
＜ ＞ ＜ ＞生徒が 教師はどんな方法で/どうやって実現するか
＜底力＞

ことばの力

情報活用能力

・ 何を知っているか」「

・ 何ができるか」「

・ 知っていること・でき「

ることをどう使うか」

・ どのように社会と関わり，「

よりよい人生を送るか」

基礎的・基本的な知識・技能

思考力・判断力・表現力等

道 徳 性

学びに向かう力

シチズンシップ

主体的に社会と関わる態度

全教育活動における道徳教育

◇実生活や社会との関連を意識した課題

◇Key Question

（メタ認知）機会の確保◇学びのプロセスを自覚させる

振り返り，清新ノート＝

◇８morals

[話型を活用した協働的な学習。特に話合い]◇４thinking

◇Key Question

◇新たな切り口からの教材研究

◇教材研究(教科の専門性[縦],他教科等との

つながり[横])

◇日々の授業で

◇家庭学習で

◇新聞活用，図書活用，ＩＣＴ活用

◇国語科，外国語科における言語能力の育成

◇総合的な学習の時間

◇読解力向上のねらいを意識した指導(7aims)

研究主題 生きる力を身に付けた豊かな学び手をはぐくむ指導
～「ことば」を大切にした協働的な学習活動を通して 「底力」を育成する～，

横手市立横手南中学校

Ⅰ 研究主題について
ますます激しい変化が予想される21世紀を生徒たちが生き抜いていくためには，研究主題にあ

る「生きる力を身に付けた豊かな学び手」を具体化した「底力のある生徒」の育成が不可欠であ
る 「読解力」の向上を基盤に言語活動の充実を図り，他者と関わって学びを深めることにより。
その生徒像の実現を図りたいと考え，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) 「底力のある生徒」を育成する取組
本校でめざす「底力のある生徒」及び「生きる力」やこれからの方向性を踏まえ，平成27

年８月に教育課程企画特別部会がまとめた「論点整理」との関わりを整理して，教師はどの
ようなことを行って具現化していくかを整理した。ここでは本校でこれまで研究を重ねてき
た様々な授業改善に関わる取組に加え 「底力のある生徒」の育成を可能にする手立てがど，
のような力を育み，目指す生徒像へと迫っていくのか，目前に迫った学習指導要領改訂をは
じめとする国の動向と本校が蓄積してきた取組を下のように図式化して共通理解を図った上
で全職員をあげて生徒の底力を育む取組となるようにした。

(2) 共通実践事項「南中スタンダード」の取組
① 「南中スタンダード」の精選と実践

昨年度まで取り組んできている共通実践事項を６項目から４項目に絞り込んだ。３人によ
「 」， 「 」 ，る話合い 3 discussion および言語活動を充実させるための５つの視点 5 angles は

話型を基にした思考活動「4 thinking」を支えるものとしてとらえることとした。これによ
り，他の共通実践事項とともに「4 thinking ，中でもその核となる話合い活動をいかに充」
実させていくかが重要であると考えた。副題にある「協働的な学習活動」において，個の考
えをもとに，話合い活動を通して多様な考えや視点にふれ，考えを広げたり深めたりするこ
とで生徒の資質・能力をより強固なものとしていけるようにした。
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【平成28年度 南中スタンダード】

② Key Questionを位置付けた授業(単元等の学びのまとまり)デザイン
各教科の学習を通して身に付いた知識や技能は，それを活用することでより確かなものと

なり，生徒の「底力」に結びついていく。しかし多くの場合，生徒の学びが自動的に問いを
生み出し，発展していくものとは限らない。そこで，各教科の学びのまとまりにおいて目指
す生徒の姿につながる“Key Question”と名付けた教師の問いや働きかけを設定して生徒の
学びを引き出すこととした。

生徒がそれまでにもっている生活経験や個別の知識・技能をつなぎKey Questionとは…
合わせて多面的・多角的な思考を生み出す「教師のはたらきかけ」

生徒の学びが「わかった 「できた」の先にあるものへとつながっていくためには，それ」
を使って考えを広げたり深めたりする機会が必要であり，そのような機会を通して知識や技
能は「そういうことだったんだ」という一つ上の概念の理解や複合的な技能へと結びついて
いく（左図 。また，個別に身に付けた知識や技能が理解できたり使えるようになったりす）
る喜びは，実生活や実社会と学んだことが結びついてさらに大きなものとなり，その教科特
有の学びのよさや，新たな学びを求める意欲へとつながっていく（右図 ，と考えた。）

を位置付けること
により、思考活動
[4 thinking]を多
面的・多角的なも
のとし、目指す生
生徒の姿につなが
るようにする。

③ 共通実践を確かなものとするための職員研修
①で触れたとおり，生徒の学びが豊かなものとなるた

」「，，めには 他者との協働的な学び すなわち 話合い活動
が核となる。生徒一人一人の学びは連続しており 「ど，
の教科でも・どの先生も」話合いの目的や方向・効果を
理解した上で授業に位置付けていくことで生徒にもその
方法が身に付いていく。そこで，どんな目的でどのよう
に話合いを設定していけばよいか，教員自身が体験する

