
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

学力向上 
 

◆◇第２回「特別の教科 道徳」実施に向けた授業づくり研修のお知らせ◇◆ 
 学習指導要領の一部改正により，学校全体で行う道徳教育も道徳科の授業も，道徳性を育むために行うこと

が明確に示されました。授業づくりは，児童生徒の実態を踏まえ，「何について考えさせることが，道徳性の

育成につながるか」という視点が大切になります。考えさせることを明確にし，児童生徒が自分との関わりで

道徳的価値について考え，その思いを十分に話すことが「考え，議論する道徳」につながります。 

「やまなし道徳教育研究推進事業 研究推

進校」である笛吹市立一宮西小学校におい

て，第２回「授業づくり研修」が，次の内容

で開催されます。本実施に向け，推進校の実

践から多くのことを学びましょう。 

○日時：平成２９年１１月１０日（金） 

○受付：１３：１５～１３：３５ 

○場所：笛吹市立一宮西小学校 体育館 

１-２・４-１・５-１教室 

○研究主題： 

『21世紀を生きる子どもたちの 

豊かな心の育成』 

～「自己との対話を深める」 

道徳の授業の工夫を通して～ 

 

 

校長のリーダーシップ・マネジメント 

徹 底 し た 一 貫 性 の あ る 取 組  

学校課題の分析対策 

○全国学力・学習状況調査，県学力把握調査，NRT等の調査の経年分析と分析結果の共有 

○組織的対応の徹底 

不断の授業改善 

○一校一実践，一人一実践  ○授業の構造化    ○共通認識に基づいた実践  ○授業改善の工夫 

学級・学習集団づくり 

○QU調査結果を生かした学級指導（分析と対応の確実な実施：職員間の共通理解） 

○学級力向上プロジェクトの実施（分析と対応の確実な実施：職員間の共通理解） 

○授業形態の工夫 

学習規律の確立 

○すべての職員の同じ尺度（共通理解）による指導    ○あいさつの徹底（立ち止まって，目を見て・・。） 

○授業評価シートによる生徒の自己評価（毎時間） 

学習意欲の向上 

○補習学習の実施  ○学びの集会（生徒会主催）の開催    ○学習環境の整備 

○全校集会で担当（研究主任等）からの学習方法についての説明 

○家庭学習ノート活用の充実と自己肯定感の醸成   

家庭学習の習慣化 

 
○授業との関連付け  ○家庭学習ノートの活用  ○学習ノートの展示  ○家庭学習の手引の活用 

共通理解の深化と協働体制 

 

○協働意識の醸成  ○学年体制による取組 

組織的・計画的な取組 

 
○校内研究・職員会議等での共通確認の徹底  ○RPDCAサイクルによる取組 

○補習学習の年間計画への位置づけ  ○朝学習の位置づけ 

家庭・保護者・地域との連携 

 
○家庭学習ノートを通して連携  ○学習スタイル・スケジュールの説明 

小小・小中の連携 

 
○柔軟な授業公開，意見交換会の開催  ○ブロックでの研究会の実施 

○出前授業の実施  ○小中学校共通理解に基づいた家庭学習ノートの活用（家庭学習体系的推進） 

 

「やまなしスタンダード」 
○授業づくりの７つの視点  

 

 

① 授業の始めに児童生徒に

授業のめあて（目標）を示

している。 

  

② 話し合い，討論，発表など

の言語活動を効果的に取り

入れている。 

  

③ 児童生徒は，他の人の話や

発表に耳を傾けている。  

 

④ 児童生徒は，ノートをとっ

ている。  

 

⑤ 活用・探究など，学んだこ

とを別の場面で使うように

している。  

 

⑥ 授業や単元の終わりに，児

童生徒がめあて（目標）を

達成しているかを評価して

いる。  

 

⑦ 家庭学習（宿題や課題）と

授業が，有機的に結びつい

ている。 

 

は ぐ く み  
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◆◇少子化・人口減少に対応した活力ある学校教育推進事業のお知らせ◇◆ 
               平成 27年度～29年度文部科学省委託事業 

甲州市立大藤小学校，神金小学校，玉宮小学校において，次の内容でテレビ会議システム（同期型ＣＳＣＬ）

を使った 3校の合同授業を行います。 

 〇日時：平成２９年１１月１１日（土）１３：２５～ 

 〇授業：６学年道徳「ぼくらの村の未来」【Ｃ－（１７）郷土愛，Ｄ－（２０）自然愛護】 

 

◆◇山梨市小学校英語科教育推進委員会公開授業研究会のお知らせ◇◆ 
教育課程特例校に指定されております山梨市の小学校では，次の内容で公開授業研究会を開催します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇◆指導主事学校訪問要請◆◇

 

