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授業力向上フォーラム　仙台

ね
ら
い

　東日本大震災後、多くの教育者はこれまでの教育のあり方に無力さを感じ、本当に必要な学びとは何かを模索しました。
その答えが、「人間には、ゼロからスタートしなければならない時が来る。教師がいなくても学び続ける子供たちを育てな
ければならない」（「なぜ教えない授業が学力を伸ばすのか」より引用）にあると思います。
　東北で初のフォーラムを開催するにあたり、これまでの高校教員を対象とするだけでなく、中学校の先生方、また保護者の
方々と、これからの東北地方を牽引する子供たちを育むうえで、大切なことを共に学びたいと考えました。
　本フォーラムは、講演とワークショップで構成されています。講演では、学校教育は、いまどのように変わろうとしているか、
なぜ教え過ぎないことが大切なのか、子供はどこで学びのスイッチが入るのか？など多彩な講師で実施します。
　授業研究ワークショップでは、全国で活躍する授業者による教材や指導案設計、スキル開発などを通し、明日から使える
授業改善の方法論を学びます。

対象:学校関係者（中学校・高等学校教員、
 教育委員会指導主事、予備校・塾関係者）
 保護者（中学校・高等学校の子女）
主催：産業能率大学
共催:（申請中） 仙台市教育委員会
後援:（申請中） 宮城県教育委員会　福島県教育委員会 
  山形県教育委員会　岩手県教育委員会
  秋田県教育委員会　青森県教育委員会
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10:40～11:40 「未来に通じる学力の育て方」
 宮城県仙台第三高等学校　教務主任
 授業づくり研究センター　滝井 隆太先生

休憩
13:00～14:00 「なぜ『教えない授業』が学力を伸ばす 
 のか～大学入試改革に備える～」
 東京都立武蔵高等学校・附属中学校　 
 指導教諭　山本 崇雄先生

14:20～15:20 「映画『ビリギャル』主人公が語る!
 子供の能力を引き出す大人のあり方」
 ビリギャル　小林 さやか氏

15:40～17:20 「We can make Real ゙ Active Learner゙
 ～アクティブラーナーを育成する学び～」
 福岡県立城南高等学校　校長　  
 和田 美千代先生
 ＜コーディネーター　チーム宮城＞
 宮城県聖ドミニコ学院中学校高等学校
 及川 俊浩先生　
 宮城県白石工業高等学校
 春日川 孝先生

※18時～20時　意見交換会（懇親会）　任意参加　
参加費3500円程度

各10：30～14：00※申し込み時に➀～➂から1つお選び下さい

➀【教科別授業研究ワークショップ】
数学　下町壽男先生　元岩手県立花巻北高等学校　校長
➁【アクティブラーナーを育てる授業設計ワークショップ】
チーム東北コラボレーションによる授業設計研究　
皆川 雅樹　産業能率大学　経営学部　准教授×岩手県立
花巻北高等学校　助川 剛栄先生
➂【授業力向上スキル開発ワークショップ】
授業改善に役立つロジカルシンキング　～弁証法、ア
クションラーニング、コルブの経験学習理論など～
小林 昭文　産業能率大学　経営学部　教授

各14：15～16：45※申し込み時に➀～➂から1つお選び下さい

➀【教科別授業研究ワークショップ】
国語　渡邊 久暢先生　福井県立若狭高等学校
➁【アクティブラーナーを育てる授業設計ワークショップ】
主体的学習者育成プログラムによる探究設計　
齊藤 弘通　産業能率大学　経営学部　准教授
➂【授業力向上スキル開発ワークショップ】
教育コーチングスキル開発　～深い学びにつながる
アクティブラーニングを支える対話力のスキル開発～
鈴木 建生先生　ユマニテク短期大学　副学長　
元産業能率大学　教授
※18時～20時　意見交換会（懇親会）　任意参加　
参加費3500円程度

学習意欲を高め学力向上につなげる

授業改革
//// AI時代を生き抜く子供たちを東北から育て、全国に発信する ////

講演 授業研究ワークショップ

対象: 学校関係者（中学校・高等学校教員、
 教育委員会指導主事 等）
主催：産業能率大学
共催:（申請中） 仙台市教育委員会
後援:（申請中） 宮城県教育委員会　福島県教育委員会
  山形県教育委員会　岩手県教育委員会
  秋田県教育委員会　青森県教育委員会

