高知大学大学院教職実践高度化専攻（教職大学院）NEWSLETTER（No.６）

第６回 土佐の皿鉢ゼミ開催
（同期型オンライン Teams による開催）
教職実践高度化専攻（教職大学院）院生の実践研究発表「第 6 回土佐の皿鉢ゼミ」が、新型コロナウイルス感染症拡大防止
の観点から 2021 年 2 月 11 日（木）
、メイン会場と 5 会場を繋ぎ同期型オンラインにて開催されました。加えて Web「特設
ページ」による研究発表資料公開及びメールでの質疑応答により開催されました。まず柳林信彦専攻長の挨拶の後、高知県内
外のそれぞれの場所から多くの方々が参加し質疑応答がなされ、各院生にとってさらに学びを深化させる時間となりました。

【学校運営コース】
M2 黒瀬小百合さん 高知県中学校教育における組織マネジメントのあり方
教諭が学校経営方針そのものに参画することができるシステムの構築を目的
として研究しました。当事者意識の向上、同僚性の涵養、マネジメントスキル
の獲得によって、学校の活性化につながること、また、学年会において OJT に
よる効果的な人材育成がなされていることが示唆されました。今後も組織力向
上をめざし研究していきます。
M2 山嵜弥生さん 市町村教育委員会における学校への効果的な支援の在り方
市町村教育委員会が管内の学校に対して効果的な支援を実施できるために、①指
導主事の業務の把握②人的支援の検証について報告しました。指導主事は、３役職
に分類し質問紙調査を分析したところ、高知県が独自配置している「研修指導員」
においてやりがいの高さが見られました。また、人的支援として公務支援員は教員
の負担感を減少させる可能性があることが示唆されました。
M1 石川真美さん 授業実践力を組織的に高める学校運営の在り方
組織力向上を求め、教科や学年を超え日常的な OJT になるための方策を探
ることを研究の目的としています。ミドルアップダウンができる組織になる
ようミドル会を提案・実施し、課題等を共有しながらミドルの役割を認識し
ています。若年教員にとっても課題や目標が小さな組織で自分のものになる
よう、今後、会の議題や形態等の工夫、検証が必要だと考えています。
M1 中澤悠子さん 協働的に学び続ける学校を実現するための方策を探る
「専門職の学習共同体（Professional Learning Community）
」というコンセプト
を活用して「協働的に学び続ける学校」像を形成し、５つの構成要素を視点に学校
の課題を分析しました。その上で課題解決のためには、学校の目標の共有、教職員
が学びに向かうゆとりの確保、全教職員が教育実践を通して必然的に関わる場の創
造が必要ではないかと考え、来年度の実践化に向けた方策の検討を進めています。

【教育実践コース】
M2 上岡栄二さん 数学的な見方・考え方を働かせた数学的活動の充実～What-If-Not ストラテジーと Z.P.D 理論の活用～
数学的活動を充実させるために、問題を発展させることで数学的な見方・考え
方を働かせるような授業デザインを考案することが本研究の目的です。そこで、
What-If-Not ストラテジーを活用し問題づくりをさせ、それに Z.P.D.理論を統合
してすべての生徒に数学的な見方・考え方を働かせるような授業デザインを研究
しました。
M2 楠目安由さん 理科の資質・能力を育む「主体的・対話的で深い学び」
～メタ認知能力の発揮を促す手立て開発とその有効性の検証～
高知県中学校理科の課題の解決に向け、メタ認知に着目し、生徒のメタ認知を促
す理科学習指導法の開発をめざし、研究をすすめてきました。その成果として、①
自己の思考の内省を促す工夫②モニタリングとコントロールの発揮を促す工夫③メ
タ認知的知識を働かせる工夫の３つの手立てを開発しました。今後はこれらの手立
てを取り入れた授業実践を行いながら、さらなる工夫・改善を行いたいと思いま
す。
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M2 竹村理志さん 自己指導能力を育成する生徒指導のあり方～セルフコントロールに着目して～
中学生における自己指導能力の構成概念をセルフコントロールに焦点化し、昨
年度の実態把握結果を踏まえて作成した介入プログラムの有用性を検討しまし
