
上越教育大学大学院 専門職学位課程（教職大学院）

第11回 学校支援プロジェクトセミナー

●目 的

教職大学院における科目群「学校支援プロジェクト」の取組や成果等を関係教育機関

に発表することを通して、学生の学びを一層深めたり、広く活動を紹介する。また、連

携協力校関係者の「学校支援プロジェクト」についての意見を聞く場を設け、今後の取

組の改善に生かす。

●日 時 令和２年２月１５日（土） １２：３０～１７：００

●会 場 上越教育大学 講義棟３０１教室 他

●内 容

・受付 12:00～12:30 講義棟３０１教室前

・開会行事 12:30～12:45 講義棟３０１教室

・成果発表 13:00～15:00 人文棟各教室及び音楽棟各教室

（同時開催：ポスターセッション 人文棟１・２階廊下及び講義棟２０１教室）

（同時開催：相談会 人文棟１１０・１１２教室）

・シンポジウム 15:15～16:30 講義棟３０１教室

・全体講評 16:40～17:00 講義棟３０１教室

講師：関西大学文学部教授 山住勝広 様

＜シンポジウムの内容＞

・テーマを「学校支援プロジェクトの特色ある取組」とし、本年度より教職大学院が拡

大し、４コース（11領域）で多様な形で展開してきた「学校支援プロジェクト」の中か

ら、特色ある取組を取り上げ、それぞれの取組方法や独自の工夫等についてコースを越

えて共有し、互いに学び合うことを主目的とする。また、ここでの意見交換等を通して

「学校支援プロジェクト」の在り方や可能性についての理解を深めるとともに、次年度

以降の「学校支援プロジェクト」の改善及びさらなる充実の方向性を探る。

・４コースから１チームずつ選出し、各チームの代表者をシンポジストとして登壇し、

それぞれの「学校支援プロジェクト」の取組の実際を紹介する。当該連携協力校の関係

者等との意見交流を通して、特色ある取組がどのようにして成立しているのか、特に実

習生としての院生の学びの観点、学校課題解決への寄与の観点、教育実践研究の価値と

しての観点等から、うまく成立するとはどういうことなのかについて討議する。

・シンポジスト、コーディネーターは以下のとおり。

シンポジスト： 教科教育・学級経営実践コース 代表学生

先端教科・領域開発研究コース 代表学生

学習臨床・授業研究コース 代表学生

現代教育課題研究コース 代表学生

コーディネーター：上越教育大学 特任教授 荒川圭子
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上越教育大学大学院 専門職学位課程(教職大学院) 

第１１回学校支援プロジェクトセミナー発表プログラム 

  

教科教育・学級経営実践コース 

【会場：人文棟１０４教室】  

 時 間 アドバイザー 連携協力校等 発表テーマ 

13:00～13:20 赤坂真二 上越市立直江津東中学校 人間関係づくりを基盤とした生徒指導体制の定着に向けて（第６年次） 

－大切にしたい価値の共有過程に着目して－ 

13:20～13:40 赤坂真二 上越市立清里小学校 仲間と協力して問題解決を行う学級づくり 

－６年生クラス会議における合意形成に着目して－ 

13:40～14:00 赤坂真二 上越市立直江津小学校 共同体感覚と学級適応感の向上を目指した集団SST 

－般化を促す統合的プログラムの試み－ 

14:00～14:20 赤坂真二 上越市立春日新田小学校 共同体感覚を高める教師の一貫した取り組みが児童の協同に対する認識の向

上に及ぼす影響についての事例研究－認め合い，学び合う子の具現を通して

－ 

14:20～14:40 赤坂真二 妙高市立新井中学校 良好な人間関係構築を基盤とした学級経営のあり方 

－かかわりの質の向上を通して－ 

 

