授業改善支援センター

授業づくり講座
第 1・２期 7・８月分

南部ハマ・アップ
「ハマ・アップ」があなたの授業力・教師力向上を支援します！
新年度、どのようなスタートが切れましたか？
学級経営は、やはり楽しく学べる授業が中心です。今年度もハマアップが授業力・教師力向
上をバックアップします。ぜひご利用ください。
指導主事による「授業づくり講座」
教科等ごとに、授業づくりのポイントを講義や参加型の学習を通して学ぶことができます。
「教育テーマ別講座」
本市の教育課題に関するテーマを軸とした授業づくりや学級づくりを学ぶことができます。

第 1 期 ＮＯ.59
【日

時】 ７月 31 日（月） 18:30～20:00

【会 場】 南部６階研修室
【教科等】 学級づくり 道徳・社会 特別支援教育
【対象者】 全教職員
【テーマ】 【ユニバーサルデザイン（ＵＤ）の視点を取り入れた学級・授業づくり！①】
【講 師】 人権教育・児童生徒課
新庄 広
北部学校教育事務所
鬼木 勝
内山 義則
南部学校教育事務所
大山 憲
【内

容】 「誰もが安心して過ごせる学級にするためには？」「誰もが参加できる授業
にするためには？」などの課題を解決するため、特別支援教育の視点を取り入
れた「ＵＤ」による実践を紹介します。
「ＵＤ」を取り入れる際に必要な「焦点化」「視覚化」「共有化」の視点に
ついての基本的な考え方から、具体的な学級づくり、道徳、社会科を中心とし
た授業づくりの実践など、３回シリーズで模擬授業や演習形式で進めていきま
す。今回は第１回の基本編を紹介します。
第１回 学級・授業づくり～基本編～
第２回 授業づくり～道徳編～
第３回 授業づくり～社会科編～
※ ６月９日（金）北部の講座と同じ内容です。

第 1 期 ＮＯ．60
【日 時】

７月 31 日（月） 18:30～20:00

【会 場】
【教科等】
【対象者】
【テーマ】

南部６階研修室
中学校 数学
経験の浅い教員が対象ですが、どなたでも結構です。
南部中学校教科別授業力向上講座②
【全国学状問題を活用した数学的活動の授業づくり】
南部学校教育事務所
仁平 浩史
鈴木 孝明

【講 師】

村田

一志

【内 容】

どうすれば教え込み型一斉授業から抜け出して、数学的活動を取り入
れた授業を日常化できるのか。そのためには数学的活動とは何かを理解
する必要があります。
数学的活動のための十分条件を整理し、全国学力学習状況調査の調査
問題をヒントにしながら数学的活動の授業を具体的に考えます。

【第 2 期】
ＮＯ．４
【日 時】

８月１日（火） 18：30～20：00

【会 場】 南部 6 階研修室
【教科等】 中学校 国語科
【対象者】 10 年目までの先生を中心にどなたでも
（臨任・非常勤を含む）
【テーマ】 南部 中学校 授業力向上講座④

【学校図書館を活用した授業づくり】
【講 師】

丸山台中学校

主幹教諭

南部学校教育事務所

宇津

俊雄

込江

茂久

【内 容】 学校図書館を活用した授業、学校司書と協力して行う授業の実践例をお伝え
します。子どもたちの情報活用能力の育成について一緒に考えてみませんか。

ＮＯ．５
【日

時】 ８月２日（水） 18:30～20:00

【会 場】
【教科等】
【対象者】
【テーマ】

南部６階研修室
中学校 外国語科
経験の浅い教員が対象ですが、どなたでも結構です。
中学校 外国語科

【ＣＡＮ-ＤＯリストを活用した授業づくり】
【講

師】 南部学校教育事務所
国際教育課

【内

容】

鈴木
西村

博道
秀之

ＣＡＮ-ＤＯリストを作って終わりにせず、日々の授業実践や授業改善に
効果的に結びつくような活用法について、具体的な事例を通してご一緒に考
えましょう。

ＮＯ．６
【日

時】 ８月 24 日（木） 18:00～19:30

【会 場】 南部６階研修室
【教科等】 小学校 社会科
【対象者】 ・楽しい社会科の授業がしたい先生
・社会科の授業の進め方に悩んでいる先生
・先着 40 名まで
【テーマ】 南部 小学校 社会科