た。介入前後の質問紙調査と自由記述の多重対応分析の結果、中位群には自分自
身の行動変容、下位群にはストレス低減と所属集団の成長の実感について効果が
あり、上位群にはメタ認知が促されることが示唆されました。
M2 横川理水さん 自己の生き方について考えを深める道徳の授業づくり
～小学校における討論型道徳授業の実践と有効性の検討
道徳意識調査の結果及び児童の反応から、討論型道徳授業は、児童にとって
「主体性」「対話性」「発見・内省」を促すことに有効性が見いだされました。
文科省が掲げる「考え、議論する道徳」の一つと成り得ることができたのではな
いかと思います。そして、この方法を討論型道徳授業モデルとして提案できたこ
とも成果となりました。課題はまだまだ多いですが、この研究をさらに進化させ
られるように、来年度も引き続き研究を続けていきたいと思います。
M1 畔元杏奈さん 中学校における「考え議論する」道徳授業の在り方～自己決定力の育成を目指して～
目的は、自身の考えを表明し問題解決を図る道徳授業の実践を通して生徒の自己決
定力を養うことのできる道徳授業の在り方を見つけることです。「考え議論する」中
で一人一人が行動と理由を自己決定することまで踏み込んだ授業を模索しています。
自分事や広い視点で考え、全体の場で自分の意見を表明できる生徒が増えました。今
後も授業の発問や組み立てを工夫して授業改善に取り組んでいきたいです。
M1 岩原朋史さん 理科教育における ICT を活用した授業に関する研究
国際数学・理科教育動向調査(TIMSS 2019)の結果から示唆された課題である理
科に対する情意面の肯定的な割合の低さを解決するために、生徒の理科に対する
情意面、特に興味・関心や意欲に着目しました。本研究では、通常の授業で実施
できる ICT を活用した仮説検証型理科学習指導法を実施します。その上で、生徒
の理科に対する情意面の変容について検討します。
M1 加藤 翼さん ウェルビーイングを高める学級経営の在り方に関する研究
今年度は、
学級内におけるウェルビーイングを規定する要因を探るとともに児童
のウェルビーイングを高める学級経営の在り方を探ることを目的として研究して
きました。発表では、主に介入の方法・結果・考察の報告を行いました。今後は、
介入の方法をさらに精緻に検討し、引き続きウェルビーイングの向上を目標とし
て研究していこうと考えています。

ま

M1 笹岡久乃さん 言語活動を通し 4 技能育成を図る授業改善の工夫～書く力を養う英語科の教材及び学習指導開発～
本研究の目的は、授業改善案を作成するために実習校の生徒の課題を明確にす
ることです。高知県英語教育推進のためのガイドライン（令和 2 年）より特に
「書くこと」の２つに着目して、実践授業や質問用紙の結果を分析、考察するこ
とで、生徒の学習状況や課題が見えてきました。今後も学習指導開発や教材開発
を中心に行い研究を進めたいと考えています。
M1 嶋村明日華さん ICT を活用した「深い」学びを実現する授業開発～複式学級の性質をふまえて～
本研究では、ICT の活用によっていわゆる「深い」学びを実現する授業のあり方
を、授業実践を通して具体的に示すことを目的とし、特に小学校複式学級で ICT
を効果的に活用する授業を開発します。今回は｢マッピング｣機能を使用した同時
同教材指導をデザインし小学校高学年で実践しました。来年度は「コミュニケー
ション・ツール」を活用し遠隔授業実践に取り組んでいきたいと考えています。
M1 田邉元基さん 数学教育における深い学びを実現する授業の研究～統合化をめざした授業～
本研究では、数学教育における深い学びを、数学そのものを高度化する活
動、つまり一般化・統合化・形式化などの活動を生徒に主体的にさせることで
あると捉えています。今回は統合化に着目し、幾何学の分野での統合化をめざ
した学習段階を考案し、授業を構成し、実践しました。今後は数量分野でも統
合化をめざした授業を構成し、実践していきたいと考えています。
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M1 戸梶良輝さん 望ましい友達関係を目指した教育支援プログラムの開発～ピア・サポートの視点から～
不登校の未然防止・早期解決のため友達関係に着目し、望ましい友達関
