
授業研究会の質的改善をめざす取り組みに関する実践報告 35

１　はじめに
　今を生きる目の前の子どもたちは日々成長を続けて
おり，わたしたち教員もまた研究と修養によって，子
どもたちと共に生涯学び続ける姿勢が求められる。
　一方，教育現場においては単に教師個人の資質・能
力の伸張が求められるだけでなく，教師間の連携や協
働による「チーム学校」としての教師集団の成長も求
められている。
　本校では教員同士が互いに高め合う学校をめざすた
めに，校内における研究授業とその事前・事後研究会
という一連の授業研究会に着目し，その取り組みの質
的改善を図ることとした。
　また，上述の取り組みを公開して，福島県内外の参
観者へ授業研究会の在り方を提案すると共に，広く意
見を募り，今後の研究に生かしていくことができるよ
うにした。本稿では，これら一連の取り組みの概要に
ついて報告する。

（高玉）

２　教員研修の現状と課題
　現在，教員の資質向上を図るため，各教育委員会，
教育センター等が主催する様々な研修が行われてい
る。こうした研修が，教員にとって日々の実践を振り
返り，新たな知見を得る機会となっている。
　一方で，教員が教材研究を深め，授業力の向上を図
る上で重要な役割を果たしているのが校内での授業研
究会である。一般的に「現職教育」等と呼ばれ，各校
の研修主任を中心とした校内組織を基に研修が実施さ

れており，実際に自分たちの目の前にいる子どもたち
を対象にした授業づくりと研究授業，それに伴う事前・
事後研究会という形で行われる場合が多い。
　こうした校内の授業研究会を通した研修形式は，明
治初年の学校創成期から日本の教育現場で連綿と続け
られてきており，教員研修において大きな役割を担っ
てきた１。
　しかしながら，学校によってはこうした授業研究会
が形式的なものになってしまい，その効果が期待でき
ないばかりか，「働き方改革」の流れの中で負担にさ
え感じられるといった状況に陥ってしまっている場合
がある。さらに研究授業の授業者を引き受けることが
ためらわれたり，事後研究会では，発言者が限定され，
当たり障りのない意見ばかりとなってしまったりして
協議が進展しないなどといった現状や課題を指摘する
声も少なくない。
　研究協議の場では，教職経験年数や，学校在籍年数
の差によって，授業研究会の中での発言機会や発言の
意味内容に違いが生じる２。そこでの多様な視点から
の発言が出される授業研究会は，若い教員が，様々な
立場の先輩の教員から子どもの見取り３や授業観，教
材観を学ぶ大切な機会となってきた。しかしながら，
学校における教員の年齢や教職経験年数の構成の変化
によって，校内の授業研究を通した，若い教員の成長
を促進する学校文化が継承されにくくなっているとい
う場合も散見される。
　特に，福島県（以下，本県）においては，ここ数年
間で経験豊かな教員層が大量に定年退職を迎える時期
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　教師の資質向上を図る上で，実際に互いの授業を見合い，目の前の子どもたちの姿を基に協議す
る授業研究会は大きな役割を担っている。本稿では，福島大学附属小学校における授業研究会の取
り組みについて報告する。福島大学附属小学校では，①「事前検討会→授業実践→事後研究会」の
流れをひとまとまりとして捉えること，②子どもの姿が見られた時刻を記録し，全員が同じ場面を
共有できるようにすること，③子どもの姿を基に語り，授業者自身が次時以降の展開を見通せるよ
うにすることの３点を全教員で共有し，授業研究を実施してきた。また，授業を行う教科の特性に
合わせて事前・事後研究会のもち方を工夫し，校内研修の様子を教育研究公開において提案授業と
合わせた公開事後研究会という形で校外への発信を試みてきた。それぞれに，成果と課題があった
が，校内の授業研究の在り方を模索しながら様々な取り組みを全教員で行い，継続的に実践してき
たことで，子どもの姿を基に授業について語り合い，協議の中で見いだされたものを各自の授業改
善に生かすことができた。
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に差し掛かり，それに伴って新採用教員数が大幅に増
えている４。経験年数の少ない教員が多くなり，学校
における教員の年齢構成が変化していくことが予想さ
れる状況の中で，校内の教員研修を充実させ，教師一
人一人はもちろん，教師集団の資質向上を図ることが
喫緊の課題となっている。
　福島大学附属小学校（以下，本校）は，本県におけ
る学校教育に関する先進的研究を進める役割を担って
いる。しかし，今年度，本校に勤務している教諭の平
均年齢は34.4歳と極めて低く，教師としての経験年数
の浅い，若い教員が多く在籍する年齢構成となってい
る。したがって，この状況下において，本校の校内研
修の中で教員同士の学び合いや教師集団としていかに
資質向上を図っていくかを考え，実践し，その成果を
地域の市町村立学校等へ提案していくことは，今後の
本県の校内研修の在り方を考えていく上で多くの示唆
を提供できると考える。教員の大量退職に伴う教員採
用者数の増加によって，初任者研修の在り方と，若い
教員の現場での研修の在り方を県全体で再検討する状
況となっており，本研究の意義は大きいと考える。

