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【議題１】 第５８回研究大会のまとめと反省
（研究内容、方法、研究授業、研究発表、授業力向上のための講義等）

Ⅰ 工夫・改善が加えられた事項、効果的で成果 Ⅱ 今後、工夫･改善が必要と思われる事項
のあったこと

Ⅲ 大会前の諸準備、諸会合について Ⅳ 大会当日の運営や内容について
会場校の決定、地区研、事前研、資料など 日程、授業、発表、協議、アドバイザーなど

Ⅴ 各研究部独自の意見や要望 ○…成果 ●…改善点及び課題
△…提案

＜国語部会＞

Ⅰ
○古典学習であったが、時代背景等をしっかり生徒に理解させてあったため、意欲的に読解に取り組んだ。

（新川）
○鑑賞文の学習で、教師が見本として例を提示したため、授業で学んだことを基に、ほとんどの生徒が、読

み取ったことと鑑賞の部分とを区別しながら鑑賞文を書き上げた。（新川）
○授業会場隣の教室に、大画面テレビ２台を設置し、研究授業をビデオ撮影し中継したことで、参観者が生

徒の表情を見ることができてよかった。（新川）
○４人グループでの交流活動や動画を作成するなどのＩＣＴ機器の活用により、生徒は生き生きと活動し、

自分の考えを深めようとした。（富山）
○２年生は群読の授業であったが、一人一人が自分の考えを基に話し合い、心情について考えを深めた。そ

の結果が、よりよい群読を行おうとする姿勢に現れた。（富山）
○古典の学習で「ショートストーリーを書く」という言語活動は、鑑賞文の作成よりは、生徒にとって身近

な言葉を使っての活動であったため、素直な自己表現を引き出すための手立てとなった。（高岡）
○「単元を貫く言語活動」の講演は、ゴールを意識し、ゴールに到達するために何をしたかが分かる全体計

画を作成することの大切さを学ぶことができた。（高岡）
○「リーフレットづくり」が課題の研究授業であったが、「目的となる相手」、「自分の立場」、「どう伝

えるか」、それらを教師がどのように想定し、生徒に何を気付かせるかが大切であるかを学ぶことができ
た。（砺波）

Ⅱ
●５０人の会員がいて１クラスの授業では、会場に入ることができないため、２クラスでの開催を考えた方

がよいのではないか。（新川）
●グループ学習としての話合いを行う際には、「根拠を明確にすること」や「話合いのルール」等、「交

流」の意味を明確にしておかなければならない。（富山）
●小学校でも古典学習が実施されており、どのような内容かを確認しておく必要がある。小学校学習指導要

領の指導事項を各自が把握し、中学校での指導に役立てなければならない。（高岡）
●単に準備したものを発表し合うだけの「話合い活動」では、考えを深めることはできない。根拠等をあげ

て話合いができるように指導していかなければならない。（高岡）

Ⅲ
△夏季休業中に事前検討会を行うことによって、時間的に余裕が生まれ、修正もしやすいと考えている。

（砺波）
●教員の数が減ってきているにも関わらず、研究授業の回数が同じである。研究授業者は、今まで学校まわ

りであったが、今後について検討しなければならない。（砺波）

Ⅳ
○アドバイザー講演は、内容が具体的で授業力向上のための取組方向が明確になった。（新川）
●アドバイザー講演を行うために、部会協議の時間が短縮されてしまう。授業者が時間をかけて準備した授

業なのに、協議の時間がたっぷりとれず、申し訳ない思いがした。（新川）
○オリエンテーションをなくして、すぐに研究授業に入ったことは、授業者にも負担が少なくなりよかった。

（砺波）

＜社会部会＞

Ⅰ
○協議会①では、協議会のもち方を工夫した。会員を７つのグループに分け、よかったことは緑、工夫を

要するところは赤の付箋を用意し、各自がコメントを記入し、それをもとにグループごとに話合いをも
った。その後、各グループで協議されたことを発表した。
協議会②では、発表についての協議を行った。ワークシートの使用について「使う」、「使わない」な
どの意見がでた。また、資料の提示の仕方について、目的をもってより効果的な方法を工夫すると学習
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効果があることが協議された。（下新川）
○「知識と概念の構造図」を研究授業、研究発表の指導案それぞれに提示してもらい、指導助言を得たこ

とで、会員全体の「知識と概念の構造図」の作成と活用に対する意識が高まった。（黒部）
○研究授業では、学び合い、言語力の向上のツールとして、「バタフライ・マップ」を取り入れた実践が

提示された。このツールの活用について多くの意見が出て、研修が深まった。（黒部）
○協議会の班編成を郡市をバラバラに設定したため、他郡市の先生方と意見交換ができ、大変よかった。

（中新川）
○学習展開の中で教師がどのようにかかわっていくかについて、生徒の思考する場面や発表する場面で示

唆の多い授業であった。特に「なぜなら」「つまり」という言葉や要約・補足説明を用いながら論理的
な思考や表現を伸ばしていこう働きかける教師の姿が見られたが、生徒から出た意見をどのように結び
つけながら展開していくか、事後の協議会で多くの意見や様々な工夫が紹介された。（滑川）

●中教研学力調査を分析すると、基本的な用語について問われた問題に対しての正答率が低く、資料活用
に関する問題の正答率が低いことと合わせ大きな問題であった。このことはＳ－Ｐ分析による問題注意
係数（Ｃ．Ｐ）が高かったのではないかと思われるが、正答率が低くＣ．Ｐが高い問題は、「指導方法
の検討を要す問題」とされる。そこで、指導方法の問題としてとらえ、今回の研究授業のような学習活
動に積極的に取り組んでいく必要がある。（滑川）

○２学年地理的分野の授業を通して、グループ学習において関連づけを行うという学習課題をしっかりと
理解し、お互いに調べてきたことを発言してかかわり合う場面が見られた。このことにより思考力・表
現力の育成がなされていた。（富山）

○１学年歴史的分野の授業を通して、グルーブ学習においてホワイトボードを利用することにより、グルー
ブ内の思考を高めることができた。また、自分の考えをノート、ワークシートに自分の視点や言葉でまとめ
させることで思考力・判断力・表現力が育成されることが明らかとなった。（富山）

○小杉南中で行われた研究授業では、公民的分野で、地元の中小企業への調査活動を通して、企業活動の
在り方について生徒に考えさせていた。総合的な学習の時間を使い実際に経営者にインタビューする、
ジグソー学習で意見交換するなどの手立てが生き、生徒たちは意欲的に学習に取り組んでいた。（高
岡）

○アドバイザーの講義について,授業に即した形で、社会科の学習の本質にせまるための方法や考え方に
ついての話があった。たいへん参考になった｡（氷見）

○研究授業では、１時間の知識の構造図を作成して授業に望み、ゴールを明確にした指導が行われた。
（砺波）

○部会協議Ⅰでは、付箋紙を使った全員参加型の協議が行われた。部員から授業改善のための提案が数多
く出されるなど、活発な協議となり、若手には参考になる研修会となった。（砺波）

○自作の教材（公共の福祉を考えさせるための道路拡張計画）を用いて、そこに暮らす人々の様々な思い
や環境の設定等を工夫し、生徒の多様な考えを引き出すことができた。
部会別協議Ⅰでは、指導案の拡大したものに３色の付箋（質問したいこと、改善したいこと、授業を通
してよかったこと）をつけ、授業を通して、研究を深めたいところや先生方の関心の高いところを中心
に協議を行い、実りのある研修となった。
単元全体だけでなく１時間の授業の指導計画を構造化した指導案であった。本時の押さえたいことがは
っきりとし、指導と評価の一体化が図りやすい。（小矢部）

Ⅱ
△今回、「バタフライ・マップ」等、生徒の学び合いのためのワークシートが提示された。 今後、各校

がこれらのワークシートを参考に様々な実践を行い、実践例を持ち寄ること によって、研究が深まる
と考えられる。（黒部）

●資料を読み取り、根拠に基づいた自分の意見をつくらせる活動のため、共有すべき資料や生徒が根拠を
もてる資料提示を明確にすべき。（魚津）

●バタフライマップを作成することに時間を割き、それをもとに話し合う機会に乏しかった。話し合いの
場面も必要だったのではないか。（魚津）

●ねらいに迫るための課題設定が適切だったかどうかも今後、検討すべき。（魚津）
●新学習指導要領に基づいた年間計画の精査を図り、充実した学習が行われるように作成・修正に努めた

い。（滑川）
●学力調査のＳ－Ｐ分析は、集団ごとに結果が異なる部分と、共通する部分がある。個々の生徒の問題を

とらえるには、有効な手段であると感じたが、指導に問題があるのかを知るためには、複数の集団の分
析を比較検討していきたい。（滑川）

●「知識の構造図」の作成のあり方をさらに工夫した方がよい。（富山）
●研究大会が同じ時期に開催されるため、同じ単元になる点（富山・滑川）
○予想した以上に生徒の活動が充実していた。これまでに蓄積した資料をより効果的に活用したり、ねら

いや学習課題を端的で明確なものにしたりすることで、生徒の思考がいっそう深まったと思う。（氷
見）

●授業力向上アドバイザー事業が行われると、研究授業に対する協議の時間が短くなり、内容的にも深ま
りがなくなると感じる。短時間で、より多くの意見が聞けるように、付箋を用いて全員が考えをもって
参加する、近くの人と意見交換する時間を設ける、研究主題解明のための話し合いに焦点化するなどの
工夫が必要である。（高岡）
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Ⅲ
●地区によっては、部員数も減り、部員の中にはカウンセリング指導員や講師などが多いため、授業者や

発表者を決めにくくなっているところもある。（下新川）
△発表者の事前研修会への出席は、必要かどうか。郡市部長が代行すればよいのではないか。（下新川）
△会場校で印刷し、郡市部長に郵送したほうが、経費は安いのではないか。地域が広いため、交通費が多

くかかったのではないか。（黒部）

Ⅳ
●授業力向上のためのアドバイザーの講演を通して

思考力・判断力・表現力を高めるためには、仮説的推理の過程で予想・仮説を立てて、資料を基に検証
させる活動が大切である。次に今まで習得しことを生かして、知識の共通事項を探し出し、概念として
捉えさせる指導が必要である。（富山）

●授業力向上アドバイザー事業が隔年であるため、部会別協議Ⅱのもち方が難しく、担当する者の負担も
大きい。予算に応じてであるが、二人体制にすることはできないか。部会費や会場費の使途が年度によ
ってあいまいなので、やや減額してでも講師派遣費に充てるということも可能ではないか。（小矢部）

△アドバイザー講義については、毎年、すべての地区で実施したらどうか。（下新川）
△普通教室の開催は、非常に狭い。広い教室で行うか、２クラス公開にするかした方がいいのではないか。