【会場：人文棟１０５教室】  

時 間 アドバイザー 連携協力校等 発表テーマ 

13:00～13:20 早川裕隆 上越市立牧中学校 道徳性を育む道徳科授業の充実・推進 

－子どもたちの道徳性を育成する教師の授業力向上の実践的研究を中心に－ 

13:20～13:40 早川裕隆 柏崎市立柏崎小学校 道徳科を要として，つながり合い，学び合う子どもの育成を図る道徳教育の

創造－単元型学習による，自分を見つめ，自分の思いや考えを深める授業づ

くりを中心に－ 

13:40～14:00 岡田広示 上越市立南川小学校 連帯感を感じる学級を目指したアプローチ －SGEを活用して－ 

14:00～14:20 赤坂真二 十日町市立中条中学校(代表) 肯定的に生きる子どもの育成 

－ポジティブ教育「スキップモデル」の浸透を通して－ 

14:20～14:40 赤坂真二 妙高市立妙高高原中学校 学級担任の生徒に対する認知の変容についての実践的検討 

－教師用RCRTと生徒の強みアプローチを介して－ 

 

【会場：人文棟１０６教室】  

時 間 アドバイザー 連携協力校等 発表テーマ 

13:00～13:20 松井千鶴子 上越市立大町小学校 

上越教育大学附属小学校 
生活・総合を中心にした校内研究への協働的な「介入」と教師の変容 

13:20～13:40 木村吉彦 上越市立有田小学校 互いに認め合い，学び合う子どもの育成 

－学年を超えた子どもの資質・能力の分析－ 

13:40～14:00 阿部隆幸 上越市立上下浜小学校 学習者の「考えたい」「やりたい」を目指した授業・学級づくり 

－「目標と学習と評価の一体化」やUD化した授業にもとづいて－ 

14:00～14:20 阿部隆幸 上越市立大潟町小学校 総ての子どもが「明日も学校に行きたい」と思える学級づくり 
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【会場：人文棟１０７教室】  

時 間 アドバイザー 連携協力校等 発表テーマ 

13:00～13:20 佐藤多佳子 上越教育大学附属中学校 国語科における教科の本質に迫る学習デザイン 

13:20～13:40 佐藤多佳子 上越市立中郷中学校 言葉による見方・考え方を働かせる言語活動 

－解釈と表現の一体化を目指して－ 

13:40～14:00 佐藤多佳子 上越市立明治小学校 対話を中核に捉えた授業づくり 

－詩の読みの交流における対話モニタリングを通して－ 

14:00～14:20 佐藤多佳子 古川学園 上越高等学校 外国にルーツを持つ生徒と学級集団への授業支援 

－国語科の教科学習の観点から－ 

14:20～14:40 関原真紀 上越市立戸野目小学校 通常学級に在籍する教育的ニーズのある児童への指導・支援の在り方 

－応用行動分析の手法を用いたポジティブな介入と支援－ 

 

【会場：人文棟２０６教室】  

時 間 アドバイザー 連携協力校等 発表テーマ 

13:00～13:20 松沢要一 上越市立上雲寺小学校 能動的に問いを追究し数学的な見方・考え方を深める算数授業 

13:20～13:40 岩﨑浩 

松沢要一 

上越市立高田西小学校 表現力・活用力の向上を目指した算数授業づくり 

－「問い」を生む課題とかかわる場の設定を視点として－ 

13:40～14:00 松沢要一 上越教育大学附属中学校 現場経験のない講師の授業改善－学習者のまとめを視点として－ 

14:00～14:20 岩﨑浩 

松沢要一 

上越市立浦川原中学校 生徒の疑問やつまずきを基にした数学授業の充実 

－不完全な解答や誤答の取り上げ方を中心に－ 

14:20～14:40 岩﨑浩 

松沢要一 

妙高市立妙高中学校 他者との関わり合いの中でより良い生き方を意欲的に学ぶ生徒の育成 

－数学を苦手とする生徒の自律性を促す取組を中心に－ 

 

【会場：人文棟２０７教室】  

時 間 アドバイザー 連携協力校等 発表テーマ 

13:00～13:20 榊原範久 妙高市立斐太北小学校 「創り出す子」を育む斐太北カリキュラム・マネジメント～各教科の特質に

応じた見方・考え方を働かせ，深い学びを展開するために～ 

13:20～13:40 西川純 上越市立柿崎小学校 みんなでつくる，主体的・対話的に学ぶ授業の創造 

13:40～14:00 西川純 上越市立豊原小学校 「仲間と関わり合い 共に高め合う子ども」の育成 

～学び合いによる対話のある授業を目指して～ 

14:00～14:20 西川純 新潟県立有恒高等学校 高等学校における教員の多忙感解消に関する事例的研究－異学年・異教科で

の合同『学び合い』の授業を通して－ 

14:20～14:40 西川純 新潟県立高田高等学校安塚分

校 

主体的・対話的な授業を通じて，他者と関わりを持ちながら，自己肯定感を

高める授業改善 

 

