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「横手は一つ」を実感した平成28年度の歩み

横手市教育委員会

教育長 伊 藤 孝 俊

まさに「横手は一つ」を実感した平成28年度となりました。これもひとえに市内各小

・中学校，全教職員の皆様の御尽力の賜と衷心より感謝申し上げます。本当にありがと

うございました。

さて、今年度特筆すべき足跡の一つには，何と言っても「学力向上フォーラム」が挙

げられるのではないでしょうか。朝倉小・横手北小・横手南中・横手北中の４校の授業

公開は圧巻でした。その学びの質の高さについては，ふるさと村を会場とした全体会に

おける「講師や経験の浅い教師もいたでしょうに，どのクラスを参観してもその差を感

じないのはどうしてでしょうか」という県外参会者の感想と質問に，集約されていたと

思います。

， ，朝倉小のこれまで継続的に取り組んでこられた研究の歴史 横手北小の斬新な研究内容

横手南中の研究の質の高さ，横手北中の小・中連携を基調にした実践的な研究内容と，ど

れをとっても次期学習指導要領の理念に沿うものでした。とりわけ，開校からわずか半年

余りの横手北小の公開には頭の下がる思いでした。これまで全市一枚岩で行われてきた横

手市の研究推進の実績を，見事に表現されたものと感じました。それまで、各所属校にお

いてそれぞれの研究を進めてきていた横手北小の教職員が，今年の４月に同職することで

更なる飛躍を遂げたのだとすれば，それはまさに「横手は一つ」を体現したと言えると思

うのです。これまでの市全体の取組の軌跡が横手北小の成功に繋がったと思うとき，大き

な感動を覚えました。

， 「 」 。また もう一つには 言語活動の充実による学力向上推進事業 公開研究会があります

公開校である山内小・中学校は，市内でも決して規模の大きい学校ではありません。しか

し，全教職員による授業公開は見事なものでした。ＮＩＥや図書の利活用についても、し

っかりとした提案がなされました。今後の市推委の方向性を見事に体現していただいたと

思っています。両校の校長先生は口を揃えて「研究指定をいただいて本当によかった。先

生方の頑張りを形にすることができた」と仰っておりました。

志の高い，研究熱心な教師集団を見るとき，私は「横手の底力」を改めて実感します。

来年度の研究公開は十文字中学校区です。山内中学校区の研究の成果をさらに深めていた

。 ， ，だけるものと大いに期待しています 小学生の頃からしっかりと文章を読み込み 理解し

社会へ目を向け，自分なりの意見を構築し，他との関わりの中でさらに考えを深め，広く

， 。情報や意見を発信できる そんな子どもたちを育てていきたいとの思いを強くしています

， ， 。 ，このことは 一教員 一学校が実践して成果に繋がるものではありません 横手市全体で

どの学校も，どの教員も方向性を一つにして頑張ったとき，初めて大きな成果になるもの

と思っています。そういった意味でも「横手は一つ」を目指し，横手の子どもたちの底力

を，今よりももっと上へと引き上げていこうではありませんか。
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生きる力を育むための学習指導はどうあればよいか研究主題
～～主体的に学び合い 「なぜ」を追究する子どもの育成，

横手市立横手南小学校

Ⅰ 研究主題について
「なぜかというと…」と根拠をもとに語り，お互いがなぜそう考えるのかを共感的に受け止め

合える言語活動を位置付けるとともに，どんな力が身に付いたかを自覚し，自分の生活に生かす
ことの喜びや意味を意識して学習に取り組ませることにより，主体的に学習に向かい，学んだこ

， 。とを生かしてよりよく生きようとする態度を育てることができると考え 本研究主題を設定した

Ⅱ 研究の実際
１ 学びの質を高める「言語活動の充実」に向けて（国語の実践から）

(1) 「なぜ」を追究する学習過程の工夫
単元あるいは１単位時間の学習過程を「 問『

い』を見付ける」→「 なぜ』を見つめる」『
→「 なぜ』を生かす」と位置付け，それぞ『
れの段階で，学び合いの基本となる４つの力

「学びのたね」を意識して言語活動を行うよ
うにした。

子どもたちの疑問や気付きを生かし，見通し①
（ 問い」ををもって取り組ませる学習展開の工夫 「

見付ける）

単元や１単位時間の始めには，ゴールと
，なる言語活動のモデルや問題場面を提示し

これまでの学習と違うところはどこか（学
びのたね① ，どうしたらゴールにたどり）
つけるかに着目するようにした。さらにそ
の問題を解決するためにはどんな力を付ける必要が
あるかを考えることで，自分たちで課題を見付け，
主体的に課題を設定し，取り組むことができるよう
にした。
【実践例１】２年「楽しいお話をつくろう」

単元の始めに，教師が作成したモデルを提示し，
「どうしたらこんな楽しいお話を書けるかな」とい
う問いをもたせるところからスタートした。お話づ
くりに取り組むのは初めてであったが，教師が書い
たモデルによって興味・関心が高まるとともに，焦
点化が図られ ｢○○を入れるとよさそうだね ｣｢は。，
じめ・中・終わりに分けるとよさそうだ。｣という
見通しをもつことができた。そこから｢楽しいお話
をつくるためにはどうしたらよいだろうか｣という
課題が設定され，学習計画を立てることができた。

【実践例２】４年「心に残ったことを
リーフレットにまとめよう」

｢心に残ったこと｣を焦点化できるように，子ど
もたちの感想から疑問や気付きを引き出し，課題づ
くりにつなげた。初発の感想から生まれた課題が一
人一人の読みへの意欲につながり，叙述に着目しな

， ，がら中心人物の心情を想像し 心情の変化を捉えて
自分の心に残ったことをリーフレットにまとめるこ
とができた。

教師が作成したお話のモデルの拡大版

６年生の「学びのたね」

子どもたちと設定した学習課題と学習計画
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② 根拠や理由を伝え合い，学び合う言語活動の充実（ なぜ」を見つめる）「
話し合うときには，何について話し合うのかを明確にし

た上で（学びのたね② ，それについて自分なりの根拠をも）
つことができるように，視点を明らかにして情報を集めら
れるようにした（学びのたね③ 。）

【実践例３】１年｢『ぼくのじまんのじどう車ずかん』を
つくろう｣

図鑑に載っているはしご車の絵や写真（非連続型テキス
ト）からはしご車の｢しごと｣と｢つくり｣を読み取る際，そ
れぞれが読み取ったことを付箋で出し合い，それが妥当か
どうかを話し合った。グループで検討した後，全体で話し
合うことで，より確かな根拠をもって「しごと」に合った
「つくり」であることを主張することができた。

【実践例４】５年｢表現から読み取ったことを基に話し合おう｣
大造じいさんとガンの関係の変化について 「始めは…，

だったが，～によって，最後は… 」と，変化の原因を入。
れたまとめ方のゴールを示して話し合いをすることによ
り，変化の原因を叙述から読み取り，心情の変化の捉え
方が深まった。

③ 学びの成果を実感させ，次につなげる振り返りの指導
（ なぜ」を生かす）「
○友だちとの関わりに目を向けた振り返り

○自分の変容や次に生かすことに目を向けた振り返り（学びのたね④）

(2) ｢みなみの学び｣の共通実践に向けて
① 学習スタイルの確立

学習展開のほかに，身に付けさせたい学習習慣やノートづくりのルールを決め，全校共
通の学習スタイルで授業づくりに当たってきた。

② 「学び合い・愛 オープン・クラス」の実施
１つ上の学年（６年生は学年部内）の授業を見学し合い，学習に向かう態度の向上を図

，，，。った また 学年部内で合同授業や交換授業を行い 子どもたちの学習の交流を図ると共に
教師の指導技術の交流も図った。自分たちの学習を見
つめ直すだけでなく，下の学年の役に立てたという充
足感にもつながった。

絵や写真から情報を取り出す

叙述を根拠に

３人組で，楽しく，いろいろ
なアイディアをだしたりしつも
んをしたりして，わかりやすく

。 ，なりました はっぴょう会では
じょうずにできそうです。

Ａさんのはっぴょうの
とき，○○さんは自分で
もまだよくわからないと

。 ，ころがありました でも
ぼくとＢさんがいっぱい
しつもんをして，それを
かいけつしました。

Ｃさんは話合いの目ひょう
にむかって話していました。
それにＤさんがはんのうした
り，しつもんしたり，わたし
がつけたしたりしました。だ
からＣさんのスピーチはもっ

。とくわしくなったと思います

授業見学の様子

これまで，自分の意見を書く
ことは難しいと思っていました
が，筆者の考えをきちんと読み
取って，それについて自分の生
活と関わらせて考えるといいこ
とが分かりました。

だれかにおすすめする
書き方のポイントが分か
りました。今度からは，
部活動のポスターなどを
かくときに役に立ちそう
です。

登場人物の行動や会話
だけでなく，情景にも心
情が表れていることが分
かりました。ほかの物語
を読むときにも探してみ
たいです。

勉強の内容がむずかしく
ても，みんなで相談したりし
ていていいなあと思いまし
た。こんなに静かなのにたく
さん反応して発表をしている
ところを見習いたいです。

私達５年生と比べてみ
て，反応も大きく，前の学
習を生かしていたり，質問
も正確にできていたので，
参考にして，これからの学

。習に生かしていきたいです

授業を見学しての振り返り
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２ 学校図書館の利活用及びＮＩＥの推進について
(1) 「ことば」の力を高め，言語活動の充実につなげる学校図書館の利活用

｢おすすめの10冊｣｢読書記録カード｣のほかに，次のようなことに取り組んだ。
① 日常的な読書推進

○「スタンプラリー」の実施
今年度も市立図書館の協力を得て，読書の幅を

広げることをねらいとして，スタンプラリーを開
催した。学年に応じて，冊数や本の種類の規定を
設けて読書の推進を図った。

○「わたしのイチ押し」コーナー
図書室前の廊下に設置し，各学年が国語の授業

で取り組んだ作成物（紹介文，リーフレット等）
を掲示した。さらに，それらを読んだ人が付箋に
感想を書いて貼ることができるようにした。

○図書館での読書タイムの実施
休み時間等の図書室の利用状況に個人差が見ら

れるため，朝の読書の時間に，学級毎に図書室で
本を読めるように割り当てを決めた。

② 委員会活動と連動した取組
○ポップコンテスト

お気に入りの本のポップ(広告)をコンテスト形
式で募集し，それを掲示に活用した。

(2） 「ことば」の力を支え，読解力向上に資するＮＩＥ
① 新聞に親しむ環境の整備

○ＮＩＥコーナーの設置
図書館前及び各学年棟にＮＩＥコーナーを設置

し，児童の作品を掲示したり，意見を交流したり
できるようにしている。

② 日常的に新聞に親しむ活動
○月２回の「新聞の日 （ＮＩＥタイム）の実施」

次のような活動のほかに 「読売ワークシート」や教師作成のワークシートを使うなど，
して，新聞と親しむ活動を行った。
１・２年部：同じ新聞を見ながら，教師の読み聞かせを聞く。
３年部：新聞記事の中の分からない言葉について国語辞典で意味を調べる。
４年部：気になった記事について意見や感想を小グループで交流し合う。
５年部：気になった記事について付箋に感想を書いて交流する。
６年部：気になった記事について紹介文を書き，家族に伝える。

○家庭と連携した新聞スクラップ
家庭での宿題として，定期的にスクラップを実施し

ている。切り抜いた新聞記事の内容を５Ｗ１Ｈで内容
をまとめ，感想や意見を記入している。また，保護者
にも協力を仰ぎ，コメントを記入していただいた。

教師作成のワークシート新聞スクラップ

スタンプラリーカード

全校から寄せられたポップ
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３ 小・中連携等について
(1) 道徳教育のさらなる推進

