
研究主題 学ぶ喜びを感じ，確かな学力を身に付ける子どもの育成
～学び合いのよさを味わえる授業を目指して～

横手市立醍醐小学校

Ⅰ 研究主題について
本校では，児童に身に付けさせたい「生きる力」の知的側面として，学ぶ意欲や思考力・判断

力・表現力等の「確かな学力」の育成を目指し，本研究主題を設定した 「お互いの考えを伝え。
合い，自分の考えや集団の考えを発展させる」学び合いを通して，その育成が図られるよう，学
び合いのよさを味わえるような授業を目指して研究を進めてきた。

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) 学習過程のプレートを活用した課題解決的な授業
学び合いのよさを味わえるような授業を目指し

て，今年度は，各教科で全校統一したプレートを
活用した学習展開を研究した。課題→見通し→自
分の考え→友達の考え（学び合い）→まとめ→
振り返り等という一連の流れをどの教科でも取り
上げ，子どもたちとともにつくり上げる授業を目
指した。

① 「振り返りポイント」を活用した自己を見つめる振り返り
どの学年，どの教科においても，学びによる

自分自身の変容を自覚し，そのよさを実感でき
るような視点をもった「振り返り」ができるよ
うにポイントを作成した。教室に掲示したり，
カードにして一人一人が持っていたりして，い
つでもどの時間でもこの視点をもとに振り返り
ができるようにした。

② 道徳の実践から
子どもたちにとって今日の主題が必要感のあ

るものになるように，導入では事前のアンケー
トから親切を断られたり，うまくいかなかった
りした経験を取り上げ 「親切にするときに，大，
切なことはどんなことだろう」という全体の課
題に結び付けた。板書構成は，中心に課題をお
き，資料を通してのぼくの葛藤や２つの親切の
行為の違いを左右に比べられるようにし，子ど
もから出たキーワードを書くようにした。１時
間を通して，課題を見通しながら学習できるよ
うな授業を構成した。振り返りでは 「振り返り，
ポイント」の視点を用いて，授業前と後の課題
に対する自分の考えを書くことができるように
した。

黒板掲示の工夫

自分が思っていることをすな
おに教えてあげればいいのかな
あとか，いいことをするとやっ
ぱり気持ちいいから親切ってい
いなあと感じた。親切のしかた
がよくわからない時もあったけ
ど，この話を考えて，親切のし
かたや意味がわかった。

（児童の振り返りから）
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(2) 目的をもった学び合いの時間を保障

・社会科の実践から

課題意識をもって調べ，解決するための話合いを通して考

えを深められるように次の手立てを行った。

まず，根拠を示しながら話ができるように，自分が何を見

てそう考えたのかを書き込んだり，該当する資料に印を付

けたりする活動を行った。その際，各時間で使用する資料

を比較したり，関連付けたり結び付けたりできるように資

料の提示の仕方を工夫した。

そして，自分の考えと友達の考えを比較し，同じ考えが

どれだけ出たのかを集約しながら話合いを行えるように，

同じ考えが多数出たら，それを水色のシートにまとめ，少

ないけれどぜひ紹介したい考えは黄色のシートにまとめて

いった。さらに，全体での話合いでも，そこから同じよう

なキーワードのものを並べ替えながら共通点や相違点を整

理し，課題のまとめに結び付けていった。また，話合い活

動から出た取り上げたいキーワードも掲示することで，そ

れを使いながら，まとめや振り返りを行うことができるよ

うにした。振り返りは紹介し合うことを通して，そこから

出た疑問点や調べたいことなどをさらに次時以降の学習へ

生かしていくようにした。

２ 学校図書館の利活用及びＮＩＥの推進について
(1) 読書推進

① 今年度は，年間目標読書冊数を一人100冊以上とした 「読書の足あとカード」に記録し，。
。。月ごとに多読の児童を表彰した 目標を設定することにより児童たちの読書意欲が高まった

また，子どもたちのアンケートを基に 「醍醐小学校おすすめの本100選（上・下学年各50，
選 」を作成し，子どもたちが本に親しむ工夫をしている。）

② 各教科，総合的な学習の時間において，各学年が計画的に図書室を利用し，子どもたちの
主体的な学習活動に役立てることができた。

③ 学校司書との連携を図り，図書室の本の整備・レイアウトや飾り付け，また低学年の読み
聞かせや本の案内，新刊図書の紹介など，子どもたちが本に親しみやすい環境作りをしてい
る。

☆ 目 的 を も っ た 学 び 合 い
○ 情 報 を 整 理 ・ 集 約 す る 。
○ 複 数 の 結 論 を 順 位 付 け す る 。
○ 根 拠 を 増 や し ， 視 野 を 広 げ る 。
○ 質 疑 を 通 し て 互 い の 考 え を 確 か

に す る 。

資料を使った根拠のある説明

複数の意見を順序付け

小グループでの学び合い

小グループの話合い
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(2) ＮＩＥ活動への取組
① 新聞デー

りんごっ子の時間を利用して，新聞を読む活動に各学年で取り組んでいる。今年度は，各
学年で４パターンから選択した切り抜きカードに，興味をもった記事を貼って感想を書いた
り，スピーチしたりという活動を取り組んだ。４年生以上は長期休業中の課題として，じっ
くり取り組む機会もつくった。

さらに，放送委員会からの昼の放送では，毎日その日の新聞記事から担当者が気になった
記事を取り上げ，全校に届けている。給食中，友達との話題にもなってきている。

② ＮＩＥコーナーの設置
各学年の廊下を利用して，切り抜きカードや学習で活用したものを掲示している。また，

今年度は「いっしょに読もう！新聞コンクール」に４年生以上が応募し，学校奨励賞をいた
だいた。応募用紙には，同じ記事を読んだ他者の感想や意見をまとめて書く欄もあり，保護
者や兄弟，友達と同じ記事を読んで，感想の交流を図ることができた。

醍醐小学校おすすめの本 １００選

廊下の飾り付け

多読表彰

おすすめ本の紹介カード

いっしょに読もう新聞コンクール ーナーコＥＩＮーデ聞新
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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

① いのちの教育の充実を図る校種間連携
・道徳の時間の月別共通実践内容項目を決めた授業実践
・道徳の時間の「年間指導計画」及び「道徳教育全体計画
の別葉」の見直し

② いのちの教育体験活動
・花苗プロジェクト ・ひまわりプロジェクト
・小・中合同いのちあったか講演会
・小・中合同情報モラル集会
・ あやめグリーティング」あいさつ運動「
・道徳の時間「あったかコーナー」の設置

③ いのちの教育地域人材活用
・地域の読み聞かせボランティアによる「あったか読み聞
かせ集会」の実施

・ＰＴＡ授業参観日に全校で「道徳の時間」授業実施

(2) 授業改善の推進
① 地区内の授業研究会参加計画の作成と実施

・計画的に授業研究会を参観し，平鹿地区の共通実践の推進に生かした。
② 小学校から中学校への連続を意識した教科指導連携

・平鹿中学校の英語科の教員による６年生への外国語活動の指導

Ⅲ 成果と課題
○プレートを活用した課題解決的な授業を進めてきた中で，学習の流れを見通しながら取り組むこ

とができた。振り返りポイントの活用継続で，自分自身の変化と学んだ実感を少しずつ得ること
ができてきている。

○読書活動やＮＩＥへの取組については，朝の読書活動を全校挙げて徹底して行うことにより，読
書量も増加している。また，新聞に関する興味が広がり，子どもたちの関心の高まりを感じる。
今後さらに，教科等での授業にも計画的に取り入れ，実践を増やしていきたい。

●教師のアンケート結果では，話合いや学び合いを取り上げている意識は高くなっているが，子ど
もたちのアンケート結果には，それほどの意識の高まりが見られなかった。話し合うこと，学び
合うことで得られるよさを，実際の体験を繰り返すことで獲得させようとしてきたが，それだけ
では，子どもたちによさを伝えきれなかったと考える。学び合いのよさをより実感させるため，
その必要感や効果を子どもにもっと具体的に伝え，見通させる必要がある。

。，●県学習状況調査の結果からは 個々の基礎・基本の活用に弱いところが見られることがわかった
また，相手にわかってもらうように説明する力にも弱さが見えた。学級全体の力をあげることも
当然ながら，より個々に即した指導を強化していく必要を感じる。また，様々な場面で伝えたこ
とが伝わったと思い込んでしまっていたり，目的や意図に応じた説明の仕方になっていなかった
りすることがあると考えられるので，根拠をもとに，より相手に伝わる話し方，書き方の指導も
必要である。

Ⅳ 来年度の取組に向けて
・分かりたい，解決したい，できるようになりたいという必要感を高めるための単元構成の工夫
・基礎・基本の定着をベースとした学び合いのよさが実感できる学習活動
・言葉の力や表現力をつけていくための図書館の利活用・ＮＩＥの取組の継続
・小・中連携教育の組織を生かした共通実践（ 言語活動の充実」の共同研究）「

全校縦わりでの花苗プロジェクト 中学生と一緒のあいさつ運動

各学年ごとのあったかコーナー掲示
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伝え合い 高め合い 確かな学びを獲得していく子どもの育成研究主題
～「付けたい力 × 12の資質・能力」を基にした授業づくり ～

横手市立雄物川小学校

Ⅰ 研究主題について
横手明峰中学校区における共通課題から，小・中連携のもと９年間で育てていく子どもの

姿を求めて本研究主題を設定した。また，本校の教育目標の具現化を図ることは 「付けた，
い各教科等の力｣と｢社会的な自立の基礎となる12の資質・能力(本校独自)｣の両輪で授業づ
くりを追究することであると捉え，副題を設定した。

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) 課題解決に生きる｢12の資質・能力｣の位置付け
本校の特色ある取組に｢『12の資質・能力』の育成｣がある。｢感じる力｣，｢かかわる力｣，

｢伝える力 ，｢自他のよさに気づく力 ，｢考える力 ，｢錬り合い創る力 ，｢選択する力 ，」」」」」
｢ふりかえり活かす力 自分で解決しようとする力 挑戦する力 やり抜く力 夢」， 」「 ，「 」，「 」，「

を画く力」の12の力であり，全教育活動を通して育てるものである。今年度は，一つ一つの
｢資質・能力｣について，発達段階による系統性をもたせた。子どもたちの｢資質・能力｣を新
たに拓き，生かしたいとの願いからである。

学びの場面においても ｢付けたい各,
12教科等の力 と横断的に付けていく」 「

の資質・能力｣とを関連させてきた。
課題解決のためには，どんな｢資質・
能力｣を活用し，身に付けていけばよ
いのかを子どもと共に考えるのである。本時のねらい(課題)とゴールに応じて，どの｢資質
・能力｣が適しているのか，どんな具体なのかを考えることが日常的に行われている。日々
の取組から，子どもたちは，学習の流れ[本時のめあて・課題づくりや確認→ゴールの設定
→｢資質・能力(カラフル・パワーズ)｣の選定と具体]を把握し，自分たちで学びの方向性を
もって進めるようになってきている。また，｢12の資質・能力｣を位置付けることにより，課
題解決のための言語活動が，より具体的に，より効果的に行われることも自覚している。取
組の２年目，子どもたちは，何をどのように学ぶのかを主体的に捉え，自分たちでつくる学
びを楽しみにしている。
【子どもたちの振り返りから】

(2) ことばの力の育成
対話的で深い学びを構築するべく学び合いの充実を求めて，お互いの考えを交流するよう

にペアやトリオでの学習活動を取り入れてきた。子どもたちの自己評価から，自分の考えを
もって発表することにあまり自信がないことが明らかになってきたので，一人一人が，どの
ような視点で自分の考えをもったらよいのか，どのようにして友達の思考とかかわったらよ