係の構築を目指したプログラムをピア・サポートの視点から開発しまし
た。プログラムを実施した結果、効果はみられませんでしたが、友達同士
の協力を促す一助になったことが示唆されました。今後は、よりピア・サ
ポートの視点を強化し、プログラムの改良に尽力します。
M1 德橋佑哉さん 高等学校における生徒の認知特性と理科実験における考察が学力向上に及ぼす効果の検討
本研究では、理科の観察・実験におけるポジティブ感情と価値の認知を分析
し、学力に及ぼす効果を検討しています。一般的には、思考活性志向になれば
なるほど，ポジティブ感情の低下を招く傾向がありますが、本実践では，深い
興味の中でポジティブ感情が高く維持されていることが成績の上位層において
確認されました。
M1 戸田哲寛さん 児童生徒理解に基づく開発的生徒指導の進め方～セルフ・エフィカシーに着目して～
生徒指導の介入プログラムをセルフ・エフィカシーに着目して研究して
います。実態把握をもとにプログラムを開発し実施した結果、学級全体へ
の効果は見られませんでしたが、セルフ・エフィカシーが低い児童の一部
に、効果が見られました。今後は、多面的な分析の下、更なる個に応じた
実践の見直しを反映させた介入プログラム開発を行います。
M1 中村彩乃さん 数学的活動を軸とした数学授業について～ファン・ヒーレの学習水準理論に基づいた幾何教育～
数学的活動が、数学教育理論に基づいて実践されていないことに課題がある
と考えています。今回、幾何教育に絞り、幾何学習の系統性を示しているファ
ン・ヒーレの学習水準理論に基づいて、性質を関係で捉える活動を取り入れた
授業をデザインし、実践しました。今後は、幾何以外の領域においても、数学
教育理論に基づいた教材を開発し、授業デザインを行い実践していきます。
M1 若松柚似さん 理科の見方・考え方を働かせた科学的に探究する学習指導の在り方
～概念形成状況の把握を基盤とした仮説検証型授業の開発～
科学的な探究の過程を通して科学概念を形成する理科授業を実現するため
に、概念形成状況の把握を基盤とした仮説検証型授業について研究していま
す。概念形成状況について教師自身が意識することは素朴概念に基づいた生徒
の仮説の設定に貢献できました。今後は科学的な探究における様々な形態を整
理し、さらなる探究の在り方を模索したいと考えています。

【特別支援教育コース】
M2 池川真妃さん 通常の学級における合理的配慮の在り方について～通常の学級における集団指導と個別指導の調整およ
び複数指導者でのチーム支援の在り方の検討～
通常学級においてクラスワイドな支援を用いた合理的配慮の在り方について
検討しました。支援が必要な児童が在籍する学級ほどクラスワイドな支援は有
効であり、取組を継続していくためには担任にも達成感が必要であると考えら
れます。個別支援において「人的環境の UD 化」の活用は重要でした。今後は、
学級単位からスクールワイドな支援への拡充に向けて検討していきたいです。
M2 小西留美さん 高等学校における主体的な学びを促進する授業の工夫
～英語科の授業のユニバーサルデザインによる生徒の「参加」を目指して～
多様な学びのスタイルを持つ生徒が授業に参加できる授業のユニバーサルデ
ザインについて研究しました。生徒の行動観察から学習支援ニーズを検討
し、支援の必要な生徒の目標と手立てを考えました。授業 UD ポイントの意義
が確認できたと同時に、多感覚で学習することの有効性が示唆されました。
M2 近藤修史さん 子どもの発達特性に応じた「わかる」
「できる」を成立させる教科指導法のあり方を探る
～算数 LD に焦点をあてて～
「実態把握」
「抽出個別／小集団指導」
「段階的支援」を視点とした指導法の検討
を目的とし、第 1 学年児童を対象に「数処理・数概念・計算」領域において実践研
究を行いました。困難さの軽減に向けて、多角的なアセスメントの重要性や認知特
性に応じた教材・教具の工夫の効果が示されました。個に注目した指導は一斉指導
の改善にも寄与し、機能的な関連を図る段階的支援の有用性が明らかになりました。
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M2 友永しのぶさん 組織的に取り組む特別支援教育の在り方～発達障害のある生徒も過ごしやすい学級の仲間づくり～