① 道徳的価値の自覚を深める道徳教育の展開
年度当初の校内研修会において 「発達段階に合わ，

せた授業形態の工夫 「全教育活動における道徳的視」
8点（ 心のたね ）からの振り返り （中学校では「「 」 」

）といった南中学校区で共通して実践しているmorals」
道徳教育の進め方について共通理解を図り，それをふ
まえて，問題解決型の道徳の時間を，体験と関連を図

。 「 」 ，りながら実践してきた 特に 心のたね については
， ，それを視点に毎週末に振り返りを行い 蓄積したり

掲示して全校で交流したりすることにより，自分の変
容を自覚できるようにした。

② いのちを見つめ 「だれかのためになれる自分に出会う」ための体験活動の充実，
横手南中学校全生徒と小学校３校の５，６年生が一堂に会して「いのち」について考える

「さわやかフォーラム」を開催した。さらに，横手南中学校区の最重要課題とも言える自己
有用感の向上をねらいとして 「小中合同ボランティア」を行った。ボランティア活動とし，
ての清掃活動も今年度で３回目となり，事前の説明会や当日において，児童生徒が主体とな
って活動を進めることが定着してきた 「地域の方たちに喜んでもらうことができた 」と。。
いうことを実感できる機会となっている。

(2) ９年間を見通したＮＩＥ推進計画の作成と，取組の交流
各校の昨年度までのＮＩＥについての実践や年間指導計

。，画をもとに ９年間を見通したＮＩＥ推進計画を作成した
また，各校のＮＩＥの取組を交流するために，ＮＩＥコ

ーナーの掲示物等について情報交換し，それぞれの取組に
ついての共通理解を図った。それによって，様々な記事に
対して，多様な見方，考え方があることに気付いていた。

（3） 教員による小・小，小・中の授業交流
国語科，特別活動を中心として，各校の校内授業研に可

能な限り参加し，他校の授業実践の様子を参観した。
(4) 小・中の授業交流

６年生から中学生へのスムーズな接続を図るために，中
学校の英語科の教諭による外国語活動の授業を行った。卒
業を控え，中学校での英語科の学習につながる授業を体験
することで，子どもたちは，外国語活動への興味・関心が
高まると共に，中学校の学習への期待を高めていた。

Ⅲ 成果と課題
○｢自分の考えの根拠を明らかにして話し合う｣｢友達の話を受け止める｣ことに重点を置いて話合い

活動を展開してきたところ，自分にとって必要な情報を取り出し，それについて自分の考えをも
つことができるようになってきた。また聞くことに関しても，うなずきやハンドサインなど，反
応を返しながら聞くことが定着してきた。その結果，子どもたちの発言がつながるようになり，
話合いの質が高まった。

○読書推進において，感想交流のできる環境の工夫や，子ども主体の活動などに力を入れた結果，
読書に興味をもち，本を手に取る回数が多くなった子が増えた。

○新聞に関するアンケートを見ると，新聞を読む回数が増えたり，一面の記事を読む子どもの数が
増えたりと，新聞に親しみをもち，進んで読む子どもが増えたことがうかがえた。

●条件に合うように書いたり，不足無く説明したりと，目的に合わせて正確に記述したり，資料か
ら正確に情報を取り出し解釈したりする力を付ける必要がある。

●読書についての意識や態度に，まだ大きな個人差が見られる。一人一人の読書傾向を把握し，図
書館利用を増やす工夫を引き続き続けていく必要がある。

Ⅳ 来年度の取組に向けて
・国語の学習において，｢話すこと・聞くこと｣｢書くこと｣｢読むこと｣の力の系統と，それを各教科

の学習にどのように活用するのかを具体化し，共通実践する。

掲示による「心のたね」の交流

身に付させけたい力の系統表
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研究主題 みんないい顔 かかわりあい ひびきあう あさくらっこ

～「聴いて 考えて つなげて話す」ことを通して，考えを深める授業づくり～

横手市立朝倉小学校

Ⅰ 研究の主題について

本校の児童には 今まで蓄えてきた底力がある 学習場面において 他 友達や先生 教材 地域な，，（，。，

ど との関わり合いによって自らの考えを構築し 話合いを通してより豊かに学び合うことができると，）

考える そして 子どもたちは豊かな学びが実感できたときに 知的・心的に双方の喜びと満足感を感，，。

じ 「いい顔」になると考える。これらの学習の基盤となる豊かな言葉の力を，ひびき合う授業を通し，

て育成することをねらいとして本主題を設定した。

研究の実際Ⅱ

１ 学びの質を高める「言語活動の充実」に向けて

～「ことばの教育三本柱」 『授業改善 『図書館活用 『ＮＩＥ』の取組～』 』

(1) みんなが「いい顔」になるための授業づくり

① 子どもの興味・関心を大切にし，意欲を高める授業

・子どもの意欲を高める課題設定と導入の工夫

・学習に満足感や自己有用感を感じるような必要感のあるめあてとゴールの設定

〈授業実践〉授業参観の視点①

～本時のねらい達成に向けた「課題・めあて 「ゴール・まとめ」の整合性」

及び指導の手立ての工夫～

○ １年算数「のこりはいくつ ちがいはいくつ」

【実践内容】

本時は「何人多いか」を求める学習であった。たしざんやひきざん

の学習で，ブロックやホワイトボードや矢印シートを使って自力解決

をしてきていたのでそれらを使った。自力解決の後にはペアで自分の

。，考えを説明し合い 何人かのボードを取り上げて全体で思考を深めた

【成果】

・次週から始まるプール学習で，整列するという子どもの生活に即し

た場面設定の問題だったので，子どもの興味を引くことができた。

・めあての後にゴールを提示することで，見通しをもって学習を進めることができていた。

② 言葉を通して関わり合いながら，考えを深めていく指導過程の工夫

・友達の考えを温かく聴き，考え，つなげて話し合う授業の充実

・主体的・協働的に話し合うことによって，考えを深めていくための指導の工夫

〈授業実践〉授業参観の視点②

～「聴いて 考えて つなげて話す」ことを通して，

思考を深めるための教師の出番の見極め～

○ ３年国語「すがたをかえる大豆」

【実践内容】

「国分さんのせつめいのわざを見付ける」ために，１時間毎に

。（ ， ，視点を示していくようにした 組み立て つなぎ言葉や文末

接続詞，事例の順番など）自分の考えを書くときには，箇条書

きでメモ書きさせ，話合いの場面で自分の言葉で表現できるように学習を進めてきた。

【成果】

・教師が子どもからの発言を予想して 補助発問を準備することによって 軌道修正をしながら，，

学習を深めることができた。友達の発言に刺激を受け，意識の高まりがみられた。

・子どもたちは，意欲的につなげて話そうとする学びの姿が見えるようになってきた。

ペアでの話合い

全体での話合い
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(2) 言葉の力を高めるための各教科等における言語活動の充実

① 読解力表のねらいに基づいた各教科等の具体的な言語活動の取組

・各教科の重点を基にねらいを決めて，研究授業を実践

・月の研修の振り返りに 教科の重点を意識した実践 を出し合い 内容をまとめて研修便りで，」「

発信し共有

② 日常的な言語活動の計画と実施

・単元に言語活動を取り入れた授業の実施

・いきいき朝のスピーチ（ＮＩＥ活用を含む）

・いきいき音読（ おすすめ音読集」の活用）「

・図書委員会による「よむよむ祭り」の実施

・廊下に作品を掲示し学び合う「ことばランド」の運営

２ 学校図書館の利活用及びＮＩＥの推進について

(1) 学校図書館を活用した授業と来館を楽しみにする子どもの姿を目指した環境整備

① 授業での活用

２年国語「お話の世界」に入って音読劇をしよう

同じ作者アーノルド＝ローベルの本を準備し 並行読書を，

することによって がまくんやかえるくんがどんな登場人物，

なのか想像した 豊かな想像による人物理解が 音読劇での，。

表現につながり，子どもたちの自己有用感につながった。

② 環境の整備

・空間を活用した日本や海外の昔話の大型掲示

・宮西達也さん 絵本作家 から指導していただいたプテラ（ ）

ノドンの作成

・図書館とＮＩＥのつながりを意識したコーナーの設置

いきいきスピーチことばランド おすすめ音読集

研修だより「１２月の『教科の重点を意識した実践 『ＮＩＥ・図書館活用の実践 」』』

児童玄関から図書館へ
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(2) ＮＩＥ推進による言語力の向上

① ＮＩＥタイムの設定

毎週木曜日を ＮＩＥタイム に設定し 新聞に触れる機会を増やした ３年生以上の全児童。，」「

に子ども新聞を配布し 気に入った記事について付箋紙に感想を書いたり ３人組を作って意見，，

交流を行ったりした。子どもたちの書いた付箋は，回収して校内に掲示した。

② 「今日のＮＩＥ」コーナーの設置

毎日学校に届けられる一般紙と子ども新聞の 今日のトップ記事 を児童昇降口付近の壁に掲「 」

示し 子どもたちに自由にコメントを書いてもらうという活動を行った 新聞の 顔 である一」「。，

面に意識を向けることにより，世の中の動きに興味をもたせたいと考えた。

③ 各ＮＩＥコーナーの整備

各学年や教科部で ＮＩＥコーナーの整備を行った ６年部のＮＩＥコーナーでは 教師が子，。，

どもたちに読んでほしい記事を掲示したり 子どもたちが朝のスピーチで選んだ記事を紹介した，

りしていた また 家庭科室前には季節のレシピ 理科室前のおもしろサイエンスＮＩＥのコー，，。

ナーには自然災害や科学に関する新聞記事を掲示して 学びの意欲へとつなげた 校舎２階には。，

ＮＩＥコーナーを新たに設置し 学校長や広報委員が選んだお薦めの記事が掲示され 付箋紙で，，

の感想交流を行うことができた。

④ 授業での活用

５年国語「生き物は円柱形」

， 「 」 ，５年生は 国語の 新聞を読もう で学習した新聞の紙面構成や記事の文章の特徴を生かし

次の 生き物は円柱形 の学習で新聞を作成した 単元の終わりに 要旨などの読み取ったこ，。」「

，。，とや筆者の考えに対する自分の考えなどを 新聞の中に盛り込んだ 学習を終えた児童からは

紙面や記事の工夫を知り 新聞を読む面白さが広がった 他の教科の学習でも新聞を書い。，「 」「

てみたい 」という声が聞かれた。。

６年国語「未来がよりよくあるために」

６年生は 国語の 未来がよりよくあるために の学習で意見文を作成した 自分たちの未。」「，

。，，来をよりよくするための課題を見付け それを改善するための方法を考え 意見文を書いた

この際，自分の考えに説得力をもたせるために，考えの根拠を新聞記事から探した。事実を

基にした，説得力のある意見文を書くことができた。

４年国語「新聞をつくろう」

４年生は 国語の 新聞を作ろう の学習でグループ新聞を作成した まず 教科書の題材，。」「，

を使って 新聞の特徴や紙面構成の工夫 取材の仕方などを学習した その後 グループでテ，。，，

ーマを決めインタビューやアンケートなどの取材を行い 分担して記事を書いた 記事や社説， 。

などの基本的な新聞の書き方が分かり，学んだことがこの後の学習新聞

づくりに生かされている。

国語科以外での学習新聞づくり

国語科で学習したことを生かし 他教科等でも新聞づくりに取り組んで，

きた ４年生と５年生は 社会科で学習したことを 単元のまとめとして，，。

学習新聞に書いた 全ての教科 全ての単元で学習新聞づくりを行ってい。 ，

るわけでないが 学習のまとめとしてＮＩＥを意識した活動につなげるこ，

とが，全校として少しずつ増えてきている。

ＮＩＥタイム 今日のＮＩＥ ＮＩＥコーナー

新聞掲示コーナー
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」「

，。

。 ，

効果的であった。

，。，

。，

た，主体的な話合いができるようになってきた。

ってきた。

， 」

きた。

，

，。，

，

，。

ある。

， 」

・授業に生きる，ＮＩＥの効果的な活用
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よりよい関わりの中で，学ぶ喜びを味わう子どもの育成研究主題
～対話を通して学びを深め，問題解決する授業づくり～

横手市立旭小学校

Ⅰ 研究主題について
副題にある『対話』を「共有された問題や課題に対して仲間と応答し合い，相互に作用しなが

ら考えを深めていくこと」と捉え，協働の学びによって主体的に問題を解決し，学ぶ喜びを味わ
う子どもの姿を目指して本主題を設定した。

Ⅱ 研究の実際
１ 学びの質を高める「言語活動の充実」に向けて

(1) 「旭型問題解決的な学習」の推進
①対話を位置付けた問題解決的な学習で，協力し合って問題を解決する力を育てる授業づくり

。 （『 』 ）○認識のずれから問いをもたせ学習課題を設定する 第１のずれ →課題発見
○自己の考えと他の考えや新たな事象等とのずれから，対話を通して解決する必要感をもた