・物語を「始め 「中 「終わり」に分けるには 「せんたくする力」を使って出来事をみつけたらよかっ、」」

た。また一歩進んだと思った。

明日を創る
資質 能力

１年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生

○人や自然に思いやりをもって積極的にかかわる子ども

○自分や友達のよさを見付けようとする子ども

・あたたかく聞いたり話したりする子ども

○自他のよさを見付け伸ばそうとする子ども

・友達の考えのよさを受け入れ，生かす子ども

○互いのよさを出し合い，さらに自分を高めようとする子ども

・よさを生かし合って問題解決に向かう子ども

子るす夫工を方え伝たじ応に的目○もど子るえ伝りきっは○ もど子るす夫工を方え伝な的果効てじ応に的目や手相○もど

・相手を意識して分かりやすく豊かに表現する子ども・説得力のある説明をする子ども・伝えたいことを主述を整えて順番に話す子ども

・誰とでもはきはき話す子ども

・中段　主に学習場面で目指す子どもの具体の姿

・下段  主に生活場面で目指す子どもの具体の姿  

・集団の中で互いの考えを尊重しながら学び合う子ども

○五感を働かせて感じる子ども

・自分自身で感じる子ども

○読書や体験活動を通して想像を膨らませる子ども

・いろいろな状況を思い浮かべる子ども

○読書や体験活動を通して心を豊かにする子ども

・多面的に感じ方を広める子ども

・上段　総合的に目指す子どもの具体の姿

かかわる力
○相手の気持ちを考えて仲よくする子ども

・友達の考えを受け入れる子ども

○友達や家族，地域の人々とのつながりを感じてくらす子ども

・友達をほめることができる子ども

自他のよさに
      気づく力

・互いのよさを生かして折り合いを付ける子ども・自分の周りにあるよさを認め合える子ども

・相手の立場を理解しながら自分の意見をはっきりと伝える子ども

・体験と重ねて感じる子ども

感じる力

・仲間意識や感謝の気持ちをもってかかわる子ども

・相手や場に応じた伝え方する子ども

伝える力

・身の周りの人やものに心を寄せ語らう子ども

・だれとでもあいさつや話ができる子ども

・友達の考えとつなげて思考する子ども

　　　　　　　　　　　　　　明日を創る子どもの具体の姿 （三段構成）    

や
さ
し
く

・自他の感じ方の違いを楽しむ子ども

・互いの役割や立場を理解してかかわる子ども

明日を創る資質・能力 １年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生

感じる力

かかわる力

伝える力

自他のよさに気づく力

カラフル・パワーズ系統表　（キーワード1）

や
さ
し
く

○○な感じ 想像を膨らませて  多面的に

はっきりと

たくさんの

互いを理解して 仲よく つながりをもって

効果的に

生かし合って認め合い

 目的に応じて

系統性をもたせた12の資質・能力
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いのかをまとめ，全学級に掲示した。考えのもち方や交流の仕方のヒントとして個の思考の
広まりや深まりに応じて使えるように，１年生から６年生まで同じ内容とした。その結果，
｢どうしてかというと～｣という画一的な表
現の仕方や似たような根拠をもとにした話
合いから，低学年でも｢他の～の時も｣と類
推したり，中学年でも｢もしそうだったら
～となるはず｣，｢～と～の違いは･･･｣と客
観的に見つめたり，高学年では，多様な考
えを受け止めながら｢まとめてみると･･･｣
と思考を収束させたりする姿が見られるよ
うになってきた また 研究組織の中に｢こ。 ，
とばの力育成三部会｣として，｢読書活動推
進部｣，｢ＮＩＥ部｣に｢言語環境部｣を加え
て立ち上げた。校内の言語環境を意図的･
計画的に備し，日常的にことばの面白さや
美しさに触れさせようと取り組んできた。
さらに，ことばの力をスキルアップしよう
と，水曜日の学びの時間に｢ことばの日｣を
設定して全校一斉に取り組んできた。

(3) 主体的な問題解決を目指した言語活動の展開
主体的な学びを推進させるためには，単元の展開や導入，学習方法や学習形態等，子ども

たちが課題意識をもって追究したくなるような工夫が必須である。同じ学習集団でも多様な
問いをもち，追究の方法や言語活動が異なる場合もある。そこで，ＴＴや少人数による指導
をおおいに活用した。さらに，学年全体を課題別・学習方法別・学習内容別に分けてコース
別学習も行った。子どもたちは，課題解決に向けて資料を求め，友達の思考と重ねて自分の
考えを表すようになってきた。

【 】実践例 ５年 総合的な学習「みつめよう やってみよう 伝えよう ふるさとの恵み」

学習題材別学年ＴＴ３Ｃ４Ｔによる単元学習である。前年度，地域の特産物であるスイカ
を題材として総合的な学習を展開した子どもたちである。今年度は，新聞記事をもとに「自
分たちのふるさとに，スイカ以外にも自慢できるものはあるのか」を問いの始まりとして，

。。 「 」「 」「 」テーマを設定し取り組んだ 学習題材として４つのコースを設定した 野菜 果物 花
「米」のコースである。それぞれ決められた時数の中で，見学に出かけたりゲストティーチ
ャーのお話を聞いたり体験をしたりしながら調べ，自分の考えをまとめた。最後に，コース

，。 ， ，を交えた全体で交流をした 解決したい課題が個の中にあると 解決方法を考え 情報を得
自分の考えをまとめながら学習が進められていく。これまで身に付けてきた言語活動を駆使
したり，適したものに改善したりして学ぶことの楽しさを感じていた。

【 】実践例 ３年 国語「語り合おう 心にぐっとくる話」 ～「ちいちゃんのかげおくり」～

課題別学年ＴＴ２Ｃ３Ｔによる単元学習である。学年全体で教材文の読み聞かせを聞いて
から 「みんなと話し合ってみたいこと」を挙げ課題設定をした。みんなで選んだ三つの課，
（ 」「 ， 」』『「 ，題 ちいちゃんは幸せだったのか なぜ ちいちゃんのかげおくり という題名なのか

「最後の四行にどんな意味があるのか ）から一人一人が追究したいものを選び，課題別コ」
ース学習となった。それぞれのコースにおける言語活動は目的に応じて異なった。ちいちゃ
んの言動から幸せかどうかを考え，順に繋いでいったり，二つのかげおくりを対比させて表
に書き，共通点や相違点を見付けたり，最後の四行について，さらに小さな課題（ 今との「
違いは何か 「たった四行なのになぜ段落が二つもあるのか 「あまんさんはこの四行で何」」
を伝えたかったのか ）を設けて話し合ったりした。」

２ 学校図書館の利活用及びＮＩＥの推進について
(1) 計画的な図書館教育
① 系統的・具体的な指導計画の推進

， 」「 ，今年度の図書館教育の二つの目標のもと 豊かな読書習慣の形成を図るための読書指導
「図書資料の授業での活用 ，｢読書に対する興味や関心を高めるための読書環境の整備｣の」
三つを重点として，学年別年間活用計画を立てた。計画は重点に沿い，目指す方向性に合致

。，。した内容となっている そのため 具体的で実践に直結しており活用しやすいものとなった

全学級掲示 学び合いの仕方
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特に，｢授業での活用(活用例)｣は，言語活動とも
リンクしており，学習センターとしての機能を発揮
しやすくなっている。学習したことを図書ラウンジ
に展示し，図書を活用した学習の展開を広く知らせ
て学習内容についての関心を高めたり，活用した図
書に，新たにあるいは再度，手を伸ばしたりする姿
も見られた。

② より多くの読書量と読書の広がり
今年度は，読書目標を全校が100冊とし，読書量

を増やしてきた。学年相応の読みの習慣化がなされ
ていないことや，いろいろな図書に関心をもたず，
偏りのある読書傾向の子どももまだ見られること
から，長期休み中の親子読書の推進，スタンプラリーの実施，図書館便り｢本の森｣における
読書のステップアップの特集などを行った。また，ＰＴＡの研修部による講演会では，大人
向けの読み聞かせ会を開いた。参加した保護者は，とても感動し，改めて本の魅力を味わっ
たと感想をもっていた。家庭においても本を話題にして会話がはずむことは，子どもたちに
とっての喜びでもある。昨年度から継続している月曜日から木曜日までの毎朝の全校読書の
時間の設定，図書貸し出しや本の紹介など図書委員会の主体的な活動，読み聞かせボランテ
ィアや雄物川図書館との連携など，恵まれた図書環境に加えていろいろな働きかけを行い，
読書の楽しみをもたらしてきた。

(2) 教育活動全体で行うＮＩＥ
① 意図的・継続的な取組

毎週金曜日の朝の15分間を｢ＮＩＥタイム｣として設定している。全校の子どもたちが新聞
を読んで思考をする時間である。学年の実態により，新聞記事を教師が選んでシートを作っ
たり，子どもが関心のある記事について考えを書いたり，記事を貯めテーマをもってまとめ
たりして，昨年度の蓄積の上に，今年度は多様な展開が図ら
れるようになってきた。子どもたちは，新聞を読むことに慣
れてきており，興味・関心のある記事を切り取ったり貼った
りして考えたことを書くようになってきている。また，お互
いがどんな記事からどんな考えをもったのかを知るべく，各
学級の廊下にＮＩＥコーナーが設定されている。子どもたち
は，廊下を歩きながらお互いの選んだ記事に対する考えに触
れることで，また自分の思考を働かせている。さらに，図書
ラウンジの隣にＮＩＥコーナーを設け，全校の取組を紹介し
たり広報委員会が委員会活動として全校参加型のテーマを投
げかけたりして，思考の交流を日常的に行っている。

② 各教科等における効果的なＮＩＥ
各教科等の学習においても新聞を活用することを，今年

度は推進してきた。課題をもったり課題解決の資料とした
りすることで，実感を伴い根拠としての具体性や多面性を
もたらすことができている。ＮＩＥのファイルには，学年
ごとに，取組の概要やシート等が蓄積されている。識見の
広まりや説得力のある論の展開が図られ，絶えず情報を獲
得しようとする主体的な姿が見られるようになってきた。
次年度に活用する際に，参考になると考えられる。

３ 小・中連携等について
(1) 研究主任部会による情報交換

年間数回，地区の研究主任部会が開催される。今年度の活動計画の作成や実態と取組状況に
ついての情報交換など実践的な話合いが行われる。この会に参加する度に横手明峰中学校区の
子どもたちを共に育てる意識が強固になる 今年度は さらに研究部会として四つの組織 ｢主。 ， （
体的な学び｣推進部会，ＮＩＥ部会，読書推進部会，調査・研究部会)ができ，各校研究主任が
そのキャップを務めることになった。各会の取組についても四人で協議し推進してきている。

図書ラウンジに展示 ６年生宮澤賢治ワールド

ＮＩＥコーナー で情報を探す子ども

各学年の実践資料
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(2) 授業研究会への参観
今年度も，各校の授業研究会の情報をPublicを通して共有し，相互に参観してきた。本校か

らはほとんどの教師が他校の授業参観に出かけ，研修してきた。今年度，最も効果的だったの
が，他校の子どもたちの学習活動の様子を自校の子どもたちに実際に見せることであった。自

， 。校の子どもたちに力を付けさせたいと思っていた話合いの様子の動画を撮り 各学級で見せた
効果は絶大であり，その場ですぐに改善がなされた。また，他校の学習活動の様子の写真や指
導案のポイントを研修コーナーに掲示し，具体的に，タイムリーに活用してきた。教師にとっ
ての活用は勿論，子どもたちに還元することが何よりであった。

(3) 学習アンケートの実施
今年度も育てたい｢学びの姿｣をもとに，｢話す｣｢聞く｣｢書く｣｢読む｣の言語活動に関する学習

アンケートを７月と12月に実施した。今年度発足した調査・研究部会により，集計結果から見
えてきたことと実態を捉えるための調査そのものの改善点などが明らかになった。これを基に
他の組織と連携し，さらに目指す｢学びの姿｣に向かい改善を図ることができそうである。

Ⅲ 成果と課題
７月と12月に行った｢ＰＤＣＡサイクルにおける自己評価｣は以下の通りである。

子どもたちの自己評価（肯定的評価％ 7月→12月）

カラフル・パワーズを学習で役立てているか。 (９５％→９７％)Ｑ１

カラフル・パワーズはいろいろな活動をするときにも役に立つか。 (９９％→９８％)Ｑ２

読書やＮＩＥの活動を進んで行っているか。 (９５％→９５％)Ｑ３

自分の考えを進んで発表したりまとめたりしたか。 (８３％→８３％)Ｑ４

｢分かった 「できた」と思うことが８月～12月までの間に増えたか。 (９６％→９７％)Ｑ５ 」

課題やめあてを自分たちでも考えたか。 (９２％→９４％)Ｑ６

どうしたら解決するのか自分で考えたりみんなと考えたりしたか。 (９４％→９６％)Ｑ７

解決するためにペアやトリオで熱心に話し合ったか。 (９３％→９３％)Ｑ８

教師の自己評価 （4段階評価）

。（ ）Ｑ１ ｢12の資質･能力(カラフル・パワーズ)｣を授業のねらいと結び付けて実践したか 3.0→3.3

子どもたちはカラフル・パワーズを学習に生かしているか。 （3.1→3.4)Ｑ２

読書活動とＮＩＥを推進してきたか。 (3.0→3.1)Ｑ３

思考力･判断力･表現力の向上を図る具体的な言語活動を目指してきたか (2.6→3.1)Ｑ４ 。

子どもたちに知識･理解の定着は図られているか。 (2.8→3.1)Ｑ５

子どもたちが納得して取り組むめあてや課題づくりを心がけてきたか。 (2,9→3.1)Ｑ６

主体的な課題解決を目指した学習過程を工夫したか。 (2.6→3.2)Ｑ７

協働的な学習を目指してペアやグループでの学び合いを取り入れたか。 (2.8→3.4)Ｑ８

○各組織における短期のＰＤＣＡサイクルの活用とその対策が成果を上げている。
○明確な指導事項をもち，綿密な教材研究と単元づくりの上に，子どもたちの問いや課題が生ま