。，ことで理解を深め 効果的な位置づけを探ることとした

○１ direction
・ めあて」から「課題」にし，具体的なゴールを提示する 「振り返り」の場面を確実にとり，。「

自分の学びに対するメタ認知を図る。
○４ thinking

・４つの話型を生かした話合い活動により，資質・能力の向上を図る。
―ペア・グループ・全体など目指したい生徒の学びの姿や教科等におけるねらいによって様々

な形態が考えられるが 「３人グループによる話合い」を積極的に位置付ける。，
○７ aims

・読解力向上プログラムにおける７つの視点のうち，教科のねらいと照らして育成できる力は何
か指導計画に盛り込む。

○８ morals
・教科等の学習の中で道徳性を育成する。

Key Question

（知っていること・できることを広げ

る・深めるKey Questionの位置付け）

（社会や生活との関わりから、教科の学びのよさ

）や新たな学びにつながるkey Questionの位置付け
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④ 「話して 考える 聞いて 深める」スキルアップタイムの実施
前期の生徒対象学習アンケート及び教員対象の学校評

価から，３人を中心とした小グループでの話合いはおお
むね活発に行われているが，それを学級全体といった大
集団で行う際になかなか深まらないといった課題が浮か
び上がった 「4 thinking」の話型を基にした話合い活。
動で思考の広がり・深まりを生み出せるように小グルー
プ→全体の話合いに特化してスキルを向上させる取組を
行った。通常，家庭学習へのつなぎを生み出す時間と位
置付けている「スキルタイム」を使い，学級担任・学年
部職員を中心に全職員が関わって各学級の話合いレベル
アップを目指した。

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 身近な存在としての図書・学校図書館
今年度も生徒が図書館に足を運ぶ機会を増やすべく，生

徒会図書委員会を中心に様々な企画を実施した。昼休みに
はミニコンサートやビブリオ（書評）バトル，辞書引きコ
ンテストなどを企画し，室内に生徒が入りきれないほどの
盛況ぶりであった。また，校長室前の廊下には季節や話題
となっている事柄に関連した図書の紹介を行い，生徒の関
心を高めている。各教科でも学習に関わる図書資料を特別
教室内外に準備し（理科・美術・音楽 ，生徒の興味を広）

【ビブリオバトル】げたり 発展的な学習につなげたりできるようにしてきた。，

② 各教科等の授業における図書活用
図書活用推進担当が先導し，今年度は職員の図書活用への意識を高める

取組を中心に進めてきた。自習が生じた際の補充者を示すホワイトボード
の一角に図書館を利用した授業の予定を表示するようにした。これにより，
複数の教科や学級の使用が重ならないようになったほか，他教科や他学年

の学習でどのように図書を活用するのか
を話題にする機会が増え，教員の図書活

【 】用に対する意識向上に役立っている。 図書室利用表示

また，各教科等の授業で図書を活用した際は付箋紙に使
用した教科名・学年・単元名・使用した図書名を書き留
め，授業における図書活用の蓄積を図ってきた。職員が
毎日のように使用するコピー機の正面に設置することで
気軽に書くことができ，多くの職員の目に触れることで
「使ってみよう」という意識の高まりにつながった。
【←図書活用の実践の蓄積】

(2) 「ことば」の力を支え，読解力向上に資するＮＩＥ
① 身近な存在・日常にある新聞に向けた取組

今年度は市の予算で配布される日刊紙２紙に加え，全
国紙２紙を学校独自に購読，各学年棟に新聞閲覧台を設
置して，生徒が身近に新聞に触れられるようにしている。
ＮＩＥ推進担当教員のリードで 「南中目線『世の中』記，
録」と銘打った活動を継続している。各学年の生活班１
班が日替わりで朝読書の時間に新聞に目を通し，目にと
まった記事の内容を書き出す取組である。また 「新聞の，
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日」には，朝読書の時間に新聞を読み，６校時終了後のス
キルタイムを使って切り抜きコンテストにも取り組んだ。
各教室の背面に生徒の作品を掲示しているほか，各学級の
優秀作品をＮＩＥルームに貼り出し，記事の取り上げ方，
感想のまとめ方などについて参考にさせ，生徒の意識が高
まるよう配慮している。

② 各教科等の学習における新聞記事の活用
新聞記事を各教科の学習に活用する取組も推進している。教科書の題材に関わった新聞記

事を活用した授業実践をＮＩＥ担当者が集約し，新聞記事が活用可能な単元（題材）一覧を
作成中である。次年度以降も実践を重ねて，参考となる記事の蓄積を図っていく。

３ 小・中連携等について
(1) 道徳教育のさらなる推進

この数年継続して成果を上げている道徳教育を軸と
した取組のさらなる発展を図ってきた。本中学校区で
重点価値項目として挙げている「思いやり 「命の大」
切さ」に関わる道徳性を育てるにあたっては，７月に
小中合同ボランティア，11月に小中合同さわやかフォ
ーラムを開催した。

合同ボランティアでは事前に中学生のリーダーが各小学校を訪問し，活動内容について説
明を行った上で実施した。フォーラムでは，生徒コーディネーター・児童生徒によるパネル
ディスカッションに加え，腰塚勇人さんによる講話・解説を交えて，自らが「ドリー夢メー
カー」になって「安心して過ごせる集団づくり」を進めようとする思いを一つにした。

