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はじめに
横浜市教育委員会は、今後 10 年間を展望し
横浜の教育の目指すべき姿を描いた「横浜教育
ビジョン」を平成 18 年 10月に策定しました。そ
の実現に向け 5 年間の取組工程として、平成
19 年 1月に策定した「横浜教育ビジョン推進プ
ログラム」には、重点政策の一つに「教師力向
上」を示しました。
教員の大量退職・大量採用が続く現在、学校

においても「授業力向上」が喫緊の課題となっ
ています。
横浜市教育センターでは、これらの課題の解

決に向け、校内授業研究の活性化を図るために、
本年度は、「ワークショップ型授業研究の検証と
新たな授業研究の実践」を進めてきました。
具体的な内容としては、「ワークショップ型では
授業研究が深まらないのではないか」という疑
問の声に答え、授業の参観や協議の視点をより
具体化したり、研究協議の内容をすぐに授業に
生かしたりする具体案を示しました。
さらに、推進担当者が相談しやすいように「サ
ポートデスク」を設け、指導主事の相談活動を
通して支援してきました。その結果、授業研究
のPDCAが意識され、研究につながりができて
きました。
本研究は、全国教育研究所連盟全国大会で

も取り上げられ、各教育センターでも注目されて
おります。
まだまだ研究途中ではありますが、ここに「授
業力向上の鍵 3」をお届けし、各学校で活用し
ていただければ幸いです。
最後に、研究に御協力いただきました各学校

ならびに本研究を支え、指導助言をいただきまし
た国立教育政策研究所研究企画開発部　千々
布　敏弥総括研究官に厚く御礼を申し上げます。

横浜市教育センター所長　丸山修由
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「授業力向上の鍵3」　～校内授業研究の活性化に向けて～
研究テーマ「授業力向上のための授業研究のあり方」
　～ワークショップ型授業研究の検証と新たな授業　　研究の実践を目指して～

スーパーティーチャーのS教諭

研究協議会の運営の仕方に
コツはないのだろうか？

授業力向上に意欲を燃やすK教諭

　そ こ で 本 年 度 は …

ワークショップ型授業研究は、参加者全
員の授業力が向上するだけではなく、授
業評価等もプラスになることが分かって
きました。

教育センターのM指導主事

「授業力向上の鍵 3」 　では、授業研究をより深めるための具体的実践例や、
そのスキルを紹介し　　ます !
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協議会の流れ（授業前～ワークショップ） 形態 時間 プロセス

●「授業前」（参観の視点の提示、付箋配付）

●「授業参観」（付箋の記入）

●「説明」
●「よさや課題の把握・課題の解決策検討」
（１）付箋を模造紙に貼る。
（２）付箋を仲間分けする。
（３）仲間分けしたものに小見出しを付ける。
（４）仲間分けしたグループどうしの関係性を見る。
（５）関係あるものは線で結び、説明を書く。
（６）研究授業での課題を明確にする。
（７）課題の解決策を考え、模造紙に書き込む。

●「グループ活動の発表」
（１）模造紙を提示する。
（２）課題と解決策を中心にグループ代表者が発表。

●「課題についての自己の振り返り」
（１）自分の課題、改善策を検討、言語化する。
（２）グループ内での分かち合い、感想交流する。

●「分かち合い、まとめ」
（１）明日の授業でどうしたいかをひと言発表する。
（２）講師助言、講評

【ワークショップ型協議会の流れ】
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授業前に付箋
を配って、参
観中に記入し
ていくんです。

（７）の課題の
解決策をじっ
くり考えるこ
とが、協議を
深めることに
つながります。

協議会では
点線で囲ん
だ「話合いの
プロセス」が
たどられて
いますね。
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発　散