れることを改めて共通理解してきた。子どもたちは，課題解決に向かって必要な資料を求め，
学び合いに臨んでいる。また，どんな言語活動をどのように行えばよいのかを考え，修正を加
えながら進める力が付いてきつつある。｢12の資質・能力(カラフル・パワーズ)｣の育成が，思
考力，判断力，表現力をより主体的に身に付けようとする姿に結び付いている。今後も，子ど
もの学ぶ姿を具体的に捉え，必要な手立てや取組をタイムリーに組織的に行っていく。

●子どもの評価項目Ｑ４の評価が低い。子どもたちは，自分の考えを構築し表現するためには，
多様なものの見方・考え方・表し方があることや効果的に表現することのよさを実感し，そう
したいと願ってもいる。全ての授業実践において，質の高い言語活動を求めていくことで子ど
もたちの願いに沿いたい。また，子どもの評価とリンクするように教師用の評価項目を設定し
ているが，子ども同様，項目４についての評価が７月には低かった。毎月，表現力の育成につ
いての具体策を講じてきたが，さらに効果的な取組を継続していく。

Ⅳ 来年度の取組に向けて
他者との協働や外界との相互作用を通して，自分の思考を広げ深める充実感を一人一人に味わ

， ， 。わせるために ｢12の資質･能力｣の育成を継続し 身に付いた力を子どもたちに実感させていく
また，ＮＩＥや読書活動を始めカリキュラム全体を連動させて，思考力・判断力・表現力を支え
ることばの力を育成していく。
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研究主題 学ぶ喜びを実感できる子どもの育成

～「学びに向かう力」の育成を土台として～

横手市立大森小学校

Ⅰ 研究主題について
「なぜだろう 「調べてみたい」という知的好奇心や「分かった 「できるようになった」とい」 」

う喜びは，何にも増して子どもが学習に向かっていくためのエネルギーになる。そのためには，
本校の子どもたちに「学びに向かう力」をつけていくことが不可欠である 「学びに向かう力」。
とは，意欲・集中力・持続力・協働する力等を指す。こうした力を土台として育むことで，子ど
もたちが真に主体的に学習に取り組もうとするようになり，学ぶ喜びの実感につながると考え，
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)研究教科等を中心とした授業改善（学ぶ喜びを実感させるための共通実践）
① 意欲をもって主体的に学習に取り組ませるための工夫（視点１）

・めあて（課題）とゴールの明確化
・学習の見通しの共有化
・ 選択 「判断」する場面の設定「 」
・自分の考えを明確に「書く」活動の取り入れ

② 共に学び，高め合う授業づくり（視点２）
・ 伝える ・・・自分の言葉で 根拠を明らかにして「 」
・ つなぐ ・・・点から線へ 線から面へ みんなで「 」
・ 高める ・・・自分の考えの再構成 学びの実感「 」

【実践例１ 国語科・・１年 「じどう車ずかんをつくろう 】」
視点１ 意欲をもって主体的に学習に取り組ませるための工夫

・本単元では，子どもたちが明確な目的意識をもって学習に取り組めるようにするため，本
単元の導入時に「じどう車のことをしらべてずかんをつくり，ともだちにしょうかいしよ
う 」というゴールを提示した。子どもたちにとって図鑑を作ることは 「くちばし」の学。 ，
習でも経験しており，楽しく意欲的に活動することができていた。この既習事項を活用す
ることで，子どもたちに主体的に学習に取り組ませることができると考えた。

・説明文を読みながら，教科書で紹介されている様々な自動車を図鑑に書いていく学習を繰
り返し行った。自分で作成した自動車カードが，図鑑になっていくので，ただカードを書
いて終わるのではなく，活動の必然性を生じさせることで，子どもたちが意欲をもって学

。習に取り組めるようにした。授業で使用した学習シートは，板書とリンクするようにした
板書とリンクすることで 「どこまで学習が進んでいるのか 「これから，何を学習するの， 。」
か 」が分かり，見通しをもって学習に取り組めると考えた。また，学習シートを工夫して，。
車の絵に，自分が見つけた「この自動車が仕事をするためのつくり」を直接書き込めるよ
うにした。こうすることで，言葉だけでは説明できない場合でも，苦手意識をもたずに，
生き生きと自分の考えを表現できると考えた。

視点２ 共に学び，高め合う授業づくり
・説明文を読む際に，文章だけでは理解できないこともあるので，発達段階を考慮して，写

真や絵等の具体物とを照らし合わせながら理解を深めさせるようにした。その際，まず，
一人で考える時間を設け，自分の考えをもたせるようにした。次に，３人グループでの話
合いを積極的に取り入れることで，一人では見つけられなかった車のつくりなどに気付く
ことができるようにした。また，話合いの際に「①どんなつくりがあるか，伝え合おう 」。
「②そのつくりが，仕事をするために，本当に必要なものなのか話し合おう 」という視点。
を与えた。視点をもたせることで，自分の考えをグループに紹介するだけでなく，①②を
意識し，課題解決に向かって話し合えるようにした。このように，共通の視点をもってみ
んなと話し合うことで，自分の考えをさらに深められることを実感できると考えた。

・単元の最後に，自分でつくった自動車図鑑の発表会を行った。楽しみながらより多くの考
えに触れ，様々な自動車の仕事とつくりを知り，共有化できるようにした。友達が書いた

，図鑑を読むことで，自分が知らなかった自動車について知ることができた。それに加えて
事柄の順序に沿って書かれている文章は，読みやすく，自分の考えを伝えやすくなるとい
うことも再認識できた。こうした活動を通して，互いの考えを交流させることで，自分の
考えがより深まるのではないかと考えた。
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【実践例２ 国語科・・６年 「考えを広げよう 深めよう」
～読書座談会を通して，立松和平の考える命についてのメッセージを考えよう～】

視点１ 意欲をもって主体的に学習に取り組ませるための工夫
・ いのちシリーズ」を先行読書させ，シリ「

，ーズから感じる命についての思いを基に

命についての考えを深めるという学習の

目的や，命について自分の考えをもつと

いう単元のゴールを位置付けた。そのた

めに「いのちシリーズ」を通しての命に

対する自分の考えをもち，じっくり読む

学習が必然となるようにした。

「 」 「 」・ 海の命 と展開が似ている 山のいのち

を先に学習する。象徴的な言葉や登場人

物の心情についての描写が捉えやすいの

。 ，でより解釈が深まるのではないか また

前時までの学習の読みを生かして教科書

教材を読むことができ，話合い（座談会）も深まるのではないかと考えた 「山のいのち」。

では，座談会の仕方を学ぶことと 「山のいのち」での命の捉えや作者の考え，さらにそれ，

らを基に自分の考えを話合わせた。経験することで座談会という学習方法が分かり，その

後の座談会では一人一人が主体的に考え，特にグループでの座談会では，意欲的に話合い

がなされ充実した学習活動になった。

視点２ 共に学び，高め合う授業づくり

・話合いの仕方で重要なことは，友達の考えに対して，自分の考えの根拠を話し，それに対

して共通点や相違点を結びつけて話していく。その中で考えを深めるには，意見の述べ合

いではなく，質問したり，反論したり，共感したりするなどのやりとりが大切である。そ

のためには根拠を引き出す問いや言葉を意識させることが大切である。また，話し合う中

で，納得し終える場合もあるしそうでない場合もあるが，色々な考えに出合うことで考え

が広がり深まっていることに気付き，自由な雰囲気で座談会を行い自分の考えを話せるこ

とが大切だということを確認させ行った。

・作品を全体を通して見られるように，文章全体を一枚にまとめた学習シートを活用し，

様々な叙述を相互に関連付け，心に響く叙述にサイドラインを引いたり，感じたことを自

由記述したりしながら読みを進める活動時間や場の確保をした。じっくり考えたり読んだ

。りすることで，課題やテーマに対する自分の考えやそれに対する根拠を導くことができた

【実践例３ 理 科・・６年 「水溶液の性質 ～これで君も水溶液博士！～ 】」

視点１ 意欲をもって主体的に学習に取り組ませるための工夫

・お茶やジュース，調味料など様々な水溶液が身の回りにあり，本単元は子どもたちの日常生

活と深く関わりがある。また，他教科の学習で，酸性雨などの環境問題を聞くことも多い。

そこで，授業には身近な素材を取り入れて，問題意識を高めた。まず，紫キャベツの皮から

作った色水の変化を提示し，水溶液の性質には違いがあることを予想させた。紫色（元の

色）から緑（アルカリ性 ，または赤紫（酸性）へと色が変わるのを見て，どれも無色透明）

の水に見えた水溶液が 「きっとただの水ではない 「何だろう 「どうしてかな 」と，追。， 」 。」 。

究意欲が高まっていった。また，酸性雨の写真から 「金属を溶かす水溶液は何？」と予想，

したり，炭酸水の正体を探ったりと，単元を通して身近な水溶液の性質を常に意識しながら

学習を進めていった。

・検証方法や順番を考える際に 「自分たちの方法」という意識を高めるために，初めに個で，

アイディアをもち寄り，その後妥当性や効率などを兼案してグループの方法を決めた。その

際に，他のグループと情報交換を行い，加徐修正をしてから実験に臨ませた。そうすること

で検証方法の質がより妥当性の高いものに変わり，振り返りや自己評価の質も高まり，次時

への問題意識や意欲につながっていくことが確認された。

単元の学習計画
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視点２ 共に学び，高め合う授業づくり

・共に学ぶためには，まず自分の考えや立場をは
っきりさせる必要がある。そのために，児童が
問題の題意をしっかりと把握し，自分の問題と
して問題意識をもてる事象の提示をすることが
大切である。その上で，それぞれが自分の考え
をもち寄り，３人組やグループ間で互いの意見
を共感的に，時に批判的に聞き合うことで高め
合う素地ができるものと考えた。

・振り返りは，授業内容の振り返り（文章表記）
の他に，ルーブリック評価表を用いて授業づく
りに関しての振り返りを行わせた。項目には，
実験やノート作りに関しての項目の他に，授業
づくりや共に学ぶための基本的な習慣作りに関
しての項目もあり，毎時間振り返りを行うこと
で，よりよい授業を自分たちでつくるという意
識を高めることができると期待される。

(2) 「学びに向かう力」の育成のための方策
・規範意識が高く，信頼関係のある，学級経営の充実
・基本的な学習習慣・学習規律の確立
・学校図書館や大森図書館の利活用とＮＩＥの推進
・語彙を増やし，表現に生かしていくための言語環境の整備
・表現する力を活用する場としての集会活動の実施

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 本に親しむ機会の確保

・朝8:00～8:10の「全校読書の時間」をはじめ，１日に20分間の読書時間を確保できるよう
に努めている。

・ボランティア（大森おはなし会）の方々による読み聞かせを計画的に行っている。
・巡回図書の活用や図書館訪問等，幅広い読書を促すため，大森図書館との連携に努めてい

る。
② 読書への意欲付けと読書記録

・必読図書「おすすめの10冊」を選定し，学年にふさわしい読書の薦めと完読の呼びかけを
している。カードにして持たせ，全員が読めるように意識付けている。

・個人に図書ファイルを持たせ，自分の読書の足跡を残すようにしている。
・多読賞として，冊数に応じて「読書の名人 「読書の達人 「読書マスター」の賞状を授」， 」，

与している。
③ 教科領域との関連

・図書室の学習コーナー，図書の配架や表示の工夫をし，教科等で活用しやすい図書館環境
づくりに努めている。

・児童会の図書委員会主催の読書集会を開催し 「おすすめの10冊」の本に関する○×クイ，
ズや図書委員による読み聞かせ，ブックトークを行った。

・各学年，一回は授業で大森図書館を利用して，土日の図書館利用を促進している。

(2) ＮＩＥの推進
① 興味関心を高めるための学習環境の整備

・ホールにＮＩＥコーナーを整備し，新聞の閲覧や新聞
を活用した学習の交流ができるようにしている。

・児童玄関にオリンピックの特集コーナーを設け，新聞
や号外，コラムの拡大コピーなどを展示した。

② 授業や諸活動での新聞の活用
・＜低学年＞新聞の中から好きな記事を見付けてみんな

に紹介する活動を行ったり，学団部集会で
新聞を使ったパズルゲームに取り組んだり
した。

・＜中学年＞新聞の中から好きな記事を見付けて，その

ルーブリック評価表

オリンピック特集コーナー
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記事について自分の感想を書く活動を行ったり，社会科で学習している横手市
や秋田県の地域に関する記事を集めたりした。

・＜高学年＞一人一人がテーマを決めて記事を集め，コメントを添えて新聞切り抜きスクラ
ップ作りに取り組んだ。そのファイルをホールに展示して閲覧できるようにし
ている。

３ 小・中連携等について
(1) 横手明峰中学校区小・中連携教育推進委員会研究部 ４部会協議会の開催（１月16日）

①「主体的な学び」推進部・・ 考えを結び付けて学び合う」という点が地区共通の課題とな「
っていることが明らかになり 「課題設定の工夫」と「学び合，
いのさせ方」について研究を深めていくことが話し合われた。