（黒部・中新川）
●部員数を考えて、教室ではなくマルチで授業をした。黒板ではなく、ホワイトボードを使用する こと

になり使いにくい状況になった。（射水）
○指導案の事務所打合せは夏休み後半にしていただいた。その後、電話やメールでやり取りしていただい

たので助かった。（射水）

Ⅴ
△授業後の協議会を授業の行った教室で行うことはできないか。板書や資料も残っているので検討しやす

いのではないか。（中新川）
●新学習指導要領に基づき、授業研究、年間指導計画、評価計画等の研修を深めたい。（滑川）
●地理分野の学習内容がとらえどころのないものになっていると感じる。特に、２学年では、動態的に取

り扱うこととさているが、教師間でも共通理解がもてない。また、教科書の内容はすべて取り上げる必
要はないのだが、生徒にとって教科書は、学習の際に拠り所となるものである。学習内容や、指導方法
について情報交換し、さらに共通理解を図っていく必要がある。（高岡）

●今年度県中教研で取り組んでいる、知識と概念の構造図の活用について、十分共通理解が図られていな
い。そのため、授業者それぞれの思いで構造図が作成されているが、その適否が判断できない。試行錯
誤の段階で仕方がないのかもしれないが、普段の授業で活用していくのであれば、もう少し共通理解を
図るべきではないか。（高岡）

○アドバイザーの講義は、今後の授業の参考になる興味深い内容のものだった。また、一方的な講義では
なく、研究授業をもとにして講義していただきよかった。（射水）

△規模の小さい学校や、若手の教員しかいない学校では、指導案づくりや指導案検討といった面での負担
がかなり大きい。

＜数学部会＞
Ⅰ

○３つの提案授業が行われ、授業見学が少人数となったことで、生徒一人一人の様子を見学することがで
きた。(新川)

○３つの協議会で分かれて行われたので、少人数で意見が出やすかった。(新川)
○付箋を活用した協議会で、どの先生がどんな点に着目したのか分かりやすかった。(新川)
○教師の発問を時系列にし、付箋を貼って、意見を出し合う方法は活発な意見交換を行うため効果的であ

った。(新川)
○授業会場、協議会場の移動がしやすくなっていた。(新川)
○授業進度との関係上、これまではほぼ同じ単元の研究授業が多かったが、１年生の授業がこれまであま

り見たことのない図形の授業だったので、参考になった。また、２年生の授業では、ＴＴによる指導の
在り方を考えるきっかけになった。

○地区大会だけでは研究授業を経験できる部員の数に限りがあり、より多くの部員に授業研究の機会を与
えたいというねらいから、本年度は６月部会においても授業研究を実施してみた。２校に分かれての実
施であったが、事後研修会でも活発な話合いがなされ、研修を深めることができた。(富山)

○富山地区数学部会では、これまで２つの学年の授業研究部会と活用問題研究部会、北四発表研究推進部
会という４つの部会に分かれて研究を進めてきた。しかし、百名を超える部員数では、授業研究部会の
人数が多く、意見交換がうまくできない場面も見られてきた。そこで、本年度は授業研究部会を３つの
学年にして５つの部会で研究を進めることとした。６月部会では授業研究の後に協議会においては多く
の意見が寄せられ、授業者にとっても有意義な話合いとなった。(富山)

○３学年のいろいろな関数の授業ではｙ＝２ｘ のグラフを実際に６０ｍのグラフ用紙でかいた。生徒は実
際の増え方を見ることができ、感動のある体験ができたように思えた。(高岡)

○多数の部員が参加した大会であったが、授業が２会場に行われたので、支障なく、落ち着いた形で研究
授業が進められた。(高岡)

○１年生の学習課題は、「平面上の座標を読み取ったり、表したりしよう」で、学習の「基礎」であり、



－議題1－4－

「知識・理解」の部分であった。柔剣道場で広げられたシート(座標平面)の上を動いたり、電子黒板や
プロジェクターを使ったり、クイズを取り入れたり、と教具等に工夫があり、生徒は体感しながら学習
に取組み、学習内容をよく理解していた。(高岡)

△もっと間違いをさせながら学習したらよいのではないかという意見や、立ち止まって考えさせる場や盛
り上がる場の工夫があるとよいという助言もあった。(高岡)

○３年生の学習内容は「いろいろな関数」で、ｙ＝２
ｘ

の関数について知り、既習の関数との違いを実
感させる課題であった。生徒にとっては、やや難しいと思われる課題であったが、導入の漫画の話や大
きなグラフ用紙が効果的に使われ、興味をもって取り組んでいた。指導者(Ｔ１）が「授業の達人」であ
り、その指導技術も会員にとってはよい研修になったと思われる。(高岡)

○１年生の授業では、電子黒板やWebカメラの情報機器の使用が効果的であった。(高岡)
○２つの授業とも実際に体感できる場面があり、実感を伴うことにより、学習が身に付くものになると感

じた。(高岡)
○課題や既習事項が明示されており、生徒が見通しをもって取り組むことができた。(砺波)
○グループで説明し合う活動では、コミュニケーションボードを使って、自分の考えを書きながら説明す

ることで、生徒は意欲的に活動していた。(砺波)
○証明の根拠を吹き出しで記入することは、根拠を明らかにして説明するのに有効だった。(砺波)
○考えをまとめるポイントを示すことで、簡潔に説明することができた。(砺波)
○研究発表では、日常生活で数学を利用する意欲を高めるための実践が紹介されたが、体験活動を取り入

れた授業は参考になった。(砺波)
○課題に取り組む前に、考えるための手立てを複数提示したことで、ほとんどの生徒が活動に参加できた。

同時に、生徒から多様な考えを引き出すことにもつながった。(砺波)
○グループ活動を取り入れたことにより、自分一人では問題を解決できなかった生徒も、グループの話合

いで問題の解き方に気付くことができ、課題解決をすることができた。グループ編成を教師が意図的に
行うことで、本時のようにねらいに沿った活動が充実すると考えられる。(砺波)

○図形領域において既習事項をもとに、日常生活で数学を活用しようとする生徒を育てるための実践事例
が紹介された。部会協議では、数と式領域での実践例も紹介された。これらの実践例から、生徒の学習
意欲が高まり、自発的な学習活動につながるという成果を確認することができた。(砺波)

○自分の考え方を、根拠を明らかにして説明できる生徒を育てたいという教師の願いから考えられた授業
であり、そのための手立て(既習事項をカードにして掲示する、補助線の引き方を確認する、ワークシー
トに吹き出しを付けて根拠を記入させる、意図的なグループを編成して活動を行う)が有効に働いていた。
(砺波)

○Ａ２サイズのカードケースのコミュニケーションボードが、生徒の考えをグループや学級全体で発表し
たり共有したりするために有効であった。(砺波)

Ⅱ
●ＴＴの授業を見られるとのことで、関心をもって参加した。研究の視点としてＴ１とＴ２の役割を明確

にすることを言われたが、どのように役割分担しているの授業を見ただけではわかりずらく、授業前に
お話しいただいた上で参観できればよかった。(新川)

●授業の協議会の時間が短かった。(新川)
●１つの授業をじっくり見て協議会に参加したが、できれば違う授業も見たかった。(新川)
●部会協議②が発表だけで終わってしまったので、発表時間を１５分程度にして、協議する時間を設ける

必要を感じた。(新川)
△授業の事後研修のもち方について、グループ討議や付箋方式だけでなく、全体協議など、見識に優れた

方の見方・考え方をみんなで共有できる場の設定もしてほしい。(新川)
●提案授業が１つの時に、今回と同様の協議方法は難しいのではないか。(新川)
△司会者の役割を明確にし、付箋に書かれた内容を読み上げるのではなく、指名して発言させたようがよ

い。(新川)
●今回の付箋方式も、授業者との一問一答になってしまっていた。(新川)
●２０名くらいの協議会では、指名された人のみの発言になり、いろいろと質問したいと考えている人が

発言しにくい場合もあるように思われる。(新川)
●３つの授業のための事前準備(指導案の検討､授業の進め方の検討､事前のトライの授業等)に掛かる時間

と労力が大変なので、小規模校や会員数が少人数の郡市地区の担当では、難しいかもしれない。例えば、
１回の会合が午前または午後､放課後の時間で３つの指導案や授業案を検討するには、時間が足りなかっ
た。校内で教科部会(雄山中は校長を含め１０人)を開いて検討会を開くにしても、なかなか集まれない
現実がある。(新川)

△午後の授業を割いて多くの先生方が参観されることを考えると、会員数に対する授業教室の確保や参観
形態の工夫、充実した協議会の運営が求められると思う。大規模校だからできたという結論にならない
ようにしたいことと、皆さんからいろいろな知恵を求め、充実した会合になるようにしたい。(新川)

●２学年の授業において、操作活動の途中でルールを追加する場面が見られ、実験を行う前のルールの説
明をもっと明確にする必要があったと思われる。また、今回の授業のまとめは何だったのかが曖昧であ
り、課題に対する答えははっきりさせた方がよかったのではないかと思われる。(富山)

△どちらの学年もグループ学習が取り入れられたが、その目的をしっかりさせることが必要であり、グル
ープの中で自分の考えが言えたとか、できなかった生徒が見通しをもつことができたといったことがあ
るとよい。(富山)

●大がかりな準備が必要な授業だったので、そのような必要があったのか。それをすることによりそれに
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見合った効果があったと思えるものを考えていく必要もあると感じた。(高岡)
●今年度は授業力向上アドバイザーの講演があったため、研究協議の時間が大変短く、意見を出し合うの

が精一杯で、話し合い、協議というまでには至らなかったように思う。研究発表も紙上発表であった。
授業や発表のための準備やご苦労に対して十分な協議ができたか疑問である。(高岡)

△協議については、従来通りではない形式のものも考えていく必要がある。(高岡)
△授業力向上アドバイザーの講演は、必要な研修であると感じている。隔年ではなく毎年にならないもの

か。だが、そうすると半日での研修ではなりなくなる。(高岡)
△時期が決まっているので、同じ学習内容の授業になりがちである。進度も気になるところであるが工夫

したい。(高岡)
△コミュニケーションボードで説明した後、それを消してしまったのが残念だった。一人に一枚ずつあれ

ばよかった。(砺波)
△教材研究の方法を工夫すること、全体計画の中で、本時の内容と前後のつながりをもたせることが重要

である。(砺波)
△データを取得・比較する際に、データの妥当性について検証する必要がある。(砺波)
●今回の問題は、多様の考え方を引き出せる問題である。このことから、本時の目標や課題、評価の観点、

視点にある「説明することができること」がねらいなのか、補助線を用いて「求め方を考えることがで
きること」、「多様な考え方を理解できること」などがねらいなのか、指導のポイントが曖昧になりや
すい。(砺波)

△ワークシートに記入させる際、考える順番が分かるような工夫があるとよい。(砺波)

