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第９回 土佐の皿鉢ゼミ開催
（同期型オンライン Zoom 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９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 2022 年 8 月 17 日（水）に、同期型オンライン Zoom により開催さ
れ 130 名の方々が参加されました。まず中野俊幸専攻長より挨拶があり、次に高知県教育委員会教育
長 長岡幹泰氏による「高知大学大学院教職実践高度化専攻で学ぶ皆さんに期待すること」と題してご
講話をいただき、高知県の教育課題の解決における本専攻で学ぶ院生の研究に対する期待が寄せられ
ました。ここでは、皿鉢ゼミで発表した院生から、それぞれの研究課題におけるこれまでの成果と今
後の課題を語ってもらいました

【学校運営コース】
M2

能勢朋典さん 業務改善と併せた組織における目標共有方策の形成－自律する学校組織の構築－

今期の研究では、昨年度実装した２つの目標共有方策の効果検証を行いまし
た。統計分析結果から、目標の認知、他者に説明できるレベルでの目標の理解、
会議などにおける目標への言及について一定の効果が示唆されました。また、目
標共有をより進めるため、教育課程、校務、生徒支援での方策を実装しました。
M2 横山美佑紀さん 教師の力量を高めるための小学校組織の在り方－効果的なメンター制の在り方を中心として－
メンター制に焦点を当て、教員同士が協力し合い、学び合う体制を探ることを目
的としています。今回は、若年教員をメンターとするメンタリングの効果について
検証しました。今後、OJT を活用した効果的なメンター制について検討することで教
師の力量を高めるための小学校組織の在り方について探求していきます。

【学校マネジメントコース】
M1 近藤史恵さん 地域連携を活かした学校運営－地域に開かれた信頼される学校づくりの実現（学校運営協議会）－
学校が直面する多様化した課題解決のためには、
地域連携を核とする学校組織マ
ネジメントが求められています。本研究では学校の課題解決や特色ある取組のた
め、地域・保護者・学校からなる「学校運営協議会」の活性化に着目し、実態把握
や先進事例の類型化等を通して、よりよい地域連携の在り方を探究していきます。
M1 濵田幸伸さん 「令和の日本型学校教育」を実現するための「チームとしての学校」の在り方について－働
き方改革を視野に入れた業務改善とミドル・リーダーの役割－

新たな教育の創造と働き方改革の両立にはどのような業務改善が効果的であ
るかを、Ａ中学校における業務改善の取り組みと教員の意識の変化から明らか
にするために質問紙調査等を行い、計画や評価に課題が見られたことから、目
標の共有に着目した業務改善が必要なことが分かりました。
M1 松木 啓さん 自己指導能力を育むための校内支援体制の構築－セルフ・コンパッションに着目して－
生徒指導（自己指導能力の育成）の充実のため、自分自身に思いやりの気
持ちをもってポジティブに接するセルフ・コンパッションに着目して研究を
始めました。調査から、教職員だけでなく児童への肯定的な働きかけを中心
とした介入プログラム開発の必要性があげられました。
M1 山﨑一平さん 組織的な学校運営への参画－ボトムアップの意識改革－
ハイブリッド・リーダーシップ理論を軸とし、個人や役職ではなく整備された活
動システムにより、教職員が当事者性・内発性をもって組織運営に参画し、仕組み
の中でリーダーシップを発揮できるような行動変容を促すことで、組織的に課題に
対応し得るチーム学校を構築するための方途を解明していきます。
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【教育実践コース】
M2 北沢佳祐さん メタ認知能力を高めるための教師の発問及び教材研究
実習校で行われているメタ認知能力向上のための働きかけについて検討しま
した。生徒指導の３機能を生かした様々な場面での子どもの価値づけや、子ど
も同士で行う規範意識を高める活動も能力向上につながると考察しました。
M2 鈴江暢朗さん 数学的な見方・考え方を育成する本質的学習場の構成について
E.ch.Wittmann の提唱する本質的学習場を構成する教材開発を、教材
開発の７つのストラテジーに基づいて開発・研究・実践しました。今後
は教科書の問題をストラテジーによって開発し、開発方法の具体を示す
とともに、日常の教材研究や授業実践に活用しやすい提案を行います。
M2 中越和奈さん 既習の文法を使い、自分の考えを英語で書く言語活動の研究
高知県の基礎力診断テスト実施校を対象に、ライティングにおける生徒
の課題を調査しました。生徒の習熟度別の課題や基本的な文構造の理解が
不足していることが分かりました。今後は習熟度に応じた、また文構造の
定着に向けたポートフォリオを作成していきます。
M2 畠中憲太さん 不登校を未然に防止する学級づくり
不登校問題の解決に向けて、学級経営に役立つ教師の働きかけについて研
究しています。昨年度と同様に「肯定的評価」に着目し、教師の発話内容か
らみる感情値と学級雰囲気について分析しました。今後も生徒に好影響を与
える教師の働きかけについてより詳細に分析していきます。
M2 松山起也さん 主体的・対話的で深い学びにつながる学級づくり－心理的安全
性を高める授業における教師の働きかけとは－