太白区文化センター （楽楽楽ホール）
10：30～17：20　定員 400名

　参加費/無料　

太白区中央市民センター （大会議室、中会議室、小会議室）

10：30～16：45
各講座1,000円（資料代として）

保護者の方にも
オ ス ス メ で す

保護者の方にも
オ ス ス メ で す



（講師の敬称略）

滝井 隆太（たきい りゅうた）
　宮城県仙台第三高等学校
　主幹教諭、教務主任、SSH-授業づくり研究センター　副センター長
20年以上に渡り、コーチングの授業への応用を模索・実践。躍進を続ける仙台三高
のキーパーソン。現所属校では、Ｈ22年に始まった授業づくりを通じた教員研修
「授業づくりプロジェクト」に立ち上げから関わる。H27年からは、校内に設置された
「SSH-授業づくり研究センター」で、他教科を横断・融合しながら、従来的受験学力を
担保しつつ21世紀型スキルを育成する授業・教育プログラムや、仙台三高の独自
理論「構成的アクティブラーニング」の研究・開発を主導する。現在の最大の関心事は
「主体的学び」を促すための自己決定理論（動機付け理論）の現場的実践と「深い
学び」を実現するためのさまざまな方略と授業設計。授業研究会「拓く会」代表。

山本 崇雄（やまもと たかお）
　東京都立武蔵高等学校・附属中学校　指導教諭
1994年より東京の公立中学校で英語教師として教壇に立つ。2006年東京都立両
国高等学校に赴任。同年新設された附属中学校にて新入生から英語教科の担当
となる。両国附属中学校にて実践された「教えない授業」がマスコミ等で大変な評
判となり、2016年出版された「なぜ「教えない授業」が学力を伸ばすのか」（日経
BP）は、ベストセラーとなる。これまで多くの高校で研修講師を依頼され、生徒の
自立を促し、学ぶ楽しさを実感させることで結果として成績を伸ばす授業を紹介
されている。2017年より現任校に赴任。
検定教科書『New Crown English Series』（三省堂）編集委員。

さやか（ビリギャル／小林 さやか）

『学年ビリのギャルが1年で偏差値を40上げて慶應大学に現役合格した話』（坪田
信貴・著）の主人公＝ビリギャル。1988年3月生まれ、名古屋市出身、東京都在住。
中学、高校で学年ビリを経験し、高2の夏に小学4年レベルの学力しかなかった。
当時の全国模試の偏差値は30弱。中学時代は素行不良を理由に何度も停学にな
り、学校の校長に「人間のクズ」と呼ばれたことも。塾講師　坪田信貴氏との出会
いを機に、1年半での日本最難関レベルの私大、慶應義塾大学の現役合格を目指
すことになる。結果、1年で偏差値を40上げて、複数の難関大学のほか、慶應義塾
大学に現役で合格を果たした。その後、ウェディングプランナーとして活躍し、
2014年にフリーランスに転身。現在は、全国への講演活動やイベント企画運営などを
しながら、札幌新陽高校で「校長の右」という役職で教育を学ぶべくインターン中。

和田  美千代（わだ  みちよ）
　福岡県立城南高等学校　校長
昔ドリカム、今AL。平成6年福岡県立城南高校で、生徒主体の進路学習ドリカムプラ
ンを企画開発、キャリア教育の先進事例として全国的注目を集める。
城南高校には教諭として18年、教頭して2年計20年勤務。文部科学省のキャリア教育
関係の委員を務め、学習指導要領特別活動の解説にも携わる。
平成27年から2年間、福岡県教育指導部長として、新たな学びプロジェクトチームを
率い、アクティブ・ラーニングの普及啓発の仕事をする。
福岡県教育庁高校教育課主幹指導主事を経て、この春から城南高校校長。一学期始
業式式辞はALで行う。
ずっと自分を駆動するエンジンを追いかけているアクティブラーナー。

数学/下町 壽男（しもまち ひさお）
　岩手県立花巻北高等学校　非常勤講師
県内5校の高校に勤務後、派遣教員として青森県に。東日本大震災後、岩手県教委
に勤務し、教員文化を変える取組を精力的に行う。2014年度以降、盛岡三高、大野
高、花巻北高で、授業改革を軸にした学校改革に力を入れ、全国への発信も積極
的に行っている。今年度花巻北高校長を退職し、いち教師として「情報」を担当す
る。著書は「つながる高校数学」（ベレ出版）等。アクティブラーニング関係の書籍
への執筆協力は多数。現在、月間高校教育に「シモマッチの校長随筆」好評連載
中。ブログ「あなたと夜と数学と」で教育に対する思いを日々発信。