Ⅲ
○事前の会合で研修会のすすめ方などもあらかじめ周知していたので、スムーズに研修に移ることができ

たように感じた。(新川)
△同一校、同一学年に役員が複数名いたため、(部活動の出張も同時期なものもあり)出張が重なって、授

業や学級経営に支障をきたし、正直とても大変だった。本当に必要なのか出張の内容を吟味して、日々
の学習活動に支障をきたさないようにしてほしい。(新川)

○８月部会の前と後に幹事会を開き、指導案について十分検討する時間がもてた。(富山)
○９月の地区研究会の前には、指導案等の製本を終えており、地区研究会当日は運営委員が資料を見なが

ら協議することができたので、当日の役割・運営についてより明確にすることができた。(富山)
△資料の製本や配付に関して、何十ページにも及ぶ資料を印刷して並べて持ってくることはすごく負担で

あるように感じる。メール等で各学校に配付し、その学校の会員で印刷を行うということはできないか。
研究大会前の打合せのために必要というのであれば仕方ないことだと思います。(高岡)

△今回の授業者及び発表者、部会責任者が北四大会の研究発表グループのメンバーと兼ねることになった。
今後、このように負担が集中することにならないようにする配慮が必要である。会場校の決定後に授業
者を決定する際、若手教員が優先的に授業を担当するだけでなく、ベテラン教員から若手に伝える授業
研究も大切である。(砺波)

△授業担当者が研究発表グループを兼ねたため、研究発表資料の準備・発送が遅くなってしまった。でき
れば、指導案と一緒に発送して事前に参加者が十分に目を通しておけるようにしたい。(砺波)

Ⅳ
△研究授業について、１つの授業をじっくり見ることができたが、研修会の内容のこともあり、他の授業

を見に行くということはできなかった。１年生では少人数での授業でそれぞれ内容が異なることもあり、
比較することができるような時間のとり方があればよかった。(新川)

●会員数が増えたため、会場によっては駐車場の確保が難しい。(新川)
△研究協議②の時間の見通しを前もって発表者に伝えておく。(新川)
●地区研、事前研修等により出張が多く、学校運営に支障がある場合がある。(新川)
●授業がうまくいかなかった言い訳が多かった。(２年数学)生徒の反応が想定外だとしても、教材研究不

足であり、支援・助言が不適切でもあり、教師側に原因がある。(新川)
△協議の時間が十分にとれたらよかった。(新川)

●発表者は説明する部分と見ておいて欲しい部分(プレゼンテーションの活用)を分けて、時間配

分を考えて発表すると、参観者の意見をより多く聞くことができたと思う。(新川)

○授業者として、たくさんの意見を聞くことができ、とても勉強になった。(新川)

○指導助言者の先生から振り返りの重要性のアドバイスを受け、校内では、全教科で振り返りの

重要性を再確認して取り入れる努力をしている。(新川)

△生徒の実態・希望による２クラスの授業の公開は近い教室で自由に行き来できて良いが、協議

会は参加部会が固定されていた。それぞれの協議会で出た意見等の交換がもっとできたら良い。

両方聞けたら、良い比較ができると思う。(新川)
○運営委員の事前打合せの内容を、授業担当校の校長、教頭、教務主任の先生方に連絡して、役割分担を

明確にして協力していただいたので、当日の運営に大きな問題はなかった。(富山)
○研究授業が２つ行われたので、部会協議１を２つの会場に分け研修することができた。(高岡)
○部会協議２では、授業力向上のためのアドバイザー講義を行った。講義時間を６０分以上確保するため

に、時間に余裕がなかった。オリエンテーションの時間を削除した。(高岡)
○北四大会に向けて事前に発表したことで、改善点等の意見が出され有意義な時間となった。(砺波)
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●研究協議は、積極的な発言が多く、スムーズな運営ができるが、反面協議に費やせる時間がそう長くな
いので、事前にテーマを決めて協議したり、各学校の実践例を情報交換したりすることができなくなっ
ている。(砺波)

Ⅴ
△北四大会の発表については、資料配付のみにし、提案授業について議論を深めるために、各部会の意見

交換をする時間をとってはどうか。(新川)
△提案授業で扱う単元は時期的なことを考えると変えにくいが、積極的に変えていくことで、研究の成果

もより大きなものになると考えられる。(新川)
△今回の提案授業では、「平成２６年度 数学部会 研究の構想」よりⅢ－１(4)･３(1)①･(2)⑥等を中心

に構成し、研究主題に迫る予定だった。特にⅢ－１(4)の授業形態について、参観者の意見がもっと出る
ように工夫する必要がある。(新川)

●授業そのものの協議(研究主題)が中心の協議会になりがちである。(新川)
○授業力向上の上では欠かせないことであるが、授業者としては、今回の提案授業の中で、参観者から聞

きたかった内容の協議が少なく、最後の指導助言でたくさんのアドバイスをいただいたことはありがた
かった。(新川)

△授業力上のためのアドバイザー講義の時間を７０分に設定したが、時間が足りなかった。また、時間に
余裕がなくなり、慌ただしくなるため、半日ではなく、もっと時間に余裕をもって、ゆっくりと研修し
たいと感じた。(高岡)

△今年度は、研究授業の授業者と北四発表グループのメンバーと重なる先生が何人かいた。負担が多くな
るので事前に調整するべきだった。(砺波)

＜理科部会＞

Ⅰ
○仮説を立てるために予備実験の機会を与え、仮説を検証するための実験を生徒に考えさせることは、生

徒の思考の流れに無理なくはたらきかけることができ、生徒の思考を深めるためのよい手立てであるこ
とがわかった。(新川)

○グループでの話合いのときにホワイトボードを使用することは、効率よくグループの考えをまとめるこ
とに役立ち、効果的であった。(新川)

○話合いのポイントやルール等を掲示したり、グループ毎の発表資料を提示する場所を用意したりするな
どの工夫が、段階的な話合いを促すことに役立っていた。(新川)

○授業力向上アドバイザーからは、仮説の本質に関する説明や、授業改善のための示唆をいただき、正に
授業力の向上に生かすことができる内容の講義であった。(新川)

○１年生の授業では、氷で冷やしたスライドガラスの上に水溶液を1滴垂らすことによって再結晶させる工
夫が功を奏した。この実験の手法は手軽にでき、参観者にも好評であった。(富山)

○観察を一人一台の双眼実体顕微鏡を用いて行ったことで、スキル差への対応が必要ではあるが、体験の
機会を確実に保証できた。年に１回でもこのような機会を設けるとよいとの助言をいただいた。(富山)

○ノート指導や、文を少なくして図を多く取り入れた板書等の効果の紹介があり、参考になった。(富山)
○ホワイトボードの活用について、①発表用として、②思考の手段としての２つの方法が考えられること

が協議によって深められた。(富山)
○３年生の授業では、仮説をもとにしたグループ編成が効果的であった。さらに、授業中に実験の互見を

行わせることでクラス全体のベクトルが同じ方向に向かい、全体での話合いの雰囲気づくりに効果をも
たらした。(富山)

○模造紙に仮説を書いたり実験方法をまとめたりしてある工夫が、生徒たちにとって分かりやすくてよか
った。また、実験結果の提示においても、模造紙にグラフの軸が描かれたものにシールで打点するなど、
分かりやすくかつ効率を上げる工夫がなされていた。(富山)

○「混合物の沸点が一定にならない理由」を考えさせるという発展学習であったが、高岡市の研究主題に
直接的に迫るとてもすばらしい実践と提案であった。(高岡)

○タブレットと電子黒板を用いた提示、板書、役割分担カード等、それぞれの利点を生かした視覚的支援
の提案があり、とても参考になった。(高岡)

○「友達の発表を聞いてみよう。何か閃くかもしれない」というような、生徒の活動意欲を高める教師の
働きかけがとても参考になった。(高岡)

○高岡市の中教研理科部会の実験計画班、目標分析班等の役割分担は、研究の取り組み方としてとてもよ
い方法であると感じた。(高岡)

○生徒に、自分たちで考えた観察・実験を行わせることによって、生徒の学習意欲の高まりが認められた。
実験計画におけるホワイトボードの活用が、短時間での生徒の考えの引き出しや考えのまとめに効果を
与えた。(高岡)

○生活体験や既習事項を基にした課題解決学習を行うことによって、目的意識をもって活動する生徒が増
えた。(砺波)

○生徒にわかりやすい課題やその与え方等の工夫により、生徒の学習意欲が高まった。(砺波)
○実験を計画する学習活動において、実習も取り入れた形式にしたことは、生徒どうしの話合いを活性化

させた。(砺波)
○少人数の利点を生かして、各班毎に「実験する机」、「話し合う机」を用意できたことが、生徒の学習

意欲をさらに高めていた。(砺波)
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○生徒が考えを随時メモしたり実験結果を記入したりできるようにホワイトボードを準備してあったこと
が、話合いの活性化に効果的であった。(砺波)

○小グループによる協議は、若手の教師も活発に意見交換を行うことができる効果的な方法であると感じ
た。(砺波)

Ⅱ
●「課題に対する予想としての仮説」と、「実験結果の予想としての仮説」を区別して指導することが大

切である。(新川)
●班ごとに異なる実験を行う場合は、互いの実験方法や実験結果について理解させるために、全体での話

合い等、まとめる時間を十分に確保する必要がある。(新川)
●「結果を整理する活動」と「論理的に思考する活動」を、意図的に分けて指導する必要がある。(新川)
●課題そのものや、課題の投げかけ方について、吟味や精選が必要である。(富山)
△６人班で話合い、考察を行わせたが、参加できない生徒が多かった。対策として、話し合いの型を示す

とよいとの意見が出た。(富山)
●一人一台の双眼実体顕微鏡を使用することは、一人一人の体験を保証できるという点が利点であるが、

一般的には器具が揃わないことが多く、他校から借りなければならない点が問題である。(富山)
●日頃から、自分が考えたことを文章にまとめたり伝えたりすることを重要視して指導していくことが大

切である。(富山)
●「沸点が一定にならない理由」という、生徒にとって明確に説明しにくい学習課題が取り上げられてい

た。生徒にゴールを意識させるためにも、生徒に取り組ませやすい学習課題を与えることが大切である
と感じた。(高岡)

●生徒に実験を計画させる場合は、安全面に十分に留意した実験方法を考えさせる指導の工夫が必要であ
る。(高岡)

●生徒の思考の流れを決定するつぶやきやキーワードとなる発言を板書に反映させるなど、生徒同士で議
論が深まる工夫が必要である。(高岡)

●各班毎に「実験する机」、「話し合う机」を用意したことは、生徒の思考の流れに合っていなかったよ
うに思える。生徒は、考えをもった瞬間に実験装置に触れたいようであった。次第に、実験装置が置い
てある机にホワイトボードを持って行って話し合うグループが増えていた。(砺波)

●吊してあるおもりは、重い方が体感しやすい。５００ｇ程度あればよいと思った。(砺波)
●課題解決学習は、年間指導計画を考えて設定する必要がある。(砺波)