授業の中で心理的安全性を高める働きかけを他の先生にも実践してもらい、
その効果を検証しました。また、それらの働きかけの生起頻度をカウントでき
る授業観察シートも作成しました。今後はこのシートを活用しながら、心理的
安全性を高める授業の汎用性を高めていきたいと思います。
M2 水口 蕗さん 複式学級における ICT を活用した授業の研究

学習指導

（

の

の

）

ICT を効果的に活用して、複式学級や小規模学級のデメリットを解消し、
よさを活かした探究的な学びを実現する授業を開発することを目的とし、今
回は低学年国語科・算数科における ICT を活用した授業を考案しました。今
後も実践研究を通して、より完成度の高い実践を提供したいと思います。
M2 宮﨑奈苗さん 考え議論する道徳を目指した協働的な授業研究
授業研究方法の一つである道徳科チームミーティングに取り組み、役割取得
能力の発達を促す道徳授業を実践しました。道徳科における授業力向上のため
には、授業者の悩みや課題が顕在化・共有されるような環境設定が有効であ
り、それによって授業改善の意欲が高められることが示唆されました。

【授業実践コース】
M1 池川潤也さん 高校理科における主体的・対話的で深い学びを実現する AL 授業モデルの開発
本研究の目的は、高校理科における主体的・対話的で深い学びが実現される
AL 授業モデルを考案し、評価方法を開発することです。 生徒の記述を分析す
る授業前後理解比較法(CoREF，2016) と、生徒の発話を分析する多面的対話分
析法 (CoREF，2016)を軸に授業モデルを開発していきます。

M1 佐藤 晃さん メタ認知を育てる理科学習指導法の研究
本研究では、教師へのインタビュー調査や先行研究、授業実践の内容を踏ま
えて、メタ認知を育てる理科学習指導法を研究していきます。経験のほとんど
ない教員でも実践できる、メタ認知を育成するための指導法やワークシートを
検討していきたいです。
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M1 杉本 瞳さん 国語科における学びの自覚を促す「対話」的活動の研究
授業実践を通して、対話を成立させるために「聞く力」を育成すること、また、
深い学びへと導くために言葉への自覚が生まれ、課題解決の必然性のある題材設
定が重要だと考えました。今後、国語科の学びを深めるために有効な発問および
対話的活動の位置づけを検討していきます。また、継続的に、聞く力を育てる実
践も考えていきます。
M1 中谷憲二さん 道徳的実践力を育む道徳授業の在り方の研究－共感力の育成に焦点を当てて－
アイゼンバーグの向社会性理論をもとにして、道徳科の授業の中に視点取得の
場面を設定し共感力の育成を促す道徳授業を実践しました。役割演技を通して共
感力を育成しながら道徳的判断力を高めることにより向社会的行動をとろうとす
る意識が喚起されることが示唆されました。
M1 柳花一輝さん 生徒のエンゲージメントを高める国語科授業の在り方について
国語科授業における「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けて、エンゲー
ジメントという概念に着目し、研究を進めています。1 年次前期では媒介分析を
行い、授業中、感情的エンゲージメントが、行動的エンゲージメントを経由し
て、認知的な要因に影響を示すことを明らかにすることができました。
M1 吉本果矢さん 算数科授業における効果的な ICT の活用実践研究
本研究の目的は、ICT の効果的活用について論理的に考察し、「数学的な見方・
考え方」を働かせ児童自ら課題を見出し問題解決していくために ICT を効果的に
活用した算数授業デザインの開発・実践を行うことです。併せて、算数科授業に
おける ICT 活用の教育的効果を客観的に評価するための評価項目を作成し検証し
ていきます。