』『（。 ）れずの２第→１決解題課るせ
）（。○対話を位置付けた集団思考により学習課題の解決を図る 課題解決２→協働の解決

○学習の振り返りにより，自己有用感を育成し新たな課題へとつなげる。
②対話による協働的な学びを実現させるための基盤作り

○豊かな人間関係を育む。
○読書やＮＩＥを推進する。
○対話のスキルを身に付けさせる。

③基礎的・基本的な力の定着を図るための取組
○効果的な少人数学習を推進する。
○自分を高めるための自主学習を推進する。

(2) 取組の実際
①国語科の取組

２年生 単元名 読んで考えたことをつたえよう
～「どうぶつ園のじゅうい」～

〔対話によって思考を深めていく場面の設定〕
本時の学習課題「一日の終わりに獣医さんは，どんな仕事をす

るのだろうか 」に対して，子どもたちは，一日の終わりの仕事。
は「日記を書くこと」と「入浴すること」の二つであることを教
材文から読み取った。また 「～のです 」という表現に着目し， 。
てその仕事を行う理由を読み取り，シートにまとめることができ
た。

その後，指導者が子どもたちに対して 「皆さんは，獣医さん，
のように仕事として日記を書いたり風呂に入ったりしているのか 」。
と問い掛けた。それまでは教材文から書き抜くことで満足してい
た子どもたちだったが，この発問（第２のずれ）をきっかけに，
自分にとっての日記や入浴と比較したり，動物と触れ合った後で
手を洗った経験を思い出したりしながら自分の言葉で友達と対話
をし，その仕事の意味を考えることができた。

まとめと振り返り

仕事と理由を見付けて線を引く ハンドサインで自分の立場を明らかにする

－ 11 －－ 10 －



②社会科の取組
３年生 単元名 横手をＰＲ！ ～わたしたちの市の様子～

〔社会的な見方や考え方を養う問題解決的な学習〕
横手市の地図を提示し，既習である旭地区における土地の高さと土地利用の関係を思い出

させることによって 「横手市の様子は，場所によってどのようにちがうのか」という問い，
をもたせ，単元の学習問題を設定した。

単元の第三次では，市の東側，西側，中央部分の土地利用について，地形的条件や社会的
条件と関連付けながらまとめた。中央部分の低い土地利用については，多様な見方が出され
たことから（第２のずれ ，市内見学での観察や調査の結果を白地図に表現したものを根拠）
にして対話することによって，実は田んぼだけではなく住宅地や商業施設，公共施設などに
利用されていることに気付き，まとめられていった。

なお，学習のゴールとして，横手市を紹介する文に表現し 「横手大好き！」と題したパ，
ンフレットにまとめて沖縄県の小学生に届ける活動を設定した。それによって，相手意識と
目的意識をもって学習を進めることができた。

③「旭型問題解決的な学習」における対話のモデル
年度当初に全教職員で，対話について話し合う機会をもっ

た。はじめは一人一人がもっているイメージが異なっていた
が，対話をさせる目的や求めたい子どもの姿について意見を
出し合うことによって共通理解をもつことができた。

また，子どもたちが「対話的な学び」についての共通の認
識をもって学習に向かえるようにするために，イメージ図を
教室に掲示した。徐々に子どもたちの意識が高まり 「対話，
的な学び」のよさを実感できるようになってきている。

２ 学校図書館の利活用及びＮＩＥの推進について
(1) 「ことば」の力を高め，言語活動の充実につなげる学校図書館の利活用

① 読書の推進
・一回当たりの図書貸出数を増やす

今年度は一回につき３冊まで借りられるようにした結果，
貸出数が増加した。また，絵本や物語に加えて科学読み物や
言葉に関する本等を借りる子どもが増え，全体的に読書の幅
が広がってきた。

・ 読書記録カード」の活用「
「読書記録カード」には，個人バーコードを貼り付けて貸

出票として活用すると共に，読書記録をファイルできるよう
にした。常に手元にあることで自分の読書を振り返ることが
できた。

・ 読書達人」の認定「
101冊以上読んだ人を「読書達人」として認定した。全校集会で表彰したり 「BOOK大，

好き通信」で家庭に知らせたりすることによって，読書への意欲を高めることができた。
・図書利用年間計画の活用

。，図書利用年間計画を作成し 見通しをもって学習指導に当たることができるようにした
図書館司書によるレファレンスサービスも有効であった。

・ 読み聞かせ」の実施「
全学級で読み聞かせボランティアによる読み聞かせを実施した。また，６年生が１年生

に対して読み聞かせを行い，上級生らしい姿が見られた。さらに 「お話大好きの会」の，
方々を招いて５年生が読み聞かせについての実技講習を受けた。

トリオによる対話～地図を重ねて確かめる～ 全体での対話 ～ＯＨＰの活用～

旭っ子 「対話的な学び」

おすすめの本 委員会活動
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・親子読書運動

夏季休業中，親子で同じ本を読み感想を書いて交流することにより，互いの考えの違い

に気付いたり，物事を深く見つめたりすることができた。作品は読書コーナーに掲示し，

全校児童や保護者で見合えるようにした。

〉〈・各学年の国語科における図書館活用 レファレンスサービス

１年生 本はともだち

～みんなでつくろう「お話の森」～

２年生 アーノルド・ローベル作品を読んで感想を伝

えよう

３年生 調べたことを伝えよう

～食べ物のひみつを教えます～

４年生 心に残ったことを感想文に書いて伝えよう

」「５年生 本は友達 おすすめの本がいっぱい（ ）ポスター

６年生 リーフレット「わたしたちの町を紹介しよう」

（横手市に関する図書資料を活用）

(2) 「ことば」の力を支え，読解力向上に資するＮＩＥ

① 新聞への興味・関心を高めるための環境整備

・新聞４紙の閲覧コーナーの設置

（児童会図書委員の活動）

・新聞の機能や読み方を示す手引きの掲示

・テーマ毎に収集した記事の掲示とスクラップ

〔テーマ： 横手市 「旭小学校 「卒業生 「新聞各社の一面 〕「 」 」 」 」

・記事を読んで感想交流

（記事の切り抜き，感想カード，感想交流，ＮＩＥコーナ

ーへの掲示）

）（・親子ＮＩＥ 夏季休業中に共通の記事を読んで感想交流

② 教科等の指導におけるＮＩＥ

」「４年生 国語 単元名 調べたことを整理して書こう

実際の新聞を見て，その特徴や分かりやすくする工夫

について話し合い，作り方の手順や割り付けについて学

んだ。その後自分たちで記事にすることを決め，取材し

たことを基に，編集会議を開いて記事を書き，新聞を作

った。実際の新聞を用いて学習することにより，読む人

のことを考えた工夫について実感を伴って深く考えるこ

とができた。

３ 小・中連携等について

(1) 道徳教育のさらなる推進

① 道徳的価値の自覚を深める道徳教育の展開

年度当初に道徳教育推進教師を中心として，横手南中学校区で過年度取り組んできた道徳

教育の進め方について共通理解を図るための校内研修会を行った。道徳的価値について自分

との関わりから問題意識をもたせ，対話によって思考を深める授業展開（ 旭型問題解決的「

な授業」による）や，教育活動全体における道徳的視点（ 心のたね ）からの振り返りに「 」

ついて，授業研究会を通じて研修した。それによって，９年間を通して道徳教育を進めてい

くことを確認することができた。

②いのちを見つめ 「だれかのためになれる自分に出会う」ための体験活動の充実，

「つながり」をテーマに「命の大切さ 「生きること」に焦点を当て，中学校生徒会と３」

校の小学校児童会が連携して 小中合同さわやかフォーラム を開催した 第１部では 命「。”“ 『

が喜ぶ生き方』ってどんな生き方なんだろう」ということについてパネルディスカッション

を，第２部では自らの経験をもとに「命の授業」の講演家として活動している腰塚勇人氏を

講師に迎え，講演会を行った。

５年 ポスターで本の紹介

横手市に関する記事

４年生 新聞作り
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また，今年度も，中学校区の各町内毎にごみ拾い
を中心とした「小・中合同ボランティア活動」を行
い，感想交流をした。地域の方々にも参加を呼びか
け，触れ合いながらの活動ができた。

」「，さらに 児童会で取り組んでいる あいさつ運動
に中学校生徒会の代表が参加した。中学生があいさ
つする姿を間近で見ることは，小学生にとってより
よいあいさつについて考える機会となった。また，
小・中合同で取り組むことで，自分たちが進んであ
いさつすることが地域を明るくしていくのだという
意識を高めることができた。

(2) ９年間を見通したＮＩＥ推進計画の作成と取組の交流
９年間を見通したＮＩＥを推進するために，これまでの各校の取組を基にしたＮＩＥ推進

計画を作成し，小学校の低・中・高学年と中学校で身に付けさせたい力について系統性を考
えながら設定した。また，各校のＮＩＥの取組についての情報交換を行い，共通理解を図っ
た。

(3) 教員による小・小，小・中の授業交流
各校の校内授業研究会に可能な限り参加し他校の授業を参観することを通して，指導方法

を共有したり，児童・生徒についての共通理解をもったりすることができた。
(4) 中１ギャップ解消へとつなげる取組

中学校での学習に対する不安を軽減し見通しをもって進学できるようにするために，外国
語活動の時間に中学校英語科教員とのＴＴによる授業を行った。さらに，中学１年生の家庭
学習ノートを借りて６年生に見せることによって，よりよい自主学習の在り方を考えさせ，
中学校での学習に見通しをもてるようにした。

Ⅲ 成果と課題
○全ての教科等において「旭型問題解決的な授業」を推進し，対話を授業に位置付けて授業実践を

積み重ねた。考えの相違や新たな事象との比較から対話の必要性をもたせることで，対話を通し
て再思考し主体的に問題解決に向かう姿が見られた。また，対話を位置付けることによって情報
を読み取り，根拠を明らかにして表現したり相手の考えを読み取ったりする力が高まってきてい
る。

○今年度は，計画的にＮＩＥに取り組み，環境整備を行った。また 「横手新聞の日」の３回に加，
え本校独自でも「旭新聞の日」を設けて全員に新聞を配付したり，親子ＮＩＥに取り組んだりし
て，ＮＩＥを推進した。その結果，進んで新聞を読み，社会的なことに関心をもつ子どもが増え
た。

○中学校区で，発達段階に応じてＮＩＥで身に付けさせたい力について考えることにより，系統性
のある指導をすることができた。

●対話を位置付けた授業実践により，指導者と児童の両方に協働的な学びに対する意識が高まって
きているが，その目的をより意識して取り組む必要がある。

●全体的には読書量が大幅に増加し，新聞に親しみをもつ児童も増えてきている。その一方で，個
人差が見られる。

Ⅳ 来年度の取組に向けて
・主体的に学ぶ姿を目指してさらに「旭型問題解決的な学習」を推進する中で，対話によって何を

思考させるのか，また，どのような能力を向上させるのかをより明確にし，ねらいの達成に向け
て有効に機能する授業づくりをしていく。

・図書の利活用やＮＩＥ活動をさらに充実させていく。

さわやかフォーラムに参加して考えたこと
児童会「あいさつ運動週間」に南中生徒会が参加

－ 13 －



研究主題 共に学びを創り上げていく子どもの育成

横手市立栄小学校

Ⅰ 研究の概要
，，，友達の考えを聴き 自分の中で考えを再構成し 他者に分かるように表現する学習を展開して

本校の課題である「分からないことなどについて，教室というコミュニティーでの交流を通し，
課題解決していく力」を向上させたいと考え，本主題を設定した。

Ⅱ 研究の実際
１ 学びの質を高める「言語活動の充実」に向けて

今年度は，研究教科が体育，音楽，理科と多岐にわたった。そこで，本校の目指す子どもの姿

「友達と関わり合って考えを深めたり広げたりして，それを表現できる子ども」の具体を，各教
科レベルで設定し，同じ方向性で研究を推進することができるようにした。以下に，音声言語に

よる「対話」を中心とした，理科の実践について概要を述べていく。
(1) ６年理科の実践

① 単元名 「てこのはたらき」

② 本時のねらい
・てこが水平につり合うときの，左右のおもりの位置と重さについて推論しながら実験の計

画を立てる （科学的な思考・判断）。
③ 本時の授業から

・ 支点からの距離が同じで，同じ重さの「

おもりをつるすと，てこは水平につり
合う」という既成概念をくつがえす演
示実験を行った。この演示実験は，支

点からの距離が異なるのにつり合うと
いうものである。

・実験用てこをグループごとに準備し，
子どもたちに操作させることにより，
思考をスタートさせた。

・操作している中で 「おもりの数と位置は，比例の反対になっているかもしれない 「左。， 」
の腕と右の腕で，おもりの数と位置をかけて同じ数になるとつり合う 」などのつぶやき。