混　沌

収　束

ポイント

「共有」では、研究主題や授業研究会のテーマな
ど、話合いで焦点化したいことを参観者に予め示
します。

「発散」では、授業中に起こったこと、感じたこと
などをありのまま付箋に書きます。

「混沌」では、グループで付箋を模造紙に貼りな
がら、授業を見て気付いたことや感じたことを出
し合います。

「収束」では、付箋をグループ化します。グループ
どうしの関係を考えたり、課題を明確にして解決
策を話し合ったりします。

「共有」では、話し合われた内容を、台紙に示しな
がら発表します。短時間でインパクトのある発表
が理想ですね。

問題解決を図る「話し合いのプロ
セス」は次のように進めると効果
的です。

付箋を配付する際に、視点を明記した紙
も配布すると、参観者に伝わりますよ。

付箋に書く内容は「指摘」にとどめま
す。改善策は協議で話し合えばいい
のです。

付箋を模造紙に貼りながら各自の考えを
出し合えるように進めることが大切ですよ。

発表をする内容は話し合われたこと全
てではなく、ぜひ全員に伝えたいことに
絞りましょう。

参加者のコミュニケーションを活性化するた
めにも、進行役（ファシリテーター）の役割が重
要です。【→p7】

話し合いで焦点化したかったことを
中心に「課題への対応」を話し合う
んですよ。

ワークショップの作り方
を見てみましょう。

「授業力改善の鍵2」p4,5で紹介したワー
クショップ型協議会は、次のような流れに
なっています。



協議会の流れ 形態 時間 プロセス

●「説明」
●「よさや課題の把握」
（１）付箋を模造紙に貼る。
（２）付箋を仲間分けする。
（３）仲間分けしたものに小見出しを付ける。
（４）仲間分けしたグループどうしの関係性を見る。
（５）関係あるものは線で結び、説明を書く。
（６）研究授業での課題を明確にする。

●「グループ活動の発表」
（１）模造紙を提示する。
（２）課題と解決策を中心にグループ代表者が発表。
（３）課題を中心にグループ代表者が発表する。
（４）講師からコメント

●「課題に対する解決策」の検討
（１）課題の解決案を考える。
（２）解決案について討議する。
（３）解決案を練り上げる。

●「次回に向けての方向性の確認」
（１）解決策を共有する。
（２）講師助言、講評

【ワークショップ型協議会の工夫・改善の例】
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} 前半の話合いでは、
「起」（６）で授業の課題
を明らかにすることが
目標です。
後半では「転」（３）で課
題解決を目指した話合
いをします。

「話合いのプロセス」
は２回繰り返されてい
ます。

●課題解決をめざす授業研究会で、ワークショップを２段階で行ったり、ワークショップと全体協議を組み合わせたりして、協議会の
構造を２重にするようにします。

ポイント

話合いの深まりは、２回目の「話し合い
のプロセス」で生まれます。

あるいは、１回目をグループ単位で行った
あと、２回目は全員での協議を行ってもい
いんですよ。

さらに、講師には、後半の話合いで質問をし
たり、助言を求めたりすることもできます。

協議を深めるためには、各プロセス
の意味や目的を理解して進めるこ
とが大切です。
また、協議会全体のデザインや運
営によって、改善した例もあります。
【→p5】

「話合いのプロセス」を、２回ともワーク
ショップ型でグループを単位として進め
ることができます。

講師には、前半の話合いのあと、課題を
焦点化したり、話合いの方向性を決め
たりする際に示唆をもらいます。

講師には、ワークショップ型協議会の進
め方やそこでの役割を事前に伝えてお
くことが重要ですね。

A小学校の実践（工夫・改善の例）
◆A小学校の校内授業研究会では、付箋を使ったワークショ
ップで課題を整理し、その後全体で共有・解決を図る協議を
行いました。
【ふり返りから】
○グループで課題を明確にして全体で話し合うと、話し合
いの焦点が絞れて、授業改善に結びついていると思う。

○事前研を受けてグループで話し合ったことを発表する
ので、部会の協議を報告する形でわかりやすくなる。

○全体会での意見の共有につながる工夫がもっと必要と
思う。

Mさん

Sさん



「授業力向上の鍵2」
を見ながらやってみました!

授業に対して、様々な意見が出てきて、
楽しかったわ。

自由に意見を書いてもらうと、まとめる
のが難しいね。

推進委員会で話合い
推進委員が「今日のねらい」を出してく
れたので、意見を出しやすかったわ。

いい話合いになったけど、どうしたら、
授業の成果と課題をみんなで共有

できるかな。

●授業を見る視点をあらかじめ決める。
●推進委員がグループワークを主導。

推進委員会で話合い
画用紙に解決策をまとめることで、「自
分だったらこうする」といった話し合い

ができたわ。

次回は講師と事前に打ち合わせをしよう。●課題に対する解決策を画用紙にま
とめて発表しよう。

ワークショップ型授業研究会の導入

取組から見えてきたこと
●一人ひとりの声が反映される話合いになった。
●授業研究会のねらいを明確にすることで、職員の共通理解ができ、協議が深まった。
●事前研で前回の課題を意識できるようになった。

ポイント1

ポイント2

授業研究を充実したものにするには

年間の授業研究グランドデザイン（企画力）

毎回の研究協議会の運営（運営力）
が必要だということが分かりました。この二つのポイントを実現するために

GO
!