Ⅲ
△理科部員が少ないので、異動等によって会場校の変更が必要になることがよくある。会場校の決定に

ついては、第１優先校、第２優先校という形で示しておき、４月になってから正式に決定できるよう
にしたい。（小矢部市）

△複数の教科を担当する会場校の打合せは同一会場で行ってほしい。全体での連絡を確認した後、各教
科毎に打合せを行うようにするなど。（小矢部市）

△当日になって、指導案の差し替えがあった。事前研修会において、学習内容や時間配分等についてし
っかりと吟味すべきであった。（黒部市）

△資料の製本と配布だけのために集まるのはいかがなものか。メール等でデータを送ることで済ますこ
とはできないか。（射水市）

Ⅳ
△授業力向上アドバイザーの講義があるときでも、オリエンテーションの時間を確保し、授業や研究の

ねらい等を共通理解しておいた方が、協議会の活性化に繋がると思われる。（新川、高岡）
△複数の教科を担当する会場校の場合、授業力向上アドバイザーを配置する教科と配置しない教科の日

程調整が大変である。各部会責任者と会場校責任者で十分に調整がなされる必要がある。（小矢部
市）

●発表が１年毎にできないのを仕方のないこととして済ますのか、発表できる方向に計画を練り直すの
か、協議する必要がある。（滑川市）

△研究協議で出し切れなかった意見等を文書化するなど、授業者に渡るような工夫があるとよい。（中
新川郡）

△全員が参加するというスタンスで、小グループでの協議 → 全体での分かち合いという形式の協議
会にすることも考える必要があるのではないか。（射水市）

△研究協議を小グループで行う場合、全体での協議が深まりにくい。グループ協議での話合いの視点を
絞る工夫が必要である。（南砺市）

△内容が濃いので、講義用資料をＰＤＦファイル等で事前に各校に送り、一読してくるくらいの準備が
必要なのではないか。（射水市）

Ⅴ
△授業力向上アドバイザーの講義があるときは射水市や氷見市は紙上発表のみで、必ず高岡市が研究授

業というサイクルになっているので調整できないか。（高岡地区）
△台風等で授業力向上アドバイザーが来県できなくなった場合、部会責任者としてどのように対応すれ

ばよいのか、他教科の部会責任者の考えや事例等も伺える機会があればありがたい。（高岡市）
△理科教員の資質向上のために、身近な自然や事物を活用した現地研修会や、理科教員同士の情報交換
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の場が与えられるとありがたい。（小矢部市）

＜音楽部会＞

Ⅰ
○郷土の音楽を題材にして伝統音楽を生徒に味わわせることができ、また、郷土を愛する道徳的な心も同

時に培うことのできた授業だった。（東部）
○ゲストティーチャーから直接伝統音楽の指導を受ける場の設定があり、身振り手振りの熱の入った指導

によって、生徒たちのやる気に火をつけ、意欲と感性を育てることができた。（東部）
○伝統音楽における鑑賞と表現の一体化を目指した授業であり、部員が研修を深めるよい機会になった。

（東部）
○部会協議①では、グループで討議する形であったため、授業に関して全員が発表できてよかった。また、

各校の取組についても自由に意見交換できよかった。（東部）
○日本の伝統音楽「能」を鑑賞する学習の一環として、謡の表現活動を取り入れたことは、生徒の「能」

に対する関心を高め、鑑賞する声の出し方や謡い方の特徴を理解するのに効果的であった。また、ゲス
トティーチャーを招いて、本物の生演奏を見ることで、「能」のよさや西洋音楽との違いを感じ取るこ
とができた。（西部）

○地元文化協会等の協力を得ることにより、地域とのつながりを深めることができた。（西部）
○専門的な「能」の用語を教師自身が習得し、生徒に知識を与えていた。（西部）
○オリエンテーションがないため、事前に授業者から、授業についての説明や視点を書いた文章が配布さ

れたので時間が有効に使えた。（西部）

Ⅱ
△近年、ゲストティーチャーを招いての授業が多くなってきているが、普段の授業でやれそうな内容のも

のがあってもよいのではないか。（東部・西部）
△部会協議②の内容については、昨年度のように、翌日にでもすぐに各校で実践できるようなものを提案

していただけるとうれしい。（東部）
●音楽教員の減少により、部会の少人数化（２人のところも）、授業者の選定に問題がある。（東部）
△各学校でも地域の人材を生かした授業ができるとよい。また、地域にどのような方がいらっしゃるのか

情報収集をし、いつ、どの題材で、どのようにかかわってもらうのか、綿密な計画を立てる必要がある。
（西部）

△特定の学級に限らず、全学級へ平等に機会を与えたり、同じ内容で指導したりするための工夫。（西
部）

Ⅲ
○会場校には、すばらしい整った環境づくりをしていただき、とてもありがたかった。（東部・西部）
●部会協議①の時間が短く、授業研究だけに終わり、各学校での取り組みを紹介し合って勉強できる機会

とするには、時間設定の工夫が必要であった。（東部・西部）
△製本時の部会研修だけでなく、事前研究も会場校で実施することができれば、会場確認ができる等、都

合がよいのではないか。（東部・西部）
●協議会場が体育館であったので、音声が聞き取りにくかった。体育館での協議会は適さないと思った。

（西部）
△資料は一つにまとめて綴じてあると都合がいい。（西部）

Ⅳ
○研究協議の時間が限られており、グループ協議による意見交換は有意義な時間の活用方法であった。

（東部）
△半日の研修では、短いように思われる。一日かけてじっくり研修することはできないか。（東部・西

部）
●アドバイザーの講義内容が伝統音楽そのものの映像に限られていた。できれば、それを授業に生かして

いる内容、映像であればもっと今後の参考になり、授業力の向上につなげられたと思う。（西部）
△協議会では、指導案の構成や指導内容、発問の仕方などに焦点が当たるようにするべきである。（西

部）

Ⅴ
△今後も部会の少人数化が進むと思われるので、郡市の枠を広げて、ある程度の部員を確保した方がよい。

（東部）
△協議会②では、実技を伴う講習会が望ましい。（特に和楽器）（東部）
△来年度の授業の方向性をなるべく早く示していただきたい。（西部）
△ゲストティーチャーの人材調査を行い、各校（各地区）で共有できるシステム等が構築できるとよい。

（西部）
△音楽教諭が各学校に一人ずつの配置が多く、校内での研修には限度がある。特に経験年数の浅い教師が

集まる郡市では、情報交換や研究大会などでスキルアップにつなげていきたい。西部地区大会を音楽科
教諭の研修の場としてさらに有意義に参加（開催）できるようにしていきたい。（西部）
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＜美術部会＞

Ⅰ
○描画材コーナー、素材コーナー、道具コーナーが設置され、生徒たちの要求に充分応えられるような準

備がなされていた。（東部）
○様々な技法や材料の使用方法がシートにまとめられていたり、様々な材料が準備されていたりした。生

徒もわくわくした気持ちで、安心して表現を楽しむ雰囲気がみられた。（東部）
○黒板の掲示、参考資料集のページ表示等が分かりやい。制作スピードに差があっても確認しながら制作

することができる。（東部）
○生徒たちにとって、制作のポイントや作業の諸注意がしっかりと掲示され、また、生徒の思いを叶える

ためには十分な素材準備や道具の整備がなされて、安心して伸び伸びと授業に取り組んでいた。（東
部）

○制作カードが何枚もあり、見通しをもって進めることができるようになっていた。毎時間の振り返り
（自己評価）もなされ、生徒も記入慣れしていて短時間で書き終わっていた。（東部）

○ポスターの配色計画という、普遍的な題材における指導の工夫について学ぶことができた。若手はもち
ろん経験を重ねた者であっても参考になる実践であった。（西部）

○学習過程で、適宜、検討会を設けたことは、生徒が自分の表現を客観的な視点から見直すために効果的
だった。（西部）

○鑑賞の指導について、発達段階を考慮した提案が大変参考になった。（西部）
○「直感で感じる」「分析して見る」といった学習過程や、鑑賞題材の選定等、今後の授業の指針になっ

た。（西部）

Ⅱ
●導入では、口頭による説明が多かった。情報が多すぎてついていけない生徒もいたのではないか。また、

生徒に考えさせることも大切ではないか。（東部）
●生徒には、自分で制作材料をもっと考えて持ってきてほしい。（東部）
●互いに作品を見合う時間があってもよかった。（東部）
●にじみ、ぼかしの技法が掲示してあったが、生徒が使っているポスターカラーでは、うまく出せないの

ではないか。紙もケント紙なので表現しづらい技法なのではないか。（東部）
△１学年なので、どの筆を用いるかの選択、筆遣い、混色、配色など基本を身に付けさせたい。（東部）
△生徒が主題に迫るためには、表現の選択肢を広げさせればよいのか、選択肢をあまり広げず技術面をし

っかり押さえた方がよいのか、生徒の実態や発達段階に応じて対応する必要がある。制作の楽しさやや
る気と、主題を表現する技術のバランスの取り方をさらに研究したい。（東部）

●発表生徒の声がもう少し大きければよかった。発表のさせかたは声量、体の向き、事前の声かけ等で指
導があった方がよい。（東部）

●色を塗ってから素材を貼るべきなのに、先に素材を貼っている生徒が見られた。手順についての指導が
必要である。（東部）

●中学２年生という発達段階からすると、視野を広げ社会に目を向けていく時期であるため、主題をもつ
段階で、学校生活にとどまらず地域や社会に意識を向けさせる手立てが必要である。（西部）

△ポスターカラーでの配色確認は時間がかかる。パソコンを使う方法もある。（西部）

Ⅲ
○夏季休業中に指導案の検討を新川地区の部員で行った。授業者はもとより他の部員も、学習指導要領を

踏まえた内容の深い議論ができた。（東部）
●指導案検討会においては、生徒に提示する資料内容についても十分に検討する必要がある。（東部）
●授業者の指導案作成の際、ほとんどが授業者本人に委ねられ、負担が大きい。地区研究会の前に指導案

の検討会等を行い、研修することができればよい。（西部）
●特別支援教育部会に所属している美術科教員が、地区事前研修にも参加できるように日程を調整しても

らいたい。（西部）
●製本のための出張には、数名の参加で十分であると感じた。今後、ぜひ配慮していただきたい。（東

部）
●製本は短時間で済むので、出張時間を遅らせてもらいたい。（西部）

Ⅳ
○協議方法の説明プリントを事前に受付で配布したことにより、短時間でも協議が深まった。（東部）
○各班の発表者が、意見が重複しないように短くまとめて発表していたので、出された意見に対する授業