， 「 。 。」が出てきたり グループ内で 実際に試してみよう というミニ検証が始まったりした

・全体では，グループ内でまとめ上げた考えを伝え合った。
④ 実践を終えて

・説明できないことやずれを感じるような事象を意図的に設定することで，子どもたちの
問題意識が醸成された。その際，少し見通しをもたせて「あれっ，これは分かりそうだ
な 」と思わせてから問題を提示すると，より一層「子どもたち」自身の問題となり，主。

体的な問題解決につながる。
・解決する手がかりとして，生活経験や既有知識が不足している場合は，試行錯誤しなが

ら操作活動を行うというのは，非常に有効となる。そこから，思考がアクティブとなり

言語活動も活発になる。
・全体への説明は，音声言語によるものだけでなく，具体物を操作させながら発言させる

と，子どもたちの言葉も出やすくなる。
(2) ５年理科の実践

① 単元名 「ふりこのきまり」

② 本時のねらい
・振り子の運動の変化とその要因について仮説を立て，自分の

考えを表現する （科学的な思考・判断）。

③ 本時の授業から
・ 重い物ほど１往復する時間は早い」という既有のイメージ「

をくつがえす演示実験を行った。これは，おもりの重さが変
わっても１往復する時間は変わらないというものである。

支点からの距離が異なるが

てこがつり合う演示実験

グループで操作活動をしながら

仮説を立てる

簡易振り子を実際に操作して

手がかりをつかむ
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，，・自力思考では 自分の持っている鉛筆を振ってみたり
図を描いて考えたり，日常生活で得た知識をヒントと

したり，簡易振り子を操作して考えの手がかりをつか
んだりしていた。

・グループでの「伝え合い」を行った。グループ内でも

司会を立てて「公的な伝え合い」を行った。自分の考
えをしっかり伝えたり，さらには「○○は，どういう

ことなのか？」と質問して深めたりする場面も見られ
た。また，ホワイトボードに図を描きながら説明して
いる子どもも見られた。

・全体での集団思考では，児童は考えをつなげ，いろいろな考えを出し合うことができた。
特に，ふりこの長さを短くすると１往復する時間が短くなる理由について「１往復する
距離や長さが短くなる 「より上の方を通る」などの考えが出てきて，考えを広めること」

ができた。
④ 実践を終えて

・追究する問題が児童の興味・関
心を引くもので，追究可能なも
のであったので，実験の目的意

識や追究意欲が高まった。
・自力思考や集団思考を支える手

立てとして「考えと説明の手引
き」を各グループに配布した。
手引きを参考に，多様な方法で思考することができた。ま

た，ホワイトボードを思考ツールとして活用し，思考の活
性化につなげることができた。

・ 考えや発言のつなぎ方の手引き」を，どの時間でも手元に「

置いて活用するようにしている。手引きを参考に，考えや
発言をつなぐことができたが，児童自身が考えを深めてい

くことは，まだできていない。教師が「出る」場面の見極
めは難しいところであるが，教師がコーディネートしなけ
ればならなかった。また，話合いの方向性を児童と共有することも必要である。

２ 学校図書館の利活用及びＮＩＥの推進について
(1) 「ことば」の力を高め，言語活動の充実につなげる学校図書館の利活用

① 読書推進
今年度は，全校児童の読書冊数を増やすことができるよう，次

の取組を行った。
・毎日の朝読書（15分間）
・読み聞かせの実施

・市立図書館との連携（にこにこボックス・団体貸付）
・読書ファィルの活用

多読賞（100冊）の掲示・多読賞（100冊）とおすすめの本の読破賞の表彰と掲示

12月までの読書量 １年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生

一人平均（冊） 96 106 56 60 37 47

・図書委員会主催の全校図書祭り

読み聞かせ 絵本クイズ 間違い探し 読破賞の掲示

グループ内で考えを深め合う

「自分の考え」をもち 

「説得力
せっとくりょく

のある」説明
せつめい

「分
わ

かりやすい」説明
せつめい

  をするために 

図をかきながら

考え，説明する

（ホワイトボードの活用
かつよう

）

何かに例
たと

えて

 考え，説明する

（日 常
にちじょう

生活
せいかつ

から）

実際
じっさい

に操作
そ う さ

しながら

考え，説明する 

考えと説明の手引き

考えや発言のつなぎ方の手引き

１時間１発表を目指して ～グループ交流・全体交流において～ 

①分からないところや不明なところを質問しよう。

 ・○○が分からないので，もう少しくわしく説明してください。 

 ・○○と考えたのはどうしてですか。理由を教えてください。 

②発言する友達がうまく言えないときは，代わりに言ってあげよう。

 ・たぶん，○○さんは「○○だ」ということを言いたいのではないですか。 

 ・○○さんの考えを言い換えると，○○ということだと思います。 

③たくさんの考えが出てきたら，似ているところ，ちがうところを発表しよう。

 ・○○さんと○○さんの考えを比べると，○○が似ていると思います。 

 ・○○さんと○○さんの考えを比べると，○○がちがうと思います。 

④たくさんの考えが出たら，まとめてみよう。

 ・これまでの考えをまとめると…。 

 ・これまで……種類の考えが出てきたと思います。一つ目は…。 

※なかなか発言できない人だってだいじょうぶ。

○友達の発言を聴いて，どう考えたか発表してみよう。

 ・ぼくは，最初分からなかったけど，○○さんの発表で分かりました。 

それは… （理解できたことの発表）

 ・私は，最初○○と考えていたけれど，みんなの発表を聴いて，○○という考え

もあるのだなあと思いました。それは… （考えが広まったことの発表）

 ・ぼくは，みんなの発表を聴いて，かなり分かるようになったけれど，○○のと

ころがまだ分かりません。 （途中まで理解できたことの発表）

①分からないことを，分かるようにするために。 

②自分とはちがう考えなどを聞いて，考えを広げるために。 

③その他…

温かい聴き方をしよう 

○最後まで聴いてあげよう 

○うなずくなどの反応をしながら聴いてあげよう 

○何を言いたいのか，考えながら聴いてあげよう 

○ハンドサインで，次の発言をしよう 

何のために交流するのか，目的をはっきりさせよう 

発言が苦手な人も，思い切って発表できる環境を整えてあげよう 

こんなふうに「つなごう」 
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② 各教科等の授業における図書館の活用
学校図書館や市内各図書館より，学習内容

に関わる本を学校司書に集めてもらい，教室
内に設置した。目的に応じて読む学習をする
際に活用の一助になったり，同じ著者の本に

興味をもつきっかけができ読書の幅が広がっ
自動車の本コーナー 作成した乗り物図鑑たりした。

(2) 「ことば」の力を支え，読解力向上に資するＮＩＥ
① 各教科の学習における新聞記事の活用

国語科を中心に各学年が新聞を活用した授業を行って

いる。記事の取り上げ方の違いに注目し，そこから２紙
（読売新聞と秋田さきがけ新聞）を読み比べ，受ける印
象の違いについて話し合う学習，図書委員会が新聞記事

を学級に持ち帰り紹介するなど，ＮＩＥコーナーを活用
した活動も行った。

２紙の比較② ＮＩＥタイムの設定
・年３回新聞の日として，全校で読売KoDoMo新聞を使って「親しむ，読む・知る，考える」

の段階を踏んで，ＮＩＥに取り組んだ。

・３年生以上は毎週木曜日のスキルタイム（昼清掃後の15分間）をＮＩＥタイムとして設定
し，秋田さきがけ新聞の切り抜きや読売ワークシート通信を活用し，記事についてまとめ

たり，自分の考えを書いたりした。記事によっては１，２年生も取り組むようにした。書
いたシートは教室内のＮＩＥコーナーに掲示した。

さきがけ新聞切り抜き記事を活用して 読売ワークシート通信を活用して 読売KoDoMo新聞を活用して-新聞の日-

③ ＮＩＥコーナーの工夫
全校の児童が新聞に関心をもつことができるように，掲示の仕方

を工夫した（２紙の比較，横手市の記事紹介等 。また，図書委員）

会のコーナーも常設した （記事の紹介，読売KoDoMo新聞からのク。
イズ）

３ 小・中連携等について

ＮＩＥコーナー(1) 道徳教育のさらなる推進
① 道徳的価値の自覚を深める道徳教育の展開

横手南中学校区で共通実践している道徳教育について共通理解を図るべく 「子ども授業参，
観（高学年の学習を中・下学年が見る 」を設定し，問題）
解決型の道徳を，５年生が演示した。

， 」「② いのちを見つめ だれかのためになれる自分に出会う
ための体験活動の充実

７月に中学生と一緒に地域のボランティア活動を行っ

た。中学生が，担当地域のボランティア活動計画を立て，
小学校に来校し概要を説明した。当日は地域の方々（自

治会会長または民生児童委員）も来られ，一緒に汗を流
した。事後に，各小・中学校で振り返りシート等を交流
した。

ボランティア活動の振り返りシート
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また 「小中合同さわやかフォーラム」に，５，６年生が，
参加した。今年度は「 いのちが喜ぶ生き方』ってどんな生『

き方だろう？」というテーマで，前半は「よりよい生き方」
について，小・中学生でディスカッションを行った。後半は
「いのち」の大切さやつながりについての講演を聴いた。

(2) ９年間を見通したＮＩＥ推進計画の作成と取組の交流
各校の昨年度までのＮＩＥについての実践や年間指導計

画をもとに，９年間を見通したＮＩＥ推進計画を統一作成
した。また，各校のＮＩＥの取組を交流するために，ＮＩＥコーナーの掲示物等について情
報交換し，それぞれの取組についての共通理解を図った。児童は，様々な記事に対して，多

様な見方，考え方があることに気付くことができた。
(3) 教員による小・小，小・中の授業交流

他校の授業研究会に，積極的に参観するようにした。今年度は，中学校の数学，社会の参

観をした。指導方法を共有したり，小学校高学年の「集団思考」場面のヒントを得たりする
ことができた。

(4) 中１ギャップ解消へとつなげる交流
２月に，中学校英語科の教諭が来校し，６年生担任と外国語活動の授業を行った。専門性

を生かした授業に，児童もより主体的に取り組むことができた。

さらに，１月に，家庭での学習のステップアップをねらい，一つ上の学年の自主学習ノー
トから，よいところを見つけて参考にする週間を設定した。６年生は，中学校から自主学習

ノートを借用した。児童は中学生のむだのない学習方法，豊富な練習量に感嘆し，自主学習
の向上に即効的に役立てることができた。

Ⅲ 成果と課題
○体育「表現リズム遊び」の学習で，よい動き（面白い動き）を教師が取り上げて方法を対象児

童に問い，それを全体で体感・実感したり【共有 ，各グループのよい動きを全体で見つけて】

認め合い，再度グループの表現活動（広義では個）に生かしたり【再構成】して，児童が関わ
り合って学ぶよさを味わうことができた。

○音楽「歌唱表現の工夫」の学習では，自力思考→集団思考（小集団から全体）しながら，考え
を少しずつ広げることができた。また，その過程で実際に「歌うこと」を試しながら，解決に
向かうことができた【思考と表現の往還 。そして，最終的に学級全体の「表現の工夫」を創】

り上げることができた。
○理科「仮説を立てる」学習では，既成概念をくつがえす事象と出合うことにより，児童は問題

意識を醸成し，主体的な学習をしていくことができた。また，自力思考の際に，簡易実験器具

の操作で解決の手がかりをつかむことで，思考が活性化され言語活動も活発になった。集団思
考では，考えや発言を皆でつなぎ，考えを広げていくことができた。そして個に戻った際に，

自分の考えをより明確にすることができた。
○全校朝読書を推進し，多読賞を100冊に設定したことにより，児童の読書冊数が増え 「こと，
ば」の力が少しずつ高まってきた。

