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概要： ITを活用したわかる授業作りを組織的に進めるために授業研を改善し、学校研究を
活性化させようとした。まず、従来の事後研修会の問題点を明らかし、「授業評価カード」と

取り入れたり、「ワークショップ型事後研修」を行ったりして校内研修を充実させようとした。

ワークショップ型事後研修会では、多くの意見が出され、会を重ねるごとに参加した職員の

満足度も増した。今回は、事後研改善のとりくみと職員の意識の変容について考察する。 
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１ 研究の目的 

今年度初めて研究推進担当になり、どのよ

うに学校単位で取り組む実践研究を推進し

ていくのか真剣に考えるようになった。学校

研究のテーマを設定したものの、一人ひとり

の教師がそれぞれの個性を生かした提案授

業を行い、学校として一つの研究にとりくん

でいるという意識がなかなか形成できにく

かった。また、年８回計画した授業研究会も

義務感や馴れ合いの雰囲気のなか討議が深

まらず、単発の授業研で終わってしまうこと

もあった。 
特に課題を感じていたのは公開授業の事

後研修会のあり方である。司会の「○○先生、

お疲れさまでした」「ありがとうございまし

た」という決まりきったあいさつで始まり、

参観者はできもしないのに授業者に「ああす

ればよかった」とコメントする。また、授業

内容と特に関係ない発言、事前研でも話され

ていた話題が繰り返されるという悪循環。そ

して、最後は講師の講義で終わるという一連

の流れが毎年繰り返されていることに疑問

を感じていた。 
そこで、次の２点を目標にして、校内研修

の活性化を図ろうとした。 
（１）IT を活用したわかる授業づくりを学
校研究の柱にし、全クラスで授業実践・評

価し、授業力を向上させるための研究推進

のあり方を探る。 
（２）教師個人の研究で終わることなく、課

題を共有し、学校として研究授業を積み重

ねるために、評価カードやワークショップ

型事後研修会などの手立てを考え、校内研

修に対する教師の意識を高める。 

２ 研究の方法 

(1)年間計画の作成 

 研究テーマと、各担任が公開する授業内容

のつながりを意識した年間計画を作成する。

また、組織的にとりくむために、研究推進委

員会や学団、個人の役割を明記する。 
 
(2)授業評価カード 

 公開授業の視点を明らかし、教師同士が授

業を客観的に評価するために、毎回授業評価

カードを用意する。事後研修会は授業評価カ

ードをもとに行い、協議の柱を絞る手立てと

して活用する。記入済みのカードは回覧し、

事後研で出せなかった意見を共有する。 
 
(3)ワークショップ型事後研修 

 事後研修会を充実させるために、ワークシ

ョップ形式をとりいれ、研修会参加者の気持

ちの充実を図る。また、単発の事後研になら

ないよう、毎回研修成果を引き継げるように

工夫する。そして、研修に対する教師の意識

の変容を追跡する。 
 
３ 研究の内容とその実際 

(1)年間計画の作成 

 年間計画作成においては、「全員での活

動」「研究推進チームでの活動」「学年団で

の活動」「その他での活動」にカテゴリわけ

を行い、それぞれの役割を明確にした。 
そして、研究テーマを 
ア 児童の多様な考えを生かす授業作り 
イ 複数教師による効果的な少人数指導 
ウ ITを活用したわかる授業づくり 
と設定し、「○○先生は IT 活用が得意だ」



「△△先生は、認め合い高めあう授業作りが

上手だ」と各教師の個性を考えながら、各学

年の提案授業のテーマも大まかに設定した。 
 
５月 ２年算数 イ 複数指導 
６月 ６年算数 イ 複数指導 
７月 ３年国語 ア 多様な考え 
10月 ３年理科 ウ IT活用 
10月 IT参観日 ウ IT活用 
11月 １年算数 ウ 多様な考え 
11月 4年算数 イ 多様な考え 
12月 障害児 ウ IT活用 
1月 5年算数 ウ IT活用 