(2)南中学区NIE推進計画の作成
各校で行っているNIE推進の取組をもとに，横手南中学校区独自の９年間を見通した計画

を作成した。

(3) 中１ギャップ解消へとつなげる取組
小学校からの要請に応じて，中学生の家庭学習ノートを貸し出し，参考にしてもらう機会

を設けた。学習内容や効率的なノートの使い方に触れた小学生から，お礼の言葉を届けても
らい，中学生が自分自身の取組を見直す機会にもなった。

また，中学校進学を間近に控えた冬休み明けから，中学校英語教員が各小学校６年生の外
国語活動に訪問し，Ｔ２として授業に参加した。児童がどれだけ英語に慣れ親しんでいるか
を把握するとともに，児童の中学校英語学習への不安を軽減する機会となった。

Ⅲ 成果と課題
○南中スタンダードの共通実践，評価についてのＰＤＣＡサイクルにより，教師・生徒ともに，ど

のような学びを目指していくかについての意識を高めることにつながった。
●Key Questionについては，試行錯誤を重ねながらその位置付けや意義について共通理解をすすめ

ることができた。学びの主体である「生徒から発されるKey Question」を目指したい。
○全体での話合いの質を高める目的で設定した教員の研修，スキルアップタイムの設定は，ともに

生徒の底力を高める上で有効であった。来年度は年度当初から研修計画に位置付けて，計画的・
段階的に教師の授業力向上・生徒の底力育成を図っていきたい。

○●図書活用・新聞活用については，教師の意識の高まりを実感できる取組ができた。図書・新聞と
もに年間活用計画を作成中であり，それを拡充し，さらに系統的な取組へとつなげていきたい。

○●小・中連携について，道徳性の向上を図ってここ数年取り組んできている生徒指導面を中心とし
た内容は，年を追うごとに児童生徒が主体的に参画する形で行われている。図書・新聞をはじめ
とした児童生徒の学びの姿について，９年間で育てる視点での取組を展開していきたい。

Ⅳ 来年度の取組に向けて
・ 底力のある生徒」像を生徒側のことばでとらえ，その実現を図るための取組の推進「
・図書・新聞をさらに生徒に身近な存在にするべく，思考力を支える「ことば」の力を育むための

言語環境の整備と計画的・継続的な取組
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研究主題 気付きをつなげて共に高め合う生徒の育成
～ 主体的につなげ，協働して解決し合う学習集団を目指して ～

横手市立横手北中学校

Ⅰ 研究主題について
本校は創立４年目を迎え，横手北中として新たに生み出すべき価値の創造を意欲的に進めてき

た。今年度は特に子どもたちの思考力・判断力・表現力等の育成を目指すために，｢ＫＫＴタイ
ム｣等を通して，自分の中に起きた小さな変化である「気付き」を，他の「気付き」と比較した
り，関連させたり，統合したりしながら，より高みを目指すことが肝要ととらえた。そこで，研
究主題「気付きをつなげて共に高め合う生徒の育成」を継承しつつ，他者と協働しながら課題を
解決したり，新たな価値を創造したりできるような資質・能力を身に付けさせたいと考え，副題
として「主体的につなげ，協働して解決し合う学習集団を目指して」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 ～「ＫＫＴタイム」の共通実践 ～

昨年度に引き続き，指導過程に高め合いのある話合い活動を明確に位置付けるための工夫と
，「 」 。 ，「 （ ）して ＫＫＴタイム と名付けた活動を全教科等の授業で取り入れた これは 聴いて Ｋ

考えて（Ｋ）つなげる（Ｔ 」の頭文字をとったものであり。生徒たちが主体的に自分たちの）
考えをつなげ，協働的に課題を解決するなど，ねらいに迫るための対話的活動をする時間であ
る。また，授業で目指すアクティブな生徒像と教師像を次のように具体化するとともに，生徒
会の学習委員会による評価を定期的に行うなどして，全校体制で授業改善に取り組んだ。

アクティブな生徒の姿 アクティブな教師の姿

。 。①課題に対する自分の考えをしっかり持っている ①協働して解決する必要感のある課題を設定する

②自分の意見と他者の意見を比較して，あたたか ②個々の力を高める「つなげる」を重視したＫＫ

い聴き方ができている。 Ｔタイムを実践する。

③ＫＫＴタイムではつなげることを意識して積極 ③自己の変容を自覚できる「見通し」と「振り返

的に発表や表現をしている。 り」を重視する学習過程を工夫する。

④振り返りを通して自己の変容を自覚しようとす ④聞き手を育てる「あたたかい聴き方 「やさしい」

る。 話し方」を指導する。

以上の取組
を構造的に示
したものが右
の図である。
ＫＫＴタイム
を通して，自
分の考えを他
者の多様な意
見と比較した
り，分類した
り，整理した

，りすることで
変容した自分

，をメタ認知し
さらに新たな
気付き，新た
な問いが生ま
れ，次の段階
でのＫＫＴタ
イムを通して学びを深めていく。この過程の中に，学校図書館の利活用やＮＩＥを組み込むこ