授業研究サポートデスクに相談、指導主事のアドバイス

授業研究サポートデスクに相談、指導主事のアドバイス

●授業研究の改善に取り組んだB小学校

第１回 授業研究会
よかった点 課題点

第２回 授業研究会
よかった点 課題点

第３回 授業研究会
よかった点 課題点

研究推進担当者の悩み…

課題解決のために

発言が少ないし、活発な話し合いに
なってないわ。推進委員会がうまく
機能していないし…

話し合われたことが次回の授業研
究会につながらないんだよね。

研究協議を深めるためには
研究推進担当者の企画力・運営力がポイント!!2



事前事前

当日当日
事後事後

授業研1

事前事前

当日当日事後事後

授業研2

事前事前

当日当日事後事後

授業研3

事前事前

当日当日事後事後

授業研4

●研究主題にそって計画を検討
●日程、講師、授業者等の決定
●各回の授業研究会のねらいを明確化
●授業研究会で明らかになった課題の
共有化の方法
●授業研後の推進委員会等で運営の反
省や次回への改善点を検討
●PDCAサイクルを意識して年間計画
を立てる

年間の

企画
年間の

企画

各回の

運営
各回の

運営

年間の

振り返り
年間の

振り返り
★グランドデザイン作成のポイント

このような点に配慮して
年間計画を考えてみましょう。

授業研の成果や課題を明
らかにして、バトンリレー
のように次の授業研をつ
ないでいこう!

ポイント1
年間の授業研究グランドデザインを描きましょう

バト
ン

バト
ン

バト
ン

バト
ン

ポイント2
毎回の授業研究会を充実させましょう

事前:推進委員会等で確認しよう!

1. 前回の成果と課題を確認
2. 今回の授業研究会のねらいの確認
3. 指導案検討の方法（学年や部会、教科等で）
4. 協議会の進め方の検討
5. 講師の役割の確認（授業のねらいや協議会の進め方を事前連絡）
6. 授業者へのサポート（前回の課題の確認）

事後:授業研究会の振り返りをしよう!

1. 推進委員会での振り返り
 ・運営面での改善策の検討
2. 部会等での振り返り
 ・授業の課題への改善策の検討
3. 授業者の振り返り
 ・授業での改善策の検討

当日:授業研究会を楽しもう!

1. 授業参観の視点を確認
2. 授業参観の姿勢
 ・子どもの見とりの仕方、授業記録
3. 研究協議会に積極的に参加
 ・「ファシリテーター指南書」【→p7、8】の活用
 ・自分ができる改善策は？
4. 成果と課題の共有化★成果や課題は、「見える化」して、次回へ「バトン」リレー

PDCAを意識した
授業研究会の
サイクル

バトン

授業研での成果や課
題を職員室に提示する
のはどう？「見える化」
して、「バトン」にしまし
ょう。今日の授業から
生かしていきましょう
ね。

★授業研究の相談は
授業研究サポートデスク
(671)3729へ、お気軽にどうぞ。～以下の内容を確認しよう～

～以下の点を意識しよう～～以下の振り返りを大切にしよう～



ファシリテート(facilitate)の意味は「容易にする、促進する、円滑にする」
ということです。
「授業研究ファシリテーター」は授業研究に参加する人全員にとって参加
しやすい場づくりをします。それにより、授業研究に対する意欲や興味・関心
を引き出すとともに、一人ひとりの力を最大限に発揮させ、より良い成果を
生み出す役割を担います。また、「授業研究ファシリテーター」には参加者が
自ら学び、考え、意識や態度を変化させていこうとする研究のプロセスの企
画、運営、振り返りを行うことが求められます。
ここではワークショップ型の授業研究を進める際、企画運営の中心的な役
割を担う人を「授業研究ファシリテーター」と呼ぶことにします。

☆ファシリテーターの重要性☆
　ファシリテーターは自身の役割を明確に
自覚するとともに、具体的なスキルを活用
する必要があります。なぜなら、ファシリテ
ーターの働きかけ次第で、授業研究がさら
により良いものになるからです。しかしなが
ら、ファシリテーターとしてのスキルは意識
しただけでは向上しません。実践しながら向
上を目指すのが望ましいと考えられます。
ぜひ、「ファシリテーター指南書」を参考にし
ながら実践できるところから始めてみてく
ださい。

授業研究ファシリテーターとは

黒帯（グランドデザイン）編
■研究主任、研究推進委員長等の役割はどうするの？ １年間の校内授業研究の企画、運営、振り返り等

の全体についてＰＤＣＡサイクルを意識してデザ
インします。また、毎回のワークショップ型の授
業研究会の内容、方法を考えます。

ファシリテーター指南書
～黒帯（グランドデザイン）編～

１校内授業研究のデザインをしましょう。
・研究テーマを具体化し全員でイメージを共有化します。
・１年間の研究のねらい（ゴール）を明確にします。
・推進委員会等で１年間の流れを確認し、全員で共有化します。
・日程、授業者、講師等を決定し、役割を明確にします。
・研究にあたっての約束事を確認します。

２研究内容、方法について確認しましょう。
・ワークショップ型で全員が意見を出し合い、合意形成します。
・全員が研究のねらい（ゴール）を共有化し、「何を明らかにするのか」を明確にします。

３推進委員会を活性化しましょう。
・推進委員会を定期的に開催し、毎回の授業研究会の振り返りをします。
・前回の授業研究会を次回の授業研究会へつなげる具体策を検討し、「見える化」し
ます。
【例】
　　　・検討された内容をまとめ、職員室に掲示する。
　　　・ワークショップの成果を簡単にまとめて全員に配布する。

