
平成27年12月25日

特活全県部長　横堀正満

冬季全県部会〔特別活動〕　　次第

進行：山崎先生（五十嵐中）

1　開会のあいさつ（田上中：横堀）

2　議題

（1）“学び合う授業”による21世紀型能力の育成はどのようにおこなわれたか？

〈成果〉

〈課題〉

〈次の指定研究での解決策〉

（2）指定研究会はどのように運営・実施されたか？

〈成果〉

〈課題〉

〈次の指定研究での解決策〉





（3）郡市の各校に“学び合う授業’’や“教師の学び合い”がどのように普及し、定着したか？

〈成果〉

〈課題〉

〈次の指定研究での解決策〉

3　成果物の提出について

◎「平成27年度　県中教研指定研究　成果の概要報告（2年次）」を提出する

（1）提出先　　①各地区中教研事務局　　　②全県部長（田上中：横堀）

（2）部数　　　両提出先とも1部
・各地区中教研事務局へは、指定された方法で送付頗います。

※田上中へは、メールにて添付ファイルで送ってください。

（3）締切　　　両提出先とも、平成28年1月22日（金）

4　その他

吟、

5　閉会のあいさつ（菅谷先生：聖籠中）





提出⑥　指定研究　成果の概要報告嘉

平成　27　年度　県中教研指定研究　成果の概要報告書（2年次）

上越地区中学校教育研究会会長様

報告者氏名　丸　山　徳　子

（学校名：上越市立名立中学校　　）
このことについて，下記のとおり報告します。

1　部会名　　　特別活動

2　都市名　　　上越市 3　会場校　　　上越市立名立中学校

4　研究会開催期日　平成27年11月27日（金）

5　研究推進委員会

役　　　割 �所　　属　　　　　職　　名 �氏　　　　　名 

（1）指導者 �上越教育大学教職大学院・特任教授 �佐　藤　　賢　治 

（2）研究推進責任者 �上越市立春日中学校　・教諭 �佐　藤　　文　大 

（3）会場校責任者 �上越市立名立中学校　・教諭 �丸　山　　徳　子 

（4）県・郡市指導主事 �上越市教育委員会・学校教育課指導主事 �岩　片　　嘉　和 

（5）研究推進委員（授業者） �上越市立直江津中学校・教諭 �古　川　　文　一 

上越市立雄志中学校　・教諭 �柳　澤一　　淳 

上越市立安塚中学校　・教諭 �栗　田　　和　恵 

上越教育大学教職大学院・院生 �山　本　　宏　幸 

上越市立名立中学校　・校長 �岩　渕　　正　和 

上越市立名立中学校　・教頭 �熊　倉　　史　也 

上越市立名立中学校　・教諭 �二　上　　裕　子 

上越市立名立中学校　・教諭 �大　桃　　あゆみ 

上越市立名立中学校　・教諭 �石　野　　佑紀枝 

6　研究推進委員会の実施日，参加人数と内容

回 �実施日／会場 �人数 �フアシリテーションの主な論点・方法と成果 

1 �5／26・名立中 �9 �「研究の方向性について」→1年次の成果と課題を踏まえ、2年次の研究の方向 
性について考えた。研究の柱や実践内容を協議することができた 

2 �6／　9・名立中 �10 �　　　　　　　　　　　　　　　　　　0 「授業実践について」→「学び合い」の視点から、授業実践案について協議した。 また、推進委員を「実践担当」と「理論・運営担当」に分け、研究会に向けて準 
備内容を確認し合った。 

3 �7／　7・名立中 �8 �「4象限マトリックスを使った授業実践と実践内容の検討①」→名立中学校での 全校学活の授業を参観し合い、協議を行った。4象限マトリックスの活用の仕方 
や振り返り活動のあり方について、意見交換した。 

4 �7／　8・春日中 �2 �「フアシリテーションによる話し合いの授業」→春日中学校での授業実践を参観 
し、名立中学校の推進委員で授業の流れや話し合いの進め方について協議した 

5 �8／　6・名立中 �11 �　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く） 「学び合う授業のあり方について」→「授業情報誌Class」での提案内容を 
検討し、授業の進め方について意見交換した。 

6 �9／15・名立中 �12 �「4象限マトリックスを使った授業実践と実践内容の検討②」→名立中学校での 全校学活の授業を参観し合い、協議を行った。研究会時の授業の進め方や協議会 
の方法も含めて、意見交換を行った。 

7 �10／13・名立中 �13 �「研究の成果と課題（中間まとめ）」→現時点での研究の成果と課題について協 議し、研究会時の授業や協議会の方向性について、「実践担当」と「理論・運営 
担当」に分かれて意見交換を行った。 