講演

太白区中央市民センター
（大会議室、中会議室、小会議室）

10：30～16：45
参加費　各講座1,000円

（資料代として）

太白区文化センター
（楽楽楽ホール）
10：30～17：20
参加費　無料

国語（現代文）/渡邉 久暢（わたなべ ひさのぶ）
　福井県立若狭高等学校　教諭
　京都橘大学　非常勤講師（国語科教育法）
私の最近の動向は、こちらhttp://www.mitene.or.jp/~kkanabe/に書いています。
当日は、ご参加くださる方々を生徒に見立てた「模擬授業」を約90分、質疑
応答を30分というスケジュールで行う予定です。現代文の論説的文章を
中心にした単元の一場面を体験していただきます。2年後に迫った新テスト
も意識しつつ、教科の本質に迫り、深い学びを促すことを可能とする単元
デザインとなるよう、現在準備しています。参加者のみなさんと「国語科
の本質に迫る授業とは」「深い学びへと生徒を誘う国語科の授業とは」など
について、意見交換ができれば幸いです。とはいえ、現代文を素材とした
模擬授業ですので、特に国語科的な知識は必要ありません。国語科教員
以外の方も大歓迎です。よろしければご参加くださいませ。

日本史/皆川 雅樹（みながわ まさき）
　産業能率大学　経営学部　准教授
博士（歴史学）。専修大学兼任講師（教職課程）。元専修大学附属高校・法政
大学第二高校教諭（地歴科、特に日本史、～2016年）。アクティブラーニング
を意識し、ファシリテーション、KP法等を駆使して、授業などの学びの場づく
りに取り組む。多くの教育系メディアで実践が紹介され、講演・研修講師を全
国で務めている。大学では、歴史系の授業のほかに、コミュニケーション・
ファシリテーションに関わる授業を担当し、アクティブラーナーの育成に努め
ている。著書『日本古代王権と唐物交易』（単著、吉川弘文館）、『アクティブ
ラーニングに導くKP法実践』（川嶋直との共編著、みくに出版）など。

日本史/助川 剛栄（すけがわ よしはる）
　岩手県立花巻北高等学校
平成元年採用、花巻北高校在職3年目、前任の遠野高校在職時、生徒の主体的な
学びの姿勢の育成を目ざし、自ら課題を見つけ思考する課題解決型の取り組みを
中心に、学校×地域の連携事業に携わった。〔VIEW21（2015.4）、Career Guidance
（2015DEC 2016DEC）、アクティブラーニング実践Ⅱ〕。2016年から2年間、岩手県
高教研日本史部会の部長を務め、日本史担当教員研究会を年に1回開催、中学校
での授業研修や観点別作題研修などを企画。花巻北高校で年に2回、校外の参加
者も交えて実施される地歴公民科研修会と併せて現在現場で課題となっている
内容について研鑽の日々。

探究/齊藤 弘通（さいとう ひろみち）
　産業能率大学　経営学部　准教授
慶應義塾大学文学部人間関係学科教育学専攻卒業。法政大学大学院政策創造研
究科博士課程修了。博士（政策学）。専門社会調査士。産業能率大学総合研究所に
て企業の人材開発をめぐる実態調査や研修プログラムの開発、人材開発コンサ
ルティング業務に従事後、現職。主にわが国の高等教育機関における社会人教育
の実態やそこでの学修効果、企業内教育との接続のあり方などについて研究。専
門は継続教育論、人材育成論、質的調査法。文部科学省「大学教育再生加速プロ
グラム」の高大接続ユニットのメンバーとして「主体的学習者育成プログラム」の
開発に携わる。

物理/小林 昭文（こばやし あきふみ）
　産業能率大学　経営学部　教授
2007年度から「成績向上」「居眠り皆無」「選択者倍増」の高校物理授業を開発、
実践して成果を上げた。後にアクティブラーニング型授業と評価された。2013年3月
に高校教諭を定年退職。2014年度より現職。現在では「現場で・組織的に行う授業
改善」を重視して研修会講師や継続的な指導を行っている。
主な著書「アクティブラーニング入門」「アクティブラーニング入門2」(小林昭文著/
産業能率大学出版部)。「アクティブラーニングを支えるカウンセリング24の基本
スキル(小林昭文著/ほんの森出版)など。★近刊「すぐ使える！ワークシートでコミュ
ニケーション教育(小林昭文著/ほんの森出版)」7/10発売。「授業改善を支えるのは
担任のチカラ」の視点で力説。

国語/鈴木 建生（すずき たけお）
　ユマニテク短期大学　副学長　元産業能率大学　教授
高校国語科教師として35年勤務。産業能率大学経営学部教授を経て、2017年4月
より現職。高校では主に進路指導を担当し、多くの困難を抱える若者のキャリア教
育を研究実践。キャリアカウンセリングではコーチングスキルを活用し、ひとりひ
とりのモチベーションを引きだし、キャリア形成支援を行う。

授業研究
ワークショップ