４毎回の授業研究会をデザインしましょう。
・毎回の授業研究会のねらい（ゴール）を明確にします。
・ワークショップ型をどのように進めるのかデザインします。
【例】
　　　・進行表を作成し、進行役、授業者、講師等の役割を明確化する。
　　　・会場や机の配置を決める。
　　　・グループをどのように作るのか決定する。

研究推進担当者は
「授業研究ファシリテーター」になろう!!3



白帯（運営）編
■研究推進委員やワークショップの進行役はどうするの？ 毎回のワークショップ型授業研究会を進行し

ます。授業研究会全体を進行するファシリテー
ターと、小グループに分かれた際の各グルー
プ内でのファシリテーターも含みます。

ファシリテーター指南書
～白帯（運営）編～

１笑顔で進行しましょう。
 ・何でも言える雰囲気を意識してつくりましょう。

２話合いの目的をいつも意識しましょう。
 ・脱線する人がいたら、やさしく目的にふれ、元に戻しましょう。

３全員から発言を引き出しましょう。
 ・特定の人の発言、主張で安易に話合いが進まないように気を配りましょう。
 　【質問例】
 　　・○○さんはどう思いますか。
 　　・□□さんの意見について、△△さんはどう思いますか。

４メンバーの話をよく聞きましょう。
 ・メンバーの表情や態度に注目する。
 ・うなずく。→「なるほど」、「そうですね」
 ・復唱する。→「○○は△△なのですね」
 ・質問する。→「○○については□□さんはどう思いますか」
 ・要約や言い換えをする。→「つまり○○○が△△△ということですね」
 ・やさしく提案する。→「～などはどうでしょうか。」

５メンバーのどんな意見でも尊重しましょう。
 ・なるほど、○○さんは～と感じたのですね。

６紙やホワイトボードに書きましょう。
 ・話合いのゴール（テーマ）を明記しましょう。
 ・発言のポイントを明記し関連付けながら、議論を見えるようにします。

７少数意見も大切にしながら、合意形成をしましょう。
 ・強引に結論づけない。
 ・自分の主張を押しつけない。
 ・沈黙を怖がらない、場に委ねて、じっと待つ姿勢が大切。
 ・合意事項を確認しましょう。

「授業研究ファシリテーター」の育成を目指した教育センターでの取組
10年次・5年次教員研修での連携
■10年次教員研修としてファシリテーション研修を一日実施
 ●19年度は10年次107名が参加
 ●「ファシリテーター指南書」を活用したワークショップの実践

■5年次教員研修の授業研究会での実践
 ●10年次教員がファシリテーターとなり、協議会を運営
 ●5年、10年次教員が、自らの授業改善のポイントをつかむとともに、
 　ファシリテーターとしてのスキルやチームリーダーとしての意識向上を目指す。

■ワークショップ型授業研究の
　進め方のサポート
 ・ 「授業力向上の鍵２」の活用方法
■ 授業研究デザインのサポート
 ・ 企画、運営のポイントを助言

授業研究サポートデスクの
取り組み

５年次授業研の協議会で「フ
ァシリテーター指南書」の「笑
顔で進行」を意識して進めま
した。ひとつ意識しただけな
のに、話合いが活発になった
のを実感しました。これから、
指南書を一つひとつ身に付け
て、授業にも生かしたいと思
いました。

研修に参加した
10年次教員の声

研究研修指導課指
導主事がハマ・アッ
プでの相談だけで
なく、電話での相談
や出張相談を行っ
ています。

「ファシリテーター指南書」を活用して合意形成を目指しています。



■4年以上研究主題を継続している学校を見ると…
 ●学校教育目標と研究主題をリンクさせ、自校の特色等を十分に意識して、継続的な研究に取り組んでいる
 学校が多いことがうかがえます。
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(%)

研究主題比較研究主題比較 【図１】

教科等の
学習指導法
教科等の
学習指導法

【図２】

■研究主題の継続年数は？（図 3 参照）
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市内 515 校※すべての市立学校の「研究主題調査」から、本市の校内研究の現状
を探るとともに、研究主題と授業研究との関係性について見つめてみました。