○ＮＩＥタイム（昼・隔週）を設定して取り組んだことで，新聞記事を読むことに抵抗がなくな
り，記事に対する自分の考えをもつことができるようになってきている。

○他校の小学生や南中生の意見を聞いたり，体験活動を通して触れ合ったりしたことで，思考の

幅を広げるきっかけとなった。
●思考を活性化し高めていくためには 思考を表現することが大切になる しかし 集団思考 全（，。，

体）においては，まだ一部の児童の発言に頼っている現状である。小集団および全体での集団
思考の目的と方向性が不明確であることも課題である。

●ＮＩＥについて，考えを発信するのみでそれがどう受け止められたのかという双方向のやり取

りができなかった。また，ＮＩＥによってどんな力を付けたいかという点も不明瞭だった。
Ⅳ 来年度の取組に向けて

・一人一人の児童の音声言語による表現を支える手立ての充実

・集団思考の目的と方向性の明確化
・内言による思考（自己内対話）と思考の外言化（仲間との対話）の往還が起こるような学習活動

の設定
・付けたい力をより明確にしたＮＩＥの取組

「幸せを感じる瞬間」のエクササイズ

－ 17 －



研究主題 主体的に判断し，協働して新たな価値を生み出す力の育成
～２×２×２ で授業を変える～（ツー バイ ツー バイ ツー）

横手市立横手北小学校

Ⅰ 研究主題について
本校は，小規模校３校の統合と学区再編による編入３校という，児童にとって大きな変化の年

となった。学級の人数が増え，これまで横手北中学校区で取り組んできた「聴いて 考えて つ
なげる」授業の中で，より多くの価値に触れることができる環境になった。しかし受動的な児童
が多く，反応しながら聴き，主体的・協働的に関わり合って学びを深めていくことを目指し，本
主題を設定した。

Ⅱ 研究の実際
１ 学びの質を高める「言語活動の充実」に向けて

(1) 授業改善の３つの視点について
アクティブ・ラーニングの３つのポ

イントから「プロセス 「インタラク」
ション 「リフレクション」をキーワ」
ードとし，授業改善の３つの視点とし
た。副題の２×２×２は，３つの視点
を単元全体の中で，または１時間の授
業の中で絡み合わせていくという意味

。 ， ，である 問題意識をもち 試行錯誤し
問題解決を図る学習過程を大切にしな
がら，授業づくりについて不断に見直
し，授業改善を進めていった。

(2) 取組の実際
授業構想では

〔リフレクション（振り返り 〕）
① 身に付けたい力を明確にした授業

・単元で身に付けたい力を明確にし，授業の
焦点化を図る。

・ 評価規準→学習活動」で授業を構想する。「
・目標（本時のめあて・課題）と評価（ゴー
ル）の整合性を図る。

〈５年体育〉単元の流れや取り組むべき技能等
を掲示し，児童自身が学習内容を意識して
活動できるようにした。評価計画では，１
単位時間の指導内容と評価のポイントを明
確にして作成した。

導入では 〔プロセス〕
① 目標（めあて ・学習活動・評価（ゴール）を示す授業）

・どんな力を育てるために（目標）どんな活動に取り組むのか（学習活動）を予め児童に示
し，評価の観点やその規準（ゴール）についても明らかにすることで，見通しや目的意識
をもたせる。

〈３年国語「３年とうげ 〉単元のねらいである民話のおも」
「 」 ，しろさを見付けるために既習の 大きなかぶ を使い

学習活動・ゴールの見通しをもたせた。叙述にこだわ
り，おもしろさを見付けることができた。

② 導入や学習課題等を工夫した授業
・学習意欲（解決意欲）を高める学習課題を設定する。
（解決の必然性，学び合う必然性，追究し解決すること
で学びが深まる課題の設定）

〈１年算数 「様々な解き方の中に，はやくかんたんにせい〉
かくに解ける便利な方法がある」という気付きを促し，

授業改善の３つの視点 ２×２×２
視点１「プロセス」

①目標（めあて ・学習活動・評価（ゴール）を）
示す授業

②導入や学習活動等を工夫した授業

×
視点２ インタラクション（相互作用)」「

①共に学び合う思考・発信型の授業

②｢分かる｣を意識し全員が活躍する授業

×
「 （ ）」視点３ リフレクション 振り返り

①身に付けたい力を明確にした授業
②学習の見通しと振り返りを大切にした授業

掲示した単元計画

既習事項の意図的掲示
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「はかせの解き方を見付ける」という必要性のある課題を児童自身がもてるようにした。
また，次の学習のヒントになる既習事項を精選し，意図的に掲示した。

〈４年社会「ごみはどこへ 〉ごみの量を減らさなくてはいけないという課題意識をもたせる」
ために，横手市の５年間の燃やせるごみの量と人口推移のグラフ，平成26年度の年間のご

，，。み処理費用の資料を提示した 多くのお金が ごみ処理に費やされていることを読み取り
学習課題を設定することができた。

展開では 〔インタラクション（相互作用 〕）
① 共に学び合う思考・発信型の授業

・ 聴いて 考えて つなげる」授業の定着を図る。「
・学びを深めるための発問を吟味し，精選する。
・思考の深まりが分かるノート指導を行う。

〈１年道徳「二わのことり 〉主発問「みそさざいがうぐ」
いすの家をこっそり抜け出すまでどんなことを考え
ていたか ，補助発問「みんなが行かないのになぜみ」
そさざいは行ったのか」にしたところ，みそさざい
がいろいろな面からやまがらのことを考えていたこ
とが引き出せ，話合いが深まった。

② 「分かる」を意識し，全員が活躍する授業
・自分の考えを持つ時間を保障する。

。・ペアやグループでの思考の場を効果的に取り入れる
〈３年算数〉自力思考の時間は，最初に示した時間を延ば

さず短時間で区切った 「まだ迷っている 「不安だか。 」
，」ら一緒に解きたい という声を拾い上げ認めることで

みんなで解決し，分かる喜びを共有できた。
〈５年国語〉３人グループで学習課題について話し合い，

ラミネートした短冊黒板に書かせた。一人一人の意見
が反映されやすくなり，全員が考えを出し合って決め
るという主体的な学習につながった。途中でみんなで

見合う「コマーシャルタイム」を設けた。三人グルー
プの中から説明役を一人残し，他の２人は他のグループを回って学習課題を見合い，質問
する。自分たちの考えた学習課題と比べながら見合ったり質問したりすることで，この後
の全体での話合い（絞り込み）に生かすことができた。

〈６年国語〉自分の考えをノートに事前に書かせ，次時はそれを出し合うことから始めた。よ
り納得できる考えや３人の考えのよさを合わせてグループの考えにした。関心をもって話
を聴き，２人の考えを凝縮して新たな考えを創り出す力を向上させることにつながった。

終末では 〔リフレクション（振り返り 〕）
② 学習の見通しと振り返りを大切にした授業 ・ねらいに対する振り返りを

。自分の言葉でまとめさせる
・自己の変容や友達との関わ

りのよさを感じられる振り
返りのさせ方をする。

・児童の振り返りを参考に，
次時の授業構想に生かす。

ペアで説明し合う

学習課題の絞り込み

見開き１ページで１時間のノート例

話し手は全体へ向けて 聴き手は話す人を

見て反応しながら聴く

グループの考えをホワイトボー

ドにまとめる

振り返りに生かせるようにまとめた

思考の深まりが分かる板書

－ 19 －



２ 学校図書館の利活用及びＮＩＥの推進について
(1) 学校図書館の利活用

① 親子読書
学校での読書は，朝の読書活動を継続して行うこと

で習慣化されている。長期休業中にも家庭での読書活
動を推進するため，親子で同じ本に触れ，感想を交流
し合うことをねらいとして「親子読書」を実施した。

，，全校で取り組み このカードを廊下に掲示したところ
興味をもって友達のカードを読む姿も見られた。１冊
の本を通して，親と子が思いを重ねることで互いに充
実した時間がもてたと，保護者からも好評だった。

親子で読書を楽しむよい機会となった。

② 図書委員会の活動 ～読書の秋「よむよむキャンペーン」～
期間中に本を５冊借りるとしおりをプレゼントするキャンペーンを行った。図書ボランテ

。，，ィアの方々の協力も得 しおり作りと達成した児童を放送で紹介するなど 共同で活動した
図書ラウンジに多くの児童が足を運び，貸し出し冊数が1.5倍に増えた。

③ 特別支援学級による国語科の実践
」，「お気に入りの本がいっぱい！～紹介しよう 大好きな本～

知的障害，情緒・自閉症障害，難聴の３学級７名の国語科
の学習として単元を構成した。それぞれの学級及び個人の目
標を明確にし，各学級で行う学習と合同学習を意図的に計画
したことで，一単位時間の中でもきちんとした自分のめあて
をもって授業に臨むことができた。

，「 」７人の読書体験を互いに共有することは 楽しそうだな
「読んでみたいな 「読んであげよう 「○○さんは，◇◇が」 」
好きなんだ」といった，それぞれの読書生活を広げていくよ
い機会となり，互いの力を伸ばすことができた。

(2) 各教科等におけるＮＩＥの実践
① ２年国語 「かたかなで書くことば」
＜ねらい＞ 片仮名で書く言葉の種類を知り，見付けた言葉を

分類する。
事前にＮＩＥタイムを活用して片仮名で書かれている言葉

に赤丸を付けながら記事を読ませた。授業の導入では，どん
な言葉が片仮名で書かれているのかを問い，課題を引き出し
た。グループで４つに分類し，協力して課題解決できた。新
聞記事を用いたことで，多くの片仮名に囲まれて生活してい
ることに気付くことができた。

② ４年道徳 「せきがあいているのに （思いやり・親切）」
＜ねらい＞ 誰に対しても相手の気持ちを推し量って親切にす

ることの大切さを知る。
お年寄りや障害のある方，困っている人には，電車内など

では席を譲るのがいいという意識を共有するために，新聞の
投書欄から２種類の関連記事を活用した。席を譲る側の立場

では，ただ譲ればいいと考え
ていた児童に譲られる側の立
場を考えさせることで，互い
に気持ちよく過ごせるという

。思いをもたせることができた

③ ６年総合的な学習の時間
「ザ･プロフェッショナル ～仕事について考える～」

＜ねらい＞ 新聞記事を読んで 「長時間労働」について，
自分の考えをもつ。

「残業」についてのイメージを話し合ってから新聞記事

親子で書いた読書カード

単元の全体計画

４年 立場の違う２つの投書を読む

６年「長時間労働」に関する新聞記事

２年 グループで分類する児童
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を読み，長時間労働の是非について考え，話し合った。普段，子ども新聞しか読んでいない
児童だが，中心となる文やキーワードを捉え，的確に自分の考えをもつことができたのは，
記事を読む力の向上と，朝の会での「ＮＩＥスピーチ」の継続の効果といえる。

④ 「ＮＩＥの日」の実施
全校児童に週１回子ども新聞

を配布し，お気に入りの記事を
切り取ってノートに貼ったり，
４～６年生が同じ記事を読み，
付箋に感想を書いて交流したり
している。

３ 小・中連携等について
(1) あたたかい聴き方・やさしい話し方

で「聴いて 考えて つなげる」学習
① 教師用シートの活用

横手北中学校区で取り組む「聴いて 考えて つなげる」授業を推進するに当たり，本校
児童の実態に合わせた教師用の指針を作成し，共通理解を図っている。児童が，主体的に学
習に取り組むために，教師自身も自己チェックを行い，授業改善の意識を高めている。

② 児童用シートの活用
考えを伝え合い，聴いたことに絡ませて自分の言葉で説明する場で活用する「話し方・聴

き方」シートを使用している。児童の定着度も高まってきた。
③ 小・中共通の授業スタイルを共有

各校の指導主事訪問，横手北中学校全クラスを小学校教員が，教育専門監の授業を中学校
教員が来校し参観し合った 「聴いて 考えて つなげる」授業スタイルを全教員が共有で。
き，有意義な取組となった。

(2) 中学生の自学ノートから学ぶ
本校の自学スタイルを定着させるために，夏休み後に自学ノートコンクール，冬休み後に自

学ノート展を行った。自学ノート展では，横手北中学校から自学コンクール優秀賞のノート例
，，。をお借りした 自分のやり方を見直し 参考にしていきたいことを振り返りシートに記入させ

意識化を図った。６年生の中には 「丁寧にというのはもちろん，図を使ったり説明したり，，
間違えた問題は繰り返し解いたりして，自分がきちんと分か
るように，しかもびっしり書いていた。私もそのような自学
をしたい 」と中学生レベルを目指す振り返りをしていた。。