者の考えを聞く時間も作れたことがよかった。（東部）
●研究協議の際、質疑に終始してしまい協議の深まりが感じられなかった。授業に対する質問ではなく、

研究主題に絡めた協議ができるように進める必要があった。(西部）
○文科省の調査官の話が分かりやすく、これまでの授業展開の問題に気付かされるとともに、授業の指導

ポイントが分かった。（東部）
○アドバイザー事業の講義が大変よかった。当日授業の写真や映像も取り込んでのパワーポイントで大変

興味深かった。題材を決める時には、内容項目や指導事項をしっかりと押さえることが大切であること
が分かった。活動の主体者である生徒の想いを大切にしながら指導することが大切であると感じた。
（東部）
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△東部で行われたアドバイザー講義の概要等を西部地区の部員にも共有できるようにしてほしい。（西
部）

△アドバイザーの話はぜひ聞きたい。大会当日は協議時間にも影響するので、別の機会（夏季休業中等）
に東西同時に聞くことはできないか。（西部）

●当日の欠席届の提出について共通理解を徹底したい。（東部）

Ⅴ
△内容項目や指導事項をしっかりと押さえて題材や内容を精選し、指導方法の工夫をさらに進めることが

必要である。（西部）
△日頃から、美に対する感性を高め、研修を積むことが大切である。多忙な中ではあっても、そのための

時間や活動を工夫してつくっていきたい。（西部）

＜保健体育部会＞

Ⅰ
○グループ編成を課題別にすることで、技のポイントや練習方法等について主体的に話し合うことができた。

(砺波)
○剣道部員である２名の生徒が有効に生かされ、生徒同士が技能を高め合う場面が多く見られた。（砺波）
○ノートパソコンによる技能の説明やタブレットの活用がなされ、より課題解決に向けて取り組みやすくな

った。（砺波）
○準備運動がステップの確認とともに、心と体のウォーミングアップとなっており、楽しい雰囲気の中で、

協力する場面や生徒同士が関わる場面があり、運動量も豊富だった。（高岡）
○発表というゴールが見えているので意欲の高まりが、表情や行動に表れていた。生活の中でもダンスの会

話があり、生涯にわたって親しむことに結びつく。(高岡)
○教材感、生徒の実態、指導感が盛り込まれ、模範となる指導案であった。指導と評価が一体化していた。

見本となる授業であった。(高岡)
○始業前から男女がかかわりあう雰囲気づくりの指導が徹底されていた。(新川)
○授業でのエアロビクスの効果的活用方法を実践を通して学ぶことができた。(新川)
○参加者は６つのグループに分かれて、それぞれの担当グループを中心に授業観察を行った。１

時間の生徒の変容を捉えやすかった。(新川)
○生徒同士がお互いに学び合うことを重視して授業が展開された。生徒自らが主体的に学習課題を設
定し、それに向けて解決しようとする上で効果的であった。(富山)

○授業校が「学び合い」をテーマにして授業研究をしている学校だったので、学習形態の工夫がされ
ており、「学び合う」場面が多く見られた。(富山)

○生徒の実態に応じてバレーボールのルールを工夫（ワンバウンド可）することにより、生徒が安心
感をもってプレーできていた。(富山)

○部会協議①を少人数のグループ協議にしたことで、多くの先生の意見を聞くことができた。また、
事前にグループ毎に観察する班や生徒を決めてあったので、グループごとの話し合いがスムーズで
あった。(富山)

Ⅱ
●武道は10時間を超えて初めて効果がある。１年生では15時間ぐらいが必要だった。(砺波)
○外部講師を招き、直接指導していただくことで、生徒の意欲を高め、より高い技能を習得することができ

た。生徒自身が講師の動きに魅了され、積極的に取り組んでいた。(高岡)
●学習課題に特化して授業を仕組む。課題解決に向けて学習を進め、最後にその取組についてどうだったか

を見直し、次の課題設定を行うようにする。(高岡)・学年の発達段階や実態を考慮した学校のビジョンを
もつとよい。何をどのように高めるか、全体計画が必要である。(高岡)

△生涯スポーツに向けての観点からも男女共修を広める。（高岡）
△話し合いの場面で、役割分担を決めたり手順を指導したりしておくと、スムーズにできたのではないか。

（新川）
△生徒ごとにアドバイスする観点が決められていた。的を絞ってチェックできるメリットはあるが、生徒

が自由に観点を選択してアドバイスできることも大切ではないか。(新川)
●タブレットが用意されているが、積極的な活用がない。活用方法にも指導が必要ではないか。（タブレ

ットを使う時間を設定する等）(新川)
●エアロビクスは、体つくり運動として行われるものであり、違う領域の「現代的なリズムの

ダンス」とは、目的が異なることから、取り扱いには注意が必要である。(新川)
●生徒の集合の仕方やタイミングを工夫し、授業の流れを妨げることがないよう、運動の確保

ができるようにしなければならない。（新川）
●生徒の主体性を大切にするためにも、毎時間の授業の導入時に、本時のねらいや教師の願いを明確にし

て、ねらいに即した課題を解明させることが重要である。また、終末には学習を振り返らせ、次時に生
かさなければならない。(富山)

●３年間を見通した生徒の発達段階に応じた学習内容の振り分けや評価基準を明確にしなければならない。
(富山)

△アドバイザーの講義(７０分)は、会員に好評であったが、授業のオリエンテーションや授業の協議が十
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分にできなくなってしまう。(富山)

Ⅲ
△事前指導案等の配付のため、地区のメール網を作成してはどうか。（新川）
●資料の確認ミスやアドバイザーの変更等、授業校への負担が大きかった。（砺波）
○前年度から指導案等を進めていたので、本年度はスムーズに進めることができた。（砺波）
●昨年度より授業者を希望調査を行って決めているが中堅の先生が少ない上、役職（中体連）についている

人もいる。授業者の選定が難しい。(富山)
△事前の研修会を幹事と授業者で３回、授業者や部会責任者が助言者との打合せ等、事前の準備に大きな負

担がかかっている。よりよい授業をするためには必要かもしれないが、回数を減らす方向で検討したい。
（富山）

●製本等は、会場校で担当してもらえると出張が減ってよいと思う。(富山)

Ⅳ
△講義形式をやめ、グループディスカッションで授業改善に取り組むことがよい。(新川)
△研究協議の時間をもっと確保できればより深まりのあるものになる。（新川）
●アドバイザーが毎年、高岡市担当になる。サイクルの変更を検討したい。（高岡）
○剣道専門のアドバイザーだったので、具体的な指導を聞くことができた。（砺波）
●アドバイザーの講義を７０分とったために、オリエンテーションの時間を削除したが、オリエンテーシ

ョンの時間を確保した方がよかった。(富山)
△今年度は発表がなかったが、発表者を２名とすると発表内容についても事前の研修が必要になってくる

ため負担が大きい。研究発表を１つにして、アドバイザーの講義やＩＴＣ活用の研修等を行うようにし
たい。(富山)

△授業力向上のためのアドバイザー講義は、授業の講評、指導案について、海外の保健体育の教育事情等、
内容が盛りだくさんであり、短いくらいだった。会員にも大変好評で、講義を毎年お願いしたいという
意見が多かった。(富山)

Ⅴ
△研究授業で用いた学習カード等を共有できればいい。(新川)
●研究主題が大きなテーマであるため、協議会において主題解明につながる意見が出にくい。副題を具体

的なものにしてほしい。（砺波）
△多くの部員が在籍しており、ベテラン、中堅、若手と人材も豊富なので、授業者はもちろん授業に向け

ての計画や準備、そして当日の運営に至るまで、もっと役割を分担して、全員で授業をつくる意識を高
めていけたら部員の授業スキルも向上していく。(富山)

＜技術・家庭(技術)部会＞

Ⅰ
○作品展示があり、発表や研究授業の経過や教具が分かり参考になった。(東部)
○評価の観点を基に、単元全体を見通す授業や発表が見られたのは有意義であった。(東部)
○新川地区の３市２郡の部会全員で研究を積み重ね、発表分野以外の教材研究にもつながり、１校１人の技

術科教員にとって大きな収穫であった。(東部)
○全ての班に同じ数のテーブルタップが用意され、それぞれのテーブルタップに特徴があり、様々な視点か

ら問題解決に向かうことができた。(東部)
○生徒が製作したテーブルタップと市販されているテーブルタップを比較し、安全に使うことを意識させた

授業は、発言も活発になり効果的であった。(東部)
○研究発表と作品をリンクさせ、各校の取組をＡ１サイズのパネルにまとめた展示は、効果的であった。

(西部)
○「生物育成に関する技術」で、学校環境や生徒の実態などを考慮して研究したことで、多くの題材が取り

上げられて、有意義な研修になった。(西部)
○製作模型としてスタイロフォームを使ったことは、新しい取組であり、思考を可視化でき、生徒の思考の

発想を広げるために効果的であった。(西部)

Ⅱ
●プロジェクターを使い､生徒の発言を記入することはよかったが、全体が見えず、書き写すには大変であ

った。(東部)
●研究主題と題材における評価の観点との関連について、もう一度考える必要がある。(東部)
●「レーダーチャート」を使った理由を明確にする必要がある。「レーダーチャート」は、それぞれの条件

の長所・短所をつかませるため、複数の条件を折り合いを付けて構想させるために使用しているので、最
初からもっと「条件」で追っていくことも必要であった。(西部)

Ⅲ
△郡市によって人数も違い、新川地区の連絡調整に時間がかかった。臨時の部会を開くときは、計画的に実

施することが必要である。(東部)
●耐震工事のため、校舎を離れた会場での授業は生徒にとってマイナス要素になったと思われる。(西部)
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△検討会の前までに指導案や資料を配布しておき、検討時間を有効に使うようにすればよい。(西部)

Ⅳ
△研究の構想について、早い段階で技術・家庭科の発表者が集まり、研究の擦り合わせをすることが必要で

ある。(西部)
△部会協議では、質疑応答の時間がもう少し長ければ、さらに深まりのある協議会になると考える。(西

部)

Ⅴ
△題材集を来年度はどのようにするのか検討が必要である。題材集は冊子より、ＣＤにして配布した方が活

用しやすい。(東部、西部)
△各郡市の部員数の減少が懸念される。さらに郡市間の部員数格差も深刻な状況で、地区によっては研究大

会を請け負うどころか、研究を進めることも困難な状況な郡市も存在する。地域や郡市部会の統合など組
織を見直したり、研究会の開催回数や開催方法(隔年開催、県１会場開催など)を見直したりすることが課
題である。(西部)

＜技術・家庭(家庭)部会＞
Ⅰ

○ホワイトボードを利用し、キーワードのプレートや図式化させることが思考を深めることができた。(東
部)

○富山市で同じ指導案で実践を重ねたことで、本時の授業に向けて、改善や改良を加えることができてい
た。(東部)

○板書があると、授業の流れが一目で分かり、よかった。(東部)
○体育館での授業はどのようになるのか想像がつかなかったが、実際に見てみると、とても見やすく分か

りやすかった。(東部)
○体育館でひとまとめにされていて、活動がスムーズであった。(東部)
○体育館で授業、発表を行ったことで、移動も少なく、空いた時間に掲示物をゆっくりと見られた。授業