， ，とで 基礎的・基本的な知識・技能の習得と思考力・判断力・表現力等の育成を目指したのが
学力向上に向けた本校の取組の全体像である。

基礎的基本的
な知識・技能
・ＮＩＥの充実
・読書の推奨
・図書館活用

思考力
判断力
表現力

等

①課題に対す
る自分の考え
をしっかり持っ
ている。

②自分の意見
と他者の意見
を比較して，
あたたかい聴
き方ができる。

③ＫＫＴタイム
ではつなげる
ことを意識して
積極的に発表
や表現をする。

④振り返りを
通して自己の
変容を自覚し
ようとする。

アクティブな教師の姿アクティブな生徒の姿

確かな学力の向上

学びの起点となる
「気付き」

新
た

気

な

付

き

①協働して解決す
る必要感のある課
題を設定する。

②個々の力を高め
る「つなげる」を重
視したＫＫＴタイムを
実践する。

③自己の変容を自
覚できる「見通し」と
「振り返り」を重視す
る学習過程を工夫
する。

④聞き手を育てる
「あたたかい聴き
方」「やさしい話し
方」を指導する。

変容した姿
〔学びの振り返り〕

Ｋ
Ｋ
Ｔ
タ
イ
ム
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教 科 各教科におけるＫＫＴタイムの実践・取組の工夫

・生徒が「もっと聴きたい。もっと考えたい 」と思うようなＫＫＴタイムでの国 語 。
テーマ設定の工夫。

・話合いの論点の焦点化を図るための資料の吟味。
・ねらいに応じた学習形態（個・ペア・グループ・一斉）の工夫。

・ねらいに迫るためのＫＫＴタイムを効果的に位置社 会
付けた単元構成の工夫と学習計画表の活用。

・起点となる「問い」を付箋を活用して集約させる
手法の活用。

・お互いの意見の根拠となる資料の「見える化」に
よる話合い活動。

・自力思考→トリオＫＫＴ→全体ＫＫＴ→評価問題数 学
の自力解決の流れの定着。

・多様な見方・考え方を出し合う場面で有効。数学
を苦手とする生徒の解決の糸口。

・予想や課題を探究する場面で，個の考えの記述→グループＫＫＴ→全体ＫＫＴ理 科
という流れのスタンダード化。

・ホワイトボードを活用しての「グループ作図ＫＫＴ ，課題解決した生徒がつ」
まづいている友だちに教える「教え合いＫＫＴ」が有効。

，英 語 ・ペアやグループで英語を用いて対話をつなげたり
発展させたりして，発話の機会を増やす学習形態
の工夫。

・全体ＫＫＴでの気付きの共有化と高め合い。
・受信 聴いて →思考・活用 考えて →発信 つ（ ） （ ） （

なげる・広める・気付く）が英語科のＫＫＴ。

・創作活動で多様な表現の工夫をＫＫＴで出させる音 楽
活動が，質の高い作品を生み出すことに有効。

・合唱パート練習でのＫＫＴタイムでの，生徒同士
の教え合い，高め合うスタイルの確立。

・導入から終末まですべてがＫＫＴタイムによる言美 術
語活動という意識付けで取り組んだ鑑賞授業。

・繰り返し行うことによる，美術館での鑑賞を思わ
せるような活発な意見交換の実現。

・毎時間の個人・グループのめあての確認やチーム保健体育
での「作戦会議ＫＫＴ 。」

・実践の中でのトリオ学習で，お互いに見合う活動
を通して，自分では気付かない動きに対して，他

。者からのアドバイスをもらうＫＫＴタイムは有効

・マトリクス図を用いたＫＫＴタイム。技術･家庭
・ＫＫＴタイム前に，付箋紙に個人の意見を明確に書かせることによる，多様な

意見を整理しながらの話合い活動。
・ 個→ペア・グループ→全体→個」という流れで，自己のアイデアを再構築す「

る学習過程の定着。

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読書指導

① 毎日の朝読書（15分間）
・学級担任も一緒に読書をした。図書室から借りた本を読んでいる生徒が多い。

② 図書室，図書室前廊下の特設コーナーの活用
・その時季やニュースに応じた本を特集し，図書室内や図書室前廊下に展示することで生徒

の読書意欲を喚起。

相互評価を取り入れた

グループでの対話（英語）

資料の「見える化」と

学習隊形の工夫（社会）

鑑賞授業での意見交換（美術）
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③ おすすめの本100選ポスター作成（市教育委員会）に伴う，おすすめの本カードの作成。
・全校生徒が，自分がすすめる本を選び，カードを作成 （図書室内に学年ごとに展示）。
・おすすめの本100選ポスターに17名が選出された （市内中学校で最多）。

④ 図書室を活用した授業
・国語辞典や漢和辞典を活用（国語）
・おすすめの本のポップ作り（国語）
・戦争や平和に関する新聞記事の収集（国語）
・見出しの違いや関連する記事を読み，学習課題を設定
（社会）

・レポート作成に図書室の本を活用（理科）など
(2) 図書委員会主催のミニビブリオバトル

， 「 」・本来のビブリオバトルは５分間であるが これを ミニ
として，３分で実施。昼休みに３名の生徒がおすすめの
本を紹介し，それについて質疑応答後，チャンプ本を決定。