(3) 小・小連携，幼・保・小連携の取組
○朝倉小学校との交流授業の実施

５年…道徳の合同授業「ゲームはいいか？悪いか？」
６年…社会の合同授業・中学校に向けての交流会
特別支援学級…クリスマス集会・豆まき集会

○学区内の幼稚園・保育園の保育士等と教員の一日体験交流

Ⅲ 成果と課題
○反応しながら聴く・友達と伝え合うことを徹底し 「聴いて 考えて つなげる」授業を進め，
る中で，共に学び合う思考・発信型の授業（インタラクション）の方策について研修を重ね，
児童主体の授業実践を推進することができた。

○国語科を中心に単元に関連した本の並行読書や学校司書・教員によるブックトーク，階段にお
薦め図書を展示するなど，読書への関心を高めることができた。図書ラウンジを利用する児童
が増え，一人100冊読破の目標を達成した児童も多数いる 「ＮＩＥの日」の継続もあり，社。
会の情報に関心が高まるとともに，国語科の読む能力も向上した。

●「聴いて 考えて つなげる」授業が定着してきているが，受動的な児童がまだ多い。学びを
深めるための発問の吟味，ペアやグループの活用の仕方など，教師のコーディネート力を高め
る研修を更に進めていく必要がある。

●将来の夢の実現のために勉強は大切と意識している児童が73％と県平均より低く，キャリア教
育と関連させた目標を意識させ，自己有用感をもたせることで向上心を高めていきたい。

Ⅳ 来年度の取組に向けて
朝倉小との小・小連携，横手北中との小・中連携教育を継続し，主体的に取り組み，学びを深

めるための指導方法について，研修を進めていく。

５年 交流の様子

ＮＩＥコーナー１年生のＮＩＥノート
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研究主題 「わかった 「できた 「もっと」とつぶやく児童の育成」 」

～やってみよう 協働の学び～

横手市立増田小学校

Ⅰ 研究主題について

児童が互いに自分の考えを表現し合い，試行錯誤しながら主体的に課題解決できる力の育成を

図る。これにより，課題とされている思考力・判断力・表現力が授業の中でも発揮され，習得し

た知識や技能を活用して課題解決する力や，学んだ内容や学び方を汎用させる能力を更に向上さ

せたい。これらの学びを協働の学びと捉え，研究を展開していく。

Ⅱ 研究の実際

１ 学びの質を高める「言語活動の充実」に向けて

(1) 生活科の実践(２年)

〈単元名 あそんで ためして くふうして 20時間扱い〉

① 本時のねらい(本時７／20)

互いに遊びを体験し合う活動を通して，みんながもっと楽しく遊べるようにするために，

自分たちの遊びのよさやよりよい遊び方の工夫について考えたり，まとめたりすることが

できる （ ）。 活動や体験についての思考・表現

② 学習のゴールの設定

単元の導入で「遊ぶ物を作って，み

んなで楽しく遊ぼう」そして「１年生

を招待しよう」というゴールを設定し

た(図１)。これにより 「次は○○をや，

るんだな 「今度は○○をしてみたい」」

という声が聞かれた。学習の連続性を

意識できた。また，１年生が楽しく遊ぶ

ことができるかという視点をもって交流し，よりよい活動になるようにアドバイスし合う

姿が見られた。図２は，実際に１年生と交流したときの様子である。

③ 試行錯誤する場の設定

単元を通し 比べる 繰り返す 試「 」「 」「

す」など，試行錯誤しながらの活動を

行い，その過程において，改善策や工

夫のよさについての気付きをグループ

同士で交流し合った。

本時では，遊びを提供する側と遊ぶ

側に分かれた。まず，遊びを提供する

。，，側が 遊び方や工夫したこと そして困っていることについて遊ぶ側の児童に伝えた(図３)

遊ぶ側は 「困っていること」を意識しながら，なんとか解決してやりたいという気持ちで，

興味深く耳を傾けていた。次に，図４のように，遊ぶ側が１年生になったつもりで試しに

遊んでみた。そのときに気付いたことを，遊びを提供する側に伝えた。遊びを提供する側

としては，自分たちだけでは考えつかなかったヒントを得ることができ，早速設計図を見

直し，改良を進めていた 「困っていること」の他に 「工夫したこと」も交流の視点とし，。

たことで，自分たちの工夫に自信を深めることにもつながった。

④ 気付きをまとめる振り返り

活動を通して得られた気付きをカードにまと

めた。学習の成果や自分の成長，友達と学び合

うよさに気付かせるために 「できるようになっ，

たこと 「分かったこと 「もっとやってみたい」 」

こと」などの振り返りの視点を与えた。

本時では，アドバイスを受けたことで，次時

にもっと楽しくなるように改良したいという振

り返りが多く見られた。

図５は，単元終了時の振り返りである。達成感

図３ 遊びを提供する側の説明

図２ １年生との交流図１ ゴールの設定

図４ 遊ぶ側の試しの遊び

図５ 振り返りカード
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も味わえている。仲間と共に試行錯誤することのよさについて実感できたようである。

(2) 国語科の実践(５年)

〈単元名 ５年１組俳句集を作ろう 中心教材「日常を十七音で」 ３時間扱い〉

① 本時のねらい(本時３／３)

表現の仕方に着目して助言し合い，推敲することができる （ ）。 書くこと【カ 【オ ，伝国【イ】， 】 】

② グループによる課題解決

共に学ぶ安心感と責任感をもたせる

ために，俳句を推敲する活動は３人グ

ループで行った(図６，７)。ペアのと

きよりもアドバイスの幅が広がり，足

りない部分を補い合ったり共感し合っ

たりして課題解決に向かう姿が見られた。

③ 双方向の交流

グループの仲間に対し，どのようなアドバイスが欲しいのか伝え，話合いの焦点を定め

るために，図８のような学習シートに「アピールポイント，伝えたい思い，助言がほしい

ところ」の３点を記入してグループ活動に取り組ませた。言葉にこだわり，足りない部分

を補い合ったり共感し合ったりしてよい作品に仕上げようとしていた。

単元の最後に，完成した俳句を読み合い，感じたことを書き記した。Ａ児は 「パリパリ，

パリリ」という言葉に着目し，言葉の

もつ力に気付くことができた(図９)。

④ 「よい言葉の使い手」を目指して

よい俳句のポイントを生かして表現を工夫する

ことによって，少ない言葉でも自分の思いが伝わ

るということを振り返りの中で意識させるように

した。図10は，Ｂ児の振り返りである。第２時で

は，よりよい作品に仕上げるために工夫が必要で

あることを振り返り，第３時では，最後の一文字

を換えただけで雰囲気が変わってよくなったとい

うことを振り返っている。このような振り返りを

継続していくことにより 「よい言葉の使い手」，

になっていくものと考える。

「よい言葉の使い手」になるためには，豊かな

言葉の力を身に付ける必要がある。全体的に見る

と，言葉のもつ力や言葉の働きに気付くことがで

きるようになってきていると思われる。日々の言

語活動を通して，言葉の使い方に慣れ，言葉の感

覚を磨くようにすることにより 「よい言葉の使，

い手」になっていくことを期待している。

図６ 助言し合う３人 図７ 参考図書を使って
助言する児童

図８ アピールポイントを記入した学習シート

図９ 友達の作品に対するＡ児の鑑賞文

図10 振り返りカード
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２ 学校図書館の利活用及びＮＩＥの推進について

(1) 学校図書館

① ノーゲーム＆ブックデー

家庭での読書を推進するため

に，毎週水曜日をノーゲーム＆

ブックデーとした。具体的な取

り組み方は学年の発達段階によ

って違いはあるが，水曜日の読

書を楽しみにしている児童が増

えてきている。

② 親子読書の推進

ノーゲーム＆ブックデーと同

様に，家庭での読書を推進する

ために行った取組が親子読書で

ある。長期休業の期間，親子で

１冊の本を選んで読書をし，その

感想を親子でそれぞれ記録するようにした(図11)。親子読書カードの実践は，保護者への

読書啓蒙に役立っていると考える。親子でゆっくり読書する時間がもてたという保護者の

声もあった。

③ 児童の変容

以前より，落ち着いて読書する姿が見られるようになった。朝読書の時間に限らず，登

校後や，給食前後のわずかな時間でも，本を開く児童も増えてきている。また，調べ学習

というと，インターネットに頼ろうとするところが大きかったが，図書室の本を使っても

十分に調べられるということが分かり，進んで活用しようとする児童も増えてきている。

(2) ＮＩＥ

① 朝の新聞読書

毎週木曜日にこども新聞が

届くので，朝の読書の時間に

こども新聞を読むようにして

いる(図12)。興味のある記事

を切り取って用紙に貼り，記

事の内容を簡単にまとめたり

感想を書いたりする活動もあ

わせて行った。低学年の場合

は，新聞の中から片仮名言葉を

抜き出し，それを使って短文

を作るという活動を行った。

② 感想交流

自分が選んだ記事の内容を

簡単にまとめ，その感想を伝

え合う活動を行った。図13の

ように交換し合って伝え合っ

たり，図14のように友達がま

とめたものに吹き出しで感想を伝えたりした。

③ ＮＩＥコーナーの設置

異学年の人が記事をどう読んでいるのかとい

うことについて，全校児童に関心をもってほし

いというねらいからＮＩＥコーナーを設置した。

全校で統一したまとめ方は設けず，各学年の裁

量で進めた。図15は１年生による記事の紹介で

ある。担任が，同じ記事を選んだ児童の紹介文

や感想文を集めたものである。このような取組

を学年ごと掲示し，全校児童の目に触れさせる

ようにした(図16)。

図11 親子読書カード

図12 朝の新聞読書の様子 図13 新聞記事の感想交流

図14 吹き出しによる感想交流 図15 １年生による記事の紹介

図16 ＮＩＥコーナー
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④ 児童の変容

学年の発達段階に応じて様々な取組を行ってきた 「新聞を読むのが楽しみですか」とい。

う問いに対し，全校で８割以上の児童が肯定的な回答をした。新聞に目を通したい，じっ

くり読みたいという意欲の向上が見られる。

３ 小・中連携等について

(1) おもしろ理科教室

昨年度までは，おもしろ算数教室を数回行ってきた。今年度は算数教室に加え，理科教室

も行ってみてはどうかということで次のような計画で実施した。

□時間と場所 30分間(裁量の時間) 小学校家庭科室

□役割分担 ・小 学 校 教 員 ：場の設定

・中学校理科担当教員：活動内容の検討，道具等の準備

□内 容 ・１回目：物と物を混ぜたときの化学反応のおもしろさを体験する活動

・２回目：どうしたら長くコマが回るのか体験を通して学ぶ活動

普段の理科の学習では味わえない科学の楽しさに触れることができた。図17はそのとき

の様子である。

(2) 英語担当教員による協力的指導

昨年度まで，中学校の英語科担当の教員が，数回，外国語活動の学習の中で協力的指導を

しながら児童の英語を使ったコミュニケーションの実態を把握してきた。今年度はこれに加

え，英語のライティングの学習にも取り組んでみた(図18)。ねらいは，ローマ字の復習をす

るとともに，アルファベット文字の表記や簡単な英語表記を体験することにより，中学校で

の英語学習への関心を高めるためである。次のような計画で２月に一回実施した。

学 習 活 動 担当 時間

①ローマ字の復習をする。 ６年部 10分

②アルファベット文字を書く。

30分
・Ａ～Ｚ(大文字) ・ a～ z(小文字) 中学校

員教語英。るみてい書で語英③

dog cat bird red white black 等

④振り返りをする。 ６年部 5分

Ⅲ 成果と課題

○児童が互いに自分の考えを表現し合い，試行錯誤しながら主体的に課題解決するという学びの姿

が見られた。また，グループやペアなど，多様な学習形態による学び方を身に付け，様々な学習

に汎用させることができるようになってきた。

●12月の教師アンケートにより，目指す学びの姿に児童が近づいていると捉えた教師の割合が７月

より増えたことが分かった。しかし，児童アンケートにおける同様の質問に対しての自己評価で

は，肯定的な回答をした児童の割合が増えたとはいえない状況がある。

●県の学習状況調査の「思考力・判断力・表現力」に関わる問題の通過率を見ると，県平均と比べ

学年や教科でばらつきがある。協働の学びを確かな学力へと結び付ける手立てが必要である。学

ぶ意欲についても，県平均と比べて低い状態にある。

Ⅳ 来年度の取組に向けて

・学習のスタイルは定着してきているので，今後も継続していく。

・授業時間の終盤を大事にする。例えば，終盤において，本時のねらいの定着の様子を教師が確実

に把握したり，児童に学びの達成感をもたせたりする。そのために，評価問題に取り組んだり自

分の変容について振り返ったりする活動を充実させる。

図17 おもしろ理科教室の様子

図18 ライティングの様子
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進んで関わり，ともに学びをつくる子どもの育成研究主題
り～～言葉をつないで学び合い，学びを実感する授業づく

