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国語の授業作りとはどうすればよいのか？
今日の半日の教え方セミナーでそのヒントがわかります。

〔講座内容〕
①毎時間が安定する1時間の授業の流れ
②授業の導入はこれで決まり漢字・ひらがな指導のシステム
③挙手だけじゃない、指名・発言システム
④苦手な子も楽しくできるようになる音読指導
⑤辞書引きフラッシュカードのどの子も楽しめる授業システム
⑥どんな子も熱中する物語教材の授業システム
⑦文章の内容と構造が理解できるようになる 説明文の授業シス
テム
⑧やんちゃくん・静かな子も巻き込める暗唱指導システム
⑨単発でも盛り上がる短歌や俳句・詩の授業システム
⑩授業システム作文やレポートなど指導
⑪忙しい中でも教材研究をシステム化する
⑫講師桜木先生のおすすめ授業
⑬その場で質問に答えます！Ｑ＆Ａ講座

保護者や子どもが楽しく、成就感を味わうことができる

算数授業を紹介します。
〔講座内容〕
①毎時間が安定する1時間の授業の流れ
②美しく書かせることでできるようになるノート指導
③「百玉そろばん」や「ブロック」など操作活動を取りいれる
ことで理解できる指導
④単元導入のイラストを扱うことでできるようになる中学年の
授業
⑤「説明しよう」問題を楽しくできる高学年の授業
⑥図形問題はイメージがさせることでできるようになる指導
⑦計算問題が1時間で、できるようになる指導
⑧苦手な子も取り組める文章問題の指導
⑨進度の差を埋める「仕上げの問題」単元のまとめ指導
⑩知的おすすめ授業（難問良問など）
⑪教科書の構造を知ることで簡単に教材研究できる技
⑫講師桜木先生の算数おすすめ授業
⑬その場で質問に答えます！Ｑ＆Ａ講座

支援を要する子もそうでない子も、生き生きとクラスに溶け
込んでいるのが理想です。全体を指導しつつ気になる子に
そっと対応する、効果的な指導方法をお伝えします。
〔講座内容〕
①負けを認められない子が認められるようになる学級レク
②ドーパミン、セロトニン、ノルアドレナリンとは？
③ドーパミン、セロトニン、ノルアドレナリンを取り入れた授
業
④集中力がない子も、お喋りしちゃう子も、やる気がなくて
突っ伏しちゃう子も、どんな子が教室にいても、全体を巻き込
む授業の導入の工夫
国語編 算数編 社会編

⑤特別支援の子も熱中する授業
⑥その場で質問に答えます！Ｑ＆Ａ講座

仕事が終わらなくて、毎日残業・・・。これでは疲れ
果てて質のいい教育ができません。充実した日々が送れるた

めの仕事術を紹介します。

〔講座内容〕
①いつ、どうやって書く？週案の活用方法
②休み時間には何をして過ごす？
③放課後に持ち越さない！テストの○付け、ノートチェックの
方法
④明日の授業準備、教材研究はいつやる？～インターネット活
用編～
⑤明日の授業準備、教材研究はいつやる？～本・雑誌活用編～
⑥学期末、所見に悩まない！日々の子どもの記録の取り方
⑦放課後の保護者からのクレームが減る、子どものトラブル対
応の仕方
⑧仕事を素早くこなし、且つ教師力を向上させる裏ワザとコツ
⑨その場で質問に答えます！Ｑ＆Ａ講座

※1講座7～20分程度でテンポよく進めます。 ※講座内容・会場は変更することがあります。お申込をされた方に詳細をお伝えします。
※１会場のみのご参加も可能です。 〔資料代〕１会場につき教員･講師２０００円 （同会場午前・午後ご参加の場合は３０００円。学生は半額）

新学期準備のコツや子供対応術などを学べる、先生方向けのセミナーです
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荒れた学級にしないためには、春休み中の準備が重要です。学級経営に
必要な準備やルールづくりを、先行実践を紹介しつつ、ポイントを絞ってお
伝えしていきます。
〔講座内容〕
①百人一首の教育的効果は絶大！あの子が負けを受け入れられる！？高学年の男女
の仲が自然と良くなる！？保護者からも大好評！？

②褒めて伸ばせば、子どもも保護者も大満足！？子どもの褒め方（褒め方
１０パターン・一筆箋など）
③正しい子どもの叱り方をすれば、子どもの信頼を得る（予告評定など）
④当番システムが安定すれば、学級も安定！？そうじ当番、一人一役システム
⑤弱肉強食の世界は、学級崩壊へと続く？これぞ平等。給食おかわりシス
テムとその応用