②ＮＩＥ推進部・・・・・・・各校の実践を紹介し合い，来年度は地区共通で曜日を決め，朝
のＮＩＥタイムを設定する方向で協議した。

③読書活動推進部・・・・・・各校の取組を紹介した。親子読書カードの活用や保護者向けの
読書講演会の実施など，家庭を巻き込んだ取組が効果的である
ことが確認された。

④調査・研究部・・・・・・・地区共通項目で行った学習アンケートの集計結果を持ち寄った。
「話す」の項目のポイントの低さや回答の客観性など共通した
課題と解決に向けての方策について話し合った。

(2) 研究授業の相互参観
①各校の授業研究会の情報を共有し，相互に参観できるようにした （授業研究会の日程や指。

導案等はPublicにアップ）
②授業参観カードを活用し，他校からの参観者が研究協議会に参加できなくても，視点に沿っ

た授業評価に参加していただいた。
(3) 学習アンケートの実施による実態把握

①地区で定めた「学びの姿」をもとに 「話す 「聞く 「書く 「読む」の言語活動に関する学， 」 」 」
習アンケートを実施した。さらに各校の目指す子どもの姿や研究の重点に合わせて，アンケ
ート項目を追加した。

②アンケートの集計・グラフ化フォームを共有し，結果分析に役立てた。

Ⅲ 成果と課題

」 」 」 ，○「話すこと 「聞くこと 「書くこと 「読むこと」に関する学習アンケートの結果で，４段階中
平均３を指標としたが，７月ではそれを下回る項目が多かったものの，12月ではすべての項目で
指標を上回った。教科の特質に応じた言語活動を工夫することによって，子どもたちの「伝えた
い」という意欲が高まってきたと考えられる。

○具体的な姿やゴールを明示し，見通しのもてる学習活動を展開すること，さらに，子どもたちの
言葉でまとめをしたり，振り返りの時間を確保したりすることで，学びの実感がより高まってき
ていると考えられる。

○３人グループなどによる集団の「関わり合い」を通して学び合う学習を展開することによって，
自分と友達の考えの共通点や相違点，一人一人の感じ方や読み取り方の違いに気付くことができ
た。また，共に学び，高め合う授業にも，子どもたちの意識が向いてきた。

○共通実践の２点を視点として研究授業協議会をもつことによって，教科等の枠を超えて確かな授
業づくりがなされた。特に 「意欲をもって主体的に学習に取り組ませるための工夫」において，
は，授業参観シートによる評価ポイントが，後期になってどの授業でも平均３．５を越え 「主，
体的な学習」に関する共通理解のもと，授業改善が図られた。

○図書館活用やＮＩＥの推進が，各教科領域の学習活動のみならず，子どもたちのものの見方・考
え方を広げることに結びつきつつある。

●今年度の取組によって 「伝える 「つなぐ」学習には慣れてきているが 「高める」段階での指， 」 ，
導が課題となっている。教師のコーディネート力の向上を含め，今後研究を深めていく必要があ
る。

●国・県学力調査等の結果から，思考力・表現力・判断力等の育成がまだ十分ではなく 「関わり，
合い」を意識した学習が，個々の確かな学力に十分結びついているとは言えない 「関わり合。
い」の質の向上と個々の学力の定着が不可欠である。

Ⅳ 来年度の取組に向けて
・主体的な集団思考の実現に向けた，児童のよりよい学び合いのイメージづくりと指導の具体化
・児童の変容を把握するための評価方法の継続研究

・思考力・表現力・判断力等の育成のための取組（更なる図書館の利活用，ＮＩＥの推進）
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研究主題     豊かなかかわりの中で，自ら学びを高める児童・生徒の育成 

       ～ 自分の考えを豊かに表現し，共に学び合う子どもの姿を求めて ～ 
横手市立十文字第一小学校

Ⅰ 研究主題について 

   子どもたちが豊かな表現力を身に付け，子どもたち自ら言葉や思考をつなぎ，みんなで協力して

課題を解決していくことは，さらに仲間との関わりを深め，自己有用感を高め，自ら学びを高めて

いく児童を育てることにつながると考え，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 
  (1) 研究の構想 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(2) 取組の実際 
① 子ども主体の授業づくり 

    
単元の導入部では，子どもたちが興味・関心をもっ

て学習に取り組めるように日常生活において「とける」

という現象について知っている情報を交換し合うとこ

ろから始めた。その後食塩が溶解する様子（シュリー

レン現象）を詳しく観察させ，「とけるとは，どのよう

なことなのか」を考えられるようにした。この活動を

通して水溶液という概念を形成させた後，質量保存→

定量的な考え→再結晶というような流れで学習を展開することにした。単元を進めるにあたっ

ては，実験や観察など，実感を伴う活動を重視し，子どもたちの「なぜだろう」「どうなって

いるんだろう」という，事象に対する気付きや疑問を積極的に取り上げた。そのことで，子ど

実践例   ５年理科実践  「もののとけ方」 

○図書資料の活用と

ＮＩＥの推進 

豊かなかかわりの中で、自ら学びを高める児童・生徒の育成 

○授業改善 
①子ども主体の授業づくり

の推進 
②学び合いの時間の充実 

○基礎学力の定着 

○学級経営 豊かなかかわり 

主体的・協働的学び合い 

 

 

自ら学びを高める 

    豊かな表現力 

「とけるとは，どのようなことなのか？」 
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も自身が必要感をもって学習課題を捉えられたのではないかと思う。問題に対して予想させる

際には，「～だとすると，このような結果になるはず」という仮説を立てさせることで，観察・

実験への見通しをもつことができた。考察させる場面では，「予想との比較」「実験結果の分析」

という要素から，学習問題に対する自分の考えをまとめた。子どもたちは予想や考察の書き方

にも慣れてきており，自分の考えを書いて表現することへの抵抗が減ってきた。また，ペアや

グループ等の学習形態を積極的に活用することで，子どもたち同士で実験の手順を確かめたり，

役割分担をしたりしながら学習を進めようとする態度も身に付いてきた。 

 

主体的な読みを活性化させるためには，導入において，子ど

もたち自らが，学習の目的や単元を通しての課題，解決方法，

ゴールの姿を明確にもって学習計画を立てることが大切であ

る。そこで，単元に入る前に，立松和平の「いのちシリーズ」

全７冊を，簡単な読書記録をとらせながら先行読書をさせ，全

員で情報を共有できるようにした。そして，シリーズ作品を読

んで感じるであろう「命って？」「生とは？死とは？」などの

思いを基に，「作品を読むことを通して命についての考えを深

める」という学習の目的や，「命についての自分の考えをもつ」

という単元のゴールを設定した。『せんねんまんねん』や『森へ』の学習内容や道徳で命につ

いて考えたことを想起させながら，命について考える意味や価値を改めて考えることで，学ぶ

必要感をもたせた。また，これまでに身に付けた読み方に加え，他のシリーズ作品と比べたり

重ねたりして読むことや，友達と考えを交流することは，考えを深めるために必要であること

を確認した。考えを深める手段として読書座談会を教師側から提案し，読書座談会のモデルを

見ながら，会の進め方や雰囲気，内容などについて，イメージをもたせた。 

   ② 学び合いの時間の充実 
    
     単元全体を通じてペアやグループでの話合い活動を意図的に設定した。その際には，課題に

必然性をもたせたり，何を話し合うのかを明確にしたりするように気を付けた。また，根拠を

もって考えたり比較したりできるように課題に関わる資料の他に，前単元でまとめた「戦時中

の日本社会全体の様子」の資料も掲示して活用できるようにした。本単元では，前単元と同様

に政治，社会制度，文化，暮らし，外交…など，複数の視点で当時の日本社会の様子を考えさ

せ，具体的に前の時代との比較，後の時代（現在）との比較ができるようにした。これらによ

って，視点に沿った時代ごとの比較（縦の比較），その

時代における視点ごとの関連（横の比較）などを意識し

ながら考えたり話し合ったりする姿が見られた。また，

本時の話合いの際には，各視点で予想したこと同士の関

連についても考えられるようイメージマップを活用し

た。手元に資料を置き，読み取ったことを視点ごとに関

連させ見出しを付けることで，話合いのツールや発信型 

のメモとして活用しながら話し合うことができた。 

実践例   ６年国語科実践   「つないで重ねて考えよう」 

単元の導入が分かる提示 

実践例   ６年社会科実践   「平和で豊かな暮らしをめざして」 

グループでイメージマップを作成 
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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) 学校図書館の利活用 
① 図書館づくり 

・自分で本を選べる環境づくり…内容ごとに分類して本を並べたり，新刊コーナーや季節にち

なんだ本コーナーを設置したりするなどの工夫をして，読みたい本を自分で選ぶことができ

るようにしている。調べ学習の際には，分類カードを見て自分で資料を探すことができるよ

うになってきている。 

・全校児童による読書紹介の工夫…子どもたちが様々なジャンルの本に関心をもつことができ

るよう，全校児童による読書紹介を行った。前期は「おすすめの本 304 選」と題して，心に

残る本について簡単な紹介文カードに記入して掲示した。後期は「心に残るあの一文」と題

して，読んだ本の中で一番心に残っている一文を紹介した。 

② 多読のすすめ 

・めざせ図書館マスター・めざせ貸し出し 15000 冊…今年度は，15000 冊を目標とした。また，

「図書館マスター」「図書館王｣の表彰も継続して行った。全校集会や放送などでの啓発を

継続して行ったことや具体的な数値目標を出したことで，今年度も全校一体となって取り組

むことができた。 

・読書の足あとを残す「読書貯金」…読んだ本の名前を｢読書貯金｣に記録している。そして，

年度末にたくさんの本を読んだ児童を「読書王」として表彰している。自分の読書傾向を知

るなど，読書生活を振り返る時に活用できる。 

・親子読書カードの実施…家庭での読書活動も推進していくため，今年度も夏休みを利用して

１冊の本を親子で読み，感想を書く活動を行った。一冊の本を通して親子の交流が生まれ，

読書を楽しむよい機会になったようだ。 

③ 図書を活用した授業づくり 

・国語の授業を中心に様々な教科において，学びの質を高めるために図書の活用を行った。授

業の導入で，単元を通して，また単元の発展としてなど，活用場面は様々であるが，図書に

書いてある内容が考えの根拠になったり，課題解決につながったりすることも多く，図書活

用が学びを深める一つの有効手段であることは間違いない。子どもの学ぶ姿や振り返り等か

ら，子どもたち自身も本が自分たちの学びの質を向上させるということを実感していること

が分かった。  

(2) ＮＩＥの推進   

今年度は「横手市新聞の日」が毎月あることで，より新聞とふれあう機会が増え，家庭にも

広まってきている。今年度もこれまでの実践の継続を図り，更に実践を積み重ねた。新聞をタ

イムリーに活用することは，子どもたちに学びの実感を味わわせる有効な手立てとなっている。 

 
絵本「世界でいちばん貧しい大統領のスピーチ」を読み聞かせしたことから子どもたちが興

味を示したので，ムヒカ大統領が私たちに伝えたいことについて考える機会を設けたいと思っ

ていた。そこで，秋田魁新報社の「論断話題」のコーナーにムヒカ氏の講演内容が紹介されて

いた記事を取り上げて，道徳の資料とした。価値としては「３－（３）敬けん」として取り扱

ったが，子どもたちからの感想を見ると，「勤労・奉仕」「愛国心」「個性の伸長」につなが

実践例   ３年道徳  「本当のまずしさとは？ 本当の豊かさとは？」   
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る多様性が感じられた。また，「まずしさ」や「幸せ」について

初めて考えることができた，という子どもたちから，ムヒカ氏に

まつわる絵本を探して読んだり，別の記事を見付けて紹介した

り，またそれらを比べたり関連付けたりしながら発見したことを

感想文に書くなど，ムヒカ氏を通してその生き方に関心をもつ子

どもたちが増えた。学習発表会でも取り上げ，子どもたちが学ん

だり感じたりしたことを基に，子どもたちなりにムヒカ氏のメッ

セージを伝えようとしたり，表現を工夫したりして意欲的に活動

することができた。「本当に大切なことは何か」を，普段から考

えていこうとする姿勢が育ってきた。また，新聞には，難しいことばかりではなく，自分たち

でも考えることができる記事があることを実感し，新聞に目を通す子どもも増えてきた。 

３ 小・中連携等について 

(1) 各学年で４小合同授業，宿泊学習，校外学習，生活科等学習成果を生かした交流，合同外国語

活動，中学校体験入学など 
(2) 小・中合同の教科部会での共通実践事項の実施・授業研究会の参加・研究協議の参加 

 
Ⅲ 成果と課題 

１ 子ども主体の授業づくり 
○単元構想をする際，実態（既習事項，学習経験，疑問や思い）の把握や教材分析をきめ細かく行

い，それを基に付けたい力を見極め，言語活動を設定したことで学習に必然性が生まれ，学習意

欲が高まった。学習意欲が高まったことで主体的に学習が進められた。（国語科） 
  ○子どもの意識に沿うように単元構成を工夫したことで，学習を進めていくほどに意欲が高まり，