※ 戸塚高校定時制及び横浜商業高校別科を含むので 515 校になります

■主題についての傾向は？
■取り上げられている内容は？（図1、2参照）
●大半の小学校では各教科等の学習指導法や教育課程

を取り上げている。また、英語教育の導入を控え、英

語教育を取り上げている小学校も多い。

●中学校は「共通の学習指導法」のほか、「評価」や「人

権教育」等の教育課題を取り上げている割合が大きい。

●総合的な学習の時間を取り上げている学校では、環境、

キャリア、国際理解等のテーマが見られる。

●特別支援教育は、一人ひとりのニーズに応じた指導な

ど全体計画上の位置付けをしたものが多い。

●教科等の学習指導法では、国語、算数を取り上げてい

る小学校が多く、社会・生活、体育、図工の順になっ

ている。

●同一研究主題による継続年数は、１、２年目だけで

全体のおよそ７０％となっている。３、４年目の継

続校数が減少することから、研究主題の見直しのサ

イクルは２、３年が多いことがうかがえる。



■授業研究における研究主題への意識を見
つめる（図６参照）

●校内研究での研究主題への意識は高く、主題への意
　識を高めるために様々な工夫が見られる。（十分に
　意識されている、まあまあ意識されている…89%）

担当者が決定

管理職が決定その他

職員全員で決定

１回未満
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0% 20% 40% 60% 80%

高・特別

中学

小学

（2）研究主題と授業研究とのかかわり
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授業研究の実施回数（１人あたり）授業研究の実施回数（１人あたり） 【図５】
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■研究主題を常に意識化して校内研究に取り組んでいるC小学校
～研究主題に確かな軸足をおいた校内研究の推進～

●子どもの姿の明確化
 ◆研究主題は、学校長のリーダーシップのもとで、全教職員のスローガン的なものとなっている。

●方略として（確かにするための取組）
 ◆低・中・高学年のブロックごとに「求める子どもの姿」を明らかにしてテーマを設定。
 ◆各自が「主題に迫るため」という提案を持って協議会を実施。（各回の連続性も重視）
 ◆実技研修を行うほか、チームとして各種エクササイズやワークショップを導入。

現況の子どもの姿、教職員や保護者、地域の願いを反映させた
「学校教育目標」とリンクし、全教育活動の中で意識化

■研究主題への意識が高まるにつれ、校内研究は活性化されていることがうかがえま
す。今、あらためて、研究主題を拠りどころにした効果的な校内研究の実践が待たれま
す。

■主題設定の方法は？（図４参照）

●主題設定の方法では、全体の85%の学校から研
究主題は職員全員で決めていると回答があった。
管理職が決めていると回答した学校と担当者が決
めていると回答したのは、校種別には中学校、高
校が多い。

■授業研究への取組は？（図５参照）

●各校種とも授業研究の重要性が認識されつつある。
小学校では、96%の学校で一人あたり1回以上
の授業研究が行われている。中学校での実施率は
40%と、一昨年度の約30%から向上している。
高等学校でも、授業研究が行われるようになってき
ている。



質的な成果（数値では測れないが、職員が感じていること）
　□授業作りの視点（目標設定の明確化）や地域教材開発の重要性等が分かってきた。
　□外部人材との協働から刺激を受けて、職員のモチベーションがあがった。

■校内研修
 ●重点研→算数の授業研究
 ●ステップアップ研修→個人テーマ授業研究
 ●スクールワイド研修→大学との共同研究（ファシリテー
 　ションの手法・ワークショップ型協議会運営）
■地域人材と協働した授業づくり
 ●ゲストティーチャー・教育サポーター制度の導入

全校生徒を対象とした「生徒による授業評価」（全教科共通10項目による）
の3年間のデータをもとに、19年度年次研対象者のいる数学科（初任者1
名、10年次1名）、保健体育科（2年目1名、3年目1名）、外国語科（初任者
1名）の3教科に焦点をあてて分析をしてみました。■校内研修の成果

 ●授業が楽しくわかりやすくなった
 ●学校と地域の連携が深まった

学校評価の数値からは、上のような成果が上がっていると考
えられる。

◆生徒・保護者の思い 学習に力を入れて欲しい。（H17学校評価結果）
◆分かりやすい授業への取り組み 共通理解が生まれる。
 合い言葉は　『何事も丁寧に！』　　『生徒を楽しませよう！』
◆学校評価を使った『振り返り→分析→計画→実践』の取組。（学校としての方向をひとつに）
◆リードする英語科…綿密な打合せや振り返りを授業間休みでも行う。 授業研究会の実施（教科の枠を越え）

■ D小学校での取組

■ E中学校での取組

■ F高校での取組

校内研修を学校作りの核として位置づけ学校評価で効果
測定をしている　D小学校の例です。
（データは保護者の学校評価資料）

授業力向上の取組の効果測定として、「生徒による授業評
価」を取り入れて、授業改善につなげているF高校の例で
す。

生徒・保護者の声に耳を傾け、学校評価（自己評価、外部評
価）から学校の進む道（学習という柱）を見つけ、「学校の荒
れ」を立て直してきたE中学校の例です。

■「生徒による授業評価」の結果から見えてきたこと

■授業力向上の効果測定として、「授業研究」を活用した例
※他者（生徒、教師）からの評価を自己の授業改善につなげることを繰り返し、授業力の向上を図った5年次、Y教諭のつぶやき