2月 ６年理科 
研修まとめ ウ IT活用 

図１ 学校研究年間活動計画概要 

 
(2)これまでの事後研修会の問題点 

 本校では、これまで授業研究の事後研修会

は、次のように行われていた。 

１ 授業者からの反省 

２ 参観者が授業者に質問 

３ 感想・意見の交流 

４ 指導主事の指導助言 

事後研修の時間は１時間半が基本だが、参

加者に対して発言する時間が短いので、自分

の意見が十分言えず不満に思う教師もいた。

また、各自が自由に発言するので話し合いの

柱が絞りにくく、提案授業を踏まえた協議の

深まりもなかった。参加者だれもが満足でき

る事後研修会がなかなかできなかった。 

 

(3)「授業評価カード」を用いた事後研 

 そこで、研究授業時には、「授業評価カー

ド」を配布し、授業中に記入してもらうよう

にした。カードの項目は研究テーマと関連さ

せ、 

１ 多様な考えを出させる授業の工夫 

２ 複数教師による授業形態の工夫 

３ 教材教具の工夫 

４ 児童の姿 

の４つを設定した。授業評価カードを用意し

たことで、参観者が観点ごとにメモしながら

授業参観できるようになった。また、参観者

の授業を見る視点を明確にし、事後研修会で

は４つの項目を中心とした協議ができ、研究

の深まりを感じようになった。 

 しかし、この方法を何回か繰り返すうちに、

司会者が「評価カードの項目の１から話し合

ってください」と話し合いを進めるようにな

り、授業者が本当に教えてほしいことや、参

観者が疑問に思っていることが明らかにで

きず、消化不良な事後研修会になることもあ

った。 

また、同僚同士で「ABCD」と授業を評価す

るのはどうかと反発される一面もあった。 

 
図２ 授業評価カード 

 
(4)ワークショップ型で改善した事後研 

 研究授業のねらいをふまえ、充実した事後

研修を目指してワークショップ進行案を作

り、事後研修を行った。 
 まず、事後研修で出される意見を予想し、

協議する内容を決めた。これは、授業案作り

によく似た作業になった。そして、時間配布

分やグループ分けを詳細に設定し、参加者が

「事後研に参加してよかった」と充実した時

間がすごせるようなタイムデザインを作成

した。 
 ワークショップでは、授業者を参観者が

「切る」といった従来の流れを改善し、管理

職、講師も含め作業を通じて、その時間内に

成果物が作成できるようにした。そして、前

回協議したことが、堂々巡りにならないよう、

議論が積み重ねられるよう記録をきちんと

残せるようにした。 



 また、ワークショップ型は３回連続行い、

職員の意識の変容を追跡した。 

 
図３ ワークショップ進行案 

 
ア １回目のワークショップ(11/7) 

【ねらい】 
ワークショップを知る。１年生算数の授業を

もとに、西小学校の研修のねらいを確認し、

明日からどのように自分の授業を改善して

いけばいいのか、自己点検する。 
【進行案】 
１ ねらいの確認 
２ 授業者からの提案 
３ 授業のよかった点  
４ 授業の改善点 
５ 教師の自己点検 
６ ふりかえり 
 

 
図４ 作成した授業した改善案 

 

 ワークショップを初めて事後研修にとり

いれるので、形式に慣れるという目的もあっ

た。そして、事後研修では意見が出しっぱな

しになることが多いので、出された意見をま

とめ、それを教師自身が振り返ることができ

るようにした。 
【参加者の感想】 
・付箋を使う手法は意見がたくさん出るので

よい。 
・研究授業に対していろいろな見方や考え方

ができるようになった。 
・話し合いの柱は立てることができたが、そ

れに対して十分な話し合いをする時間がな

かった。 
・研修は学校の一番大切な部分である。職員

がお互いに意見を交換するよい場になった。

 
イ ２回目ワークショップ(11/22) 