もいろいろな方向から場所を変えて見ることができ、板書、生徒の班活動の様子、そして生徒の表情な
ども見ることができてよかった。(東部)

○限られた時間内で効率よく内容Dの学習が成立していた。(東部)
○授業は大変参考になり、学校ですぐに生かせそうな参考資料もあり、見応えがあった。(東部)
○市内全てで統一した指導案で行ったことにより、協議の共通の土台ができ、深まった。(東部)
○生徒の意見が書かれているノート等が展示されていて、授業展開が見えてよかった。(東部)
○壁面の掲示物がわかりやすく、写真も有り効果的だった。(東部)
○1日目の分野別発表のあと、2日目の授業につなげるという流れは、今までの積み重ねがわかり、有意義

だったと思う。(東部)
○初日講演会ではなく、研鑽を積み重ねた発表を聞けて、とても意義があったと思う。(東部)
○富山市の研究に関わったことで、問題解決的な学習をしっかりステップを踏ませ、意識的に仕組んでい

くことを教師側が習慣化することができた。(東部)
○ねらいを明確にもち、ねらいに向かった学習活動を選択することができるようになった。(東部)
○「気付く ～ 新たに気付く」の一連の流れを大切に授業を組み立てるようになった。(東部)
○「気付く、探る、深める、新たに気付く」という学びの連続性を意識した指導例をたくさん学ぶことが

できた。(東部)
○今回のように互いの授業での悩みや指導法などの意見交換の場が増えると、若い先生の育成にもつなが

り、より家庭科の授業の向上につながると改めて思った。(東部)
○授業者の先生が和服で授業されていたり、会場にはたくさんの掲示物や和服が準備されたりしていて落

ち着いた和の雰囲気の中で授業が進められていたりした点がよかった。(西部)
○生徒が自分の課題を解決したり、友達の意見を聞いて深めたりと、言語活動が有効にはたらいていた。

(西部)
○衣生活の研究で、試行錯誤しながら取り組んできた。最初は衣服材料を取りあげることからスタートし、

昨年、和装を取りあげていこうと方向性が決まった。実質の研究期間は短かったが、集中して研究を進
めることができた。(西部)

○会員相互の長期にわたる努力により、授業の内容も中味の濃いものであり、運営についても創意工夫を
取り入れた立派なものになった。(西部)

○新しい学習指導要領で取りあげてよいことになった和服に取組大変参考になった。和服を着用し、実際
に体験することは大切だと感じた。(西部)

○どの発表も十分検討を重ねとてもよいものになっていました。これらを参考に研究を続け、これからの
授業等に生かしていきたいと思います。(西部)

○今回の大会を通して、「気付く、探る、深める、新たに気付く」と学びの連続性を指導計画に取り入れ
たり、授業に取り入れたりすることで、学習効果が高まることが分かった。(西部)

○高岡地区の授業実践が次の課題(気付き)に繋がっており、学びの連続性を実感できる良い授業になって
いた。(西部)

○実感を伴った体験的な学習に繋がるよう、精選した教材や掲示、資料が準備されており、生徒の興味関
心を高め学習意欲を喚起していた。限られた時間で効果的に学習が進められており、参考になった。(西
部)
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○各地区の研究の取り組みが系統立ててまとめられており、実践内容が分かりやすく良かった。(西部)

Ⅱ
●評価 子どものどのような姿でねらいを達成したと言えるのか、その評価した結果をどのように使うの

か。（東部）
●追究活動－話し合い活動－まとめがコンパクトになるよう授業の組み立てに改善が必要。（西部）
△ワークシートに自分の気付きや意見を書くことは、発表する際にとても有効だが、他の意見をしっかり

と聞かせたり、他の意見と関わらせたりするにはどのような手立てが必要か考えていきたい。（西部）
●創意・工夫の評価の観点を明確にする必要がある。（西部）
●各段階の内容をもう少し吟味する時間がほしかった。（東部）
△ワークシート集を配布してもよかったかもしれない。（東部）

Ⅲ
●名簿の変更がぎりぎりにあって困った。
△資料が足りなくてコピーをしたので、もう少し多めに準備しておけばよかった。

Ⅳ

○体育館の授業は心配だったが、会場校のご配慮により色々と工夫された場の設定で学ぶとこ
ろの多い研究大会であった。

●パイプ椅子だけでは協議会に参加しにくい面があった。
○部会責任者の先生が細部にわたって配慮してくださったのでスムースに運営されていた。

Ⅴ
△全員で取り組むことが大切な大会なので、欠席者やと中途退出がやむを得ない場合もあるが、学校等

に優先できるようお願いできるとよい。
●欠席される部員があったことを残念に思う。これだけの大会をわずかな部員で運営するのだから、全

員で運営したい。
△部員数が少なくなり、協力して研究を進めていけるように、夏休みの出張等、回数を増やすことはで

きないか。
△各郡市の研究部会で研究を進め、地区大会という限られた時間の中ではあるが、成果を発表し協議

を深めるために有効な組織であると考える。しかし、特別支援部会に属する部員が多いという市の
研究部会の実態を考えると研究組織としては十分な研究ができないという不安がある。郡市
の研究大会の日を調整するなどして、郡市共同の研究部会の機 会 を 増 や す な ど 、 研 究
組 織 の 在 り 方 を 考 え る 必 要 が あ る 。

＜英語部会＞

Ⅰ
○研究授業では、画像を用いた導入やカードを用いた練習等が丁寧に準備され、教材作りの参考になった。

（新川）
○研究授業では、活動に応じたペア・グループ等の学習形態や座席の工夫が効果的だった。また、生徒へ

の指示の出し方が明確かつ丁寧で、生徒がスムーズに活動に取り組んでいた。テンポのよい展開で、生
徒の関心・意欲を高めていた。（新川）

○研究授業では、挙手や発表者への拍手等、授業規律が整っており、日頃の指導ぶりがうかがえた。（新
川）

○協議会では、アドバイザーの田尻悟郎先生に司会を務めていいただいた。「授業づくり と授業見学の視
点」を基に、本時の授業についてペアやグループで話し合い、全体で意見をシェアした。また、ワーク
ショップも取り入れながら進められた。他校の先生方と意見交換ができたり、具体的な指導方法につい
て学ぶことができたりして、たくさんの気付きがあり効果的だった。（新川）

○研究授業後の協議会や研究発表では、ワークショップ型のグループ協議を取り入れた。どの参加者も意
見を述べる機会をもつと共に他の意見も聞くことができ、意見交換と指導技術交換の貴重な機会となっ
た。（富山）

○研究発表では、若手教員がＩＣＴの活用や帯学習等について新しい視点からの発表を行い、参加者に好
評であった。（富山）

○授業を見る視点や協議会の視点を設けて事前に参加者に伝えることで、共通した課題意識をもって協議
会に臨むことができた。また、グループ協議を取り入れることで、受け身的にならずに参加できた。
（高岡）

○２部会の提案だったので、スペースに余裕をもって参観することができた。（高岡）
○授業で用いた自己評価カードは、教師も生徒も見通しをもって授業に臨んだり、振り返りをしたりする

ために役立ち、効果的であった。今後、この自己評価カードをCAN DOリストにつなげていくヒントとな
る授業であった。（高岡）

○研究授業では、スモールステップによるスムーズな授業展開、ＩＣＴの積極的な活用がみられ、生徒の
活動に効果的に反映されていた。（高岡）

○協議会にＡＬＴが参加し、ＪＴＥとの意見交換ができた。（高岡）
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○研究発表では、My Projectの効果的な活用の仕方を学ぶことができた。（高岡）
○指導案の検討を、「会場校英語科→市英語科→地区内各市英語部長会」という流れで行った。多くの意

見が交わされ、よい研修の機会となった。（砺波）
○研究授業で用いたプレゼンテーションソフトは、英語が苦手な生徒にも視覚的なヒントとなり理解の手

助けとなっていた。（砺波）
○日本文化をＡＬＴに紹介するという課題は生徒の知的好奇心を喚起するものであった。（砺波）
○協議会では、田尻先生から授業を見る観点が示されたことで、内容が深められた。（砺波）
○田尻先生から、授業や研究を進める上で多くの示唆をいただいた。研究協議のあり方、授業分析の方法

といった視点での話は初めてであり、大変参考になった。（砺波）
○今回のように、中学校での実践に基づいてのアドバイスは大変実践的でありがたい。（砺波）

Ⅱ
●研究授業は文法事項を扱ったものに偏りがちなので、今後は教科書本文の活用の仕方を取り入れた内容

も検討していく必要がある。（新川）
●協議会では、授業に対する指導助言がもう少しあればよかった。田尻先生や指導主事から授業者へのフ

ィードバックがあるとよい。（新川）
●研究授業に対する事後の協議会をもち、参加者が授業に関する情報交換をする時間を少しでも設けられ

るとよい。（新川）
●研究大会の準備や必要な手続きなどを、次年度の担当者に引き継いでいく必要がある。（新川）
●毎回同じ時期に研究大会が行われるため、研究授業を行う範囲が限定されてしまう。また、授業者は参

観者を意識して生徒の活動場面を取り入れようとする傾向がある。実践的でよりよいものにするため、
どのような研究授業、発表方法が効果的なのか再考する必要がある。（富山）

●授業で視聴覚教材を利用するときは、画面や音声の大きさ、映像の内容等が効果的になるように配慮す
る必要がある。（高岡）

●ペア活動時の机の向き、生徒発表時の文法的な誤りを指導するタイミング、自然な場面設定、生徒への
肯定的な言葉掛け、書く力を育成するための授業、生徒主体の授業展開、等についてさらに研究を進め
ていきたい。（高岡）

△若手育成を考えると、ベテランの先生が研究授業を行うことも必要ではないか。（高岡）
●研究授業に対する事後の協議会（部会協議①）の時間が短く、協議が深まらない。また、「グループ協

議の時間をもっと長くしてほしい」「指導主事の指導助言の時間を確保してほしい」などの意見もある。
（高岡）

△中堅教員が授業者にアドバイスできるような時間を設けるとよい。（高岡）
△ＡＬＴの研修（ワークシートの作り方等について）も必要ではないか。（高岡）
△ＡＬＴが多く参加する部会協議では、英語で行うことも検討するとよい。（高岡）
●研究発表は３市で交代で行っているが、アドバイザー事業により順番が変わる場合がある。事業の今後

の見通しがわかるとよい。（高岡）
△研究発表では、映像を活用する、ワークショップ形式を取り入れるなどの工夫があるとよい。（高岡）
△市の研究主題を、内容を絞った具体的なものにするとよい。（砺波）
△次年度の重点課題を早めに決めて、大会前にたくさんアイディアを出し合う機会があればよい。（砺