学校名 形態 教科等 学年 研究内容等
11 1 甲州市立塩山北小学校 研究授業 算数 ４年 面積のはかり方と表し方「広さを調べよう」
11 2 甲州市立塩山南小学校 研究授業 社会 ４年 昔から今へと続くまちづくり
11 6 笛吹市立石和西小学校 研究授業 算数 ２年 九九をつくろう
11 8 山梨市立後屋敷小学校 研究授業 社会 ６年 社会科の単元「日本の歴史　10．戦争と人々のくらし　子どもたちと戦争」
11 8 甲州市立松里小学校 研究授業 算数 ４年 面積のはかり方と表し方　　
11 8 甲州市立松里中学校 研究授業 音楽 ２年 創作～テーマをもとに旋律をつくろう～
11 8 甲州市立井尻小学校 研究授業 国語 １年 じどう車くらべ
11 8 山梨市立笛川小学校 研究授業 特別活動 ４年 学校のルールを考えよう
11 8 山梨市立山梨南中学校 研究授業 国語 １年 蓬莱の玉の枝　　「竹取物語」から
11 8 甲州市立塩山北小学校 研究授業 算数 ５年 単位量あたりの大きさ「比べ方を考えよう」
11 8 山梨市立加納岩小学校 研究授業 算数 １年 繰り下がりの引き算
11 8 山梨市立笛川中学校 研究授業 道徳 ２年 道徳　※NIE(新聞を使った授業）
11 10 笛吹市立一宮西小学校 研究授業 道徳 １年 主題名「よいと思うことは進んで」（A－（１）善悪の判断）
11 10 笛吹市立一宮西小学校 研究授業 道徳 ４年 主題名「一人の命の大切さ」（D－（18）生命の尊さ）
11 10 笛吹市立一宮西小学校 研究授業 道徳 ６年 主題名「笑顔のかけはし」（D－（22）よりよく生きる喜び）
11 13 笛吹市立御坂西小学校 研究授業 道徳 ２年 道徳「新しい自転車」〔１－１〕
11 13 笛吹市立石和南小学校 研究授業 算数 ５年 単位量あたりの大きさ　比べ方を考えよう（１）　「こみぐあいの比べ方」
11 13 甲州市立勝沼中学校 研究授業 道徳 ２年 主題「集団生活の向上・思いやり」，資料「赤い食堂と青い食堂」
11 13 甲州市立勝沼小学校 研究授業 算数 ４年 面積「広さを調べよう」
11 13 山梨市立岩手小学校 研究授業 国語 ４年 プラタナスの木
11 15 笛吹市立一宮南小学校 研究授業 国語 ４年 「アップとルーズで伝える」
11 15 甲州市立祝小学校 研究授業 算数 ２年 形をしらべよう
11 15 山梨市立日川小学校 研究授業 算数 ２年 新しい計算を考えよう　かけ算(1)
11 15 甲州市立東雲小学校 研究授業 算数 ５年 面積の求め方を考えよう
11 17 笛吹市立一宮中学校 研究授業 国語 １年 今に生きる言葉
11 17 笛吹市立石和東小学校 研究授業 体育 １年 マット遊び
11 17 笛吹市立石和北小学校 研究授業 算数 １年 ひきざん
11 17 甲州市立塩山南小学校 研究授業 理科 ６年 水溶液の性質とはたらき
11 22 笛吹市立富士見小学校 研究授業 国語 ２年 しかけカードの作り方
11 22 笛吹市立石和西小学校 研究授業 図工 ６年 鑑賞
11 22 笛吹市立境川小学校 研究授業 算数 ３年 はしたの大きさの表し方を考えよう　～分数を使って～
11 24 笛吹市立一宮中学校 研究授業 道徳 ２年 人間の強さと気高さ
11 24 笛吹市立一宮南小学校 研究授業 算数 ５年 「単位量あたりの大きさ」
11 27 笛吹市立八代小学校 研究授業 算数 ４年 広さを調べよう
11 27 笛吹市立春日居小学校 研究授業 外国語活動 ４年 Hi,friends！2　Lesson1　Do you have“a”?　　アルファベットクイズを作ろう
11 27 笛吹市立春日居小学校 研究授業 英語 ５年 外国語科　　Ｕｎｉｔ．７　　Let's guide Kasugai town.
11 29 笛吹市立御坂西小学校 研究授業 社会 ５年 世界とつながる日本の工業
11 30 山梨市立山梨南中学校 研究授業 体育 ２年 ダンス（現代的なリズムのダンス）

月・日

【山梨市立山梨小学校】 

〇日時：平成２９年１１月１５日（水） 

    受  付 １４：１０～１４：３５ 

    研究授業 １４：３５～１５：２０ 

講  演 １５：３０～１６：２０ 

 山梨大学大学院 長瀬慶來 教授 

研 究 会 １６：２５～１６：５５ 

【山梨市立岩手小学校】 

〇日時：平成２９年１１月３０日（木） 

    受  付 １４：１０～１４：３５ 

    研究授業 １４：３５～１５：２０ 

研 究 会 １５：３０～１６：２０ 

※ 授業については，どちらも 6年生の同単元の

授業となります。（お問い合わせは各校へ） 


