
【中津市】和田 畄美子 先生の実践

本務校 中津市立豊田小学校 市内５小学校17名兼務校

全教科

巡回訪問について

市内の授業力向上アドバイザーが集まり情報交換等実施
【内容】・各自作成の指導資料共有 ・市ミッション進捗確認

・指導助言等方向性の共有 等

指導する主な教科等

授業力向上アドバイザー会議

【中津市】西口 好一 先生の実践

本務校 中津市立城北中学校 市内５中学校14名兼務校

全教科

巡回訪問について

指導する主な教科等

【授業記録】
• 縦軸は【生徒の活動】、横

軸は【教員の活動】として
グラフ化。バランスよい展
開となっているか視覚化

• 観察項目による評価を入れ、
改善の視点を具体的に示し
ている

作成した指導資料を配布し、そ
れをもとに指導支援

• 「問題解決的な展開の授業」
「生徒指導の３機能」「言語活
動」「思考ツール」「環境づく
り」等の基礎的な内容解説

• 助言等で活用するとともに対象
教諭がいつでも確認できるよう
にする

中学校の経験年数の浅い教員等を
中心に巡回指導を実施

• 経験年数の浅い教諭・臨時講師等
（年齢の高い臨時講師も対象）

• 訪問校へは曜日を指定し終日訪問
• 簡単な略案提出
• 授業記録をもとに対象教諭への指

導助言。後日写真等を添付し、対
象教諭・管理職等へ提供

小学校の経験年数の浅い教員への
巡回指導を実施

• 経験年数の浅い教諭（SU1・SU2が
中心

• 訪問校へは曜日を指定し終日訪問
• 簡単な略案等適宜提出
• 授業記録等をもとに対象教諭への

指導助言。時間が取れない場合は、
後日まとめて実施

【研修計画表】

【授業記録について】
• ビデオ撮影を行い、教師や

児童の発話をすべて起こす
• ポイントとなる部分は写真

も添付
• 児童の発言や教師の切り替

えしに着目した助言も記載
• 映像は他の対象教諭と共有

することも
• 授業参観３回に１回程度作

成

【授業記録】

【研修計画表について】
• 訪問校の予定表。
• １日の時間割は別用紙で。

注目

注目



【国東市】岩光 一郎 先生の実践

本務校 国東市立旭日小学校 市内小３校・中２校兼務校

全教科

巡回訪問について

対象教員を絞って指導
• 月１回程度集まり情報交換・協議等を実施
【内容】・市ミッション進捗確認 ・学力調査分析

・各自作成の指導資料共有 ・指導助言等方向性の共有 等
【参加者】・授業力向上ＡＤ ・初任研に係る拠点校指導教員

・小学校教科担任制推進教員 ・英語教育推進教員
・市教委担当者 等

指導する主な教科等

豊後高田市学力向上プロジェクト会議

• ＡＤと対象者が同じ授業記録用紙をもとに協議

【豊後高田市】佐藤 重康 先生の実践

本務校 豊後高田市立高田中学校 市内全５中学校兼務校

数学・社会

巡回訪問について

指導する主な教科等

①授業改善内容を対象者と
ともに決定

・校内研究や個人の授業改
善内容を踏まえ、面談で
協議しながら決定

・自己評価シートと連動
・管理職と共有
※長期休業を利用して授業

改善内容等の修正も行う

②事前に授業シートの提出
・簡易版(ねらい・評価・めあて等)がメイン
・内容や状況によりや学習指導案とすることも

■対象教員課題共有シート
⭕学習指導の取組

・授業改善 ・学力向上
⭕生徒指導の取組

・いじめ不登校対策・生徒理解 等
⭕教職員(組織)としての取組

・働き方改革 等

■上記を踏まえた研修計画
を作成

・学校の授業改善内容
・本人の授業改善の課題
・学期の研修計画

③対象教員の授業参観及び協議
⭕授業記録を作成

・授業分析 ・板書と生徒の様子 等