横手市立浅舞小学校

Ⅰ 研究主題について
昨年度，よりよい関わりの中で学ぶことで学びの深まりが見えるようになってきた。今年度は

さらに自分や他と主体的に関わり，学び合うことで自信をもったり，他者を理解したりしながら
，，。学びをつくる子どもを育てていきたいと考えた そのために 言葉をつないで思考を深めながら

学び合いのよさや楽しさを積み重ね，学びを実感したり新たな問いをもったりすることができる
ような授業づくりをしたいと考え，本主題を設定した。

Ⅱ 研究の実際
１ 学びの質を高める「言語活動の充実」に向けて

(1) 共通実践事項 問いを引き出し，学ぶ意欲を支える課題設定

○子どもの問いを引き出す問題や課題とその提示の工夫
○子どもとつくる，タイムリーで必要感のある学習課題
○「ねらい」と整合性のある課題・学習活動・ゴールの設定
○ゴールの具体と見通しのもたせ方の工夫

実践例 道徳４年 主題名 受け継がれる命 生命尊重 ３－（１）
資料名 「バルバオの木」

これまでの生命についての道徳の授業から 「自分の命は家族から大切に育まれてきたも，
の 「限られた命を精いっぱい生きることが大切 「一度失うと，取り戻せないもの」といっ」」
た生命の大切さについて振り返った。また 「命を大切にしているか 「なぜそう思うか」と」，
いう事前アンケートの結果を示すことによって，自分
たちの「命を大切にする」ということについての捉え
を確認した。

そして，本時の学習は 「 命を大切にする』という，『
ことについて考えを深める時間」であることを伝え，
これまでの自分自身や自分の考えと比べながら考えよ
うとする意欲を高めた。アンケートに答え，その結果
を知った上で，本時の「 命を大切にする』ということ『
は，これまでの自分と違うことはあるのか」というめ
あて意識をもって授業に臨むことができ，進んで考え
たり，話したりすることにつながった。

(2) 共通実践事項 互いの考えを言葉でつなぎ，全員で考えを深める学び合い

○ねらいに応じた言語活動の設定
・自分の考えをもち，表現する活動
・トリオで話し合う活動（たいよっこタイム）
・集団で深めた考えを個でまとめ，自分に取り入れる

実践例 総合的な学習の時間 ３年
あさまい だいすき ～もっとしりたい もっとまもりたい わたしたちのまちを～

自分たちの住んでいる地域に興味･関心をもち 「ひと・もの・こと」との関わりを大切に，
しながら地域のよさを調べ，まちの魅力をもっと知りた
い，ずっと守りたいという願いを基に地域への思いを深
めることをねらいとした授業である。

本時では「天の戸のお酒 「浅舞しぼり 「漬け物」の」 」
３つのおすすめに整理した情報をそれぞれのグループで
発表する場を設けた。そのあと，３つの情報を比べ，共
通していることをトリオで話し合い，全体に発表しそれ
を基に「おすすめが長く続いてきたわけ」について自分

。 ，の考えをまとめる活動を設定した トリオの話合いでは
，３つのおすすめの情報を視点ごとに整理した表を準備し

事前アンケートを活用した導入

トリオでの話合い
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共通している情報を見付けて囲んだり，線で結んだりして全体に発表できるようにすること
をゴールとした。５分間という話合いでたくさんの共通点を見付け全体の学び合いで発表す
ることができた。集団での学び合いを通して，おすすめの理由が変わったり，前時の理由を
確かなものと考えたりする時間となった。

(3) 共通実践事項 学びの実感と交流・発信のある振り返り

○自分の考えの変容を自覚し，学びを実感する個による振り返りの設定
○友達同士で交流し，学びを認め合ったり，個の学びのよさを発信し全体に広げたり，次

の学習につなげたりする振り返りの工夫

実践例 道徳２年 主題名 あいての気もちを考えて ２－（２）思いやり
資料名 「公園のおにごっこ」

事前に行ったアンケートへの記入や導入時の発問で，ねらいとする道徳的価値について，
自分の状況を把握する時間を設け，展開後段では，ねらいとする価値に迫っていった。こう
した学習展開の中で，今までと違った価値への深まりに気付いたり，自覚したりすることが
できるように終末に書く活動を設定した。振
り返りの学習シートには，｢親切について新し
く気付いたこと｣｢これからやろうと思うこと｣
を書くようにさせた。資料から離れ，｢思いや
り・親切｣の道徳的価値に対する一般化を図る
ために，導入時に提示したアンケート結果に
戻り，どんなふうにしたら，本当に相手が喜
ぶ親切なのかを考え，道徳的実践へとつなが
るようにしたいと考えた。最後に，個々の学
びを広げるためにシートに書いたことを交流
し合う場を設けるようにした。振り返りには，
自分がしてあげたい親切について，これから
どうしたらよいかが書かれていた。

２ 学校図書館の利用及びＮＩＥの推進について
(1) 学校図書館の利活用の推進

① 読書指導 ｢進んで本を手に取り，読書が好きな子ども｣の実現のために
・ 朝読書」の時間の増設「

今年度は毎朝8:10～8:25の15分間を｢朝読書｣とした。また新たに「横手市新聞の日」が
年３日設定されたことから，週の金曜日は新聞を読む日とし，読み物だけではなく新聞記
事，図，表やグラフ，写真などにも触れる機会をもった。

・ボランティアさんによる読み聞かせ
平鹿図書館の司書やボランティアさんによる読み聞かせを年間18回行った。ボランティ

アさんが学年の発達段階や実施する時期にふさわしい本を選んで読んでくれるため，どの
学年でも読み聞かせを楽しみにしており，興味をもって聞いている姿が見られた。

・｢おすすめの10冊」読破の意識付け
昨年度に引き続き｢おすすめの10冊｣の読破を意識付ける｢読書すごろく達成表｣を図書館

前に設置した。今年度は学年ごとの読書の木に読破した子どもの名前を書いた花が咲いて
いくデザインとし，自分や友達の花が増えていく掲示に足を止める子どもの姿が多く見ら
れた。

・ 子ども読書の日｣の取組「
子ども読書週間中に１年生が平鹿図書館を訪問し，館内の見学をして利用カードを作っ

たり，お話会を楽しんだりした。

平鹿図書館訪問読書の木の掲示ボランティアさんによる

読み聞かせ

新聞を読む日
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② 情報活用 「図書資料を活用して，自らの問いを解決しようとする子ども｣の実現のために
・図書資料を活用した学年別学習リストの蓄積

図書館活用年間計画と合わせて，実践した授業について学年別に教科・単元・活用し
た図書をリストにして蓄積した。

だれもが関わり教科 国語（４年） 単元

合えるように

どのように活 だれもが関わり合うことについて自分の
用したか 課題を決めその課題を調べる。

使用した図書資料 ユニバーサルデザインに関する本等

(2) ＮＩＥの取組
① 新聞コーナー「ほっとステーション」の整備

② 新聞を活用した授業づくり
［１年］国語「かたかなのかたち」

新聞記事からかたかなを見付け，ノートに丁寧に
写す。新聞記事を用いたことにより，たくさんかた
かなの言葉に触れ楽しく学習できた。

［２年］国語「新聞となかよくなろう」
気に入った記事や写真を切り取り，スクラップブ

ックを作る。友達に記事を紹介し合うことで，新聞を
読む楽しさを味わうことができた。

［３年］社会「変わるわたしたちのくらし」
横手市に伝わる年中行事についての新聞記事を探し，

どのような行事か，いつ頃から行われているか等を調
べた。新聞を読むという受け身の意識から，新聞を資料として調べるという活用の仕
方があることに気付くことができた。

［４年］国語「段落どうしの関係を捉え，説明のしかたについて考えよう」
アップとルーズで伝えるの教材文を読んだ後，実際の新聞で写真がどのように活用

されているか調べた 「アップ」と「ルーズ」の写真のよさを生かし，クラブ活動リ。
－フレット作りに活用することができた。

［５･６年］ 「感動をありがとう」
リオオリンピックの様子を伝える新聞記事を読み，

活躍した選手に感動を伝えるメッセージを書いた。自
分の目標と比べたり，東京オリンピックへの夢を書い
たりして子どもたちの熱い思いが溢れていた。

［５年］国語「考えを明確にして話し合い，提案する文章を
書こう」

新聞を読み，その中から自分の取り上げたい問題に
ついて考えをまとめ，提案書を作成した。学習を通して，
これまで知らなかった社会の現状に触れ，生活の中で話
題にすることができた。

新聞でかたかな探し

オリンピックへ熱き思い

新聞コーナー
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［６年］国語「意見を聞き合って考えを深め，意見文を書こう」
「どんな未来にしていきたいか」という考えの根拠となる情報を新聞記事から調べ

効果的な見出しを作った。

３ 小・中連携等について
(1) いのちの教育あったかエリア事業を通して

① いのちの教育の充実を図る校種間連携
・道徳の時間授業研究会の相互参観
・道徳の時間の月別共通実践価値項目を決めた授業実践

② いのちの教育体験活動
・花苗，ひまわりプロジェクト
・道徳の時間「あったかコーナー」の設置

道徳の時間における学習物を掲示し，道徳的な気付きや学
びを学級で共有することができた。

・小・中合同いのちあったか講演会
大森山動物園園長 小松守氏 『つながりの中で生きる』

・あったかあいさつ運動「あやめグリーティング」
・小・中合同情報モラル集会

③ いのちの教育地域人材活用
・地域の人材をゲストティーチャーとして招いた授業実施

５年 ふるさとキャリアサミットｉｎ浅舞において
ひまわりプロジェクトの活動を発表する『ふるさとキャ

リア』サミットが，県内の小学校４校が集まって平鹿生涯
学習センターで行われた。子どもたちが発表した後これま

。，での活動の経緯や取組について アドバイスをいただいた
３年 総合的な学習の時間 浅舞のきれいな水について
「浅舞絞り 「お酒づくり 「漬け物づくり」が浅舞で長く」 」
続いている理由の一つとして，浅舞地区の地下水と何か関係があるのではという問いを解
決するために，地域の方からお話を聞くことができた。浅舞の水がきれいな理由を浅舞の
よさと関連付けながら考えることができた。

・ＰＴＡ授業参観に全校で「道徳の時間」の授業実施

(2) 授業改善の推進
① 中学校１年生の授業参観と情報交換会
② 児童生徒による小学校間の交流と全小学校と中学校の交琉
③ 中学校の英語科教員による外国語オリエンテーション
④ 共通で目指したい子どもの姿の設定と「ひらかの子の学び

の姿」アンケートの検証

Ⅲ 成果と課題
○「話合い系統表」を作成し，話合いの仕方を共有したり，共通実践事項を意識した授業構成を組

み立てることで，子どもが考えを広げたり深めたりして，学びを実感する姿が少しずつ見られる
ようになってきている。

○学校図書館，横手市図書館の活用やＮＩＥの推進が，子どもたちのものの見方や考え方を広げた
り，図書や新聞を活用するよさを実感できたりしている。

○小・中連携により，９年間を見通した学びの系統性や連続性，付けたい力の実現に向けた授業改
善について，研究授業や道徳の研修会など中学校の先生方と共通理解を図ることができた。

●話合いの中で，自分の考えを伝える姿は見られるようになってきているが，他者の考えを聞いて
自分の考えを比較・検討し考えの変容を伝えるまでには至っていない。

●45分間の中で振り返りまでをしっかりと行うことが難しい。学習活動や発問を精査し，教師側で
目指す子どもの姿を意識した授業を展開していくことが必要である。

Ⅳ 来年度の取組に向けて
・聞き手，話し手を育てる学習規律の徹底，自分の考えを広げ，深める話合いの設定，学びを実感

できる振り返りの充実
・平鹿中学校区，平成30年度の言語活動の充実の公開研究会に向けた小・中連携での研修

各教室のあったかコーナー

ひまわりプロジェクトの発表

平鹿中学校区 ３小学校交流会
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研究主題 自分の考えを高めていく児童の育成