通常学校で年々増加する特別な教育的配慮を必要とする生徒が、安心して過
ごせるようになるため、どの教師も取り組みやすい学級経営によるサポート方
法の開発を 2 年計画で行いました。発達段階に合わせて構成した仲間づくり活
動を仕組むことで生徒同士の攻撃的行動が減り、協力的行動が増加しました。
クラスワイドな受け入れの土壌づくりで、学級全体の関わりの大切さに教員が
気づくようになってきました。
M2 前田正博さん インクルーシブ教育システム構築のための体制づくり
～病弱及び身体虚弱の児童生徒の通級指導教室における指導方法について～
病弱特別支援学校が行う通級指導教室は、インクルーシブ教育システム構
築の中の連携支援が役割です。インクルーシブ教育の中の通級指導教室の役
割は,障害のある子どもが認知特性を生かした学び方を身に付けることと ICT
機器等を活用することで困難な活動を補うことは、本人の心理的安定や意欲
の向上につながることが示唆されました。
M1 島崎やよいさん 支援が必要な児童への効果的な支援方法
～通常学級における支援が必要な児童への効果的な支援方法の検討～
通常学級における支援が必要な児童への効果的な支援方法を、学級担任
のユニバーサルデザインの視点の獲得と安心できる学級づくり、通常学級
において学習面につまずきのある児童への原因に応じた授業内での効果的
な支援方法の 2 つの柱で研究を進めています。実態把握を多面的に行い、
児童に対する支援方法と指導者側の指導改善を立案実施しています。
M1 土居一平さん 特別支援学校におけるライフスキルトレーニングの実践と効果
～ライフスキルトレーニングの視点に基づく道徳等の授業内容の検討～
知的障害のある子どもに対する道徳として、子どもに必要な知識・技能を
獲得させるためには、授業で動画やロールプレイ等を取り入れることが特性
を考慮した指導法であると考えます。今後は、授業実践を重ねつつ、ライフ
スキルの視点に基づいて学校独自の指導内容と関連性をもたせた系統表を
作成していきます。
【各コース別・テーマ別協議内容】
【学校運営コース】高知県の学校のあるべき姿について協議が行われました。それぞれの研究内容から、ＰＤＣＡサイ
クルを校内の小さな組織と大きな組織において、同時に回すことの重要性が見出されました。また、それらをスムーズ
な学校運営につなげるためには、取組の成果を可視化し、教員が成果を実感できるようにすることが大切であるとフロ
アからもご意見をいただきました。そして、すぐには成果の出ない組織マネジメントの成果として、どのような見取り
を行うことが適切なのかを明確にすることが、それぞれの研究のシステム化につながるということを確認しました。
【教育実践コース】学級経営・生徒指導・特別の教科道徳のグループでは、自身の研究を一層深めるには今後どのよう
に取り組んでいくかについて参加者から多くの意見をいただきながら協議を行いました。数学・英語・ＩＣＴのグルー
プでは、それぞれの教科の課題と改善策について検討しました。理科のグループでは、これからの中学校・高等学校に
おける科学的探究の過程を踏まえた理科授業のあり方についての検討を行い、協議を行いました。
【特別支援教育コース】教員と組織の『特別支援教育』の専門性を向上させていくためには、どのような方法があるの
か」というテーマのもと、院生の研究内容及び研究方法と、参加の皆様方からの意見や感想を関連させながら協議を行
いました。特別支援教育は、学校生活や地域などあらゆる場に入り込んでおり、それぞれの環境（組織）
、状況に応じて
「多面的な実態把握」や「個と集団の双方の成長」
、
「つなぐ・つながる支援」等の視点をもって支援を具体化する重要
性を共有できました。
初の同期型オンライン（Teams）による開催で、リアルタイ
ムな意見交換ができました。またコロナ禍という厳しい状況
下での教育の在り方についても考えさせられる中、個々の院
生の研究は、高知県の様々な教育課題の解決に資するもので
あり、教育改革をリードしていくための取組になるであろう
という期待が多く寄せられました。次回の「第７回土佐の皿鉢
ゼミ」は、2021 年 8 月 18 日（水）開催予定です。
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