【会場：人文棟２０８教室】  

時 間 アドバイザー 連携協力校等 発表テーマ 

13:00～13:20 片桐史裕 新潟県立高田商業高等学校 発信力・受信力を育成するアクティブ・ラーニング授業の実践 

13:20～13:40 桐生徹 

片桐史裕 

糸魚川市立南能生小学校 小学校1年から6年までが一丸となり取り組む授業デザインの立案と評価 

～異学年合同体育「サッカー」を通して～ 

13:40～14:00 桐生徹 上越市立南本町小学校 振り返りを取り入れた理科授業を通して学びを深める子どもの育成 

14:00～14:20 桐生徹 上越市立春日中学校 小中一貫教育における「さわやかあいさつ運動」の効果 

14:20～14:40 水落芳明 妙高市立新井小学校 主体的に対話し，高め合う児童の育成 

14:40～15:00 大島崇行  

水落芳明 

上越市立黒田小学校 「伝え合う力」を発揮する子どもの育成 

～目標と振り返りを意識した深い学びを目指して～ 
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先端教科・領域開発研究コース 

【会場：人文棟１１３教室】  

時 間 アドバイザー 連携協力校等 発表テーマ 

13:00～13:20 清水雅之 上越市立古城小学校 小規模校の利点を生かした教育活動の創造 

～古城小学校が目指す子ども像の実現に向けて～ 

13:20～13:40 清水雅之 上越市立春日新田小学校 ICTの日常的な利活用の実現に向けた環境整備と活用支援 

13:40～14:00 石野正彦 糸魚川市立磯部小学校 磯部小学校の児童・教師と目指す未来志向の学び 

～自ら学び表現し考えを深める子の育成～ 

14:00～14:20 土田了輔 柏崎市立二田小学校 “責任学習モデル”を用いた社会的スキルの育成 

～体育授業を中核として～ 

14:20～14:40 中野博幸 

渡辺径子 

上越市立上杉小学校 
情報活用能力の育成を主とした授業づくりの支援 

 

【会場：人文棟１１４教室】  

時 間 アドバイザー 連携協力校等 発表テーマ 

13:00～13:20 竹野欽昭 上越市立中郷小学校 メンタルトレーニング技法を活用した児童の学習支援 

13:20～13:40 藤井和子 妙高市立新井中央小学校 

妙高市立新井北小学校 
小学校における自立活動の個別の指導計画と校内委員会に関する研究 

13:40～14:00 大場浩正 上越教育大学附属小学校 小学生の外国語・外国語活動に対する意識調査 

－現状把握と効果的な支援に向けて－ 

14:00～14:20 大場浩正 糸魚川市立下早川小学校 協同学習を活用した外国語・外国語活動の実践に基づく授業支援 

 

 

学習臨床・授業研究コース 

【会場：音楽棟２０１教室】  

時 間 アドバイザー 連携協力校等 発表テーマ 

13:00～13:20 古閑晶子 上越市立国府小学校 個々の言葉による見方・考え方を更新しながら学びを深める学習過程の研究

～対話を通して～ 

13:20～13:40 井上久祥 上越市立富岡小学校 ICT活用による主体的・対話的で深い学びを実現するための授業の工夫 

13:40～14:00 松本健義 上越市立大手町小学校 探究的な資質能力の発揮による子供の主体的で対話的な学びの過程 

14:00～14:20 井上久祥 新潟県立高田高等学校 学校セキュリティポリシーの作成を中心とした環境整備とICT活用の充実 

14:20～14:40 コース全体 上越市立吉川中学校 主体的に学ぶ生徒の育成 

－個の知識・技能を基盤とした深い学びを通して－ 

14:40～15:00 コース全体 上越市立名立中学校 共に高め合いながら，学ぶ楽しさと分かる喜びを実感できる生徒 

－基礎・基本の確実な定着と自主的な学習習慣の確立を目指して－ 

 