【ねらい】 
１回目ワークショップの成果物「授業改善リ

スト」を生かし、４年生算数複数指導時に、

多様な考えを生かし、高めあうための方法に

ついて協議する 
【進行案】 
１ 趣旨説明 
２ 授業者からの提案 ２名 
３ よかった点  
４ 改善点 
５ 改善点の絞りこみ 
６ 改善点についての協議 
７ ふりかえり 
 

 
図５ ねらいを達成させるための方法 

 
 １回目で、「たくさんの意見が出たが、一

つの話題を深く議論することができなかっ



た」という意見が出されていた。そこで、出

された改善案の中から参加者が議論したい

であろう項目「ねらいを達成させるための

『焦点化』の方法」を柱にし、話し合いを深

めた。その結果、本校の研修テーマの一つ、

「多様な考えを出させ、高めあう授業作り」

について、一つの標準形を作り出すことがで

きた。 
 
ウ ３回目のワークショップ(1/30) 

【ねらい】 
５年生の同室複数指導を参観して、「学びの

基礎の確立とＩＴを活用したわかる授業づ

くり」について協議する。 
【進行案】 
１ 趣旨説明 
２ 授業者からの提案 ２名 
３ よかった点  
４ 多恵子先生のミニ報告？ 
５ 改善点 
６ 話し合いの柱立て ？ 
７ ふりかえり 
 

 
図６ 一人の児童に特化した授業記録 

【感想】 
授業のレベルが高かったので、授業内容に

関する討論は少なかった。どうしてレベルの

高い授業ができるようになったのかを話し

合いたかった。よい授業を行うためにどのよ

うな準備をすればよかったのだろう。 
 ３回目のワークショップは、提案授業の質

はとても高かったので、改善点を見つけにく

かった。また、テーマを絞った討論をするこ

とができなかった。これは、司会者の事前準

備が不足していたことが原因である。授業者

の悩みや参観者の疑問を的確に把握する必

要を感じた。 
しかし、ワークショップ中に一人の児童に

特化した行動記録のコーナーを挿入し、授業

者自身の動きの動きと子ども理解の関係を

明らかにすることができた。ワークショップ

の中にこのようなミニコーナーを設けるも

のよいと感じた。 
 
４ 研究成果と今後の課題 

（１）校内研修を活性化させるために「授業

評価カード」や「ワークショップ型」事後研

修が効果的だった。 

 授業評価カードを毎回提示して、参観者に

ワークショップ型事後研修会をすることに

より、ワークショップに参加した職員が同じ

課題を共有し、会を重ねるごとに深い協議が

できるようになった。また、参加者-授業者、
講師、管理職の垣根を取り払い、研修につい

て深く討議できるようになった。 
 
（２）ワークショップ型事後研修をくりかえ

すことで、学校研究に対する教師集団の意識

の高まりを感じることができた。 

 事後研修会で課題を共有したり、話し合い

の柱を明確にして協議したりすることで、教

師自身が普段の授業をふりかえり、よい授業

をするために学校としての方策を明確化す

ることができた。また、ワークショップ型事

後研修を繰り返すことで、課題を継続したり、

成果を共有したりするこができ、参加者が短

い時間で内容のある議論をすることができ

るようになった。 
 
（３）提案授業に応じた職員の課題意識をし

っかりと把握し、ワークショップの流れにう

まく取り入れていくことが課題である。 

 教師が悩んでいたこと、明らかにしたいこ

とを事前に把握し、それを話し合いの柱に設

定できるようなワークショップを企画して

いきたい。 
 
５ おわりに 

 校内研修が充実し、学校全体ですぐれた授

業が行われるようになると、一番よろこぶの

は子どもたちである。子どもたちに「IT を
活用したわかる授業」を提供するため、これ

からも校内研修を活性化させ、効果的な研修

推進のあり方を研究していきたい。 