（高玉）

３　福島大学附属小学校の取り組み
　上述した教員研修の現状と課題を踏まえ，本校の教
員一人一人の授業改善や子どもを見取る視点の深まり
につながる校内研修にしていくために，次の３点を全
体で共有し取り組んできた。
〇　「事前検討会→授業実践→事後研究会」の流れを
ひとまとまりとして捉えること

　事後研究会は，授業で見られた子どもの姿を基に，
学校全体で育てていきたい子ども像や「授業で大切に
していきたいこと」を共有する場である。その中で，
参観する上での視点を共有してから授業を参観するこ
とで，事後研究会の協議の深まりが期待できると考え
た。そのため本校では，図１のような流れで校内研修
を推進している。
　このような流れで校内研修を行うことで，学校研究
の推進だけでなく，授業者や参観した教師の授業改善
にもつなげていけるようにしている。
〇　子どもの姿が見られた時刻を記録し，全員が同じ
場面を共有できるようにすること

　子どもが変容する瞬間やその要因を見取った際，そ
の子どもの姿が見られた時刻を記録している。そのよ
さとして，次の２点が挙げられる。
　・　一人の教師が見取った子どもだけでなく，その

時刻のほかの子どもの学びのエピソードも共有で
き，子ども同士でどのような学び合いがあったの
かを分析することができる。（子どもと子どもと
の関係性）

　・　授業者が子どもに対してどのような働きかけを

したかが明確になり，その働きかけの効果や改善
点を振り返ることができる。（子どもと教師との
関係性）

　　　上述したように，時刻を記録することにより，
子どもの学びのエピソードが個々で偶発的に見ら
れた「点」としての姿ではなく，子どもや教師と
の関係性の中で必然的に見られた「線や面」とし
ての姿と捉え，その要因を分析している。

〇　子どもの姿を基に語り，授業者自身が次時以降の
展開を見通せるようにすること
　事後研究会において，しばしば参観者の考えや経験
に基づいた代案を授業者に突きつける場面を目にする
ことがある。それでは，授業者の意図を軽視すること
になり，建設的な議論が行われにくくなる。そこで，
本校では，授業者の働きかけや提示した教材の有効性
を，その時の子どもの姿を基に分析することを大切に
している。そうすることにより，授業者が意図的に行っ
た働きかけや教材を振り返り，次時以降に向けて修正・
改善していくきっかけをつくることができるようにし
ている。　　　　　

（野口）
 

　⑴　校内研修会の取り組み
　本校では，年に４回「全員で授業を見る会」という
校内研修を行っている。主な目的としては，研究の方
向性の共通理解を図ることであるが，毎回，以下のよ
うな趣旨も含めて取り組んでいる。
【第１回】４月上旬（授業開き）に実施
　本校で授業を行う上で共通理解していることを，転
入教員を含む全教員で確認するため

図１　校内研修の流れのイメージ
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【第２回】７月上旬に実施
　前次研究における成果と課題を踏まえた提案性のあ
る授業実践を行い，次期研究（または新研究）に向か
うための方向性を探るため
【第３回】９月上旬に実施
　授業で見られた子どもの姿を基に，学校研究で求め
ていきたい子どもの姿や授業のイメージを共有し，研
究の方向性に対する共通理解をするため
【第４回】11月上旬に実施
　共通理解した求める子どもの姿や授業に迫るため
に，授業を行う上で教師一人一人が大切にしたいこと
を明らかにするため