地域のよさを学習に取り入れている
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情報をオープンにし、リソースの共有・活用 教職員間に信頼関係・チームワークが生まれる

質問項目「先生は分かりやすい授業につとめているとおもいますか？」(３年間の変化）

■成果
●落ち着いて授業に取り組んでいる。仲間や学習を大切にする生徒の姿がある。
●生徒集団の質的な高まりを実感　　　　教師の気持ちが通じ、教師のモチベーションが向上する。
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H18年度

H19年度
0 50 100

生徒 保護者

そう思う・ややそう思う そう思わない・あまりそう思わない

■授業力向上のための主な取組
※F高校（授業力向上研究指定校）の年間計画より抜粋
時期 名称 内容

平成19年10月
 ～平成19年12月

研究授業 初任者、２年次、３年次、１０年次、各年次研
究対象者の研究授業にあわせて実施

平成19年10月22日
 ～平成19年10月26日

授業公開 一週間を校内授業公開週間とし、職員が教
科を問わず、自由に授業を参観できる週間

平成19年10月30日
 ～平成19年11月1日

「学校を開く」週間 地域、保護者を対象とした授業公開

平成19年11月21日 職員ワークショップ型研修 授業公開を受け、授業力向上に向けた職員
ワークショップ型研修

平成19年12月 授業評価 生徒による授業評価
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授業改善につながった

外国語科初任者A教諭
『教科会の中でのワークショップ型の研究協議を通して、自分自身
の授業の特徴や課題が具体的に見えてきました。ひたすら自分だ
けが汗をかいて授業を行っていましたが、生徒が汗をかき、わかる
楽しさやできる喜びを実感できる授業づくりを目指していきたい
と思います。』

数学科初任者B教諭
『３回の研究授業を実施して、教科の枠を超えたたくさんの意見を
いただくことができたので、授業づくりの意識改革と見識の拡大に
つながりました。はじめは、指導案の学習内容をこなすことだけで
精一杯でしたが、「生徒から引き出す力」や「対応力」を身につけ、常
に生徒の学習状況を把握しながら授業を行っていきたいと思いま
す。』
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生徒の関心・意欲が高まった

71%

69%

74%

先生の教材（板書、視聴覚教材、テキスト、配付資料
等）は分かりやすいですか。 先生の授業に熱意を感じますか。

授業に意欲的に取り組みましたか。 分からないことは質問しましたか。

初めて行った授業研のための教材研究が、他の先生方からの評価や生徒の反応によって、確
かな手応えを感じることができました。もっと自分の授業力を伸ばしたいと思い、教材研究に
費やす時間が増えました。

会議が活性化した

(%)
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80%

職員ワークショップ型研修
●テーマ・「F高生にとって
良い授業とは」

88%

92%

85%

90%

校内授業研究・研修 + 授業評価→授業改善 !

授業力向上を検証しよう!5
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 ●授業が楽しくわかりやすくなった
 ●学校と地域の連携が深まった

学校評価の数値からは、上のような成果が上がっていると考
えられる。

◆生徒・保護者の思い 学習に力を入れて欲しい。（H17学校評価結果）
◆分かりやすい授業への取り組み 共通理解が生まれる。
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（データは保護者の学校評価資料）
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価」を取り入れて、授業改善につなげているF高校の例で
す。

生徒・保護者の声に耳を傾け、学校評価（自己評価、外部評
価）から学校の進む道（学習という柱）を見つけ、「学校の荒
れ」を立て直してきたE中学校の例です。
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質問項目「先生は分かりやすい授業につとめているとおもいますか？」(３年間の変化）

■成果
●落ち着いて授業に取り組んでいる。仲間や学習を大切にする生徒の姿がある。
●生徒集団の質的な高まりを実感　　　　教師の気持ちが通じ、教師のモチベーションが向上する。
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■授業力向上のための主な取組
※F高校（授業力向上研究指定校）の年間計画より抜粋
時期 名称 内容

平成19年10月
 ～平成19年12月

研究授業 初任者、２年次、３年次、１０年次、各年次研
究対象者の研究授業にあわせて実施

平成19年10月22日
 ～平成19年10月26日

授業公開 一週間を校内授業公開週間とし、職員が教
科を問わず、自由に授業を参観できる週間

平成19年10月30日
 ～平成19年11月1日

「学校を開く」週間 地域、保護者を対象とした授業公開

平成19年11月21日 職員ワークショップ型研修 授業公開を受け、授業力向上に向けた職員
ワークショップ型研修

平成19年12月 授業評価 生徒による授業評価
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授業改善につながった

外国語科初任者A教諭
『教科会の中でのワークショップ型の研究協議を通して、自分自身
の授業の特徴や課題が具体的に見えてきました。ひたすら自分だ
けが汗をかいて授業を行っていましたが、生徒が汗をかき、わかる
楽しさやできる喜びを実感できる授業づくりを目指していきたい
と思います。』