8 �11／10・名立中 �12 �「研究会時の授業と協議会について」→授業の流れと協議会の進め方、当日の運 
常について意見交換を行った。 

9 �11／27・名立中 �13 �研究会 

10 �12／　4・名立中 �12 �「研究の成果と課題の確認」→研究のまとめの活動となる「′」、学生・地域の方と 
の交流会」を参観し、2年間の研究の成果と課題について意見交換を行った。 



○地域の方々への主体的なあいさつや、仲間同士の声の掛け合いが増えた。また、活動後の互

いへの「がんばった」メッセージの記述から、「自分からかかわる」「相手の気持ちを考えて

接する」という人間関係づくりに欠かせないスキルの向上が見られた。

○地域の方々からの意見を参考にした振り返り活動は、集団の成長や課題に気付くよい機会と

なり、固定化した人間関係からの脱却や、自己有用感の高まりにつながっている。

（課題）●振り返りで気付いた課題を、日常活動や生活に生かすという点が弱い。身に付けたスキルを

日常的に生かしていくために、課題や目指す姿を共有し、具体的な行動目標をもたせる。

（2）自治を推進するリーダーの成長

（成果）○話し合いの進め方をテーマに実施したリーダー研修によって、臨機応変に指示を出したり、

自分で考えて話し合いを工夫したりするなど、リーダーとしての意識の向上が見られるよう

になった。

○リーダーの意識の向上は活発な班活動につながった。そのことで、生徒一人一人の班活動に

対する意欲の向上が見られるようになり、集団活動に意義を見出す生徒が増えてきた。

○リーダーを務めた3年生の自己肯定感や自治意識の高まりが見られた。話し合いや活動でも、

経験を積むごとに班員一人一人の意見を引き出そうと意識するようになった。また、こうし

た3年生の姿を見ることにより、2年生の自治活動についての意識の向上も見られてきてい

る。

（課題）●研修を継続してリーダー育成を進める。

●多様なグループ編成や一人一役等の取組で、フォロアーの一層の意識向上を目指す。

●1年生については、小学校と連携し、小学校での学びを生かした指導を進める。

（3）話し合う姿勢の変化

（成果）04象限マトリックスの活用は、論点を明確にする手法として効果的であった。意見の広がり

や収束も容易でスムーズな話し合いが実現できた。

04象限マトリックスを利用したフアシリテーションは、一人一人の意見が尊重され、話し合

いの活性化につながった。

（課題）●4象限マトリックスやフアシリテーションを様々な場面で活用することにより、話し合いの

活性化を図る。

●「目指す生徒像」に近づくための4象限マトリックスの軸の設定の仕方を吟味する。

●小学校との連携を図りながら、話し合いのスキルの向上や批評力の育成を図る。

14　運営の成果と課題

（成果）○推進委員会と会場校の研究推進部との連携により、推進委員と会場校職員が意識を共有して

研究を進めることができた。

○実践校が小規模校であるため、推進委員会に中規模校や大規模校の職員が加わることにより、

多様な視点で研究内容の検討を行ったり、実践を進めたりすることができた。

○推進委員会や協議会の共有をワールドカフェ方式で行うことで、全員参加型の協議会とする

ことができ、参加者自身も学び合うことができた。

（課題）●推進計画の中で特別活動に関わるいくつかの視点を提示することができたが、今後、地区の

各校にどのように研究成果を広げていくかという点で、工夫が必要である。



7　研究会参加者（参加者数と内訳）

研究会参加者総数　（　　　　　57　）名 �（3）小学校・高等学校教員　（　　　3）名 

（1）郡市内中学校会員　（　　　34　）名 �（4）教育委員会　　　　　（　　1）名 

（2）他郡市中学校会員　（　　10　）名 �（5）その他（大学院・他地区教育事務所）（‾　9）名 

8　公開授業

学年・組 �単元・主題 �授業者 

全　校 �学校行事で地域とつながろう �二上裕子・石野佑紀枝　他　教諭7名 

9　分科会（全体協議会）

分科会名 �協議題 �指導者 �司会者 �∵提案者 

特別活動における �上越教育大学教職大学院 �上越市立名立中学校 �上越市立春日中学校 
学び合う授業のあ �特任教授　　佐藤　賢治様 �教諭　大桃あゆみ �教諭　佐藤　文大 
り方 �上越教育委員会学校教育課 ��上越市立名立中学校教諭 