【会場：音楽棟２０４教室】  

時 間 アドバイザー 連携協力校等 発表テーマ 

13:00～13:20 五百川裕 上越市立高志小学校 地域の自然を対象とした探究的な見方・考え方を働かせた総合的な学習の時

間の充実～理科の見方・考え方を働かせた探究活動の支援を通して～ 

13:20～13:40 釜田聡 上越市立城北中学校 総合的な学習の時間のカリキュラム開発 

－ユネスコスクールの視点から－ 

13:40～14:00 五百川裕 上越市立美守小学校 総合的な学習の時間における合科的な学習活動の支援 

～特に，理科の見方・考え方を働かせた探究活動の支援～ 
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現代教育課題研究コース(発達と教育連携) 

【会場：人文棟２０１教室】  

時 間 アドバイザー 連携協力校等 発表テーマ 

13:00～13:20 原瑞穂 上越市立大手町小学校 やりとりを重視した外国語・外国語活動の可能性 

－児童の興味・関心に着目して－ 

13:20～13:40 蜂須賀洋一 上越市立三和中学校(代表) 子どもが主体的に学ぶ防犯教育の授業づくり 

13:40～14:00 安藤知子 

蜂須賀洋一 

上越市立直江津東中学校(代

表) 
直東学園における組織内連携を促進する一取組 

14:00～14:20 安藤知子 上越市立城北中学校 ユネスコ・スクールにおける学校運営協議会の意義と課題 

－地域資源を生かした持続可能な教育活動の評価サイクル提案に向けて－ 

 

 

【会場：人文棟２０５教室】  

時 間 アドバイザー 連携協力校等 発表テーマ 

13:00～13:20 菅原至 糸魚川市立田沢小学校 地域とつくる教育課程の現状と課題 

－社会に開かれた教育課程の視点から－ 

13:20～13:40 菅原至 糸魚川市教育委員会 糸魚川市「０歳から１８歳までの子ども一貫教育」のより良い推進に向けて

～フィールドワークと子ども一貫教育現状調査アンケート結果からの考察～ 

13:40～14:00 越良子 

堀健志 

上越市立直江津南小学校 学級内の教師と子どもたちの人間関係 

－授業支援・昼休みの学習支援を通して－ 

14:00～14:20 堀健志 つくば開成学園高等学校 

上越学習センター 

集団を形成することの意味 

～私立通信制高校における仲間集団に着目して～ 

14:20～14:40 堀健志 新潟市立内野中学校希望が丘

分校 
児童自立支援施設と連携した小・中学校における教育実践 

 

 

現代教育課題研究コース(道徳・生徒指導) 

【会場：人文棟２０２教室】  

時 間 アドバイザー 連携協力校等 発表テーマ 

13:00～13:20 稲垣応顕 上越市立大潟町中学校 中学校における集団心理教育(ＳＧＥ)の実践 

－上越市立大潟町中学校1年生でのSGE実践の事例から－ 

13:20～13:40 稲垣応顕 糸魚川市立大和川小学校 小学校における集団心理教育(ＳＧＥ)の実践 

13:40～14:00 山田智之 上越市立高士小学校 地域教材を中核としたカリキュラムマネジメント 

－キャリア教育の視点から－ 

14:00～14:20 山田智之 上越市立頸城中学校 学級の集団作りを目的とした教育的支援 

－キャリア教育の視点から－ 

 

 

【会場：人文棟２０３教室】  

時 間 アドバイザー 連携協力校等 発表テーマ 

13:00～13:20 林泰成 上越市立直江津中学校 道徳科における授業力向上を目指した職員連携の在り方 

13:20～13:40 林泰成 上越市立安塚中学校 道徳科の授業力向上を図る職員連携～全校合同道徳の取組を中心に～ 

13:40～14:00 林泰成 糸魚川市立糸魚川東小学校 道徳科の授業力向上を目指した校内研修 

～「議論が深まる指導方法の研究」の取組～ 

14:00～14:20 高橋知己 糸魚川市立青海小学校 指導行動の分析に基づく教師の意識変容に関する検討 

 