・年間３回実施。初回は図書室で実施したが，２・３回目は玄関ホールで実施。３回目のとき
は横手北小学校の図書委員も参観し，小中連携の取組につながった。

(3) ＮＩＥに関する実践
① 職員の共通理解を促す取組

・毎月の職員会議にＮＩＥ担当が『 Newspaper In Education 』を発行し，新聞活用に関
わる情報を提示した。

② 生徒の興味･関心を高める取組
・図書室前にＮＩＥコーナーを設置
・読売中高生新聞の記事の紹介
・ Morning ＮＩＥ」の掲示「

）（③ Morning NIEの実施 毎週金曜日の朝15分間
・新聞のコラム（秋田魁新報が中心だが，各
地方紙からも取り入れている。その時々に
合った内容，生徒に読ませたい内容をNIE担
当が選び，シートを作成 ）。

④ 横手市新聞の日を活用したNIEの取組
・第１回（５月）…「いっしょに読もう新聞

コンクール」への応募
・第２回（９月）…切り抜き新聞の作成

各クラスで３～４人のグループをつくり，自分の気になった記事，興味をもった記事に
ついて意見を記入した。レイアウトや内容など完成度の高い作品ができた。

・第３回（２月）…〔１・３年〕気になる記事について考えをまとめ，意見交流。
〔２年 「シゴトビト」を活用し，将来の職業選択ついて，意見交流。〕

⑤ 新聞を活用した授業
年度当初に立てたＮＩＥ年間指導計画に基づいて，各教科で実践した。年度末には成果と

課題を明らかにし，次年度の計画の見直しにつなげた。

３ 小・中連携等について
(1) 横手北中学校区小・中連携教育全体研修会の実施（８月１日実施：於 横手北中学校）

①全体会Ⅰ，②教育長講話，③分科会（教務部，研究部，生徒指導部，養護教諭部 ，④）
全体会Ⅱ，以上の内容で実施。研究部会では 「聴いて 考えて つなげる」授業の各校の，

，，，実態 フォーラムに向けての短期的な課題 フォーラムでどのような子どもの姿を見せるか
，，その実現のための具体策等について話し合い 小・中連携のこれまでの取組を生かしながら

共通実践事項などを確認し合うことができた。
(2) 横手北中学校区小・中連携教育懇親会の実施（８月26日）

学力向上フォーラムに向けて，横手北中学校区の小・中学校のほぼ全員が参加し，日頃で
きない情報交換をしながら親睦を深めることができた。

(3) 研究会への相互参加による研修
年度当初に各校の指導主事訪問等の日程に合わせ，小・中の授業参観交流計画を立て，補

充計画などが事前に行われるように配慮した。特に学力向上フォーラムのパネリストも務め
，，られた国語教育専門監の横手北小学校佐藤利美先生の授業を 横手北中学校のほぼ全職員が

２日間に分けて参観した研修会はとても意義深かった。

第３回 ミニビブリオバトルの様子

第２回 横手市新聞の日に作成した切り抜き新聞
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Ⅲ 成果と課題
○今年は10月22日に学力向上フォーラムという研究の成果を全国に発信する機会に恵まれ 「オ，
ール北中」を合い言葉に全職員がベクトルを同じにして研修を進めたことが大きな成果につな
がった。

○昨年度から全教科で取り組んできた「ＫＫＴタイム」を通しての思考力・判断力・表現力等の
，，，向上をねらった授業改善は 各教科の日々の実践によって 教科独自のＫＫＴタイムと深化し

学習形態なども工夫されてきた。また，話合い活動を楽しみにする生徒が増え，全体の場で意
見を出し合うことが自然になりつつある。生徒アンケートからも「ＫＫＴタイムは自分の表現

。，」，力や考えを深めたり 広げたりすることにつながっていますか という質問で 高評価を得た
教師主導型の授業よりも，生徒が主体的な活動で課題を解決していきたいという意識の高まり
を感じる。学力向上フォーラムの生徒の授業感想には 「今回の授業は，国民が裁判に参加す，
る意義やこれからの裁判員制度について班で話し合い，そして全体の意見を一つにまとめてい
くという難しい課題でした。その過程の中でＫＫＴの有効性と重要性を再確認することができ
ました。今までやってきたことの積み重ねがあったからこそできたことだと思います 「昨。」
年から行っているＫＫＴタイムだが，今回の授業を通してその意味を改めて感じた。一人では
思いつかない考えを知り，理解を深めることができたし，説明不足を必ずクラスメイトが補っ
てくれるので，沢山の人がいる中でも安心して発表することができた。グループではまだ出て
いない考え方を，視点を変えながら見付けようと積極的に話し合うことができた 」など，Ｋ。
ＫＴタイムの有効性を実感するコメントが多かった。

○教師側もＫＫＴタイムを授業にどう組み込むかを考えて，板書にカードを提示することから，
授業の組み立てや，協働的に解決できる課題設定の工夫を常に意識するようになった。

○今年度の全国学力・学習状況調査の生徒質問紙の結果から 「自分の考えを発表する機会が与，
えられていたと思いますか 「生徒の間で話し合う活動をよく行っていたと思いますか 「話。 。」 」
し合う活動では，話し合う内容を理解して，相手の考
えを最後まで聞き，自分の考えをしっかり伝えていた
と思いますか 「家で自分で計画を立てて勉強をして。」
いますか 」という質問に対して 「当てはまる 「ど」，。
ちらかといえば当てはまる」という肯定的な回答が，
全国平均・秋田県平均を上回った。また 「自分の考，
えを他の人に説明したり，文章に書いたりすることは
難しいと思いますか 」という質問に対しては，難し。
いと回答した生徒の割合が全国平均・秋田県平均より
も少なく，説明や記述への抵抗感が小さくなり，思考
力や表現力の向上が期待できる状況である。