主体的に学ぶ姿が見られた。（社会科） 
  ○単元の導入では，身近な生活の中からの疑問や，１枚の写真から，または演示実験からの疑問を

課題に結び付け，「自分ごと」として問題意識をもてるようになってきている。（理科） 
２ 学び合いの時間の充実 

  ○「～なのに…であるのはなぜか？」といった子どもたちの認識とずれのある課題について考えさ

せることで，社会的事象の本質に迫る学び合いをさせることができた。（社会科） 
  ●より充実した学び合いになるために，個・グループ・全体，それぞれの学習活動の目的を明確に

すると共に，話合いのスキルを高めていく必要がある。（社会科） 
  ●交流するよさには気付いているが，どのように深まったのかを子ども自身が実感しにくい。交流

の意図や目的を教師も子どもも明確にもち，どのような姿が「深まった」と言えるのか理解する

必要がある。また，「交流」「友達との対話」「変容が感じられる振り返り」をキーワードに研修

を進めるに当たって，学年の発達段階を考慮して，段階的に進める必要を感じる。（国語科） 
 
Ⅳ 来年度の取組に向けて 

  十文字地区の研究テーマで授業を進める。 
１ 思考力・判断力・表現力等を高める対話（子ども同士の協働を重点にして） 
２ 学びの高まりが実感できる振り返り 

秋田魁新報に掲載された記事
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豊かなかかわりの中で，自ら学びを高める児童・生徒の育成」研究主題
～学び合いを通して，考える力を育てる授業づくり～

横手市立十文字第二小学校

Ⅰ 研究主題について
本校は，十文字地区共通の研究主題「豊かなかかわりの中で，自ら学びを高める児童・生

徒の育成」のもと 「学び合いを通して，考える力を育てる授業づくり」を独自の研究主題に，
掲げている。そこで本主題の実現のために，問題解決学習の充実を図りながら思考力・判断
力・表現力の育成に取り組んできた。他とのかかわりの中で自分の考えを伝え，そして考え
を見つめ直して学びを広げていく子どもを育てたいと考え，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

重点実践事項(1)
①考えをつなぎ，広げる授業

・自分の考えをもたせるための時間を確保する。
・小グループで学び合わせる。
・ 話し方・聞き方のコツ」を意識させ，活用させ「

る。
→教室前面の話し方や聞き方に関する資料の活用

②学びの実感につながる「見通し」と「振り返り」
・既習事項を生かして見通しをもたせる。
・ 見通し」や学び合ったことと関係付けて学びを「

振り返らせる。
「話し方・聞き方のコツ」

取組の実際(2)
①社会科の取組

【３年社会 単元名「店で働く人と仕事 】」

○ 考えをつなぎ，広げる授業を実現するために
・買い物調査や買う人たちの願いの調査の結果をも

とに児童の問いを引き出し，必要感のある学習問
題をつくることができた。

・スーパーマーケットの見学で見付けた販売の工夫
にはどんな効果があるのかを話し合い，売る側の
意図を考えることができた。

○ 学びの実感につながる見通しと振り返り
・児童の問いをもとに，調べることを明確にしてス

ーパーマーケットの見学をした。それが，意欲的
な調査活動につながった。

「お店の売る工夫，そのわけは」・自分が開きたい店の構想を練って 「わたしのお店，
計画カード」に書く活動は，学びを振り返って再
認識するうえで有効だった。

【５年社会 単元名「自動車づくりにはげむ人々 】」

○ 考えをつなぎ，広げる授業を実現するために

単元の導入では，解決の必要感がある学習問題の指・

導を丁寧に行った。具体的には，家庭において自動

車の購入で大切にしていることを調べさせたり，資

料から自動車の部品数や生産台数を読み取らせたり

した。それらの活動を通して，自動車作りは消費者

の多様なニーズに応えているのに，どうして短時間

にたくさんの自動車を生産できるのかという疑問を

引き出し，自動車生産の工夫や努力を調べるという 「学びを生かして・・

目的意識をもたせることができた。 将来自分に必要な自動車は・・」
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○ 学びの実感につながる見通しと振り返り
・単元の終末に，将来の自分に必要な自動車を考える学習を設定した。高齢者でも乗り
降りしやすい自動車や安全に運転ができる自動車など，学びを振り返りながら，自分
や家族の将来を思い描いて書き表すことができた。発表会では，友達の考えを自分に
取り入れる様子も見られ，これからの自動車開発への関心の高まりが感じられた。

② 道徳の取組

【２年道徳 主題名「相手の気持ちを考えて」～資料名「公園のおにごっこ」～】
【４年道徳 主題名「思いやる心を伝えよう」～資料名「心の信号機」～】

○ 考えをつなぎ，広げる授業を実現するために
・ 似ている 「付け足すと 「新しい考え」のように，自分の考えと比べた発言を意識「 」 」
させることで，話合いがつながってきた。

・役割演技から思ったことを発言させて，全体に広げることができた。
・ なぜ」や「どうすればよかったか」などの補助発問で，人間理解や価値理解を深め「
ていくことができると思う。考えをつなぎ，広げる授業の実現には，発問構成が今後
も課題だと思う。また，児童が話し合いたい部
分（問い）から授業を展開することも考えてい
きたい。

○ 学びの実感につながる見通しと振り返り
・導入では，価値に関わるアンケート結果を利用
して価値への意識付けができた。

・振り返りでは 今日の授業から分かったこと こ」「 「
れから大事にしたいこと 「自分が変わったなと」

。，」思うこと 等 振り返りの型を提示して行った
資料と自分の体験をつなげることは難しいが，
一人の児童の体験がきっかけとなり，自分の生
活と重ねて考えやすくなりシートに書く姿が見
られた。 「大事にしたい，これからやってみたいこと」

２ 学校図書館の利活用及びＮＩＥの推進について
学校図書館の利活用(1)

① 学習との関連
・各教科・領域ごとに 指導内容に関連する図書資料や新聞記事をまとめた一覧表 授「，

業で活用できる図書＆新聞一覧表」を授業づくりに活用してきた。
・学校図書館前や教室前には，学習の関連図書を紹介するコーナーを設けた。国語科
では，並行読書をしたりその後の読書活動に発展させたりすることができた。理科
や社会科では，学習問題を解決するための資料を探す児童の姿が，以前に比べて多
く見られるようになった。このように，読書への関心を広げたり児童の学びを支え
たりする場として有効に機能している。

・毎月１回，図書やＮＩＥを活用した授業づくりについて，教師が振り返って記録し
，，。てきた 今後どの単元で どの学習過程で活用できるかを考えるきっかけにもなり

学習と図書館をリンクさせた指導の推進に役立った。

② 本をより身近に，そして多読へ
・学校司書が中心となり，季節感があり，児童の興味をひく本の配置を工夫してきた
ことで，図書館に足を運ぶ児童が増えた。

・通常は教室で行う朝の読書を，月に数回学年ごとに図書館で実施してきた。図書室
が読書を楽しむ場として定着し，図書館で読書する日を心待ちにしている様子が見
られる。

・月１回 「おはなしぽぽポの会」の方々が来校し，各学年ごとに読み聞かせをしてく，

宮沢賢治の関連図書コーナー 自然科学の関連図書コーナー 外国語活動の関連図書コーナー
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ださっている。９月から11月には５・６年生が，読み聞かせの仕方について指導を
受けた。

・計画委員会による「なかよし集会」では，縦割り班ごとに読み聞かせをして，本を
楽しむ活動を行った。また，図書委員会による「読書集会」では，読み聞かせや図
書クイズ， たくさん本を読んだ児童の表彰を通して，読書への関心を高めた。

・家庭でも読書に親しめるように 「家族で読書」を奨励した。児童が選んだ図書を家，
族で読み 「家族 読書カード」に児童も家族も感想を書き，そのカードは，学習， DE
発表会で掲示した。

・読書の幅を広げることをねらって 「この本紹介します」の活動を行った。友達の勧，
めで，今まで読んだことがない本にも興味を示して手にする児童が見られた。

秋にちなんだ本・環境 図書委員による読み聞かせ 読み聞かせ学習会

ＮＩＥの推進(2)
① 新聞が身近になる環境づくり

児童玄関を入ってすぐのところに「情報サロン」がある。そこには，毎日の新聞は
もとより，過去の新聞も常置され，いつでも読むことができる。また，気に入った新

。，聞記事について 各自の感想や意見を書いたシートをＮＩＥコーナーに掲示している
休み時間には，その日の出来事を確認したり，スピーチの話題を探したりするなど，

，。，児童が集い新聞に親しむ姿が見られ 新聞への関心が一層高まってきている さらに
「情報サロン」が来校した保護者や地域の方々が集う場として認知されるようになっ
たので，大人が新聞を読む姿を児童が目にすることも増え，よい影響を与えている。

情報サロンに集う子どもたち NIEコーナー

② 新聞を活用した実践
発達段階や授業内容に合わせながら学習に新聞を活用してきた。以下は実践の一例

と成果である。
低学年 新聞からカタカナや漢字，季節の言葉などを探した。【 】

○内容を取り扱うのは難しくても，まずは授業に新聞を使ってみること
から始めたことは良かった。

３ 年 新聞の中からニュースを選び，感想とともにスピーチをした。【 】
○子どもたちの興味・関心が時事関連のニュースに広がってきた。

４ 年 新聞の紙面を見ながら，新聞の特徴（レイアウト）を確かめた。【 】
○図や見出し，写真，絵，表など，記事をより分かりやすくするための

効果的な使われ方を知ることができた。
５ 年 自動車工業の学習で自動車の開発に従事する人々の願いや思いを新聞資【 】

料から読み取った。
○今後の自動車生産について自分の考えをもつことができた。また，考

えの根拠となる資料として新聞を活用することができた。
６ 年 一つの記事について，各自が感想や意見をまとめ交流したり，同じ出来【 】

事を伝える二つの記事を読み比べをしたりした。
○同じ記事に多様な感じ方があることや新聞社によって記事の取り上げ

方に違いがあることなどを学ぶことができた。
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この他にも，４～６年生を対象に読売新聞社による新聞教室を開催した。新聞の作
り方や新聞記事を比較して読むことなどを学んだ。これからは，各学年でどの授業に
どんな新聞記事が使えるのかを具体的実践を通して明らかにしていきたい。また，実
践記録を蓄積し共有化することも引き続き実践し，次年度以降に活用できるようにし
ていきたい。

３ 小・中連携等について
小・中連携(1)

① 授業の相互参観
各校の授業研究会の日程を市共有フォルダにアップし指導案も各校に配付した。ま

た，必ず１回は他校の授業を参観し，研究協議会にも必ず参加するとの方針のもとで
実践してきた。

② 小・中の教員による学習指導
５年生では12月，中学校英語教員による外国語活動の授業を行った。専門性を生か

した授業は，小学校教員にとって授業づくりなどで大いに参考になった。また，当授
業は，十文字地区４小学校５年生の合同授業でもあり，多様なかかわりを通した授業
を展開することができた。

③ 言語活動の充実による学力向上推進事業に関して
十文字地区地区の小・中学校は，平成28年度から２年間「言語活動の充実による学

力向上推進事業」の指定を受けている。そこで今年度は，来年度の公開研究会に向け
て，研究体制を再編成するとともに，研究の重点や研究の方向性について話し合い，
全体研修会において共通理解を図った。

小・小連携(2)
地区内４小学校の同学年児童が一同に会しての授業は，各学年とも年１回実践する

ことができた。生活科の学習として秋田ふるさと村に出かけた１年生，保呂羽山宿泊
体験学習をした５年生など学習活動も多彩だった。また，多くの児童と関わって学ぶ
こともできた。

幼・小連携(3)
小学校と隣接している三重保育所との交

。 ，流活動もさかんに実践した １・２年生は
９月にとうもろこしを一緒に収穫した。ま
た，12月には，年長児を招待してポップコ
ーンパーティーを開催した。６年生は，保
育ボランティア体験のために保育所を２回
訪問した。さらに，１・２年生の担任が保
育体験をしたり保育所職員が来校して指導
したりするなど，職員の人的交流を通して
相互の教育現場を体験することができた。

６年生保育ボランティア

Ⅲ 成果と課題
○「二小授業モデルプラン」のもとに，課題設定からまとめ・振り返りまで整合性のある授

業を展開をすることができた。また，授業の流れを児童も理解してきたので，見通しをも
ち意欲的に学習する様子が多く見られるようになった。

○子ども相互の考えの共通点や相違点を明らかにする発問や板書を工夫したことで 「～さん，
と似ていて」や「～さんと違って」などの話形を用いながら，子ども同士で学びを積み上
げていく姿が見られるようになってきた。

○授業の終末には，学び合いによる自分の考えの変容を振り返られるようになってきた。ま
た，今後学習したいことを振り返りで発言することもあり，学習意欲の高まりが感じられ
るようになっている。

○昨年度より図書館貸出冊数が増え，多読につながった。
●自分の思いや考えを分かりやすく相手に伝えられるようになるために，語彙をさらに増や
すための具体的実践を工夫改善したい。