指導主事　　岩片　‾嘉和様 ��教諭　丸山　徳子 

10　研究主題

自分で考え、まわりとかかわりながら、よりよい活動を目指す生徒の育成

11主題設定の理由

（1）学習指導要領・県中教研重点方針（特別活動）から

自分の考えを発表・交流・深化する過程を大切にした集団活動や体験活動を推進し、よりよい � 

人間関係や社会に参画する自治的能力の育成を目指す必要がある。 

（2）上越市の生徒の実態から

【上越市全体の傾向】

・全体的に自己期待は高いが達成欲求は低い。

「自己の振り返りアンケート」（平成26年10月実施）

協　力　校：上越市内中学校22校

回答生徒数：2，418名

・男女差が大きい。男子は協調性が高く、

自己期待が低い。一方、女子は自己期待が高く

協調性が低い。

【学校規模別の傾向】

・大規模校は、達成欲求が高い。

・中規模校は、全体的に上越市の平均よりも低い。

【当校の特徴】

同規模校と比較して「達成欲求が低い」「男子

の自己期待が低い」

J

積極的な態度、自尊感情の低さがうかがえる

・小規模校は、平均より少し高く、バランスがとれている。

「達成欲求」を高めること、つまり、課題に気付く場を設定し、課題に前向きに取り組む姿勢 

を育てたり、課題を達成するやりがいを感じさせたりする必要がある。 

（3）名立中の生徒の実態から

当校の生徒は、素直な性格の生徒が多く、何事にもまじめに取り組む。学年を越えて親しく交わ

り、親和的な雰囲気の中で学校生活を送っている。反面、現状に満足し変化を求めない傾向がある。

目標や理想を高くもって自ら学習したり行動したりする姿勢が弱く、集団における自治活動を推進

するリーダーもあまり育っていない。また、幼少期からの変化なく継続する人間関係もあり、新た

なより望ましい人間関係を自ら構築していこうとする意欲や力も不足している。



リーダーを中心に高い目標を設定し、よりよい集団を目指そうとする自治の力を育んでいく必 � 

要がある。 

12　研究の方法と内容

（1）研究仮説

これまでの学校の教育活動を、体験的・協力的活動の視点で捉え直し、多様なかかわりの場を積 

極的に設定し、各活動の振り返りをつないでいくことにより、望ましい人間関係づくりに必要な 

スキルの向上が図られ、新たな人間関係づくりやよりよい学校生活を目指した意欲的な自治の力 

が養われる。 

（2）研究の方法

多様なかかわりの場の設定、振り返り活動の充実を中心に研究を進め、「自ら考える」「進んでか

かわる」姿勢の育成を目指す。生徒の意識の変化については、観察・質問紙（「自己の振り返り」

アンケートと「行動チェックシート」）による分析とし、成果と課題を確かめていくこととした。

※「行動チェックシート」は、27年3月より名立中生徒のみを対象に実施。（3・6・11月）「自己の振り返り」アンケートで

は、意識をとらえることしかできないため、実際に行動に生かせているかどうかを確かめるために導入した。

（3）研究の内容

【研究の柱】　○人間関係づくりのスキルを学ぶ多様なかかわりの設定

○自治を推進するリーダー指導の充実

○話し合う姿勢づくりと活性化（4象限マトリックスの活用）

【実践上の工夫点】

（1）多様なかかわりの設定

○学校行事と生徒会活動の中心テーマを「地域とつながる」「地域を元気にする」と設定した。

○地域コーディネーターと連携し、地域の人材を生かした活動となるようにした。

○あらゆる活動を異年齢集団で行い、振り返りでは互いのよさや努力を伝え合うようにした。

○活動後は、「地域の声」を紹介し、他者の評価を意識させた。

（2）リーダー指導の充実

O「リーダー経験」の積み重ねを行い、自信を深めさせた。