●ＫＫＴタイムで「つなげる」を意識させることで，思
考の広がりはできたが，思考を深めるための授業構築
は難しかった。教師の授業コーディネート力やタイム
マネジメント力をさらに高めていく必要がある。

●「ＫＫＴタイム」を軸とした授業改善によって，北中
型学びのスタンダードができつつある。話合い活動の
レベルを上げたり，より効率的に課題を解決したり，
ねらいに迫ったりするために，生徒の語彙力向上や多
様な知識の習得などの必要性を痛感した。今後は横手
市全体で研究推進している図書館の有効活用とＮＩＥ
に関してさらなる充実を図り，生徒の思考力・判断力
・表現力等の向上につなげたい。

Ⅳ 来年度の取組に向けて
・主体的かつ協働して解決する必要感のある課題設定と目的に応じた「ＫＫＴタイム」の設定の

さらなる工夫・改善を図る。
・ＫＫＴタイムで出てきた意見から問題を焦点化したり，新たな気付きを引き出し，つなげ深め

たりする教師の関わり方や支援の工夫など，教師のコーディネート力の向上を目指す。
・ＫＫＴタイムを通しての北中型学びのスタンダードの確立。ＫＫＴタイムを効果的に学習過程

に取り入れることにより 「アクティブ・ラーニング」の視点である「主体的・対話的で深い，
学び」を実現できるよう授業改善を進めていく。

・生徒の語彙力を高め，社会性を広げ，発信力を高める生徒の育成につながる図書館の利活用と
ＮＩＥ実践の工夫改善を進めていく。

学力向上フォーラムでの授業（学級活動）

学力向上フォーラムでの授業（理科）
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研究主題 他と豊かに関わり 「問い」をもち続ける生徒の育成，
～生徒の“必要感”を意識した授業デザインを通して～

横手市立増田中学校

Ⅰ 研究主題について
次期学習指導要領の改訂に向けた教育界の動向，本校の学校教育目標及び本校生徒の実態等を

， 「 」 ，「 」 「 」鑑み 引き続き 言語活動の充実 を中核に据えながら 学びの質 を高めるために様々な 他
と主体的に関わり，協働で「話合い 「追究 「習得，共有」することで自ら学び続ける生徒の」 」
育成を目指した。また，そのためには，生徒にとって「 必要感”のある学び」を意識した授業“
デザインが不可欠であるため，上記のように研究副主題を設定した。

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) “必要感”のある学習課題の設定
現行の指導要領は 「学力の三要素」を重視した「生きる力」の育成を目指している。しか，

し，グローバル化や情報化等，急速かつ大きく変化し続けている社会の中では 「解」の存在，
しない問題が数多く生まれることが予想される。だからこそ，現代の子どもたちには，自ら問
題を発見し，他者と協働しながら主体的に判断し，問題解決に向けて自ら「解」を創り出す力
が求められる。よって，生徒にとって受動的な授業ではなく，能動的な授業が大事であること
は間違いない。本校では 「他人事」ではない「自分事」として主体的に学ぶ学習を成立させ，
るため，生徒の疑問・気付き，生活経験及び既有の知識から学習課題を設定したり，ゴールが
明確なめあてや学習課題を設定することで学習課題の解決への見通しをもたせたりすることを
意識した授業をデザインしてきた。実践例は以下の通りである。

【数学科】ゴム紐を使用して，これまで学習してきている図形
を変形させることにより，既習内容を生かして角度を求めようと
する“必要感”をもたせた。

【理科】新たな疑問が記載されている「振り返りシート」から
学習課題を設定することにより，与えられた学習課題ではない「自
分事」としての“必要感”のある学習課題を設定することを心が
けた。また，第２学年の「天気とその変化」の単元において「天
気を予測できるようになろう」という単元を貫くゴールを設定す
ることで単元全体に見通しをもたせ，一時間一時間の“必要感”
を高めた。

(2) “必要感”のある言語活動の場の保障
「他」との豊かな関わりを醸成するため，生

徒にとって 必要感 のある言語活動の場を 関“ ” 「
わりタイ 夢」と命名し，指導法の工夫改善を©
図ってきた。また，ただ「話し合わせる場を設
定する」のではなく，関わりたい「４つの“必
要感 」を意識するとともに，自力思考の場を”
保障し，一番効果的な形態（ペア，トリオ，グ
ループ，一斉）で言語活動を充実させるような
授業をデザインした。実践例は以下の通りであ
る。

【社会科 「関わりタイ 夢」を「自分の考】 ©
えを発表し，交流し合うことでさらに自分の考
えを深めたり，修正したりしながら社会的本質を理解するための場」と位置付けている 「こ。
れからの時代に，伝統的な生活・文化をどのように継承していくべきなのだろうか」の学習課
題で行った授業では，増田地区の内蔵の中で授業を行った 「関わりタイ 夢」では，２軸４。 ©
象限マトリックスを利用し，感情面の積極的関与・消極的関与を縦軸に 「文化を形を変えず，
そのまま継承する」と「現代社会の変化に合わせて継承する」を横軸にとり，四つの領域で自