Ⅳ 来年度の取組に向けて
・十文字地区小・中連携の研究の重点に沿って研究を推進する。
【研究の重点】

○思考力・判断力・表現力を高める対話
○学びの高まりが実感できる振り返り

・理由や根拠を明確にして自分の思いや考えを話し合う対話的な授業を目指す。
・学びの実感につながる学習の振り返りの指導を継続する。
・図書資料や新聞記事の授業等での活用の在り方を探る。
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豊かなかかわりの中で，自ら学びを高める児童生徒の育成研究主題
～～かかわり合いを通して，確かな力を付ける授業づくり

横手市立植田小学校

Ⅰ 研究主題について
言語活動を各教科等の学力育成を支えるものとして捉え，その充実を図り，かかわり合いを通

して集団による学習を活性化させる。その中で習得した知識・技能の活用を図る手立てを工夫す
ることにより 「かかわり合いを通して，確かな力を付ける」授業がつくられ，児童の学力が向上，
すると考え，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

(1) 研究の重点実践事項の着実な遂行
研究を推進していく上で，今年度，児童にどんな力を付けたくて，どのような手立てを用い

て授業を構築していくのかということを共通理解しながら進めていくことが重要である。自校

の研究が横手市の研究主題とどのようにかかわり，学びの質を高めていくための研究であるこ

とを常に意識しながら研修を進めることを，年度当初に全職員で確認した。

学びの質を高めるための授業実践プランの確立と充実⇒授業づくり

授業実践プランの確立と充実（プランシートの活用）

・学習の見通しがもてる課題設定の工夫やゴールの明確化

・進んで考える，表現する手立ての工夫

・伝え合い，学び合うための手立ての工夫

・学習のまとめや振り返り，評価の工夫

教科等の特質に
①「言語活動の充実・言語能力の育成に資する学校

応じた言語活動の
図書館の有効利活用及びＮＩＥの推進」

充実による学力の
②小・中連携による９年間を見通した継続的，計画

育成
的な指導の推進

（言語活動を通し
③同一中学校区及び校区を超えた小・小連携，中・

ての授業改善）
中連携の促進

(2) 具体の取組
学習の見通しがもてる課題設定の工夫やゴールの明確化①

〔実践例１ １年算数科 「ひきざん 〕」
問題把握や課題設定の場面で，たまごを視覚化したこと

によって，問題場面を具体的に捉えることができた。はじ
めに，ばらの２個から取るという，ひき算の減々法につい
ての課題を児童自ら設定し，学習の見通しをもって活動す
ることができた。

〔実践例２ ３年学級活動 「ろう下は歩こう 〕」
児童へのアンケート結果を，シールを使って一目で分か

るようにした。廊下の歩き方について自分たちの現状はど
のようになっているのか，その原因はどこにあるのかとい

たまごの半具体物を活用うことが，アンケート結果を数値化するのではなく，シー
ルを使い，さらに色分けすることによって実感させた。

現状と原因が分かったことによって，廊下を走らずに歩
くための自分なりの解決方法を考えていくという見通しを
明確にもつことができた。

〔実践例３ ４年算数科 「わりざん 〕」
問題文が既習内容とどう違うかということから課題を設

定した 「ん？」という児童の？（問い）を引き出すこと。
によって，児童自らが解決方法を考え，主体的に課題に取

アンケート結果の視覚り組む姿が見られた。
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進んで考える，表現する手立ての工夫②
〔実践例４ ２年道徳の時間

「モムンとヘーテ 〕」
資料の葛藤場面において，登場人物の

気持ちを心情メーターを使って表現させ
た。児童は葛藤の様子を心情メーターを
動かしながら視覚化することによって，
登場人物がなぜそのような気持ちになっ
たのかを考え，言葉で表現することがで
きていた。

また，他の児童の心情メーターと自分
の心情メーターを比較し，友達がなぜそ
のように考えたのかを知りたくなり，次
の学び合いの場面につながった。

心情メーターを効果的に活用した板書

伝え合い，学び合うための手立ての工夫③
〔実践例５ ６年算数科

「 」〕資料の調べ方
資料のちらばりの様子を

黒板全体を使い，視覚化・
共有化した。そこから自分
で考えたことをグループで
交流し，考えを広げること
ができた。

板書構成の工夫

学習のまとめや振り返り，評価の工夫④
児童の振り返りに，各学年の発達段階に合わせた振り返りの視点を与えた。主な振り返り

の視点は，下記の４点である。
６年社会科「憲法とわたしたちの暮らし」の振り返り・新たな問いの発見

・協働的に学んだよさ
国民主権，平和主義，基本的人権の尊重が・見通しや解決過程の検証

一つでも欠けたら，国が良くならないことが・学習と自己の生活との関連
分かった。アメリカが国境の壁を作ること，この中から，授業のねらいに沿った振り返り
女性差別などで国民がデモをおこしていて平をさせた。振り返りの視点を明確にすること
和的でない。人権も尊重していないので，やで本時で児童が何をどのように学び，どこま
っぱり３本柱は大切なんだと思った。で定着したかを見取る，指導と評価の一体化

につながった。

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 授業で活用できる図書一覧の作成
昨年度作成した「授業で使用した図書一覧」をベースに，今年度は「授業で活用でき

る」図書一覧を作成した。昨年度使用した図書を今年度も使用したり，今年度新たに使
用したりした図書を一覧に付け加えていき，各学年児童の実態を踏まえた上で，より単
元のねらいに迫るために有効だと思われる図書の活用を模索した。

② 多読の奨励
学年おすすめの15冊や新刊の紹介，公立図書館の巡回図書を活用するなど，多読を勧め

た。その結果，高学年でも年間の読書冊数が200冊を超える児童が出てきた。また，年間を
３期に分け，図書委員会が多読者を表彰した。図書委員による読み聞かせや栞づくり，図
書館にある本に関するクイズなどを出題する読書集会も行われ，楽しみながら本への興味
・関心を高めるこができた。

③ ＡＬＴによる絵本の読み聞かせ
毎週火曜日の昼休み，ＡＬＴによる絵本の読み聞かせを全校児童を対象に行った。学校

図書館にある絵本やＡＬＴが持参した本を，英語で読み聞かせを行った。自由参加の形式
をとったが，多くの児童が読み聞かせに参加し，外国の絵本を図書館から借りて読書の時
間に読む児童も出てきた。

(2) ＮＩＥの推進
① 年間計画の作成

見通しをもってＮＩＥの取組ができるように，年間計画を作成し，活用した。各学年の発
達段階に合わせて，新聞に「ふれる」→「なれる」→「したしむ」→「いかす （活用する）」
という段階を設定した。
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② 植田っ子新聞の日の設定
読売子ども新聞を毎週木曜日に定期購入し，全校児童に配付した。木曜日を「植田っ子新

聞の日」として，朝の時間は子ども新聞を読んだり活用したりする時間とし，以下の活動を
行った。

・高学年は廊下に出て合同で新聞を読んだ。学年の壁を越えて，気になる記事について近
くの人と話すことができるようになってきた。また，新聞を家に持ち帰り，記事につい
て思ったことや考えたことを書いてくるようにした。

。，・低学年は気になる記事や写真を切り抜き 思ったことを書いたり友達と交流したりした
だんだんと感想を書くことに慣れてきた。

・毎週活動を継続したことで，新聞を読むことを楽しみにしている児童が増え，新聞記事
について話したり書いたりすることに抵抗がなくなってきた。

異学年合同の新聞の日 学級での新聞の日 学年の取組を紹介するＮＩＥコーナー

③ ＮＩＥコーナー，新聞コーナーの設置
・学校司書と連携し，児童が興味をもちそうな記事や，地域の記事を切り抜き，コメント

を付けたりクイズ形式にしたりして掲示するＮＩＥコーナーをホールに設置した。ＮＩ
Ｅコーナーには，児童のノートやワークシートのコピーも掲示し，記事や写真について
どんな感想や意見をもったのかを全校児童が見やすいようにした。

・さきがけ新聞，読売新聞，毎日子ども新聞を自由に見たり活用したりできるように新聞
コーナーもホールに設置した。ＮＩＥコーナーと関連付けて，児童が新聞と関わる場を
設定することで，新聞をより身近に感じることができていた。

④ 新聞教室の実施
。，，読売新聞の記者の方に来ていただき 下学年と上学年に分かれて 新聞教室を実施した

・上学年は，囲み取材体験を行った。一つの質問に関連する質問をしていく，という取材
の仕方を教えてもらい，新聞記者がどのようにして取材をしているのかを知ることがで
きた。

・下学年は，実際の記事を使い，写真から分かることをできるだけたくさん書き出す活動
を行った。様々なところに着目することで，写真からはたくさんの事実が読み取れるこ
とを学ぶことができた。

新聞記者の方の話を聞くという貴重な体験をすることで，児童が新聞について興味・関心
を深めるいい機会になった。

上学年新聞教室 ５年生 囲み取材体験 下学年新聞教室

３ 小・中連携等について
(1) ９年間を見通した小・中連携による継続的，計画的な研究の推進

十文字地区では，今年度地区内の１中学校４小学校で統一した研究主題を設定した。その研
究主題に基づいて各校で副題を設定し，目指す児童生徒像に向けて各校が研究を推進した。さ
らに，次の全体構想図を各教科等で具現化するため，教科・領域部会を設定し，それぞれの教
科等で研究仮説・重点実践事項・具体の取組を設定し，研究を継続していくこととした。

さらに，全体構想図を基に，国語，社会，算数・数学，理科，外国語活動・英語，道徳の時
間，特別活動においても小・中学校が児童生徒の実態をふまえて，９年間で目指す児童生徒像
に向けての研究仮説を設定し，次年度，十文字地区として共通実践していく重点項目を設定し
た。学校図書館の有効利活用とＮＩＥの推進についても同様である。
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十文字地区 小・中学校共通 全体構想図

(2) 他校研究授業・協議会への参加
今年度は，他校の指導主事訪問の際に全教諭が年間１回は参加し，協議会まで参加し研究の

交流を行った。

(3) 小・小連携
各学年最低年間１回は，授業を通した交流を行った。また，本校と睦合小学校の６年生は，

修学旅行の事前学習として，後三年合戦金沢資料館を見学し，横手市と平泉町の関係について
学んだ 「横手を学ぶ郷土学」の入り口として後三年合戦物語を読み，資料館を合同で訪問し。
たことによって，修学旅行での中尊寺見学が充実したものとなった。

Ⅲ 成果と課題
○「課題設定」→「自力思考」→「集団思考」→「まとめ・振り返り」という学習スタイルは確立

している。その中で，数値化された学力は大きく向上した（全国学テ，県学習状況調査の平均通
過率の結果から 。）

○児童が学び合いの中で表出する言葉を聞くと，思考力・判断力・表現力が伸びてきているという
実感がある。学びの質の向上を数値的に表すことは難しいが，学級担任が感じる感覚として，学
びの質は徐々にではあるが向上してきているように感じる。

○目の前の児童を見て 「今この子たちの現状はこうである 「だからこんな力を付けたい 「その， 」 」
ためにはどのような手段をとり，何をどれくらい準備したらよいのか」ということを，一人一人
の教員が真摯に考えるようになった。当たり前のことを当たり前のように実行することが，言語
活動の充実につながっている。

○職員が，仮説の検証，研究主題の達成のために，同じベクトルで研修を積むことができた。
●より深い教材研究に基づいた発問や支援の手立てを準備し，課題や問題の解決に児童が主体的に

向かっていくことができるように導くための教師のコーディネート力に課題が残った。つぶやき
の拾い方，ねらいに迫る発言の取り上げ方やつなげ方等に，教師の瞬時の判断力が求められる。

●「振り返り」について，研究を深めていく必要がある。本時の学習について振り返らせるための
視点，自己の学び方を検証させるための視点等，振り返りの視点を発達段階に応じて系統的に設
定していくことが大切だと考える。さらに，既習事項を振り返り，今の学習とつなげ，新たな課
題を児童自身が設定する（問いを発する）ための振り返りについて，研究を進めていかなければ
ならない。

Ⅳ 来年度の取組に向けて
・ 言語活動の充実」による学力向上推進事業の公開研究会に向けて，研究構想図を基盤とし学び「

の質の向上を図っていく。
・児童に自力を付けるために，学校図書館の利活用及びＮＩＥを推進していく。
・小・中連携，小・小連携を推進し，９年間を見通した学びの充実に資する研究を推進していく。
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研究主題 豊かなかかわりの中で，自らの学びを高める児童・生徒の育成
～交流する楽しさを味わわせ，発言力を育てる授業づくり～

横手市立睦合小学校

Ⅰ 研究主題について
今年度の研究主題は十文字地区の小・中学校共通のものである 副主題にある 発言力 と 交。 「 」 「

」「，」流 をキーワードにした授業づくりをすることにより 本校の子どもたちの課題である 読解力
「語彙力 「表現力 「思考・判断力」を伸ばす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