数学科初任者B教諭
『３回の研究授業を実施して、教科の枠を超えたたくさんの意見を
いただくことができたので、授業づくりの意識改革と見識の拡大に
つながりました。はじめは、指導案の学習内容をこなすことだけで
精一杯でしたが、「生徒から引き出す力」や「対応力」を身につけ、常
に生徒の学習状況を把握しながら授業を行っていきたいと思いま
す。』
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生徒の関心・意欲が高まった
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先生の教材（板書、視聴覚教材、テキスト、配付資料
等）は分かりやすいですか。 先生の授業に熱意を感じますか。

授業に意欲的に取り組みましたか。 分からないことは質問しましたか。

初めて行った授業研のための教材研究が、他の先生方からの評価や生徒の反応によって、確
かな手応えを感じることができました。もっと自分の授業力を伸ばしたいと思い、教材研究に
費やす時間が増えました。

会議が活性化した
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職員ワークショップ型研修
●テーマ・「F高生にとって
良い授業とは」
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総合的な学習の単元の流れをテーマに沿って検討を加え、子どもにとってよりよ
い学びになるように改善を図りました。ワークシートの中心に主な学習活動を置き、
左側には「人とのかかわり」に関する付箋、右には「地域とのかかわり」に関する付
箋を貼り、それぞれの関係性を考えながら、単元計画をどうしたらよいか、話し合い
ました。指導案検討を行うときなど、活用が期待されます。

G小学校では重点研究に国語科を取り上げています。単元の概要が分かりやすいように、取り上げる指導内
容に○を付けたり、授業の見所を簡単に書き加えたりして、研究協議での話し合いの焦点化を図っています。

■ワークシートの工夫で「研究テーマ」に沿った協議を

■チーム力で先行授業と模擬授業を重ねて、より質の高い授業づくりを

■授業の視点や見所を明確にして協議の焦点化を

「単元エキス凝縮シート」とは

研究授業を行う単元について、その内容を１枚に納めたシ

ートです。指導案検討の前に配付し、単元のねらいや授業者

の思いを共有することで、指導案検討や研究議題での話合

いを焦点化することができるようになりました。

協議会では、授業者が指導案検討で話題になったことを中

心に授業のポイントを話します。シートに立ち戻りながら協

議を進めるので、授業の改善ポイントが明らかになったり、そ

れらを共有しやすくなったりという効果があります。

このシートを使うようになって、「身につけたい力が明確に

なった」、「単元作りがしやすくなった」という声も聞こえます。

H小学校では、よりよい授業を作るために、まず学習のねらいをはっきりさせ、子どもに分かりやすく提示す

ることが大切であると考えました。どんな投げかけだと子どもが自分の考えをもち、発言したくなるのかを

明らかにするためには、授業者の指導案で先行授業や模擬授業を行うことが有効だと考えたのです。

実際に授業をしてみると、課題が明確になります。経験年
数の短い先生の意見に、はっとさせられることもたくさ
んあります。この方法だと学年の息もぴったりあって、み
んなでつくる授業という意識ができてきて、学年の足並
みも自然と揃います。

また、H小学校の研究協議では、いっしょに授業をつくった学年の仲間が、指導案検討や事前の授業で話題になった授業

づくりの視点について、授業者の思いを引き出しながら話し合いを進めます。授業者や学年の努力を認め合い、明日の授業

改善のために具体的な行動目標をもつようにしています。

先行授業
によって学年チーム全員が自

分事として、授業に取り組み、いろい
ろアイデアを出し合います。課題があれ
ば改善を加えて、授業がよりよいも

のになっていきます。

笑顔いっぱい!
～人とふれあい、たくさんの輪を広げよう～

授業者の意図共有 先行授業① 先行授業② 模擬授業 研究授業

部会で指導案検討

学年内授業研究で改善 参加者で改善

■小学校で大切にしている授業改善の視点 

【研究会の様子から】

推進委員のYさん

初任２年目のAさん

推進委員長のTさん

研究研修指導課では、授業研究にかかわる様々な工夫・改善案を収集しています。それぞれの学校ならではの
方法を是非紹介してください。また、授業研究支援も行っています。学校のニーズに合わせて、ご相談に乗ります。
サポートデスク671-3729までお問い合せください。

人とのかかわり 学習活動 地域とのかかわり

●指導案検討を２回行い、授業者の意図を共有し、各学級の
授業を見合う。

●子どもの学習状況を振り返りながら、本時のねらいをさら
に改善する。
●教材研究、発問・板書計画、ワークシートについて考える。
●子どもが学び合う場面をつくるために、ペアやトライアン
グル、グループでの言葉のやりとりを大切にする。
●４５分の授業の山場をつくる。４５分のデザインを明らかに
する。