○定期的なリーダー研修を行い、活動の目的や進め方の共有、意見交換を実施した。

○よりよい「地域とつながる活動」へと発展させるために、リーダー同士の「引き継ぎシート」

を利用した。

O「目指す生徒像」に迫る視点を入れた振り返りを実施した。

（3）話し合いの姿勢づくりと活性化

04象限マトリックスと付箋を利用した全員参加型の話し合いを実践した。

○活動のねらいに合わせて、4象限マトリックスの2つの軸を設定した。

13　研究の成果と課題

（1）人間関係づくりのスキルや他者とのかかわりの向上

（成果）○異学年交流や地域とのかかわり、そして、活動後の丁寧な振り返り活動の積み重ねは「相手

のよいところを探そう」「集団や地域のために頑張ろう」といった他者意識の向上につなが

った。



提出⑥　指定研究　成果の概要報告書

平成27年度　県中教研指定研究　成果の概要報告書（2年次）

中越地区中学校教育研究会会長様

報告者氏名　　　五十嵐　　理

（学校名：　　魚沼市立　広神中学校　）
このことについて，下記のとおり報告します。

1部会名　　特別活動部会（中越地区）

2　郡市名　魚沼市　　　　　　　　3　会場校　　　魚沼市立　湯之谷中学校

4　研究会開催期日　平成　27年11月　10日（火）

5　研究推進委員会

役　　　割 �所　　属　　　　　職　　名 ��氏　　　　　名 

（1）指導者 �魚沼市教育委員会　統括指導主事 ��伊佐　貢一 

（2）研究推進責任者 �広神中学校・教諭 ��五十嵐　理 

（3）会場校責任者 �湯之谷中学校・教諭 ��中澤　　晃 

（4）研究推進委員（授業者） �湯之谷中学校・学校長 ��小川　正男 

湯之谷中学校・教 �肌（研究主任） �柴田　恵理 

入広瀬中享校・教 �刑　． �高橋　耕平 

守門中学校・教諭 ��友野　敦子 

広神中学校・教諭 ��佐藤　　毅 

小出中学校　・教諭 ��藤本　暁子 

堀之内中学校・教諭 ��山本　直恵 

湯之谷中学校・教諭（授業者） ��葛原　康弘 

湯之谷中学校・教諭（授業者） ��山崎　潤司 

湯之谷中学校・教諭（授業者） ��熊木　大典 

6　研究推進委員会の実施日，参加人数と内容

回 �実施日／会場 �人数 �フアシリテーションの主な論点・方法と成果 

1 �H27．5．1　湯之谷中学校 �10 �・平成26年度の成果と課題を確認すると共に27年度の研究の計画について協 
議した。 

2 �H27．5．18湯之谷中学校 �10 �・公開授業を基に、話合いのさせ方について橋本定男先生よりご指導をいただい 
た。 

3 �H27．6．16守門中学校 �8 �・話合いの収束の手立てとして、ワールドカフェ的な手法やネームプレートを使 
用した多数決の実践・検討を行った。（友野先生公開授業） 

4 �H26．7．7入広瀬中学校 �9 �・適切な議題と話合いの隊形、話合いの収束の手立てとして、ワールドカフェ的 
な手法について確認・検討を行った。（高橋先生公開授業） 

5 �H27．8．3湯之谷中学校 �10 �・研究会当日の日程・授業会場・議題について検討 
′＿・県中教研情報誌「Class学び合う授業」の内容について検討 

6 �H27．8．21湯之谷中学校 �13 �・研究授業［11／10］の指導案検討 ・研究のまとめ・発表原稿の検討 

7 �H27且30湯之谷中学校 �13 �・研究授業［11／10］の指導案の検討 ・研究のまとめ・発表原稿の検討　・協議会の進め方について検討 

8 �H27．10．29湯之谷中学校 �13 �・研究授業［11／10】の指導案の検討　・会場準備・用具の検討 ・パワーポイントの確認・検討　　・協議会の進め方にっいて検討 