⑥喧嘩両成敗！喧嘩のさばき方を知れば、子どもが素直になる！？
⑦前年度荒れていた子を担当することになった。準備をすれば子どもも教
師も安心。特別支援準備。
⑧学級開き初日にこれをすれば、クラスが安定する！学級開きのシナリオ大公
開。子どもたちとの出会い方はこれだ！（所信表明演説・板書など）
⑨学級開き2日目と3日目にこれをすれば、クラスが安定する！学級開きの
シナリオ大公開。（システムチェックなど）
⑩次の学級はモンスターペアレントがいる？保護者対応術。
⑪桜木先生の学級開きと春休みの過ごし方
⑫なんでも答えます。QAコーナー

「勉強楽しいって言わせたい」「落ち着いた学級にしたい」…そんなお悩
みを解決できる講座です。
〔講座内容〕
①導入で子どもの心を惹きつければ、授業が楽しくなる。授業導入のすべ
て！
②音読技術を使いこなせば、荒れたクラスでも授業が成立！？４月に使い
たい音読指導法
③教室に空白をつくらない。列の後には，学級崩壊の亡霊がくっついてい
る！？
④毎時間安定する！熱中する！社会科授業
⑤毎時間安定する！熱中する！道徳授業
⑥教科書の構造を見抜けば、教材研究があっという間に終わる！？算数編
⑦教科書の構造を見抜けば、教材研究があっという間に終わる！？社会編
⑧優れた授業を真似すれば、どんな教師でも授業を盛り上げられる。国語
編
⑨優れた授業を真似すれば、どんな教師でも授業を盛り上げられる。算数
編
⑩優れた授業を真似すれば、どんな教師でも授業を盛り上げられる。社
会編
⑪子どもの心を惹きつける授業
⑫桜木先生の知的で楽しい授業
⑬なんでも答えます。QAコーナー

道徳の授業作りとはどうすればよいのか？
子どもたちが夢中になり、主体的に授業に取り組むことができるに
は原理原則があります。そのコツを紹介します。
〔講座内容〕
①学校公開でおすすめの道徳授業！
②こんな時はこのエピソード！子供に心に響く語り。
学級のはじめ 宿題の意義 時間を守る意味
委員会・行事などの前の語り授業

③教科書を使った授業プラン～授業の組み立て
～「内容項目」ごと

低学年「はしのうえの おおかみ」(親切、思いやり)
中学年「泣いた赤おに」(友情、信頼）
高学年「手品師」(正直、誠実)

④授業と評価・所見を連動させよう。
タイプ別の評価文例&まとめの書かせ方のポイント紹介

⑤87の会代表桜木泰自による
「明日の生き方を考えるようになる」授業

⑥Q＆A
百戦錬磨 87の会代表桜木泰自が答えます。

お申込は、裏面へ！

「わかった！」「できた！」「楽しい！」
子供から声が上がる指導法を紹介します
授業に加え、掃除や給食、生活指導など、多くの先生方

が手ごたえを感じた指導方法をご紹介します。
セミナーで紹介するものは、全国の10000人以上の教

師が、子供の前で実践してみて手ごたえのあった指導方法
ばかりです。主に模擬授業を通して紹介するため、イメー
ジがわきやすく、教室で実践しやすくなります。

学級経営のコツ・仕事術がわかります

主催者側が資料を用意して講座を進めます。映像や
ノートなどもお見せしながら、学級経営のコツを学ぶこ
とができます。
また、手際よく事務作業を進めるためのコツや、新学

期が始まる前に準備しておくべきこともお話しします。
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【昨年度参加された皆様より】
◆お江戸87の会のセミナーに時間のある時に参加させていただいておりますが、いつも自分が日頃
疑問に思っていることを講座にしていただいているので、ありがたいです。今回も勉強になりまし
た。ありがとうございました。（女性）

◆それぞれの先生方からのミニ授業、とても楽しい上に細かい指導のコツなども学べ、受講して良
かったと思いました。また参加したいと思いました。（5年目・女性）

◆子どもの困り感に寄り添った指導の工夫にたくさん触れることができました。まずは相手が子供で
あれ、大人であれ、相手を理解すること、良さや思いを理解しようと努めることが大切だと思いま
した。（女性）