波）
△指導案の検討そのものが研修となる。今後も、「会場校英語科→市英語科→地区内各市英語部長会」と

いう流れで行いたい。（砺波）

Ⅲ
●部会責任者、会場校の運営主任、県部長の間での連絡に時間がかかった。（新川）
●アドバイザーの意向を地区の先生方に伝えて理解してもらうのが難しかった。（新川）
△資料の検討にあたっては、地区の先生方の意見をもっといただけるようにするとよい。（新川）
△資料には、指導案以外にも日頃の実践に関する資料があるとよい。（新川）
△指導案は、研究授業の直前まで改善できるように、当日配布にすればどうか。（新川）
●複数の教科が同一校に重複する場合がある。（富山）
●事前研修会Ａ、Ｂを行うことで、９月の部会協議会を行う必要はなかった。（富山）
△市によって使用している教科書が異なるので、該当する教科書のページ、またワークシートを指
導案と一緒に資料に含めてほしい。（高岡）

△他地区からの参加者に、事前に資料を送るとよい。（高岡）
△資料の中に板書計画があるとよい。（高岡）
△指導案は、製本後に生徒の実態や授業者の思いが変化することもあるので、展開を変更してもよいので

はないか。変更した場合には、当日その部分を配布すればよい。（砺波）

Ⅳ
●会場校の負担が大きかった。（新川）
△座席表の配布があるとよい。（新川）
○２部会の授業を両方参観できてよかった。（高岡）
○ＡＬＴを交えての協議は有意義であった。（高岡）
●授業会場が狭かった。（高岡）
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●ＡＬＴだけで協議する時間があればよい。（高岡）
●グループ協議はＡＬＴとＪＴＥ混合がいいのか、別々がいいのか、検討する必要がある。（高
岡）

●グループ協議で話し合う内容は、もっと視点を絞り、精選すべきである。（高岡）
△10月中～下旬は中間考査や学校祭等で忙しい学校が多い。11月上旬の方が余裕があるのではない
か。（高岡）

○オリエンテーションがなかった分、協議会（田尻先生の話）の時間を長く設定できてよかった。
（砺波）

○研究授業後の協議会は、今回のように、小グループで話し合い、意見交換を行う形でよい。（砺波）
○研究授業後の協議会では、田尻先生から今後の授業作りや研究を進める上で、分かりやすい視点を与え

ていただいた。今後の研究会で生かしていけるとよい。（砺波）
●研究授業後の協議会では、協議する時間が十分確保できるとよかった。（砺波）
△研究授業前のオリエンテーションの時間を設けた方がよい。（砺波）
△授業者の負担にならないような、小さな実践の紹介でもよいのではないか。（砺波）

Ⅴ
●会員の数が多く、研究授業をする教室を３クラス程度用意する必要がある。しかし、対応できる学校が

限られるため、将来的には複数会場での開催も検討する必要がある。（富山）
●３回連続で同一校が会場となった。（高岡）
●特別な支援を必要とする生徒に対応した支援の工夫について話し合う機会がほしい。（高岡）
●参加できなかった授業及び協議会について知ることができたらありがたい。（高岡）
●学校数、部員数の変化に応じて、会場校のローテーションの仕方を見直す必要がある。（砺波）

＜道徳部会＞
Ⅰ

○昨年度に引き続き、どの指導案にも資料分析が掲載されていてよかった。（東部・西部）
○研究授業では、ねらいとする道徳的価値への方向付けや一般化を図るために、導入や終末で「私たちの

道徳」が活用されており、「私たちの道徳」の活用を推進する上で参考になった。（東部）
○一般的に３学年で多く使われる読み物資料を、朝読書の時間を利用して生徒に読ませて内容を把握する

ことで、２学年の生徒でもねらいとする価値に迫ることができた。（東部）
○研究発表では、「私たちの道徳」の活用事例が複数紹介された。その後の意見交換でも、参加者自身、

あるいは参加者所属校の具体的な活用例が紹介された。道徳の時間はもちろん、理科の授業や朝読書で
も活用されていることがわかり、大変参考になった。（東部）

○指導主事より、「私たちの道徳」ができるまでの経緯や活用する目的・方法等について、大変丁寧にわ
かりやすく説明していただき、理解を深めることができた。（東部）

○１～３年生までの三つの学年で授業が公開され、指導案作成、トライ授業等、学年を中心に学校全体で
取り組まれ、その成果が十分に発揮されていた。（西部）

○県中教研道徳部会の研究主題の解明に向け、読み物資料の精選、主人公の心の変化をとらえた資料分析
と発問構成等、非常に研究されていた。（西部）

○三つの学年で、それぞれ「道徳的実践意欲と態度を養う」「道徳的心情を育てる」「道徳的判断力を高
める」の三つのねらいを目指す授業がなされ、ねらいを達成させるための実践について学ぶことができ
た。（西部）

○道徳的価値に迫るための導入や終末が工夫されていた。また、書く活動を授業に的確に位置づけ、生徒
の思考を深める有効な手立てとなっていた。（西部）

○発問構成については、発問を絞って少なくし、一つ一つについてじっくり考えることができた。（西
部）

○生徒の言葉から、切り返しの発問がされていたのがよかった。（西部）
○生徒の実態がしっかりとらえられていた。生徒に寄り添ってその発言を受け止め、Ｉ（アイ）メッセー

ジを送っている担任の姿がすばらしかった。（西部）
○１年生の授業では、導入での日常生活の振り返りが展開につながる効果的な取組であった。中心発問と

終末で、意見をじっくりと書かせることは効果的であった。
○２年生の授業からは、普段から、お互いに自由な意見交換ができる雰囲気づくりが、大切であると感じ

させられた。また、発表の際に、意見をきちんと文章にして述べることができるよう指導してあること
が参考になった。（西部）

○３年生の授業は、資料選定、資料分析がよく考えられており、ねらいにそった展開ができていた。板書
にネームプレートを貼ることで、生徒の意見が位置づけられ、授業への参加意識が高められていた。
（西部）

○横山先生には「私たちの道徳」の使い方、深めていく手法、資料の読み取り方等を教えていただき、大
変勉強になった。具体的な読み物資料の資料分析も経験したかった。（西部）

○横山先生の講義は、大変興味深く聞くことができた。教師の問い直し、切り返し、資料選定、資料分析
等、もっと時間をとって聞きたい話ばかりであった。（西部）

Ⅱ
●教材の「選択」は、授業者が生徒の実態を踏まえ、検討もしやすいものであるが、それをどう「活用」
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するか、あるいはできたがどうかの評価については、まだまだ検討していかなければならない。（東
部）

●資料分析はなされているが、その内容が指導案に、あるいは実際の授業に生かせていたのかという点で
の検討が十分でない部分がある（東部）。

●道徳部員だけではないが、「私たちの道徳」の取り扱いについて、具体的な活用方法を知りたいという
思いを多くの教員がもっている。今後も活用の仕方を模索していかなければならないこととともに、実
践例をシェアできる場が必要であることを強く感じた。（東部）

●副読本を順に使用していくのでなく、もっとアンテナを高くして資料収集を行う必要がある。（東部）
●提示資料や板書は適切か、時間配分はどうかなど、生徒の視点に立って模擬授業を行うことが大切であ

る。（東部）
△「道徳の時間」なのか「特活の時間」なのか分からないような道徳の授業が見られることを危惧してい

る。中新川郡道徳部会では、「道徳教育」とは何か、「道徳の時間」とは何をする時間か、というとこ
ろから考えたり、話し合ったりしている。各地区の道徳部会や研究大会でもそのようなことを取り上げ
てみてはどうか。（東部）

●価値の自覚をさらに深めていくためには、一つの「言葉」にこだわって、切り返しの発問をしていかな
ければならない。そうすることで、何に気付いてほしいのかという深い価値に近づいていく。また、生
徒同士の関わりをもたせるような切り返しの場面を検討していくとよいのでないか。（西部）

●生徒たちにより深まりのある話し合いをさせるために、「教師が道徳的価値について生徒以上の深まり
をもつ必要がある」という、横山先生の言葉が心に残った。内容項目について、より深く本質に迫る考
えや思いをもつことが必要である。（西部）

Ⅲ
●各学年からの３つの授業は、小規模校にとっては大変だが、継続してほしい。
●事前に指導案を検討してから研究大会に臨むようにできたらよい。その方が、授業を見るポイント、質

問事項、改善点等が明確になり、協議会も中身の濃いものになるのではないか。地区研究会の時期（９
月中旬～下旬）に指導案がもらえると研修できる。（東部）

●製本された資料の中に研究授業で使用する読み物資料が入っていなかったため、当日配付となってしま
った。（東部）

○一度の会合で、研修会の進め方、授業の説明、製本の作業が効率よく行われ、大変よかった。（西部）
△資料製本が間に合えば地区部会協議会で行えばよい。

Ⅳ
△担当地区の道徳部長は司会者として、会場校の先生方は準備で忙しいので、受付は運営委員が行うとよ

い。（西部）
●１、２、３学年で三部会の授業を提供していただいたが、見られる授業は一つであり、他の学年の授業

の様子が分からないので、それぞれの授業提案の効果や成果を全体研修会の場で聞きたかった。（東部、
西部）

●特に部会協議①においては、時間の制約がある中でも、参観者から広く意見を述べてもらうような運営
の仕方（協議題を明確にし、ファシリテーションの手法を用いた形にするなどを）考えていくようにす
べきだとの声も聞かれた。（東部）

○授業記録や板書記録等が部会協議の時間に配付されたので、協議の際にはそれを見ながら具体的に話し
合うことができた。（西部）

○付箋を使った協議会では、グループごと（１グループ１０名ほど）に全員が意見を出すことができ、多
様な意見を交換し合うことができた。（西部）

○部会協議において、付箋を用いてのグループ討議は参加者の意見を引き出しやすく、話 合いが深まっ
たように思う。（西部）

●西部地区では初めてグループで協議会を行った。活発に意見が出ていてよかったが、短 い時間での協
議なので、グループの人数や話し合いの進め方等を検討する必要がある。

●付箋を利用してのグループ協議のよい点として」、①参加者の様々な意見を出すことができる、②参加
者の主体性を促すことができる、③よい点と課題が明確にでき、話し合いを深めることができる、④記
録として残すことができるとが上げられる。研修方法として大変有意義ではあるが、アドバイザー講義
のため、協議時間が短かったことや協議の仕方（視点を絞るのでなく、授業の流れに沿って行う）では
時間がかかることから、、今回は全体協議とした方がよかったと思われる。（西部）

△横山先生の講演が大変よかった。もっと、話を聞きたかった。時間が短かったので、もっと長くするた
めに、提案授業の開始時刻を早めることは可能だろうか。（オリエンテーションはなかった。）

△横山先生には、「私たちの道徳」についてだけではなく、日頃の実践の上での悩みを中心に解説してい
ただき、大変よかった。今後は、教科化に向けて、新たな情報や解説がいただけるとありがたい。（西
部）