(1) 研究の重点と授業における実践事項
①「考えを重ね合わせ，集団の中でより深く考える子ども」を育てるために
・明確な学習課題・めあてを設定し，まとめ・振り返りまでの流れに整合性のある授業づくり
・子どもの「問い」や疑問を生かした学習課題，めあての設定
・個人での思考の場や，集団で思考させる場面での教師の適切な関わり
・思考の足跡が見える板書
・学びを実感させる振り返りの場の設定と工夫
②「友達の考えとの違いを知り，違いをよさと捉え，集団の中でよりよい考えを導き出そう

とする子ども」を育てるために
・友達の考えに対してうなずきや反応が見られる学習集団づくり
・既習内容や各教科の用語などを使って表現できるような掲示の工夫
・考えの共通性や相違性（同じで，違って ，根拠（その訳は））

や例示（例えば）などの話型を使用した説明
(2) 発言力を育てるために

①ホワイトボードの活用
・自分の考えを可視化する。
・キーワードのみホワイトボードに書き，発表時に書き足しな
がら説明する。

②トリオやペアでの話合い
・自分の考えに自信をもつ。
・友達の考えと自分の考えを重ね合わせて聞き，よりよい考え

を導き出そうとする。
(3) 取組の実際（①②は協議の視点）

実践例 第２学年 国語科「レオ＝レオニのお話会をひらこう」1
①今回の単元で取り扱った言語活動は，指導事項（付けたい力）の育成に適切だったか。
・ペープサートは子どもたちに合っていた。全員参加できることを保障していた。
・ 想像が膨らむ」とは，その後のお話を考えたり，行間を読んだり，会話の続きを考えたり「

することであり，抽象的な表現であるが，学級の子どもたちが何ができて何ができないの
かを絞り込み，活動を決定することが大切だということを感じた。

・子どもたちは活動を繰り返すことでイメージ化し，その場面に
対する思いを表現する姿が見られた。

②読み取ったことや考えたことを伝え合う力を育成するために今
回の交流の仕方や手立ては有効だったか。

・発表後，他のグループのいいところを取り入れ，もう一度発表
する活動を取り入れることができれば，さらによい発表になっ
たのではないか。

・何について想像を膨らませたいのかという思いを，その子ども
なりにもたせることが大切であると感じた。

・３人組での活動は，混沌としていたが役割やセリフをたくさん
考えていた。共に関わり合って学ぶことを実感していた。

【自分たちが選んだ場面の

様子をペープサートで

紹介する２年生】

【ホワイトボードを活用して

交流する子どもたち】
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実践例２ 第６学年 国語科 討論を通して発言力を高めよう
①今回の単元で取り扱った言語活動は，指導事項（付けたい力）の

育成に適切だったか。
・前時の振り返りがよかった。本時のめあてにつながっていた。
・質問の質が高くなっているのが分かった。育てたい力が伝わって

きた。聞く力が育っている。いろいろな考えが出ている中，自分
の立場を明確にして発言していた。

・パネリストの意見は，相手に伝えやすくするための工夫をすると
さらによかった。

②読み取ったことや考えたことを伝え合う力を育成するために今回
の交流の仕方や手立ては有効だったか。

・自分の変化，高まりを感じている子どもがいたが，それを具体的に言うことができればよ
かった。

・ 何を大切にする？」という論点をまとめる教師のさりげない一言があったのがよかった。「
・パネルディスカッションは，役割があるので司会グループは発言の機会が少ないが，最後に

「今日の振り返り」を全員に言わせていたことがよかった。
実践例３ 第１学年 学級活動 ２年生ありがとう なかよし集会をしよう

①今回の議題や題材は，子どもたちの願いや問いを生かし，問題
。意識や必要感を高めながら話し合うことができるものだったか

・子どもたちに必要感のある議題だった。２年生と一緒の写真が
掲示されていて関わりを思い出すことができた。

・教師がめあてによりどころをもち，方向付けをしていったのが
よかった。

・教師が「仲良く」というめあてからそれないように言葉かけを
していた。

②今回の話合い活動は，子どもたちが考えを重ね合わせ，集団の
中でより深く考えるために有効だったか。

・ 出し合う 「くらべる 「まとめる」の３段階によって，子ど「 」 」
もたちは見通しをもつことができた。また 「いまどこ列車」を掲示することで，今話し合，
っていることが分かりやすかった。

・板書構成がよかった。白色を裏返ししたら黄色になったり，賛成，反対について赤・青のお
はじきで一目で分かるように工夫されていた。

・事前に個々の考えを掲示していたことで，情報が把握でき，話合いがスムーズに進んだ。
実践例４ 第３学年 学級活動 太陽さんさんプロジェクト ～教室をきれいに～

①今回の議題や題材は，子どもたちの願いや問いを生かし，問
題意識や必要感を高めながら話し合うことができるものだっ
たか。

・教室をきれいにしたいという子どもたちの願いや必要感から
題材が生まれていた。

・写真やアンケート結果の提示により，問題意識が高まった。
・整理整頓をしている人が多いのに，汚いのはどうしてかとい
う疑問をもつことができた。

②今回の話合い活動は，子どもたちが考えを重ね合わせ，集団
の中でより深く考えるために有効だったか。

・ つかむ 「さぐる 「みつける 「きめる」の４段階を意識し「 」 」 」
て活動が展開されていた。

・焦点化して，解決策を見付ける時間があればよかった。
・自分の考えを書いてしまうと固定化して柔軟性を失ってしまうこともある。誰かが言えば考

えが出てくる。また，交流の中でより確かなものになる。最終的に外言化できればよい。
２ 学校図書館の利活用及びＮＩＥの推進について

(1) 学校図書館の有効活用
①図書館の環境整備
・学校司書と図書館担当教諭が学校図書館の整備を継続して行っている。図書委員会おすす
めコーナーを設置するなど児童の手でも環境を整備している。

・学校図書館前に「今月のおすすめコーナー」を設置したり，新刊のコーナーを設置したり

【自分たちの問題として

解決方法を考える３年生】

【２年生のことを考えながら

真剣に話し合う１年生】

【新聞記事からテーマを考え

学級討論会をする６年生】
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することで，子どもたちの読書意欲を高めている。
②多読の推進
・一人年間100冊，全校年間10,000冊という目標を設定した。今

年度は学校司書が作成した読書貯金通帳を活用している。100
冊達成すると色が違う２冊目の通帳をもらうことができる。
このことも多読に対する意欲を高めている。その結果，全校
年間10,000冊は11月に達成することができた。

・全学年週１回，図書館開放を行っている。子どもたちは自分
の学年の開放日を楽しみにしており，読書貯金通帳を持って，
学校図書館での読書を楽しんでいる。

・年度初めに担任が学年必読書（10冊）の見直しを行い，課題図
書と必読書のコーナーを学級に設置している。前期と後期に課
題図書と必読書を読み終えた子どもたちを表彰している。

③市立図書館の利用
・夏休み前と冬休み前の２回，雄

物川図書館，大森図書館，増田
図書館へ全校を二つに分けて訪
問した。市立図書館の訪問を通
して，読書を楽しみ，読書への
関心を高めることができた。ま
た，市立図書館の特色やよさに
気付き，十文字図書館以外の市
立図書館を身近に感じ，利用した
いという意欲も高まった。

④ことばの回廊とことわざコーナー
・階段や廊下にことわざや慣用句の

掲示を行っている。ことわざや慣
用句の一部を抜いたものや裏面に意味や由来を書いたものがある。このように，クイズ形
式にすることで子どもたちが楽しみながらことわざや慣用句に親しんでいる。

・図書室前には 「今日のことわざ」をホワイトボードに司書教諭や図書委員が書いている。，
毎日違うことわざが紹介されているため，子どもたちは興味をもって見ている。

⑥児童集会「スノーBookフェスティバル」
・おはなしぽぽポの方々に協力していただき，図書委員会が児童集会を行った。課題図書か

らクイズを出題したウォークラリーを行ったり，図書委員が作成した紙芝居を紹介したり
するなど，全校のみんなが図書に親しむことができる楽しい活動が行われた。

⑤授業に生かす学校図書館
・年間計画をもとに各学年で実践している。
・３年生の実践「詩集を作ろう」より

，，同じ作者の詩 季節に関した詩などのテーマを決めて詩を集め
詩集を作るというめあてで，学級文庫，学校図書館，市立図書
館を活用して詩を集め，自分の詩集を作った。市立図書館では
学校にはない詩集がたくさんあり，児童も満足のいく収集がで
きたようだった。

(2) ＮＩＥ活動の推進
①ＮＩＥ活動についての共通理解
・校内ＮＩＥ研修会を行い，伝達講習や各学年での取組を紹介し
合い，今後の活動について共通理解を図った。

②ＮＩＥタイムの継続（４年生以上）
・毎週火曜日のチャレンジタイムに，秋田魁新報社日曜版週間

ＮＩＥコーナー（平成29年からさきがけこども新聞）から記
事を読み，読み取ったこと，考えたことを書く。

・ 読む」…３分 「記事の内容をまとめる」…３分 「意見を，，「
交流する」…５分 「自分の考えを書く」…３分と時間を設，
定して行うことによって，読む力や要約する力が伸びてきている。

【言葉の回廊１】

階段にことわざの掲示

ことわざの一部が空欄

となりには意味

【言葉の回廊２】

廊下にことわざの掲示

表面にことわざ

裏面には意味

【ＮＩＥコーナー】

４～６年のＮＩＥタイムで

行ったシートの紹介

【今日のことわざ】

毎日違うことわざを紹介
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③新聞を活用した授業づくり
・年間指導計画を作成し，それをもとに各学年で実践している。
・１年生の実践「なつだ，とびだそう」より

子ども新聞の中から，夏に関する写真やイラスト，言葉を見付けて貼る （グループ活動）。
グループごとに発表し，交流する。直接体験することだけではなく，新聞を通して夏を見付
けることで，季節や自然，行事などに関心をもつことができた。しかし，３日分の新聞しか
用意できず，各グループで集めた「夏」が同じようになってしまったので，夏の期間の新聞
をもっと集めておく必要があった。

３ 小・中連携等について
(1) 十文字地区小・中連携教育協議会の開催

・５月の総会（全体研修会）をはじめ，研究推進委員会，学習指導部会，教科・領域部会，
拡大研究推進委員会等を開いた。その中で，本地区の児童生徒の課題，来年度の公開研究
会に向けての方向性，研究構想等についての話合いが行われた。１月に全体研修会を開き，
十文字地区の教職員全員で共通理解を図った。

・図書館教育・ＮＩＥ推進部会を開催した。その中で，各校の取組についての報告や今後の
取組についての話合いが行われた。その後，校内研修会で部員が報告し，本校で今後実践
していくことを話し合った。

(2) 小・小連携事業
・昨年度に引き続き，全学年が４小学校合同授業を通して交流を図った。本校の子どもたち

にとって，他校の多くの子どもたちと共に学習することは刺激となった。また，合同授業
によって子どもたちは相手意識や目的意識をもってそれまでの活動を行う姿が見られた。

(3) 指導主事訪問等参観
・十文字地区の小・中学校で指導主事訪問等が行われた際，他校の参観者は研究協議会にも

参加し，授業を通して十文字地区としての取組を確認することができた。

Ⅲ 成果と課題
○６月の教育長訪問の際 「授業改善デザインシート」を紹介していただいた。そこで，本校独自，

， ， 。のものを作成し このシート１枚で共通実践事項や授業の流れ 子どもの姿が分かるようにした
また，子どもの学びを支える図書館利活用やＮＩＥ活動についても共通理解した上で実践できる
ようにシートの中に取り入れた。

○特別活動の研修を進めるにあたり，道標となる参考図書「特別活動 指導資料 （文部科学省・」
国立教育政策研究所・教育課程研究センター）を全職員が準備した。この指導資料をもとに全職
員が同じ意識で研修を進めることができた。しかし，職員だけの研修会だけではイメージができ
なかったことが多かった。そこで，９月に市教委の指導主事を要請し，特別活動校内研修会を行
った。指導主事には質問事項に対する回答を含め，分かりやすく解説していただいた。この研修
会を通して，目指す学級活動の授業のイメージをもつことができた。

○個人用のホワイトボードを準備した。ホワイトボードを１日に１時間は使用することにして，よ
り効果的な活用方法について考えることができた。

○今年度は国語・特別活動以外にも，社会・家庭・特別支援教育の指導主事訪問が行われた。どの
授業も「発言力」と「交流」をキーワードにした授業づくりが行われた。特別支援教育指導主事
訪問では市教委担当指導主事の講話による「ユニバーサルデザインの視点による授業づくり」に
ついての研修も深めることができた。

●「振り返り」については明確な視点を与えながら，自分の学びを実感できるようにさせていく必
要がある。また，振り返りの中で発展問題に挑戦したり，今日のキーワードを書いたりすること
により，知識の定着を図っていく必要がある。

●来年度は「対話」と「振り返り」をキーワードとした授業づくりを目指していく 「対話」につ。
いて共通理解を図り，今年度の「交流」を生かして実践を積み重ねていく必要がある。