◆多くのトピックをポイントを押さえて詳しく知ることができて、非常に勉強になりました。なぜ今
までこのようなセミナーがあるのを知らなかったのか・・・・。勤務校では知らない教員たちが多
かったです。今後も積極的に参加していきたいです。

（5年目・女性）

◆日々の困ったこに焦点をあてて指導していただき、
勉強になりました。様々な場面での手立ては当然必要
ですが、やはり何よりも大事なのが「楽しく授業を
行うこと」これにつきると感じました。
（6年目・男性）



講座はどのように進めるのですか？

QRコードよりお申込
事務局よりメールにてご連
絡を差し上げます。
※ご記入いただいた個人情報は厳重に管
理し、TOSSお江戸87の会セミナー関連のご
案内以外では使用致しません。

よくいただくご質問にお答えします

教育の情報が満載！「教育トークライン誌」
定期購読のお申し込みは、東京教育技術研究所へ

Tel ０３-３７８７-６５６４ Fax ０３-５７０２-２３８４ http://www.tiotoss.jp/

からのお申込は、こちら
①QRコードよりお申込ページにつながります。必要事項をご記入ください。
②「お申し込み講座」の項目に、お申し込みの会場をチェックしてください。（複数可）

③すべて入力後「確認画面」→「送信する」をクリックしてください。
https://sites.google.com/a/toss2.com/87nokai-harusemi2015/
QRコードがつながらない場合は、お手数ですが上記アドレスを直接ご入力いただくか、
「TOSSお江戸87の会」と検索し、「TOSSお江戸87の会」ページ左側の「春の教え方セミナーHP」ページをクリックしてください。

◎１講座は7～20分程度 講義形式のものもあれば、ご参加の先生方
に「子役」になっていただく「模擬授業」形式のものもあります。

◎各講座に「解説」も 講座の補足やさらなる授業案が飛び出すこともあ
り、好評をいただいています。

◎Q&A講座 講座を聞いての質問だけでなく、日頃の実践でお悩みのこと
などでもかまいません。当日Q&A用紙をご用意しておりますので、ぜひご
質問をお寄せください。Q&A講座で回答します。

☝講座では、このような資料もお渡しします。（一部抜粋）

世界最大の教育ポータルサイト

「ＴＯＳＳランド（TOSS商標）」
http://www.tos-land.net/

Teacher’s Organization of Skill  Sharing
授業・教育にすぐに役立つ教育技術・指導法を

開発し、集め、互いに追試し、検討しあって自らの授業技術を高め、
そのような技術や方法を全国の教師の共有財産にしようと努める、日
本最大の教師の研究団体。会員は全国各地で1万人を超える。２０１
４年には「観光・まちづくり教育が」観光庁長官賞を受賞した。代表は
向山洋一氏(元東京都公立小学校教諭、上海師範大学客員教授)。
著書は『新版授業の腕をあげる法則』、『新版子供を動かす法則』、
『新版学級を組織する法則』(以上学芸みらい社)など100冊以上。

TOSSとは

結成1988年。月2回、平日の18時20分～21時に中央区佃区民館で例会を開催。模擬授業・レポート検討などをしている。例会には毎回１０～１５名が参加。東京の小学校の教
員を中心に２０～４０歳代が多く、見学に来られる方もいる。TOSS全国1000会場教え方セミナーをきっかけにサークル員になった方や、中学・高校の教員もいる。例会の他、春に
TOSS全国1000会場教え方セミナー、秋･冬に教員･学生向けのセミナーを開催したり、11月に中央区にて小学生対象に跳び箱の跳び方や工作などの講座を開催したりしている。
代表 桜木泰自：東京都公立小学校勤務（ＴＯＳＳ中央事務局･TOSS東京代表）

TOSS主催セミナーの講師を全国的に数多く担当している。また、足立区立小学校教育研究会視聴覚教育部、江戸川区立小学校教育研究会学級経営部を始めとした公立小学校
教育研究会や、校内研修の講師として招かれることも多く、子供相手に模範授業をするなど、教室での実践に基づいた講話に好評を得ている。

TOSSお江戸87の会
tosu oedo hana no kai

Q1 「TOSS全国1000会場教え
方セミナー」とは、何ですか。
全都道府県、1000会場で実施

するセミナーです。学級経営の方
法や、学力をつける指導法などを
会場別にさまざまなテーマで実施
します。子供への指導場面をより
具体的に想定し、講座にしていま
す。昨年度は全国で2万人を超え
る先生方にご参加いただきました。