「関わりタイ 夢」のイメージ図©

数学科の実践
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分の考えを明らかにさせ，感情面の話合いに止まらないよう
に，かつ社会的条件や社会の変化の面等を取り入れながら話
し合わせた。

【音楽科 「関わりタイ 夢」を「曲との関わり」と「仲】 ©
間との関わり」に分けて位置付けている。曲とじっくりと向
き合い 「なぜ好きなのか 「曲がどうなっているから美しい， 」
のか」等について，根拠をもって説明させたり，仲間との関
わりから様々な感じ方を知り，尊重し合い認め合ったりする
活動に力を入れ，授業をデザインした。例えば 「イメージ，
をもたらす音楽の秘密を探ろう～Ｊ・ウィリアムズの映画
音楽」の授業では，曲の感想を曲想と要素に分けて学習シ
ートに記入させ 「強弱 「速度 「音の高低」等の要素の視， 」 」
点を明確にして曲想について話し合い，言語活動の充実を
図った。

【英語科 「ＡＬＴの引っ越しの手伝いをする」という場】
面を設定することで，ＡＬＴとの会話に“必要感”をもた
せた。また，聞いた情報をもとにして簡単な絵を描かせる
ことで，正確に聞き取ることができたかについて確認するための言語活動の充実を図った。

(3) 「まとめ 「振り返り」の場の保障と新たな「問い」が湧出される授業デザイン」
生徒一人一人の学びの姿の確実な見取りへとつ

なげるのは勿論のこと 「分かった 「できた」と， 」
いう学びの喜びを原動力として新たな「問い」が
湧出されることで，自ら学び続けることのできる
生徒の育成を目指し，学びがスパイラル的に連続
していくことを実感できる振り返り等を工夫して
きた。主な実践例は以下の通りである。

【保健体育科】学習カードを工夫することで，
一時間一時間の学びの積み重ねをデザインした。
個人的な振り返りだけでなく，仲間からのアドバ
イスをもとにして次時の個人目標を設定すること
を行い，学びの連続性を意識させるとともに，新
たな「問い」へとつなげた。

【理科】一時間一時間のつながりに止まらず，学習内容と身近
な現象等をリンクさせた振り返りを奨励した 「雲はどのように。
してできるのだろうか？」という学習課題で行った授業の振り返
りでは 「息を吐くと白くなるのは，今日の学習と関係している，
と思う 「マスクをしていると眼鏡が曇るのは，吐いた息がレン」
ズの周りの空気によって冷却されたからではないか」等，学習し
たことを身の回りの現象に当てはめて考察する姿が多く見られ
た。

(4) 「思考スキル」を明確にした言語活動の場の設定
。，学びの質を高めるためには 言語活動の場の設定は必須である

そこで，考えたり話し合ったりする際には 「思考スキル」を意，
識させることで視点を明確にし 「他」とどんな関わりをするこ，
とで学習課題が解決できるのかを生徒にイメージさ
せ 「関わりタイ 夢」の場を設定した。実践例は， ©
以下の通りである。

【国語科】日常的に，トリオによる言語活動の場
を設定している。その際，思考スキルを意識させ，
常に「何のためのトリオ学習なのか」を明確にして
言語活動を充実させた。例えば「新聞を比較して読もう」という単元の実践では，吉田沙保里
選手について取り上げた２社の新聞記事を取り上げ 「多面的にみる」ために比較する「関わ，
りタイ 夢」を実施した。©

【美術科 「自画像スケッチ」の活動において，生徒同士のミニ作品鑑賞会を完成まで継続】
して行い，表現活動と鑑賞活動のサイクルを大事にした。自分の作品を「他」の仲間の作品と

学びがスパイラル的に連続していくイメージ図

本校で意識した５つの「思考スキル」

音楽科の学習カード

保健体育科振り返りシート（抜粋）

社会科の実践例（マトリックス）
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比較し，自分の作品がどのように見えるのかについて客観的に「比較」して考えさせ，自分の
作品の課題を見付ける取組を行った。

【数学科】自分の考えを広げるために，
自分の考えをホワイトボードにまとめ全体
で共有化した。同様に理科でもホワイトボ
ードを活用し，自分たちの考えを他のグル
ープに伝える活動の中で質疑応答を行い，
他の考えと自分たちの考えを「関連付け」
て，学習課題の解決に取り組ませた。

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 朝読書（毎朝15分間）
・１クラスずつによる，図書室を利用した朝読書の実施

② 学校司書による展示の工夫
・新刊本コーナーの充実
・増中生徒による「おすすめ30選」の展示

③ 本に親しむ機会を広げる活動の実施
・図書委員による図書だより「本のきもち」の発行
・学校祭での「しおりコンクール」
・学校司書による広報「白猫と本」の発行
・図書委員による「図書集会」の開催
・校長による「校長ミニ図書コーナー」の新設
・本の広告カード（ポップ）の作成（増田図書館との連携）
・増中生徒による「おすすめ30選」の選定