Ⅳ 来年度の取組に向けて
・来年度は十文字地区が小・中連携による共同研究のもと市公開研究会を行う。情報や学びのスタ

イルを共有し，十文字地区の目指す児童生徒の姿を実現できる授業づくりを行っていきたい。
・今年度作成した授業改善デザインシートの見直しを図ると共に 本校の重点教科・領域である 国， 「

語」と「特別活動」の授業のイメージが具体的に分かるシートを作成したい。
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研究主題 伝え合い 高め合い 確かな学びを獲得していく子どもの育成

～受けて つなげて 考えを深める授業づくり～

横手市立大雄小学校

Ⅰ 研究主題について

一人一人が自分で考え，それを言葉で伝え合い，よりよいものにしていく力は，社会的にも求
められている。しかし，本校児童の実態を見ると，友達の考えを受け止めることはできるが，そ
れを深めたり広げたりすることは，十分にはできていない。そこで，昨年度に引き続き，本主題

の下に研究を進めていくことにした。

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
言語活動の充実による学力の向上のために，今年度は，次の２点について重点的に取り組むこ

とにした。
(1) 学び合い，高め合うための手立ての工夫
(2) 学び合ったことを基に考えを整理し表現するための手立ての工夫

前者は，考えをより深め合うことができる学び合いになることを目指すものである。また，後
者は，学び合ったことが，個のものとなり，理解を確実にすることを目指すものである。

(1) 学び合い，高め合うために
① 学び合いの視点とゴールの明確化

（３年算数「新しい計算を考えよう～わり算～」の実践より）
学び合いが，単に自力解決の結果を発表し合うものにならないようにするために，｢自

力解決ではどこまで求め，学び合いでは何を高めるのか」をはっきりさせて授業を構成し

た。本時は，｢12個のクッキーを３人で同じ数ずつ分けるとき，１人分は何個になるか｣を
考えた。自力解決では，半具体物（おはじき）を使い，どのように分けたのかを考えさせ

た。それを，全体の場で発表し合った後，それぞれの考え方を式で表すとどうなるかとい
うことを学び合いの視点とし，考えを深めていった。

② 考えをつなげていく手立ての工夫

（２年算数「100より大きい数を調べよう」の実践より）
本時は，｢10が14個で 140 」という数の相対的な見方ができるようになることをねらい

とした時間である。

子どもの考えを取り上げる際には，10円玉の模擬貨幣を黒板に貼らせて，操作しながら
説明できるようにした。最初に説明した子どもは10円玉を貼っただけで説明も言葉が足り

なかったが，それに子どもたちが囲みをつけたり，数字を書き足したりしながら言葉をつ
なげていった。ある子が「10を100にして」という言い方をしたときには 「どうして100，
になるの 」と問うことで違う子が「10が10こで100だから」という言葉をつなげること。

ができた。子どもは同じ考えでも全く同じ言葉を発するわけではないので，似ていても少
し違う表現をしたときには取り上げ，板書に付け加えていくことで，思考の流れを可視化
することができた。

思考の流れを可視化した板書
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また，説明する際の話型を提示し，話し方を覚えていけるようにした。説明をつなげて
いくときには，｢説明します 「～さんに付け足します。｣「～さんにつなげます 「～。 。」 」

さんと似ていて」｢～さんと少し違って」などの言葉を使ってつなげていくことで，つな
げてもらった子どもも認めてもらったという気持ちをもつことができた。

③ 自分の考えをもち，友達と関わり合わせる工夫

（４年音楽「拍の流れにのってリズムを感じとろう」の実践より）
「もっと○○になる大雄応援メッセージ」というテーマで，リズムアンサンブルを作る

，，。という学習である 自分の考えをもち 友達と関わり合いながら学習を進められるように
次のようなステップで学習を進めていった。

・学習カードの表面に，グループで決めたテーマに合う自分のリズムを書かせる。

・グループで互いに発表し合い，友達のよさや自分との違いに気付かせたり，友達に認
められる喜びを味わわせたりするように心がける。

・それをもとに裏面に，グループ全体としてどうするか相談したことを書かせる。

このステップを踏むことで，子どもたちが友達と関わりながら課題を解決し，主体的に
学習することができた。カードを活用しながら何回も確認することで，次の練習への意欲

や工夫が高まるサイクルが生まれた。

表面 自分で考えたリズム 裏面 グループで決めたリズムと中間発表後の感想

④ 自分の思いや考えを明確にしたり，膨らませたりする工夫
（６年図画工作「はさみと紙のハーモニー ～切り紙絵に挑戦～ の実践より）
制作途中にグループのミニ鑑賞タイムを設定し，互い

の作品を見合った。３～４人の少人数のグループにして
自分の作品のイメージやテーマを紹介し合うことで，自
分の考えをさらに明確にすることができるように，テー

マがはっきりしていない子は友達の考えを参考にできる
ようにした。友達の紙の切り方のおもしろさや色や形の

組み合わせ方の工夫を見付けて，自分の次の活動のヒン
トにできるようにした。作品の仕上げの段階では，交流
を生かして付け加えていた。図工は，一人で作品を作って

ミニ鑑賞タイムいくことが多いが，交流の機会を設けることで，自分の思
いを膨らませていくことができた。

(2) 考えを整理し，表現するために

① 学び合ったことを確認する場の設定
（３年算数「新しい計算を考えよう～わり算～」の実践より）

本時の学び合いでは，わり算の場面を減法や乗法の式で表すことを視点として進めた。そ
こで学び合ったことを一人一人が確認できるようにするために，学び合いのゴールとして設
定したことを簡潔にまとめた（ア 同じ数ずつ分けるときは，ひき算の式で表すことができ

る。 イ 同じ数ずつ分けるときは，かけ算の式で表すことができる）シートを準備した。
そして，分かったことを選択させるようにした。

② 考えを説明させる評価問題

（５年算数｢図形の角を調べよう｣の実践）
全体での学び合いで考えた方法の中から，自分で説明できそうな方法を選び，ペアで説明

し合わせた。ペアでの説明は，必ず全員が説明する機会を設けることができた。相手に説明
することにより，自分の考えを整理し，表現することにつながった。また，全体で考えた中
から自分の方法を選ぶことにより，自信をもって説明する姿を見ることができた。
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③ 学び合いを整理する工夫
（２年算数「100より大きい数を調べよう」の実践より）

考えの流れが見えるような板書を工夫し，その中でも特に大事なポイントは｢今日のポイ
ント」として青字で板書し，ノートにも全員が同じように青字で書くようにした。２年生の
段階では，学び合いで深まった考えを個々に書くということは難しいので，同じように書く

ことで，全員の定着を図った。また，大事な言葉は子どもたちに一斉，または，ペアで復唱
させることで，より確かなものにした。

④ 深める適用問題と振り返り
（５年算数「面積の求め方を考えよう」の実践より）
本時の評価（ひし形の面積の求め方を，既習の図形の求積方法に帰着して考え，説明して

いる ）を兼ねて，記述式の適用問題を用意した。初めの問題と似た形にしたせいか，同じ。
やり方をしている児童が多かった。

振り返りでは 「本時でアップできたこと，次にやってみたいことや気付いたこと，考え，

方のいいところ」ということを視点にしてノートに書かせた。次時の課題に関わるものは取
り上げて紹介した。

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について

・毎日朝10分間を読書タイムとし，全校で取り組んでいる。
・毎週水曜日は低・中・高ごとの輪番で，外部「お話ハッピーの会」のみなさんによる読み聞

かせを年間通して行っている。
・読書貯金ファイルを用意し，読み終えた本を記録するよう

にした。今年度は，下学年は冊数を，上学年はページ数を

記載するよう読書カードを改善し，上学年が厚い本を読ん
でもその足跡が振り返られるようにした。また全校児童の
読書量が増えるようコモンホールに「読書の木」コーナー

を設けた。
・巡回図書「にこにこボックス」を活用し，読書推進を図っ

た。
・図書集会や図書委員会だよりで，図書クイズや読書標語，

多読の表彰を行い読書の啓蒙を図った。

・毎日図書の本の貸し出しを図書委員が行った。
・今年度から週３日配属された図書司書の先生に図書室利用

のガイダンスと読書指導を行ってもらった。また司書の先

生にお願いし定期的にお勧めの図書や新刊紹介コーナーを

読書の木作ってもらった。

・図書室で調べ学習や読書がし易いよう，またどの本がどこにあるかすぐ分かるよう図書室と
会議室の模様替えを行った。また会議室に 「学習に役立つ本コーナー」も設置した。，

・全図書の貸し出し手続きをバーコードでできるようにした。

・児童玄関前のコモンホールや階段下・バス待ち児童の学習室になる多目的室に図書をそろえ
読書につながるようにした。

・読書標語を募集し，コモンホールに掲示し読書啓蒙を図った。

(2) ＮＩＥの推進について

① 子どもたちの新聞に対する興味・関心を高めるための学習環境の整備
ＮＩＥコーナーの整備・

（子どもたちが新聞を読みたくなるような工夫）
多目的室をＮＩＥルームとし，新聞を整理し

て置くことにより，新聞が読みやすい環境を整

えた。また，ＮＩＥ学習ガイドを掲示し，新聞
を活用するよさをわかりやすく児童に伝えた。
さらに，テーマをきめて新聞のスクラップを集

めるコーナーを設置したり，各学年の取組を紹
介したり，切り抜きコンクールへの出品作品を
掲示したりなどして，活動意欲を高めた。

ＮＩＥコーナー
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また，すべての学級にＮＩＥコーナーを設置し，学習内容と関連のある新聞記事を掲示
したり，各教科で作った学習新聞を掲示したりして環境を整えた。

② 新聞記事の諸活動での活用
・委員会での新聞記事を利用した取組

ハッピー環境委員会では，リオデジャネイロオリンピックをテーマに記事を集め自分の
考えを盛り込んで委員全員で切り抜き新聞を作って掲示した。また，委員会集会では，各

学年のＮＩＥの取組を紹介したり，切り抜き新聞コンクールへ出品した作品を紹介したり
して，ＮＩＥへの意識を高めた。

図書委員会では，毎朝コモンホールの新聞閲覧台に，新聞の記事からクイズをつくり掲

示し，お昼の放送で答えを発表する活動を通して，毎朝新聞に触れるよう働きかけた。
・各学級の常時活動

自分の考えをもち，友だちに伝える力を付けるために，新聞記事からテーマを選び朝
のスピーチ活動を行った。また，普段から新聞を読む習慣を付けるために，自主勉強で
のスクラップ作りなどを呼びかけた。

③ 授業での新聞の活用
・ 新聞の日」の全校一斉の新聞活用「

「新聞の日」に全校一斉で各学年に応じた，新聞を取り入れた学習を行い，新聞のよさ

を感じさせると共に学年に応じて読み取りの力を高める活動を行った。
（平成28年５月19日・９月15日・平成29年１月19日）

④ ＮＩＥ推進のための指導者の共通理解
ＮＩＥの実践の幅を広げるために，授業例や活用例を集約して紹介し合い共通理解を図

った。

３ 小・中連携等について

(1) 研究組織の整備と実践
小・中連携で研究を進めるために，研究部の中に４つの部（主体的な学び推進部，ＮＩＥ

推進部，読書活動推進部，調査・研究部）を設けて，共通の取組を決めたり，実践について
の情報交換を行ったりした。

(2) 授業の相互参観

地区内の各校の授業研究会の情報を共有し，その授業を参観したり研究協議会に参加した
りできるようにした。研究会一覧や指導案，授業参観カードなどは，Publicで共有し，気軽
に相互参観ができるようにした。

(3) 学習アンケートの実施による実態把握
｢話す｣｢聞く｣「書く」｢読む｣の項目について，地区で目指しているところへどの程度到達

していると思うかを問うアンケート調査を行った。調査は，７月と１２月の２回行い，その
。 ， ， 。変容を捉えた 本校の場合は ｢理由をはっきりさせて話す｣の項目に やや課題が見られた

Ⅲ 成果と課題
○本校の目指す子どもの姿である「お互いの考えを受け止めたりつなげたりして学びを深めること

ができる子ども 「学び合ったことを基に自分の考えを整理し，よりよく表現することができる」

子ども」については，教師，児童ともに，概ね達成できたという捉えである（アンケート調査に
よる 。）

○学び合い，高め合う手立てが，児童の実態に合わせて工夫・実践されており，主体的に学習に向
かう児童の姿が多く見られるようになってきた。

○学び合いの可視化，評価の工夫，振り返りの視点の明示などで，全体での学び合いが個に帰るよ

うに配慮されていた。
●受けて，つなげる学び合いは，だいぶ浸透してきたが，学びを深めるという点は，まだ十分とは

言えないようである。学びが深まった姿とはどんな姿なのか，深まるためにはどのような手立て

があるのか，検討する必要がある。
●学び合いが，一部の児童だけで進むような場面も見られる。個人差に対応し，一人一人の児童が

主体的に学びに向かうことができるように，授業改善を図ることが必要である。

Ⅳ 来年度の取組に向けて

・｢深い学び｣につながる学び合いの在り方の検討
・一人一人が主体的に学びに向かうための授業改善
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