【特別支援教育コース】
M2 大島励仁さん 高等学校における SST の実践的研究
高校生が授業内の困り場面で上手に対処できるように、機能的行動分析
と認知行動療法を組み合わせた社会的スキル訓練を行いました。生徒の心
理的変化を自覚的に捉えさせ、自己選択によって自発的な行動を促す指導
を行いました。今後も通常学級と連携して効果の検証を行います。
M2 楠瀬陽子さん LD-SKAIP によるアセスメントに基づいた読み書きが苦手な

への支援

インフォーマルアセスメントとスクリーニング検査である MIM-PM の結果か
ら、読み書きにつまずきのある児童を発見し LD-SKAIP を実施して、その結果
に基づいた個に応じた読み書き指導を行います。効果があった漢字やカタカ
ナ指導を教室での学習に活かす方法を検討したいと考えています。
M2 古味 梢さん 特別な支援が必要な生徒に対するチーム支援
複数の質問紙調査を活用して、不安など外在化しにくい情緒面での生徒
のニーズも把握したことによって、生徒への支援の必要性が教職員に再確
認されました。年度当初から目的や見通しを明示することは、結果として
教職員の負担感ややらされ感の軽減につながることがわかりました。
M2 廣瀬 空さん 小学校における個の学びを保障する学習指導の検討
小学校における学びを保障する算数科授業について検討することを目的に
第 3 学年児童を対象として実践研究を行いました。多様な視点での実態把握
で背景要因を検討することの重要性が分かりました。今後は授業 UD を意識し
つつ、個に応じた学び方を保障する工夫を検討していきます。
M1 柏木 妙さん 社会参加を見据えた自己理解と進路指導
多様な教育的ニーズがある生徒の自立と社会参加に向け、インターンシッ
プ経験、同年代の他者との関わり、支援者による自己理解の促しと支援の３
つの過程を学校生活に設定し、SST やソフトスキルチェック等を通して自己
理解を促すプログラムの立案・実践と個に応じた支援を行います。
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M1 髙野 彩さん 困り感のある