⭕対象者による授業評価
・評価内容は対象者と協議し調整

④ ③の授業記録を整理して共有
・対象教員、管理職等へ配布

⑤アドバイザー通信の発行
・対象教員の困りや悩み、課題、学校行事等

を踏まえて適宜作成

注目

対象教員と授業改善内容を決定し巡回指導を実施

注目

豊後高田市の中学校数学に特化した指導
• 市として課題の教科であり、経験年数の浅い教員が多い数学に特化し

てアドバイザー訪問を実施
• 本務校高田中３名、兼務校５校は１名ずつ【対象者６校８名】

（１校のみ数学担当に経験年数の浅い教員がいないため学校と相談
の上、社会担当１名を対象とする）

• 訪問校を週で指定し最低２回訪問
（訪問曜日は月・木の午後、休日等の場合は他曜日に振替）

※学校の要請に応じて火・金も対応している
• 授業参観及び事後指導を実施

（教科指導を中心に、学級経営・生徒指導等も随時行う）

【授業記録資料】
「新大分スタンダードの視
点で授業内容記録」

「対象者の課題に応じた討
議の柱を設定」

「次時に引き継ぐ課題」
「授業以外の課題共有」等



• 単元づくり教材研究への指導
• 授業観察・授業支援・TT指導の実施によ

る継続した単元を通した指導
• 単元を通した指導と合わせて、１日の訪

問も実施

単元を通して訪問し指導助言を実施

訪問日程表 巡回訪問について

授業づくり通信

巡回訪問の実際

授業参観時に板書写真を撮
影し、それを別教室の黒板
に転記し助言

• 対象者板書は白色、助言内
容を黄・赤色で追記し、指
導助言等を行う

【津久見市】仲村 善彦 先生の実践

本務校 津久見市立青江小学校 市内４小学校11名兼務校

国語・算数指導する主な教科等

経験年数の浅い教員を対象に授業公開

【日出町】恒川 英志 先生の実践

本務校 日出町立大神小学校 市内全５小学校15名兼務校

全教科

巡回訪問について

指導する主な教科等

小学校の経験年数の浅い教員への指導・支援
• 訪問校へは曜日により移動
• 授業参観後、空いている時間を中心に対象教員へ指導支援

【対象教諭への資料提供】
「学級集団における適応感を高める」
「教師との信頼関係を高める」
「自己肯定感を高める」
「カウンセリングマインドとは」等
・対象教員の状況等踏まえ配布している
・内容により、チェックシートを付ける
等の工夫をしている

注目

注目

研修で使用した作成資料
• 左は「新大分スタンダードQ&A」から抜粋
• 右は授業記録・助言シート

経験年数の浅い教員への指導内容を
広く域内に還流

• 協議時に課題となった内容を、県・市の
資料等と関連させ域内の小学校に配布し、
これをもとに拠点校指導教員と共有

• 対象教員を本務校の大
神小に集めて授業公開
を実施

• ４年生を対象。算数の
面積の導入の授業実践

• 児童への対応や授業展
開等、実践を通した指
導支援を行う



【大分市】西 勢子 先生の実践

本務校 大分市立稙田南中学校

全教科

巡回訪問について

指導する主な教科等

【大分市】江隈 美佐 先生の実践

本務校 大分市立下郡小学校 市内全５４小学校兼務校

外国語活動指導する主な教科等

巡回訪問について

外国語活動のデモ（示範）授業を市内すべての小学校で実施
• デモ授業を見てもらい、対象教員は同じ教材でまねながら実践。
• 学校規模に応じて１・２日程度まとめて訪問。

■指導資料も配布（外国語活動）
【内容】
「Let’ｓ Try! を使いこなそう」
「外国語活動の指導について」
「具体的な指導法」
「学習評価」
「授業の中での Classroom 
English 使用法」 等