　本稿では，平成30年度から令和元年度までの校内研
修の中で，上述の趣旨に応じて実施方法を工夫した事
例を三つ紹介する。
①　教科等の特性を踏まえた事前研究会の試み【体育
科：令和元年７月実施】

　「令和元年度第２回全員で授業を見る会」において，
体育科の授業を基に校内研修を行った。体育科の教科
特性を生かし，全教員で実際の動きを体験しながら事
前研究会を行った。

　子どもの視点に立って実際の動きを体験し，教員一
人一人が気付いたことを基に協議することにより，授

業者がルールや場の設定を見つめ直す機会となった。
また，参観者である教員も，子どもの動きやそれに伴
う気付きを想定することができ，授業を参観する視点
が豊かになった。
②　写真記録を活用した授業研究会の試み【図画工作
科：平成30年９月実施】
　「平成30年度第３回全員で授業を見る会」として，
図画工作科の授業を基に授業研究会を行った。事前研
究会では，授業を参観する視点について，本校の研究
に沿って次のように共有した。
　〈参観する視点〉
　・　各教科等における学びを通して身に付けた資

質・能力を発揮しながら，新たな学びを生み出す
子どもの姿を捉える。

　・　自分の変容やそのきっかけを捉えるために，立
ち止まって振り返り，次の活動を見通している子
どもの姿を捉える。

　　上述した視点を全教員で共通理解し，研究を推進
していくために，参観者一人一人が見取った子ども
の姿を写真に撮り，それを基に小グループで協議し
た。

　写真を撮影することで，参観者一人一人の子どもを
見取る視点を明らかにすることができた。授業の中で
どのような子どもの姿を見取ったのかを，参観者自身

図２　実技を取り入れた教材研究の様子

図３　実技を踏まえての事前研究会

図４　小グループでの協議

図５　写真を使った子どもの見取りの共有
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が振り返ったり，ほかの参観者から共感してもらった
りすることで，参観者自身が子どもを見取る視点を自
覚することができた。また，一人の子どもを追って撮
影することで，その子どもの思考や作品の変容を捉え
ることができ，その過程にどのような要因があったか
を考えやすくなった。参観者一人一人の子どもを見取
る視点が多様化していく一方で，学校全体での研究と
して本校の教員全員で共有すべき視点が拡散してしま
う傾向が見られた。
③　小グループから全体協議への過程を重視した校内
研修【令和元年７，９月実施】

　令和元年度から，各教科等の全員で授業を見る会に
おいて，小グループと全体協議とのバランスを重視し
て事後研究会を行った。事前検討会では，授業を参観
する視点について，以下のように共有した。
　〈参観する視点〉
　・　教科横断的な視点での授業実践を行うことで，

子どもがどのような学びの姿を発揮するかを捉え
る。

　　まず，小グループでは参観者一人一人が見取った
子どもの姿を出し合い，その姿が見られた要因やほ
かの子どもとのかかわりを分析していった。授業記
録を取る際，時刻を記入していたことにより，見取っ
た子どもとその周囲の子どもとのかかわりやほかの
子どもの学びの姿を共有することができ，多面的に
教師の働きかけや子どもの学び方を捉えることがで
きた。

　次に，各グループから協議したことを出し合い，全
体協議をする視点を明確にした。そうすることにより，
学校全体での研究を推進していく上で共通理解したい
視点が明確になり，建設的な議論を行うことができた。

（野口）

　⑵　教育研究公開での取り組み
　本校では，令和元年６月６日（木），７日（金）の
二日間に開催した教育研究公開の中で，校内の授業研
究会の取り組みを公開する「提案授業」と「公開事後

研究会」を実施した。
　６日の午後，二つの授業会場を設け，国語科・算数
科のそれぞれの授業者が提案授業を行い，それに対す
る本校教員による事後研究会の様子をそれぞれ参観し
てもらう形をとった。
　本校教員は二つのグループに分かれ，提案授業の一
方を一般参観者と共に参観し，その後，各授業につい
ての事後研究会を行った。一般参観者は本校教員が机
を円状にして協議を行う様子を外側から囲むようにし
て参観した（図７参照）。会場には，それまでの校内
授業研究会の取り組みを通して整理してきた研究授業
参観の際の留意点や，本校教員による授業記録の例を
掲示し，授業を見る視点や授業の中での子どもの姿を
共有する方法等について提案を行った。
　協議の際には，各グループで司会者，記録者を決め
て協議を進めた。
　留意点については，校内の授業研究会で取り組んで
きたことを基本として継続し，行った。その際に，本
校教員の座席は，例えば，図７のように教室右前方
（Ａ）で参観していた教員は事後研究会場でも右前方
（Ａ）の座席に座るなど，授業を参観した際の参観位
置と対応する形をとった。