9 �H27．11．6湯之谷中学校 �10 �・要項の綴込み、資料の袋詰め　　・用具の準備 ・パワーポイントの確認・検討　　・協議会の進め方について検討 

10 �H27．11．9湯之谷中学校 �4 �・会場配置の確認　　　　　　　・パワーポイントの確認・修正 

11 �H27．11．10湯之谷中学校 �10 �・研究発表会当日 

※「委員どうしによる授業の見せ合い」は実施者等実施内容を記述する。



・部活動や行事でも、生徒自らが意見交換をしながら問題解決をする姿がみられます。黒板を使

って、出てきた意見を書きながら話し合ったり、車座になって互いの指摘を受け入れながら、

よりよい活動ができるように話し合ったりする様子が見られました。

（3）課題

・話合いをまとめるための手立てが充分とは言えない。話合いがまとまるためには、根拠や理由

をもとにした話合いができるようにしていく必要がある。また、良さを生かし合う意見を増や

し、その提案の優れている点を認め合って合意形成となるよう繰り返し指導する必要がある。

・生徒自身が問題意識をもった話合いになることが大切であり、議題を作る委員会をシステム化

し、定着させることが重要である。

14　運営の成果と課題

＜成果＞

・各校の生徒の実態を加味しながら、効果的な話合いの手立てを考え、市内すべての中学校で公開授

業を行うことができた。

・フアシリテーションの理解を深める研修会を市内で実施することができた。

・フアシリテーションを意識した協議・検討会を実施することができた。

＜課題＞

・生徒に効果的な話合いを行わせるための手立てやスキルについて各校で伝達し、共通実践を積み重

ねる。

・参加者全員が話合いに主体的に参加するための手法としてのフアシリテーションへの理解を深めて、

実践を積み重ねる必要がある。



提出⑥　指定研究　成果の概要報告書

平成27年度　県中教研指定研究　成果の概要報告書（2年次）

新潟地区中学校教育研究会会長様

報告者氏名　山崎彰之

（学校名：新潟市立五十嵐中学校　　）
このことについて，下記のとおり報告します。

1　部会名　　　　　　　　特別活動

2　郡市名　　　　新潟市　　　　　3　会場校　朋．

4　研究会開催期日　平成　27年11月　12日（木）

5　研究推進委員会

役　　　割 �所　　属　　　　　職　　名 �氏　　　　　名 

（1）指導者　＿ �新潟市教育委員会学校支援課・指導主事 �坂　哲也 

（2）研究推進責任者 �新潟市立五十嵐中学校・教諭 �山崎彰之 

（3）会場校責任者 �新潟市立黒埼中学校・教諭 �金安雅夫 

（4）県・郡市指導主事 �新潟市教育委員会学校支援課・指導主事 �坂　哲也 

（4）研究推進委員 �新潟市立赤塚中学校・校長 �土屋　浩 

新潟市立大江山中学校・校長 �佐藤宏欣 

新潟市立内野中学校・教諭 �泉井千春 

新潟市立亀田西中学校・教諭 �石川　大 

新潟市立新潟柳都中学校・教諭 �星野由美 

新潟市立味方中学校・教諭 �溢谷由美　■ 

新潟市立寄居中学校・教諭 �斉木めぐみ 

新潟市立松浜中学校・教諭 �五十嵐良和 

新潟市立月■潟中学校・教諭 �山田恵美子 

新潟市立早通中学校・教諭 �小出秀人 

新潟市立大江山中学校・教諭 �小林秀亮 

6　研究推進委員会の実施日，参加人数と内容

回 �実施日／会場 �人数 �ブァシリテーションの主な論点・方法と成果 

1 �8／4‾　五十嵐中学校 �9 �①　研究内容について ②　＿研究発表会の運営について 

成果：研究内容ついての研修委員の理解が深まった。また、当日の発表会の運営 
について確認できた。 

2 �9／9　黒埼中学校 �11 �①　プレ授業を基に研究協議 方準：フアシリテーション 

成果：黒埼中の進めるフアシリテーションを活用した学級活動について様々な意 
見交換ができた。 

3 �10／21スポーツ医科 �11 �①　研究発表会当日の運営計画について 
学センター ��成果＝当日の研究推進委員と黒埼中職員の動き等を確認できた。 

4 � � � 

5 � � � 

7　研究会参加者（参加者数と内訳）

研究会参加者総数　　（　98　　）名 �（3）小学校・高等学校教員　（　　　）名 

（1）郡市内中学校会員　（　89　　　）名 �（4）教育委員会■　　　　（1　）名 

・（2）他郡市中学校会員　（　　8　　　）名 �（5）その他（地域・保護者の元（　　　）名 



8　公開授業

学年・組 �単元・主題 �授業者 �学年・組 �単元・主題 �授業者 

1年4組 �行事で学んだことを係 活動で生かす �江口麻衣子 �2年2組 �理想の3年生像を実現 するために心がけるこ と �小揮　享 

3年5組 �成長したことを振り返 り、感謝の気持ちをも つ �古澤康弘 � � � 

9　分科会（全体協議会）

分科会名 �協議題 �指導者 �司会者 �、提案者 

第1分科会 �本時の目標達成のた �■新潟市立赤塚中学校 �新潟市立新潟柳都中学校 �黒埼中学校教諭 
めに、手立ては有効 �校長 �星野　由美教諭 �‾江口麻衣子 

であったか。 �土屋　浩様 �新潟市立寄居中学校 　斉木めぐみ教諭 

第2分科会 �本時の目標達成のた �新潟市立大江山中学校 �新潟市立松浜中学校 �黒埼中学校教諭 めに、手立ては有効 �校長 �五十嵐良和教諭 �小澤　享 

であったか。 �佐藤　宏欣様 �新潟市立亀田西中学校 　石川大教諭 

第3分科会 �本時の目標達成のた �新潟市教育委員会 �新潟市立味方中学校 �黒埼中学校教諭 め＿に、手立ては有効 �学校支援課指導主事 �漉谷　留美教諭 �古澤　康弘 
であったか。 �坂　哲也　様 �新潟市立月潟中学校 　山田恵美子教諭 