～豊かなかかわり合いを通して～

横手市立吉田小学校

Ⅰ 研究主題について

一人一人の児童が，様々な言葉や資料，表現方法と出会い，それをもとに自分の考えを整理

したり，友達とかかわり合いながら結び付けて考えたりするなど，学習過程の工夫を図り，学び

，，。合いを充実させていきたいと考えた そして そのかかわり合いをより有効なものとするために

読解力を高め，それに基づいて考え，表現する力を向上させる指導法を工夫し，児童に確かな力

を付けていきたいと考え，この主題を設定した。

Ⅱ 研究の実際

１ 学びの質を高める「言語活動の充実」に向けて

(1) 研究の重点

互いに高め合う力を育てるための授業改善①

読解力を高める指導方法の工夫②

(2) 道徳の取組

＜実践例３年＞ 主題名 「人間っていいな」 内容項目２－（２）

資料名 「やさしい人大さくせん （東京書籍）」

① 児童の生活に根ざした道徳の時間の工夫

毎日の生活の中の様々な場面で親切な行いがあることに改めて気付いたり，親切にされ

るとうれしいという気持ちを思い起こしたりすることで 「親切」を身近に捉えることが，

できるものと考え，事前にアンケートをとり，親切にされたこと，その時の気持ちや考え

を記す時間を設けた。

導入では，日常的にありそうな場面を設定して「４年生のＡさんが何冊もの本を重そう

にもっています。あなたはどうしますか 」と問いかけた。児童は，問いに対する自分の。

考えをハートの付箋に書いておくことで，授業の終わりの自分と比較することができるよ

うにした。終末では，帰りの会で行っている「きらきらふわふわ紹介」で今までに発表さ

しれた親切な行いの事例を教師が紹介

事例を聞いて自分もできそうだとた。

いう思いを児童にもたせたり，もっと

積極的に親切をしていきたいという意

欲をもたせたりすることにつなげるた

めである。この道徳の授業で専用の付

箋紙の束が入った袋を渡し，友達の親

切な行いや言葉がけをいつでも書いた

り，道徳ファイルに貼りためたりして

いくことができるようにした。前期の

終わりには，この授業をきっかけに書

きためていた付箋を紹介し合う時間を

学級活動の時間に設けて，お互いの親

切な行いを称え合うことができた。

② 多面的・多角的に考えたり，問題を解決するための手段を考えたりする場の設定

本時では，勇気を出せず，親切を行うことができなかった「わたし」が，進んで６年生

，，の手伝いができたのはなぜかということについて いろいろな角度から考えさせるために

トリオでの話合いを取り入れた。課題について一人一人が考えを付箋紙に書く。その付箋

紙を用いてまずは３人で考えを話すようにする。その後，全体で話し合うことで児童の考

えが広がったり深まったりするようにした。

本時の終末では，一人がした親切の事例と，その親切を受けた人が別の人へ親切にして

あったか紹介の掲示
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いる事例をそれぞれハートの紙に書いて，ハ

ートがつながるように貼っていく掲示をした

ことで，親切は「つながる」という言葉を児

童から引き出すことができた。この「親切の

輪」の図は，視覚的にイメージさせることに

効果的であった。

」「どうしたら親切ができるようになるのか

という課題には 「やさしい人大さくせんせ，

いこうのひみつ」として整理してまとめてい

くことにした。大変そうだから，相手が喜ぶ

からという一方向の考えだけではなく，喜ば

れると自分もうれしくなったという体験，そ

の喜びが次の親切な行いへの原動力になるこ

とに気付かせたいと考えた。それらの気付きに関する言葉をカードに表したり図にしたり

して視覚的に分かりやすくするとともに，授業後も教室に掲示して親切を進んでしようと

いう意欲の継続につなげるようにした。

＜実践例１年＞ 主題名 「生きている喜び」 内容項目３－（１）

資料名 「いただきます （文溪堂）」

① 児童の生活に根ざした道徳の時間の工夫

導入では，日常生活を振り返り，元気だからできたことや嬉しく思えることについて，

多様な経験を引き出すようにした。その中から，おいしくご飯を食べることで，友達と楽

しく学習や遊びができる生活を送っていることに気付かせ，ねらいとする価値への方向付

けを図った。

終末では，改めて日常生活の中で，元気だからできたことや嬉しく思えることについて

振り返り，これからもしていきたいことやこれからしてみたいことを考えさせた。当たり

前であることに焦点を当て「生きている証」として実感させながら，生命を大切にする心

情を育てるようにした。

② 多面的・多角的に考えたり，問題を解決するための手段を考えたりする場の設定

展開前段の話合いでは，苦手な食べ物の

あるまこちゃんに共感させ，おばあちゃん

の話を聞いて，まこちゃんがどんなことを

思っていたのかをじっくり想像させたいと

考えた。そのために，おばあちゃんの話の

要点をまとめたカードを用意して黒板に掲

示し，内容の理解を促した。状況に応じて

リレー式指名や意図的指名を使い分けなが

ら，多様な考えを引き出せるようにした。

展開後段の主発問では，３～４人で動作

化する場を設定した。大きな声で「いただ

きます 」の後にどんな言葉が続くかを言。

ってその訳を話したり，大きな声で言うと

話させたりした。どんな気持ちになったかを

動作化を取り入れながら，大きな声で言え

るようになったまこちゃんの気付いたこと

や気持ちの変化を考えさせることで，本主

題に迫っていけるようにした。この動作化

を取り入れることは，低学年では有効であ

った。お面をかぶりながら少人数で話し合

う場を設定したことで，児童の考えを引き

出すことができた。その後，全体で話し合

いながら，考えを広げたり深めたりするこ

とができた。

いただきますの場面の動作化①

「親切の輪」の図

いただきますの場面の動作化②
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２ 学校図書館の利活用及びＮＩＥの推進について

(1) 読書活動推進の取組

① 読書ファイル

児童一人一人に読書ファイルを持たせ，読んだ本を記

入し，読書貯金として記録が残るようにしている。春に

は１年間で読む冊数の目標を立て，10冊ごとにカードに

記録し，達成度を意識させるようにした。また，記録用

紙１枚分の記録が貯まると「読書の木」に葉や花を貼る

ようにしている。初めは枯れ木だったものが，次第に葉

が茂り，花が咲くようになることで，読書の成果が目に

見えるようになり，児童の読書意欲を高めるのに効果が

あった。さらに，学年ごとのおすすめ本についても，す

ごろくの形で記録し，楽しみながら読書活動を進めるこ

とができるようにした。

② 学校司書との協力

学校司書の協力で学校図書館を使いやすく整備するこ

とができた。学習に必要な関連図書の準備や児童の調べ

活動等でも学担と司書が連携することで，学校図書館の

利用を広げることができた。また，学級に置く図書の選

定のほか，季節やイベントに合わせたおすすめ本・新刊

の紹介なども行い，児童が本に興味をもちやすい環境を

整えてきている。さらに，児童が書いたおすすめ本のカ

ードを生き生き表現コーナーに貼り，児童同士で本を紹

介し合う活動も行った。

(2) ＮＩＥ活動

① 新聞を読む機会の確保

新聞の日には，児童全員に子ども新聞を配

布し，普段の読書に代えて新聞を読む時間を

設定している。新聞を読むことに抵抗を感じ

ている児童も，実際に読み始めると夢中にな

る姿が見られた。１日分の新聞を読むのに数

日かかることもあるが，朝の読書の時間や休

み時間などを利用して読む児童もおり，新聞

に興味をもたせることに役立っている。また

毎日，子ども用の新聞を用意し，学校図書館

。の閲覧台で見ることができるようにしている

バックナンバーは保管しておき，児童の必要

に応じて，振り返ったり，過去の記事を学習

に活用したりできるようにしている。

② ＮＩＥコーナー

各学級にＮＩＥコーナーを設け，それぞれ

の活動を掲示している。学年により新聞を活

用する能力に差があるため，活動は統一して

いないが 「新聞の中からおもしろい記事を見，

つけて，友達に紹介する 「気になる記事や好」

きな記事について選んだ理由や感想を書く」

「一つの記事に対して，みんなで自分の意見

を書く」活動などがある。利用する新聞は，

初めは子ども新聞が多かったが，上学年では

，家庭にある普通の新聞を利用する児童もおり

新聞に対する関心が高まってきていると思わ

れる。一方で，家庭で新聞を購読していない

場合もあり，そのような児童に対しては配慮

をしながら働きかけを工夫する必要がある。

読書の木

おすすめ本の紹介

ＮＩＥコーナー（感想）

ＮＩＥコーナー（意見）
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３ 小・中連携等について

(1) 「いのちの教育あったかエリア事業」を通して

平鹿中学校区が「いのちの教育あったかエリア事業」を行うことに伴い，春に地区の小・

中で共通して行うことを話し合い，実践していった。

・主要研究教科を道徳とし，道徳の月別共通実践価値項目を決め，それに基づいて年間計画

を見直したり，授業の計画を立てたりした。

，，」「・各クラスに あったかコーナー を設置し 道徳の時間に学習した内容を掲示することで

日常的に道徳的な価値を意識できるようにした。

・ＰＴＡで全クラスが道徳の時間の公開を行った。

・ゲストティーチャーを招き，命の大切さを学ぶ講演会やお話会（読み聞かせ）を開いた。

・ひまわりプロジェクトとして，各校でひまわ

りを育てて種を収穫し，種からとれた油を換

金して，施設に寄付をした。

・花苗プロジェクトとして，異学年と交流しな

がら花の苗を植え，一人一人が世話をして育

てていった。

・あいさつ運動として，各校で取り組むだけで

なく，中学生が朝に小学校の校門に立ち，あ

いさつを呼びかける活動を行った。

・情報モラル集会として，小学校高学年と中学

生が集まり，平鹿地区の情報モラルのルール

作りを行い，情報モラル５箇条をまとめた。

(2) 授業改善の推進

平鹿地区の指導主事訪問計画一覧をもとに，参加可能な他校の研究会に参加できる体制づ

くりをした。授業参観したり，研究協議会へ参加したり，また研究協議会に参加できない場

合は参観カードに記入したりするなど，互いに連携して研修を進めることができた。

(3) 「ひらかの子の学びの姿」の活用と定着

， 」「 」「学習習慣を形成するために ひらかの子の学びの姿 をもとに 話す・聞く・書く・読む

の基本的な態度を育てていくため 「ひらかの子の学びの姿」を学校の実態に合わせて「吉田，

」 ，」「 。小聞き方名人 吉田小話し方名人 として各教室に掲示し いつでも意識できるようにした

そして，７月と12月に学習アンケートをとり，児童の実態を把握すると共に，授業改善に生

かすことにも役立った。

Ⅲ 成果と課題

○今年度は，道徳を中心に研修を積み重ねてきた。道徳で言語活動を行うためには，本音で話が

できるようにすることが大事である。そこで，授業の導入で，児童の経験を掘り起こしたり，

。，日常ありそうな場面を設定したりするようにし 課題を身近なものに感じさせることができた

また，事前にアンケートをとることで児童の実態を把握したり，児童の経験を思い出しやすく

したりすることができた。その結果，児童の発言を多く引き出すことができた。

○児童の多様な考えを引き出し，議論ができるようにするためには，まず児童が考え話しやすい

場面がなければならない。そこで，トリオでの話合いの場面を設けた。少人数であるため，話

しやすく，相手の話もよく聞くことができ，話合いが活発になった。また，動作化を取り入れ

ることにより，自然に児童の発言を多く引き出すことができた。

●今年度の取組では，児童の発言を多く引き出すことができたが，まだ議論するというレベルに

はなっていない。学習指導要領の一部改正によって求められるようになる「考え，議論する道

徳」に結びつけられるような言語活動を工夫していく必要がある。

Ⅳ 来年度の取組に向けて

・道徳以外の教科でも児童の考えを引き出すため，児童が自分の思いや考えを表現する力を付け

るための研究が，まだ必要である。

・児童の語彙を増やし，表現する力を付けていくためにも，読書活動やＮＩＥ活動をさらに充実

させていかなければならない。
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