私は２年目の教員で
すが、学年内で教材研究
を重ねるので、学習のねら
いやおさえるべき内容がよく分
かるのです。何より授業の具体的な
イメージがつかめて本当に勉強に
なります。

みんなでつくろう! 横浜の授業研究
～横浜の学校における様々な授業研修～6



総合的な学習の単元の流れをテーマに沿って検討を加え、子どもにとってよりよ
い学びになるように改善を図りました。ワークシートの中心に主な学習活動を置き、
左側には「人とのかかわり」に関する付箋、右には「地域とのかかわり」に関する付
箋を貼り、それぞれの関係性を考えながら、単元計画をどうしたらよいか、話し合い
ました。指導案検討を行うときなど、活用が期待されます。

G小学校では重点研究に国語科を取り上げています。単元の概要が分かりやすいように、取り上げる指導内
容に○を付けたり、授業の見所を簡単に書き加えたりして、研究協議での話し合いの焦点化を図っています。

■ワークシートの工夫で「研究テーマ」に沿った協議を

■チーム力で先行授業と模擬授業を重ねて、より質の高い授業づくりを

■授業の視点や見所を明確にして協議の焦点化を

「単元エキス凝縮シート」とは

研究授業を行う単元について、その内容を１枚に納めたシ

ートです。指導案検討の前に配付し、単元のねらいや授業者

の思いを共有することで、指導案検討や研究議題での話合

いを焦点化することができるようになりました。

協議会では、授業者が指導案検討で話題になったことを中

心に授業のポイントを話します。シートに立ち戻りながら協

議を進めるので、授業の改善ポイントが明らかになったり、そ

れらを共有しやすくなったりという効果があります。

このシートを使うようになって、「身につけたい力が明確に

なった」、「単元作りがしやすくなった」という声も聞こえます。

H小学校では、よりよい授業を作るために、まず学習のねらいをはっきりさせ、子どもに分かりやすく提示す

ることが大切であると考えました。どんな投げかけだと子どもが自分の考えをもち、発言したくなるのかを

明らかにするためには、授業者の指導案で先行授業や模擬授業を行うことが有効だと考えたのです。

実際に授業をしてみると、課題が明確になります。経験年
数の短い先生の意見に、はっとさせられることもたくさ
んあります。この方法だと学年の息もぴったりあって、み
んなでつくる授業という意識ができてきて、学年の足並
みも自然と揃います。

また、H小学校の研究協議では、いっしょに授業をつくった学年の仲間が、指導案検討や事前の授業で話題になった授業

づくりの視点について、授業者の思いを引き出しながら話し合いを進めます。授業者や学年の努力を認め合い、明日の授業

改善のために具体的な行動目標をもつようにしています。

先行授業
によって学年チーム全員が自

分事として、授業に取り組み、いろい
ろアイデアを出し合います。課題があれ
ば改善を加えて、授業がよりよいも

のになっていきます。

笑顔いっぱい!
～人とふれあい、たくさんの輪を広げよう～

授業者の意図共有 先行授業① 先行授業② 模擬授業 研究授業

部会で指導案検討

学年内授業研究で改善 参加者で改善

■小学校で大切にしている授業改善の視点 

【研究会の様子から】

推進委員のYさん

初任２年目のAさん

推進委員長のTさん

研究研修指導課では、授業研究にかかわる様々な工夫・改善案を収集しています。それぞれの学校ならではの
方法を是非紹介してください。また、授業研究支援も行っています。学校のニーズに合わせて、ご相談に乗ります。
サポートデスク671-3729までお問い合せください。

人とのかかわり 学習活動 地域とのかかわり

●指導案検討を２回行い、授業者の意図を共有し、各学級の
授業を見合う。

●子どもの学習状況を振り返りながら、本時のねらいをさら
に改善する。
●教材研究、発問・板書計画、ワークシートについて考える。
●子どもが学び合う場面をつくるために、ペアやトライアン
グル、グループでの言葉のやりとりを大切にする。
●４５分の授業の山場をつくる。４５分のデザインを明らかに
する。

私は２年目の教員で
すが、学年内で教材研究
を重ねるので、学習のねら
いやおさえるべき内容がよく分
かるのです。何より授業の具体的な
イメージがつかめて本当に勉強に
なります。



編
集
 : 
横
浜
市
教
育
セ
ン
タ
ー
研
究
研
修
指
導
課

発
行
 : 
横
浜
市
教
育
セ
ン
タ
ー

住
所
 : 
〒
2
3
1
-0
0
3
1
　
横
浜
市
中
区
万
代
町
1
-1

横
浜
市
広
報
印
刷
物
登
録
 : 
第
1
9
3
0
4
9

種
類・
分
類
 : 
B
-M
E2
5
0

印
刷
所
 : 
株
式
会
社
エ
イ
コ
ー
プ
リ
ン
ト

平成19年度  授業力向上の鍵 3  ～校内授業研究の活性化に向けて～

横浜市教育センター