④ 参観していた教員が他の学級で
同じ教材・内容で授業を実施

⑤ 事後、授業内容や外国語活
動について協議

① １週間前に授業計画（参観や示範
の時間割や内容）を受け取る

巡回訪問の実際

② メール等で連絡調整。単元を踏ま
え、教材や展開例等を提供する

③ 当日朝に打合せ。始めに江隈先生
が示範授業を実施

注目

巡回訪問の実際

中学校区（小２校・中１校）の経験年数の浅い教員19名へ助言
• 小学校へは週１回ずつ訪問、要請があれば随時訪問。
• 市ミッションの小中一貫教育の推進を図ることも踏まえ、小学校

は高学年を中心に助言。兼務校の管理職と相談し、低中学年へも
随時支援を行う。

• 拠点校指導教員との連携。拠点校指導教員と一緒に授業参観や事
後指導に入るなどしながら初任者へ関わることにより、指導・支
援の共有を図る。

稙田南中学校区２小学校兼務校

• 授業前後に助言。また、授業中でも相談できる雰囲
気をつくり、その都度適宜助言し共有している。

注目

• 対象教員の授業で、児童生徒
への支援や助言も行う。

指導助言等
で使用した
作成資料

• 手書きで助
言資料を児
童生徒の実
態を踏まえ
て適宜作成



【由布市】賀來 俊一 先生の実践

本務校 由布市立東庄内小学校 市内全１３小・中学校兼務校

全教科

巡回訪問について

指導する主な教科等

市内１３小・中学校の校内研修
の講師として研修実施

• 学期に１回のペースで実施
• 内容は指導技術や授業展開等
• 巡回訪問時に市内の先生の実践

を撮影し、内容に合わせて３分
間程度にまとめる

• 市内の先生５０名以上の実践

市内小・中学校のすべての教員への指導支援
• 学校規模に応じて１～５日程度まとめて訪問
• １日で最大４名の授業参観及び指導を実施
• 各学校が訪問時に合わせ指導を受ける教員を

決定。学期に１回は助言を受ける
• 事後指導は研修と合わせて実施したり、記

録・助言シート等を配布する

研修で使用した作成資料
• 左下は[2020からの新しい授

業づくりハンドブック]から
抜粋した資料

授業記録・助言シート

動画を用いて指導技術等研修の実施
注目

【由布市】二宮 保秀 先生の実践

本務校 由布市立庄内中学校 市内全１３小中学校兼務校

全教科指導する主な教科等

１学期

対象教員を学校１名（13名）に絞り、授
業等への助言を行う。

２学期以降

経験年数の浅い教員を対象に助言等実施。

学校に訪問しＩＣＴ活用研修実施
• 市内全小中学校へ学期に１回ずつ。
• 第１回は、アンケートフォームを活用

した、アンケート機能及び集約活用等
に係る研修を実施。

巡回訪問の実際（2学期）
メール・訪問等で対象者と単元構想につい
て相談・協議
指導案をデータでもらい、メール等で指導
助言（解説や評価資料等を基に）
訪問指導では、タブレットで写真・動画撮影
１時間整理の時間確保。授業記録シートを作
成し、事後協議で活用
事後協議は、管理職や他の教員も参加
配布資料は、後日学校・市教委に送付

授業振り返りシートＡ
当日の流れや板書等。下部に
「素晴らしかった点」「あえ
て言わせていただきます」の
項目を置く。

授業観察・助言シート

注目

授業振り返りシートＢ
「場面」「個人の思考」「集
団での思考」「教師の出番」
の視点で整理

先生の「言語活動」記録表
「言葉かけ」や「問いかけ」
のポイント及び授業発言

• 市内全小中学校に学校巡回訪問を実施。各学校
の対象教員３２名（学校・市教委から）に対し
て，指導方法の更なる充実を図る

• 事前に指導案等提供 ⇒ 授業参観 ⇒ 指導助言

• 単元構想の段階から相談。単元の指導計画・
評価計画を踏まえて作成した本時案に対して
も相談等実施

ＩＣＴ活用研修の実施