Ⅴ
△各学校の実践報告を各郡市で持ち寄り、実践事例集を作成するなどして、情報の共有化を図ってはどう

か。（東部）
△資料は中教研事務局のホームページ等からダウンロードするとか、各部長にＰＤＦで送られ、各郡市で

印刷するなどして、出張を一回省くことはできないか。（西部）
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＜特別活動部会＞
Ⅰ

○全学年で学級活動を行い、学校全体として特別活動にしっかり取り組もうとしている姿が見られた。
（東部）

○学習規律、話合いの仕方、ハンドサイン等、学級経営の工夫をたくさん見ることができて、大変参考に
なった。（東部）

○レーダーチャートの実践は、議題の選択にもつながる取組であり、興味深かった。それぞれの項目にお
いて、1年間の成長の軌跡が目に見える形で残ることがとてもよいと感じた。自身の学級でも取り入れて
いきたい。（東部）

○班内での話合いが円滑に進むように、司会者が困ったときのＱ＆Ａを作成してあり、生徒が自信をもっ
て取り組めるように工夫されていた。（東部）

○生徒の自治的な活動を促す授業であることがすばらしかった。司会・記録だけでなく、机間指導や助言
まで生徒が行っていたことに感心した。（東部）

○文部科学省初等中等教育局視学官の杉田洋先生の講義では、授業力向上に関する内容から、授業のどの
部分でどのように指導し、どのように評価するかについて、具体的な助言をうかがうことができ、今後
の授業運営の参考になった。（東部）

○講演は、教員としての自らの取組を振り返るよい機会となった。生徒との向き合い方を考えさせられた。
（東部）

○パネルディスカッションの手法は、学級全員の進路選択に対する考えや思いを限られた時間の中でコン
パクトに話し合う、という点で効果的であった。パネラーが語った内容は、他の生徒にとっても切実感
や必要感のあるテーマであり、共感してディスカッションに参加していた。（西部）

○生徒の体験を生かすこと、発表の場を確保すること等、一人一人の生徒を大切にする工夫がなされてい
た。特に、自己評価や相互評価を活用して考えを深める場の設定はとてもよかった。（西部）

○生徒が生徒の言葉をうまくつないでおり、ファシリテーターとしての役割を果たしていた。また、生徒
が自分の言葉で話す姿からは、日頃の学級や学校の取組の成果をうかがうことができた。（西部）

○週末の感想では「もっと違う視点からも考えてみたい」という意見が多く、ねらいのとおり、進路選択
を見つめ直す機会となっていた。（西部）

○レーダーチャートを用いて評価を視覚化したことは、生徒の考える手立てとして有効であった。継続的
に同じレーダーチャートに評価値を与えることができ、変容を記録として残すことができる。（西部）

Ⅱ
△生徒の思考を促すような工夫のある板書をしっかりと行う必要がある。また、操作できる板書道具を工

夫すると、話合いがより活発になったのではないか。（東部）
△グループでの話合いは活発だったが、今後は個の意見を述べられるような指導の手立てが必要ではない

か。（東部）
●班内での司会者や書記は輪番制にして、どの生徒も主体的に話合い取り組めるように働きかける必要が

ある。（東部）
△短冊を用いてグルーピングできるようにすると、考えの傾向が見えたり意見が反映されたりしやすいの

ではないか。（東部）
●班での話合いは情報交換、全体では意見の拡散と収束等、それぞれの話合いの目的を考える必要がある。

（東部）
●部会協議の進め方に関して、検討が必要である。協議のポイントを絞ってグループ協議を取り入れるな

どして、深まりのある協議会にすべきである。（東部）
●進路選択についての視点は広がったものの、出た意見が集約されずに終わった。今後、個別に話をして

いく必要がある。（西部）
●ねらいやゴールが分かりづらかった。進路選択であれば、卒業生のアドバイスも視点を絞る必要がある。

（西部）
●パネラー以外の生徒の学びの成立が分かりにくい面があることや、パネラーとの打ち合わせや視聴者の

参加の仕方等、限られた時間の中で集団の思考を深めるためにさらに工夫が求められる。（西部）
●週末に自己決定の場を設定することが必要ではないか。また、評価について、はっきりさせることが課

題である。（西部）
△部会協議をワークショップ形式にしてはどうか。研修のさらなる深まりを期待する取組としても、意見

をより出しやすい雰囲気づくりのためにも有効である。（西部）

Ⅲ
△資料の製本や配布のために多くの部員が出張しているが、資料製本・配布のみであれば、データ送付や

ダウンロード等で、各校で印刷・製本する方が効率的ではないか。（東部）
△事前研修会や資料製本等を１度にできないか。学校行事や出張が多い時期に、負担が大きかったように

思う。（東部）
○事前に地区で指導案を検討したことはよかった。授業者の意見を聞いたり、思いを授業に取り入れられ

ることを助言できた。（西部）
△事前の指導案作成に当たっては、指導主事の助言をいただく前に、部会での検討・協議の場をもつべき

であった。（西部）
△砺波地区内の今後の会場校ローテーションについては、学校規模等を勘案して再検討が必要である。

（南砺→砺波→南砺→小矢部を砺波→南砺→小矢部に）（西部）
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Ⅳ
△部会協議を学級会形式で行ってみるのもよいのではないか。話合いの柱を決め、短冊を使うなどして協

議を進めると、文部科学省から出されたリーフレットにあるような学級会を疑似体験できたり、部会員
一人一人がより協議に参加することにつながると思う。

△部会協議の時間が短く、授業者には申し訳ない。また、参加者の意見を多く聞くことの方が、今後の実
践に役立つのではないか。

△講演での「スカイプ」の利用は、音質や画面の大きさ、準備や機器の性能の面からも課題が多かった。
来年度からは他の内容で実施することが望ましい。

Ⅴ
△研究大会開催日を１１月に遅らせることはできないだろうか。各校において、学習発表会や合唱コンク

ール等の学校行事が実施される週と重なる学校も多いと思われる。

＜特別支援教育部会＞
Ⅰ

○教室をパーテーションで区切り、別のスペースでビデオ中継しており、授業の参観者を分散できてとて
もよかった。（東部）

○付箋に意見や質問を記入し貼り付けることで、多くの先生方の意見を協議会に反映することができたと
思う。（東部）

○アドバイザーの講義で個別の教育支援計画や個別の指導計画についての話があり、内容も分かりやすく
とてもよかった。（東部）

○事前に配布された指導案に加え、当日配布された補助資料に本時までの流れが詳しく記載され大変分か
りやすかった。（東部）

○相手に分かりやすく伝える力を身に付けさせるために、一人一人の実態に応じて目標を設定し、動画を
用いて反復練習したり、グループで励まし合いながら活動したりすることで、意欲的に授業に参加でき
た。（西部）

○デジタルカメラで撮った動画を、すぐに大型テレビに再生することで、自分のできばえを即時に確認、
評価することができ、生徒は意欲的に授業に臨んでいた。（西部）

○協議会①では、個別の教育支援計画や個別の指導計画の活用や見直しについて、郡市の情報を交換する
ことができ、大変参考になった。また、見直し時期や具体的な活用について、センター的な役割を担っ
ている県立支援学校の先生方が各グループに入り助言していただき、さらに研修が深まった。（西部）

Ⅱ
△協議会①では、付箋を活用したが、付箋をすべて貼ってしまっているので、どの付箋について発言すれ

ばよいのか分からなくなり、書いた付箋の内容が混ざり合った発言になってしまった。（東部）
△ビデオは２画面あった方が、より授業の内容が分かったと思う。（東部）
●部会人数が８０名近くなり、今後も増える可能性がある。全員が授業を参観できるよう授業参観の持ち

方に工夫が必要である。（西部）
●生徒同士の関わらせ方の難しさを、授業を参観して感じた。生徒同士の関わらせ方について、他の先生

方の意見を聞いてみたかった。（西部）

Ⅲ
△資料はメールで各学校に配布することを検討していただきたい。

Ⅳ
○アドバイザー講義は、いろいろな考えに触れる機会になり、今後も続けて欲しい。（東部）
△アドバイザー講義のある年は、授業研究協議の時間を短縮し、アドバイザー講義の時間を長く取ればよ

かった。（東部）

Ⅴ
△郡市部長について、「小矢部、砺波、南砺」と同じように「下新川、黒部、魚津」（合同で活動してい

る地区）を代表１名にして欲しい。
△研究大会終了の１週間後に第２回郡市部長会が開催されるが、郡市の意見のとりまとめをするには時間

的な余裕がないので、教科と同様に２週間ほど時間があるとよい。
△通常の学級における特別な支援を要する生徒や支援級の生徒が参加する交流級での授業での支援方法に

ついての授業研究も必要となる。

＜保健部会＞
Ⅰ

○「仮説に基づく実践」「実態に基づく健康課題の焦点化」「連携による授業の実践」等、すべて
において自己決定力の育成に繋がる工夫が感じられ大変参考になった。

○本年度のキーワードである「自己決定」「つなぐ」を中心とした仮説立証からの発表は、初年度
として今後につながる提案発表であった。
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○アサーショントレーニングの技法やＷＹＳＨ教育の視点を取り入れた指導の具体例が紹介され、
自己肯定感を高めることによって自己決定力を育成することができることを学んだ。

○実践した指導の効果について明確にし、すぐに提示できるようにデーターをとって分析しまとめ
ておくことが、次の実践につながることが分かった。

○部会協議をグループ協議形式で行ったことで、他校、他地区の取組を共有でき、協議内容が深ま
った。

○グループ分けや役割分担、協議内容が分かりやすく決められており、短時間でも有意義な話合い
ができた。

○協議のテーマが２つに絞られていたこと、事前にワークシートが配布され、提案発表を踏まえて
自分の考えをまとめていったことは、協議の際にも意見が出やすくよかった。

Ⅱ
●部会協議の時間が短く、協議が深まらなかった。時間をもう少し確保するか、テーマを1つにする
か、指導講話を1つにするなど工夫が必要である。

●部会協議用にワークシートを事前に記入することになっていたが、どのように書けばよいか困り、
記入しないで協議に臨む部員が見られた。各地区での事前連絡の徹底が必要である。

●他教科とは違い、保健室で把握した健康課題を焦点化し、分析、目標を立てることは容易である
が、組織的な計画や連携（コーディネーター）は難しい。今後も研究をすすめていく必要がある。

Ⅲ
△ふれあい館に会場が固定され、会場校に負担をかけずに大会運営が行える点はよい。今後、兼職
発令等を受けての保健学習の取組や公開授業等を行う場合の会場の決定については、臨機応変に
行っていくことも考えられる。

Ⅳ
△協議が深まるよう、部会協議の時間をもう少し長く設定したほうがよい。

Ⅴ
△指導主事の先生の自己決定についての指導が分かりやすかったので、パワーポイントの資料を配
布してほしい。

△直接授業を見ることができないので、今回のようにパワーポイントで授業内容を提示したり、資
料や実際の授業の映像を見せたりするとよい。