10　研究主題

「主体的に考え、目標をもって教育活動に取り組む生徒の育成」～フアシリテーションを用いて～

11主題設定の理由

生徒の多くは明るく素直だが、活動によっては受動的な姿が見られ、自分から目標をもって主体

的に行動する姿が弱く感じられる。

5月に実施したqtuの結果では、学年集計を見ると学級生活満足群のパーセンテージは全国平均

を上回るものの、非承認群は1年生20％、2年生21％、3年生19％であり全国平均の17％

と比較すると好ましくない状況である。非承認群が多いということは、褒められたり認められるこ

とが少ないと感じ、自己有用感や自己肯定感が低いことを表している。したがって、今後の教育活

動で自己有用感や自己肯定感を高め、q－Uでいうところの学校生活満足群を増加させることが課題

である。

この課題解決のためには、認め、認められる場面を増やすことで、生徒同士のかかわり合いを増

やして自己有用感や自己肯定感を高めることが必要であると考える。そして、主体的に考え、目標

をもって活動に取り組む力を育成することをゴールとしたい。そこで、フアシリテーションに注目

し、これを多くの場面に積極的に取り入れることにより、これらの課題が解決できると考えた。

12　研究の方法と内容

（1）取組の概要

①平成26年度の主な取組

みらいずワークス様から、職員がフアシリテーションの手法を学び、取組の方向性を確認した。

具体的内容としては各学年の目指す生徒像をイメージする、現状を把握する、目指す生徒像に近

づけるための手だてを考える、であった。また、話し合い活動がどの学級にも共通にできる土壌

を作るために、朝15分間でできるフアシリテーションも定期的に行った。また、職員自身がフ

アシリテーションを積極的に行うことも大切であると考え、話し合い活動後、職員が教務室で自

由に感想等を模造紙に記入し、フアシリテーションを振り返り、次につなげた。

②平成27年度の主な取組
1年間を3期（スタート期・充実期・まとめ期）に分け、教育活動の様々な分野（学級、学年、

生徒会、部活動など）で目標を意識した活動に取り組むこととした。取組についてフアシリテー



ションを用いて、計画や評価を行ってきた。個の深まりを見取るために個人ワークシートを用意

し、話し合い活動の前後での個人の変化を見るように心がけた。また、全校のフアシリチーター

とライターを集め研修を行い、技能向上に役立てた。

（2）フアシリテーションの活用

フアシリテーションの良さは、一一人ひとりが主役になれて、他者とのかかわり合いが促進でき、

「聴く力」「話す力」「書く力」「場を感じる力」が育つ点である。また、コミュニケーション

能力が身に付くことで、生徒は自分の考えに自信をもって発言できるようになり、自己有用感・

自己肯定感も高まっていくものと期待している。

13　研究の成果と課題

成果

フアシリテーションを経験した生徒の感想で一番多かったのが「自分の考えをいつもより伝える

ことができた。」「同じ考えの人がいるとわかってほっとした。」という達成感や安心感であった。

生徒は意見を認められ、ますます積極的に発言するようになった。また、「みんなと決めたことを

やってみようと思った」という目標に対する向上心を感じさせる感想も多くなった。話し合う姿は、

確かにいつも以上に積極的であり、素直に他の意見を認めている様子が見られた。

行事に対する取組では、例年以上に生徒が主体的に活動している姿が見られ、振り返りのフアシ

リテーションを通して、クラスの団結力が向上したという感想が多かった。

フアシリテーションを取り入れた話し合い活動の増加により、関わり合う場面が増え、生徒の話

し合いスキルが向上した。話し合いの場面や行事を通じ、生徒は満足感を得て自己有用感も感じて

いる。生徒のアンケートでも「話し合う活動を通して前よりも人と関われる（話したり、一緒に活

動したりなど）ようになったと思う」という設問に、肯定的回答が昨年度は78．7％だったが、

今年度は79．7％となった。

課題

フアシリテーションのときに、出てきた意見をまとめたり分類したりすることに意識が集中して

話し合いそのものが深まらないときがあった。あくまでもフアシリテーションは手段であり、目標

がぶれないよう中身が深まるようにしたい。

話し合いがうまく進まず、フアシリテ一夕ーが困る場面があった。魔法の言葉カードをうまく使

わせたい。またフアシリテーションがマンネリ化しないように工夫も必要である。

発表がうまく進まないという担任からの声があった。フアシリテ一夕ーとライターは研修を行い
スキルアップしてきたが、発表者に対しても支援をしていきたい。

14　運営の成果と課題

成果