　そうすることで，司会は，各教員が教室のどのあた
りで参観していたかを把握することができる。その上

図６　継続的に行ってきたグループ協議

図７　公開事後研究会場と座席の対応
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で，「では，同じ班の子どもたちを見ていた〇〇先生
はどう捉えましたか」「授業者がこの発問をした時に，
廊下側の席の子どもたちはどう反応していましたか」
といったように，意図的に発言者を指名し，協議を進
行することができた。　教員間での協議が終わった後，
一般参観者からも授業に関して，そして事後研究会の
もち方に関しての二つの視点について質疑応答の時間
を設けた。
　公開事後研究会を参観した一般参観者のアンケート５

では，以下のような記述が多く見られた。
　・　授業者をまな板の鯉にしない事後研究会をここ

ろがけているが，実際の様子を見ることができて
参考になった。所属校へもちかえって生かしたい。

　・　事後研の大切さを感じることができた。教師一
人で授業をしていると自分一人の見方になってし
まうが，研究授業のように複数の目で見ると多様
な見方ができ，学びが深まる。

　・　教科の枠をこえて事後研のあり方を考えること
から学校が変わり，教育課題の解決が図られるの
ではないかと考えるきっかけとなった。

　これらの記述からは，本校の取り組みに対して一定
の賛同が得られたことがうかがえる。特に，参観者が
情報の非対称性を無視して一方的に代案を語るのでは
なく，できるだけ多様な視点から授業で見られた子ど
もの姿を挙げ，授業者自身が見取り切れなかった姿を
基にして代案を考えていくといった考えについては新
鮮に受け取られていたことがうかがえる。一方で，次
のような指摘もあった。
　・　指導助言の先生方からのアドバイスをもっと聞

きたかった。
　・　事後研究会の協議のやり方がまだ十分に浸透し

ていない部分もうかがえた。
　これらの指摘も含め，本校の取り組みを整理し，ね
らいを絞って実施することの必要性や，取り組みを継
続していくことによって，教科の目標や教材研究を深
めた上で協議の質を高めていかなければならないとい
う課題も見えてきた。

（高玉）

４　成果と課題
　本研究の成果として，まず，教員間で授業の見方や，
子どもの姿を基にした研究協議の在り方について共有
することができたという点が挙げられる。
　授業の見方には，指導者である教師を通して授業を
見るベクトルと，学習者である子どもを通して授業を
見るベクトルとがあり，よく抜け落ちるのが後者であ
るあるという指摘がある６。授業研究会において，子
どもの姿を基に授業を見て，授業者と参観者が対話を
通じて互いに授業参観の視点を捉え直すことができ
た。

　公開事後研究会を実施したことだけでなく，そこに
至る過程において共有がなされたことが多くあった。
我々，本校の教員がどのような子どもの姿を求めてい
るのか。その教科，単元，学年で育むべき資質・能力
はどのようなものなのか。どのように子どもの学びを
見取り，記録していくのか。それぞれの見取りを，研
究協議にどのように反映させていくのか。これまで各
個人の考えに基づいて進めてきたこれらのことを出し
合い，指導助言を受けながらよりよい方法を全員で
探ってきたこと自体に大きな意味があったと考える。
　協議の質については，厳しい意見もあったが，そう
した指摘を真摯に受け止めつつ，このような取り組み
を継続していくことで，教師集団としての資質向上を
図っていきたい。

（高玉）

５　終わりに
　本稿で取り上げた実践は，若い教員にとって「授業
で大切にしたいこと」を考える契機となる校内研修の
在り方を再検討する上で意義あるものであると考え
る。今後も，これまでに諸先輩方が蓄積してきた実践
と理論を引き継いでいきながら，目の前の子どもたち
との実践を通して新たな教員研修の在り方を模索して
いきたい。

（高玉）
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