【今年もやります！
指導主事・副校長による連続模擬授業講座 ④ 】
【講
【内

師】 模擬授業者
立野小学校副校長
右橋 康彦
進行、コーディネート 南部学校教育事務所 若色 昌孝 赤羽 博明
容】 今年もやります、この講座！ 指導案を見ても、指導書を見ても社会科の授
業のイメージがわかない…という声をよく聞きます。そこで、指導主事・副校
長による模擬授業の今年度・第４弾です。
45 分間の授業の導入、展開、そして、まとめ、ふりかえり…。参加者の皆
さんは、児童役をお願いします。授業のイメージがわくだけではなく、児童の
気持ちも分かります。第４回目は、４年生・神奈川県の学習「箱根・寄木細工」
の単元の模擬授業を行います。
本気で考える授業です！子どもの気持ちになりきって話し合いができる授
業です！夏の終わりにリフレッシュ！学年は問いません。明日から子どもと一
緒にがんばろうという気持ちになります！
（会場の関係で、先着40名までとさせていただきます。）

ＮＯ．７
時】 ８月 25 日（金） 18:00～19:30

【日

【会 場】 南部６階研修室
【教科等】 学級レク
【対象者】 ・楽しい学級、学年、学校をつくりたい先生
・集団づくり・仲間づくりに取り組みたい先生
・楽しいレク財を増やしたい先生
・先着２５名まで
【テーマ】 学級レク

【仲間づくり、集団づくりレクリエーション（南部初講座）】
【講

師】 南部学校教育事務所

若色

昌孝

瀬田

ゆかり

他

【内

容】 力を合わせたり、知恵をしぼったり…いつの間にかに仲間ができ、集団が
育っていく。
そんなレクリエーションを、まずは！先生が体験しませんか。
「これは面白い！」「これは活かせそうだ！」 そんなレクを一つでも多
くお土産として、学級、学年、学校に、持ちかえってください。夏休み明け
の子どもたちの笑顔を思い浮かべながら、楽しみましょう！
床にも座ります。動きやすい服装でご参加ください。
（会場の関係で先着 25 名までとさせていただきます。）

ＮＯ．８
【日

時】 ８月 30 日（水） 18:00～19:30

【会 場】
【教科等】
【対象者】
【テーマ】

南部６階研修室
小学校 算数科
小学校・義務教育学校教員を中心にどなたでも
小学校 算数科

【考えることを楽しむ算数の授業づくり②】
【講
【内

師】 南部学校教育事務所
佐藤 裕二
容】 毎日の授業の中で、１から教材を開発する時間はなかなかありませんが、
教科書の内容に少し味付けをするだけで、子どもたちが夢中になって考える
学習活動になることがあります。
各学年の９月、10 月の単元の中から、子どもたちが考えることを楽しむ授
業をつくるためのヒントを具体的に紹介します。当日は、子どもになった気
持ちで、一緒に算数を楽しみましょう。

ＮＯ．９
【日

時】 ８月 31 日（木） 18:00～19:30

【会 場】
【教科等】
【対象者】
【テーマ】

南部６階研修室
安心アップ
小・中学校・義務教育学校全教員
小学校 中学校 安心アップ

南部学校教育事務所オリジナル講座 安心アップ講座③
【子どもとの信頼を確かなものにしよう！
子どもが安心して過ごせる学級づくり】
【講

師】 南部学校教育事務所

【内

容】

帶川
佐藤

理加
裕二

「子どもが安心して過ごせる学級づくり」の講座の第３弾です。学級で子
ども同士のトラブルが起きたときの対処の仕方や日常の生活の中から行う
集団づくり、リーダー性やフォロワー性を育てる学級づくりについて考え
る講座です。
また、学級でレクレーションを行うときの教師の視点やコミュニケーシ
ョンルールを教えるやり方などを演習を通して学びます。

申し込みは、ＦＡＸでお願いします。

☞南部ハマ・アップ

ＦＡＸ
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