・会場校職員も効率よく会場設営や準備を行ったので時間どおりにミスなく始めることができた。

・研究推進委員が全体会・分科会の司会をすることでスムーズに進行できた。

・分科会で行ったフアシリテーションではあらかじめフアシリテ一夕一、ライター等の分担を名

簿に記載したので、スムーズにフアシリテーションに入ることができた。ライターに関しては

会場校職員から全面的に協力してもらい、グループでの話し合いも活発だった。

課題
・今回は近くの黒埼地区総合体育館駐車場を借りることができたが、次回以降も駐車場の確保が

懸念される。（100名程度の規模になると）
・申込締切日を過ぎても申込をしていない学校が多く、参加者を確定するまでに何度も案内を出

す必要があった。メールだけでなく伝達の方法にも工夫が必要と思われる。
・授業を見た後、分科会等に参加せずに帰った方がいて、プア㌢リテーションのグループで役割

が不足し、少し混乱があった。
・地区小学校へも案内を出すべきであった。





提出⑥　指定研究　成果の概要報告書

平成27年度　県中教研指定研究、成果の概要報告書（2年次）

下越地区中学校教育研究会会長様

報告者氏名　菅谷　啓子

（学校名：聖籠町立聖籠中学校）
このことについて，下記のとおり報告します。

1部会名　　榔舌勤＿

2　郡市名　瀬　3　会場校　胎内市立中条中学校

4　研究会開催期日　平成27年10月28日（水）

5　研究推進委員会

役　　■割 �所　　属　　　　　職　　名 �氏　　　　　名 

（1）指導者 �下越教育事務所・指導主事 �野澤　一吉 

県立教育センター・指導主事 �鈴木　正彦 

胎内市教育委員会・管理指導主事 �高橋　祐二 

（2）研究推進責任者 �聖籠町立聖籠中学校・教諭 �菅谷　啓子 

（3）会場校責任者 �胎内市立中条中学校・教諭 �熊倉　岳文 

（4）研究推進委員（授業者） �胎内市立乙中学校・教頭 �奈良橋　隆己 

胎内市立乙中学校・＿教諭 �大橋　初春 

胎内市立黒川中学校・教諭 �長谷川　いず美 

胎内市立築地中学校・教諭 �時田　めぐみ 

阿賀野市立京ヶ瀬中学校・教諭 �塩澤　豪 

阿賀野市水原中学校・教諭 �加納　貴 

阿賀野市立安田中学校・教諭 �二宮　知美 

阿賀野市立笹神中学校・教諭 �清野　絢 

胎内市立中条中学校・教諭（授業者） �安田　有希 

胎内市立中条中学校・教諭（授業者） �佐久間　朋子 

胎内市立中条中学校・教諭（授業者） �今野　雄司 

6　研究推進委員会の実施日，参加人数と内容

回 �実施日／会場 �人数 �フアシリテーションの主な論点・方法と成果 

1 �4月23日／聖籠中学 　校 �10 �研究主題の決定 

2 �6月29日／中条中学 校 �9 �フアシリテーションの授業見学・協議会 

3 �8月17日／聖寵中学 校 �9 �今後の予定、仕事分担 

4 �9月25日／中条中学 校 �10 �各中学校での授業実践を踏まえてのフアシリテーションによる指導案検討会 

5 �10月7日／中条中学校 �6 �1年のプレ授業、本時の展開についてフアシリテーションによる指導案の手直し 

6 �10月8日／中条中学校 �5 �2年のプレ授業‘本時の展開についてフアシリテーションによる指導案の手直し 

7 �10月9日／中条中学校 �5 �3年のプレ授業、本時の展開について指導案の手直しによる指導案の手直し 

8 �10月28日／中条中学校 �16 �1年2年3年の公開授業、全体会、分科会で協議題についてファシリテーション 
を用いて意見を出し合う。 





12　研究の方法と内容

研究仮設を「生徒が必要感や達成感を感じることができる課題を設定し、フアシリテーションを

用いた話し合い活動を行うことで、一人一人が話し合いに参加し、見える化することで、意思決定

ができ、生徒の自己肯定感を高めることができるであろう。」として研修を進めた。

まず、学び合い10（特別活動）を活用するとともに必要感をもって学び合える題材を探す。そ

して、3種類ある学び合いを活用し、フアシリテーションを計画的に取り入れ、話し合い活動を活

発化する。また、エンカウンターを実施したり、話し合い活動におけるきまりを作る。

仲間との交流を通して、自分の考えを整理したり、仲間の考えのよさを感じる機会をつくったり

することで、よりよく生きるための術を確立させたい。そのためには，多様な考えを引き出すこと

も大切であるが、そこから自分に生かそう（自己決定）という場面を大切にさせたい。そのために

は、活動中、活動後の気持ちの変化や自己決定の場面を振り返ることが必要である。決してできな

かったことがだめであるというわけではなく、振り返ることで次の機会に生かすことが目的である。

