

重要である。 
・「You can do it!」の姿勢で子どもたちに関わり続けることがとても大切である。 

４ 成果と課題 

子ども一人ひとりが自信をもってコミュニケーションをとれるよう，工夫した声かけや

支援を続けている授業，学びたい！力をつけたい！楽しみたい！という子ども本来の姿を

発揮させる仕掛けがなされた授業は大変に参考になった。参加者からも自分の授業を見直

すよい機会となった，これからの授業に生かしたいなどの意見をいただいた。次年度は，

指導者による模擬授業を実施するなど取り入れ，子どもの立場に立った内容を取り入れる

などし，「明日から頑張ってみよう。」と元気になる実践的な研修会を計画する。 
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◆平成２７年度 研究の歩み

４月２１日（火）糸魚川市教育研究会 第１回理事会・代議員会
５月２１日（木）糸魚川市教育研究会 部長・副部長会
７月 ９日（木）理科部研修会（1クラス授業公開）

指導者：上越教育大学 准教授 渡辺 径子 様
授業者：糸魚川東小学校 内藤 寿一 教諭

９月１１日（金）国語部研修会（1クラス授業公開）
指導者：上越教育大学 教授 渡部 洋一郎 様
授業者：糸魚川小学校 渡邉 興勝 教諭

１０月１６日（金）関東音楽教育研究大会上越大会（音楽部研修会）
指導者：文部科学省初等中等教育局教育課程教科調査官 2名

１０月２２日（木）図工・美術科研修会（2クラス授業公開）
指導者：横浜国立大学教育人間科学部准教授大泉 義一 様
授業者：青海小学校 飯田美輝夫 教諭 坂口 敏生 教諭

１１月 ６日（金）算数・数学部研修会（1クラス授業公開）
指導者：上越教育事務所学校支援第２課 指導主事 山本 浩昭 様
授業者：大和川小学校 山岸 辰徳 教諭

１１月１１日（水）社会科部研修会（1クラス授業公開）
指導者：上越教育大学 教授 渡部 洋一郎 様
授業者：磯辺小学校 小林 保浩 教諭

１１月１１日（水）体育科研修会（1クラス授業公開）
指導者：上越教育事務所学校支援第２課 指導主事 宮川 久良 様
授業者：大和川小学校 伊藤 豪佑 教諭

１１月１１日（水）技術・家庭研修会（1クラス授業公開）
授業者：糸魚川中学校 伊藤理都子 教諭

１１月１１日（水）英語・外国語研修会（1クラス授業公開）
指導者：上越教育事務所学校支援第２課 指導主事 重野 準司 様
授業者：糸魚川東中学校 倉若 拓人 教諭

１１月１９日（木）理科部研修会（教職員による理科研究発表）
指導者：上越教育大学 准教授 桐生 徹 様

１月２６日（火）国語部研修会（1クラス授業公開）
指導者：上越教育大学教職大学院 准教授 佐藤多佳子 様
授業者：下早川小学校 古見 美保 教諭

２月２５日（木）糸魚川市教育研究会 第２回理事会・代議員会
３月１３日（金）糸魚川市中教研「平成 27年度 各教科等研究の概要 No.35」発行

◆執筆者一覧

巻頭言 佐藤 弘 （青海中学校） 音楽科 小川 敦子（青海中学校）

国語科 渡辺 徳彦（糸魚川中学校） 美術科 横尾夏奈子（糸魚川中学校）

社会科 谷口 孝 （糸魚川中学校） 保健体育科 川原 雄二（糸魚川中学校）

数学科 白石 勝夫（青海中学校） 技術・家庭科 藤原 勝也（糸魚川東中学校）

理 科 杉本 清隆（能生中学校） 英語科 倉若 拓人（糸魚川東中学校）

あ と が き

平成２７年度の糸魚川市中学校教育研究会は、４つの中学校、会員８９名の組織で

す。今年度も糸魚川市教育研究会の活動と合わせて行うことにより、小学校との連携

を強化し、授業改善を進めてきました。本冊子には、各教科等で研究主題を設定し、

課題をもって取り組んできた成果を掲載しています。今後も、指導の工夫・改善のた

め、小学校との連携をさらに深めながら研修を推進していきたいと考えております。

最後に、執筆にご協力いただいた皆様に厚くお礼を申し上げます。ありがとうござ

いました。 （事務局 青海中学校 田村良久）
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