Q４ 参加をしたいのですが、
どうすればいいですか。 下記
「お申込方法」をご確認の上、
お申し込みください。お友達と
参加される場合は「ペア席」
「グループ席」のご用意もでき
ます。なお、お席を確実に用意
させていただくため、各会場前
日までのお申込みをお願いして
います。 Q９ 会場で飲食はできますか。

休憩時間に会場内で可能です。
ペットボトルなどご自身でご用意
ください。セミナー開始前にお弁
当等をお持ちになって会場内で昼
食をとっていただくこともできま
す。いずれにせよ、ごみのお持ち
帰りはご自身でお願いします。

Q３ 服装はスーツの方がいいで
すか。 主催者側は研修にふさわ
しい服装でお待ちしていますが、
特に決まりはありません。普段の
服装でお越しください。

Q７ セミナーの録音をしてもい
いですか。 録音、写真、動画撮
影は事務局のみとさせていただい
ております。ご遠慮ください。

Q８ 必要な持ち物はありますか。
筆記用具・ノート・A４サイズの
資料が入る袋（クリアファイルなど） が
あるといいでしょう。講座内容を
資料に書き込む場合もありますが、
ノートにメモをする方が多くい
らっしゃいます。また、資料をお
配りしますので袋をご用意くださ
い。

Q２ 参加するのにお金は必要で
すか。 資料代をお願いしていま
す。１会場につき、採用年数問わ
ず、教師・講師は２０００円です。
（同会場午前・午後ご参加いただく場合

は３０００円。学生は半額。）資料代は
会場に当日お越しいただいたとき
にお支払いください。詳細は事務
局におたずねください。

Q６ 参加申し込みをしたのです
が、都合が悪くなりました。
どうすればいいですか。 ご面倒
でも事務局にご一報いただけます
と助かります。キャンセルされて
も資料代の請求はいたしません。

Q５ 当日の申し込みでも参加
できますか。 当日のお申込み
やお申込みなしでの飛び入りのご
参加も承ります。ただし受付で多
少お時間をいただく場合や、お席
をご用意できないことがあります。

Q１０ TOSSのセミナーについて
あまりよくわかっていないのです
が参加できますか。 セミナーは、
TOSSお江戸87の会のメンバーが講
師を務めます。思想信条は問いませ
ん。どなたでもセミナーに参加でき
ますので、ご安心ください。お友達
との参加も大歓迎です。お声をかけ
合ってご参加ください。

87の会教え方

教師のための会員制電子書籍ライブラリ http://tossmedia.jp/

新法則化シリーズ
〔申し込み〕東京教育技術研究所 http://www.tiotoss.jp/ 〔発行〕学芸みらい社 http://gakugeimirai.com/

新教科書に対応した、指導法が載っています

1.国語の授業 吉田知寛・加藤雅成
2.算数の授業 中込鉄平・北倉邦信
3.社会の授業 西野翼・依田恵
4.理科の授業 篠崎一徳・高木順一
5.英語の授業 小島庸平・利田勇樹
6.その他の授業 守屋遼太郎・村瀬歩
7.うまい授業の原則とは 桜木泰自

1.最初の一週間が終わったけど、来週からどんなことに気を付ければいい
の！？教えて中込先生！
2.ゴールデンウィークまでの四月中に絶対やっておくことって何？教えて中
村先生！
3.学級を統率できているか不安、学級のほころびを察知するにはどこを見
れば分かるのかな? 教えて吉田先生！
4.知的な授業がしたい！でもどうやっていいかわからない・・・。教えて三浦
先生！
5.1学期の行事指導、子供たちにいつ何をすればいいのだろう？教えて小
島先生！
6.日々の問題にストレスなく対処するコツや次々と起こる困ったことに笑顔
で対応するコツってないの？教えて山田先生！
7.TOSS東京の区部サークルの各メイン講師が、参加者の疑問に答える、Q
＆A

授業者の技量で授業のうまい、へたが決まる。
うまい授業の原理原則教えます
～若手サークル員の授業にTOSS東京の区部
サークルの
各メイン講師陣が介入・代案～

ALL東京区部教え方セミナー
～TOSS東京の区部サークルの各メイン講師が夢の競
演～１３：４５～

１６：４０
１０：００～
１３：００

HPのQR

http://www.tos-land.net/
http://www.tos-land.net/