の支援体制づくり

自閉症・情緒障害特別支援学級（以下情緒学級）の児童が通常の学級で共に学
習するために①通常の学級での受け入れ体制②情緒学級、通常の学級の両担任
の情報共有が大切だと考えました。今後は特に通常の学級児童と情緒学級の支
援を関連付けた情報共有の在り方についての検討を行いたいと考えています。
M1 西脇 高峰さん 小学校低学年の国語教育における支援の検討
MIM-PM を用いた読む力のスクリーニングテストと児童の授業における離席
等の問題行動生起数を調べ、その相関から児童の実態把握を行いました。その
結果、授業参観による行動観察だけではわからなかった児童の学習に対する困
り感が明らかになりました。
M1 渡邉莉都さん 生きる力につながる知的障害教育における教科指導の在り方について
知的障害特別支援学校での資質・能力を育む教科指導の充実に向けた実践研
究を行っています。教員の知的障害の教科指導に関する理解を深め、学校全
体で系統的・継続的な指導を行っていくために単元計画シートや指導内容配
列表を活用した指導体制を検証していきます。
【各コース別・テーマ別協議内容】
【学校運営/マネジメントコース】なぜ、
「チーム学校」が大切だといわれるか。また、その問題点について考えている
ことを、院生の意見を中心にフロアの方々と意見交流を行いました。
「チーム学校」については、学校の課題が多様化、
複雑化している中で学校のマネジメント機能を強化し、子どもの実態、地域の実情をふまえた学校のビジョンを共有し、
取組の方向性をそろえることが大切であると確認されました。
「働き方改革」の点からは、学校内外での業務分担するこ
とが必要であり、それが教員の業務改善の適正化につながる意味でチーム学校が必要であるといった意見が出されまし
た。フロアからは、
「チーム学校」に地域を含めて考えた場合、学校内部ですら目標共有が難しいにもかかわらず、教育
活動に地域の方々が参加することで、学校はどこまでの理念や目標の共有と理解を求めるのかという質問が出されまし
た。これについて、課題を焦点化した連携協働が必要であるという意見が述べられる一方で、教員の中核的業務の範疇
を明確にしなければ、地域との連携という意味での「チーム学校」を推進していくことは、教員の多忙化に拍車がかか
る。この点をいかに整理していくかを検討しなければならないという問題提起がなされました。
【教育/授業実践コース】
（教育/授業実践コース①）各教科での対話的な授業の実現を目指して、
「どうすれば互いに子
どもが考えを伝え合う授業ができるか」というテーマで協議をしました。院生の提案を基に参加者から意見や質問を頂
き、
「伝え合う活動が成功体験になるよう、子どもの実態を踏まえて機会を設ける」
「日々褒めることで教師自身も肯定
的評価の視点が広がる」
「子どもに考えてほしいという情熱があるからこそ、具体的な手立てを考えることができる」
「
『聴く』ということがいかに対話を生むのに大切か。まずは、指導者が子どもの伝えたいことを本気になって聴く」等
の意見が出され、校種を超えた有意義な意見交流ができました。
（教育/授業実践コース②）
「深い学びを実現するために」
というテーマについて、授業者と学習者の視点から参加者の方々で協議しました。深い学びを実現するためには授業者
が教材をしっかり理解し、教材の本質を知ることが最も大切であるという意見が出されました。教材研究では、授業者
自身が実際に試行し、体験を繰り返すことにより、児童・生徒の価値ある発言やつぶやきに気づき、その声を価値ある
ものとして授業に生かすことができるのではないかということや、児童・生徒の学びが深まったきっかけとなる授業者
の発問等を記録し蓄積していくことで、どのようなときに深い学びが成立するのか分析でき、深い学びを汎化できるの
ではないかなど、様々な視点からご意見やご助言等を頂くことができました。
【特別支援教育コース】
『自閉症・情緒障害特別支援学級における「自立活動」の現状と課題』について協議しました。
自閉症・情緒障害特別支援学級が設置された小中学校が増え、高等学校では平成 30 年度より通級による指導が開始され
ています。現場の課題は自立活動の基礎的な理解が不十分であることです。自立活動は子どもの実態に基づいて指導内
容が決まるものであるので、個々の困り感を丁寧に見取り、得意なことを見つけてそれを生かした学習を展開すること
がポイントだと整理されました。また、支援に関わる教員の自立活動の理解を深めること、チーム体制で実践をすすめる
ことが重要だと確認されました。その他に個人内評価という視点をもって以前から成長した姿を確認する大切さも指摘
されました。
新型コロナ感染症第 7 波の厳しい状況下ではありました
が、個々の院生には、それぞれの研究を通し、高知県の子
ども達が健やかな将来を迎えるための中核教員となるこ
と、また教育課題解決に向け、人間的にも優しく深い成長
につながるであろうという期待が多く寄せられました。
次回の「第 10 回土佐の皿鉢ゼミ」は、2023 年 2 月 11 日
（祝）開催予定です。
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