13　研究の成果と課題

成果は、学び合い10にある、必要感・達成感のある題材を設定し、フアシリテーションを用い

た話し合いを取り入れ、よりよい人間関係を築いていけるように工夫した。昨年度から継続して「フ

アシリテーションの手順を示すこと」「意見が出しやすい雰囲気をつくること」、「ツール（ホワイ

トボード、タイマー、色ペン）を工夫すること」、「班の適正人数（4人）で話し合うこと」を意識

して活動しているので、生徒が自分の意見を持っているし、普段の学校生活に対する意識が高い。

フアシリテ一夕ーが深まる質問をしたり、意見のすりあわせをしたりと役割をしっかり果たしてい

た。ライターも見える化を意識して書くようになった。この学び合いを通し、最後の個の意思決定

場面では、班で話し合った内容だけでなく、学級で共有した内容も取り入れていた生徒がいた。

課題は、目標は「よりよい人間関係を築くこと」、手段は「フアシリテーションを用いた話し合

い」である。目標が明確でないと手段がぶれてしまうので明確にするとよい。学級で一つのものを

作る際は、現状を頭に入れながら活動すること、理由や根拠を大切にすること、個の意思決定の場

面を入れるとよい。よりよい人間関係作りは日頃の学校生活の中で育むことができるし、学び合う

姿は、各教科の授業の中でも育むことができる。フアシリテーションを手段として取り入れたこと

で、生徒がどう変容したのかをアンケートやデータで評価する必要がある。

14　運営の成果と課題

今回の指定を受けて教師自身が研修の機会を与えられ、研修を積むことができた。講師によるフ

アシリテーションの進め方を参観し学ぶことができた。とにかくフアシリテーションを取り入れる

という方向で活動してきた。

各学校で指導案に基づき授業実践を行い、展開部分を中心に指導案の検討を重ねた。その後のプ

レ公開授業後、公開授業後の協議会でも、部員全員がフアシリテ一夕－、ライターとして関わるこ

とができた。

この2年間の取り組みで得たものを各学校の学級活動の時間で実践することで、よりよい人間関

係を築いていくことができるであろう。



7　研究会参加者（参加者数と内訳）

研究会参加者総数　（77）名 �（3）小学校・高等学校教員　（11）名 

日）郡市内中学校会員　（46）名 �（4）教育委員会　　　　　　（1）名 

（2）他部市中学校会員　（13）名 �（5）その他（地域・保護者の方）（0）名 

8　公開授業

学年・組 �単元・主題 �授業者 

1年2r組 �学級活動　中学校を紹介しよう �安田　有希教諭 

2年3組 �学級活動　最上級生として、私たちの公約を立てよう �佐久間朋子教諭 

3年5組 �学級活動　卒業に向けて私たちにできること �今野　雄司教諭 

9　分科会（全体協議会）

分科会名 �協議題 �指導者 �司会者 �提案者 

第1分科会 �・フアシリテ－．ショ �胎内市教育委員会 �胎内市立立築地中学校 � 

ンを通して自分の意 見をしっかりいうこ とができたか。（拡 散） ・見える化は、個人 や集団の意思決定に 有効だったか。（収 束・決定） �管理指導主事 高橋祐二様 �時田　めぐみ教諭 

第2分科会 �〝 �県立教育センター 指導主事 鈴木正彦様 �阿賀野市立笹神中学校 清野絢教諭 � 

第3分科会 �〟 �下越教育事務所 指導主事 野澤一書様 �阿賀野市立京ヶ瀬中学校 塩澤衰教諭 � 

10　研究主題

他者とのかかわりの中で，よりよい人間関係を築くことができる生徒の育成 

～話合い活動による望ましい学級集団づくりを通して～ 

11主題設定の理由

はじめに学習指導要領や県中教研との関わりからである。学習指導要領の特別活動の目標には

「望ましい集団生活を通して、心身の調和のとれた発達と個性の伸長」「集団や社会の一員の一員

としてよりよい生活や人間関係を築こうとする自主的、実践的な態度」「自己を生かす能力」とあ

る。県中敷研では50周年記念事業のテーマとして「学び合う授業の創造」をあげている。

次に中条中学校の研究主題との関連からである。「思考力、判断力、表現力」を高めるための工

夫を中心に研究を進めてきた。さらに指定を受けた昨年度から「よりよい人間関係を築くことがで

きる生徒」の育成も加えて研修を積んでいる。

次に生徒の実態から、いじめ根絶0スクールの取り組みをはじめ、生徒会を中心に学校をよくし

ようという雰囲気が生徒たちの中にみられ全体的に落ち着いている。しかし、学年によってはリー

ダーが育たなかったU、人間関係によるトラブルがある。

そこで、自分の考えや意見を話し、人の考えや意見を聞く活動を通して、よりよい人間関係を築

くことができる生徒を育成したいと考えた。