④ 各教科による主な授業での図書室活用
・国語……全学年「お薦めしよう！私の一冊」
・美術……３年生「私の好きな絵画紹介」

(2) 「ことば」の力の育成
① 「増中『新聞の日 」の設定（毎週金曜日）』

・第１・第３金曜日の朝読書の時間に「読売ワークシート通信」
を活用し，社会に目を向ける力，新聞を読み取る力を養う。
また，帰りの会終了後，全校生徒が体育館に集まり，小グル

（ 「 」） 。ープによる意見の交流 全校 関わりタイ 夢 を実施した©
・第２・第４金曜日の朝読書の時間に「読売中高生新聞」を全

校生徒に配付し，気になった記事に対するコメントを付箋紙
に記入させた。また，帰りの会終了後，各学級毎に小グルー
プによる意見の交流（学級「関わりタイ 夢 ）を実施した。© 」
なお，付箋紙は各学年のＮＩＥコーナーや全校ＮＩＥコーナ
ーへ掲示し，様々な意見に触れさせた。

② 「ハッピーニュースコーナー」の設置
・生徒と職員が，読んで幸せになった新聞記事を掲示するコー

ナーを設けた （月，金，土，日の担当は教員）。
・担当曜日（火が１年，水が２年，木が３年）の学年の生徒は，

学級の生活班で図書室へ足を運び，その日の新聞記事に目を
，，。」「，通し 班員で話し合い ハッピーニュース を選定させた また その記事を台紙に貼り

コメントを記入して「ハッピーニュースコーナー」に掲示させた。なお，掲示してある新
聞記事を読んだ生徒の考え等が書き込めるように，付箋紙も準備した。

③ 主なＮＩＥ実践
単元・題材等 教科 内 容 等

新聞を比較して ・二つの新聞記事をいくつかの観点で比較し，それぞれの特徴
国語

読もう を捉えさせる。
新聞記事から ・様々な新聞からオリンピック関連の記事を収集し，自分の気
オリンピックを 保体 になった記事に対して感想をまとめる。

振り返ろう ・体育館前に「オリンピックＮＩＥコーナー」を設置する。

）広告カード（ポップ

増中「お薦め30選」の展示

全校「関わりタイ 夢」©

全校ＮＩＥコーナー

数学科の実践 理科科の実践
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３ 小・中連携等について
(1) 小・中連携のねらい

増田地域においては，現在，小・中学校が各一校という状況にある。児童生徒は小・中学校
を通して９年間同じ仲間で学ぶことになるが，距離的にも遠くない所に学校が位置している状
況は，９年間を見通した教育を展開していくためには好条件である。学年や発達段階に応じた
指導の充実，小・中学校における教育活動の質の向上及び子どもたちに確かな学力を身に付け
ることをねらいとして 「学習指導部 「生徒指導部 「キャリア教育部 「特別支援教育部」， 」 」 」
を組織しながら連携協力をしていく。

(2) 主な取組（継続）
・小学６年生を対象とした，中学校数学科による「おもしろ算
数教室」の実施と，中学校英語科による外国語活動の補助

・授業研究会における授業参観や研究協議会への参加
・小学生，中学生の協力した「あいさつ運動」の実施（夏休み
の前後で２回）

・夢講座（HILL STONEによる「命の大切さ」トーク＆ライブ公
） ）（，演 総合パネルディスカッションの実施 小学６年生参加

・ 思いやりに関する標語コンクール」の合同実施「
(3) 今年度からの新たな取組

・昨年度までの数学科による出前授業に加えて，今年度は中学
校理科教諭による「おもしろ理科教室」を実施した。

・中学校英語科による 「書くこと」にも触れさせる外国語活，
動を実施した。

・中学校説明会とは別に，小学６年生が中学校の日常の授業の
様子を参観した。

(4) 十文字中学校との中・中連携
総合的な学習の時間のまとめとして，十文字中学校を会場と
しての「合同総合発表会」を実施した。

Ⅲ 成果と課題
○「 他人事』ではない『自分事』として学ぶ主体性」と「 他』との豊かな関わりから学ぶ『協『『

働性 」を大きな柱とし “必要感”をキーワードとして全職員で実践していくため，年度当初』 ，
に「関わりタイ 夢」の在り方について共通理解を図った。また，研究主任が授業者となり，全©
校生徒を対象とした全校授業を体育館で実施したり，教室掲示を工夫したりすることで，今年度

」「，。の目指す授業像について生徒にも示した これらにより 教師と生徒が一緒になって 学びの質
を高めていこうとする雰囲気が生まれ，共通実践事項を意識した取組ができた。

●年４回実施した学習アンケート（生徒用）からも 「関わりタイ 夢」について「好き」と回答， ©
している生徒が多く見られた。理由としては 「自分の考えが深まる 「固定観念が無くなり，， 」
様々な考えができるようになる 「新しい考えが生まれる 「皆で協力して何かを解決する活動」」
は，将来のためになっている」等が挙げられ，概ね満足のいく結果となった。しかし，一方では

」，「 」「意見がまとまっていなくても すぐに次に進んでしまう 自分の意見をもつことができない
「何も話さない人が多いので，参加したくても参加できない」等の意見もあり，教師側の「関わ
りタイ 夢」の設定の仕方に一考の余地があり，さらなる指導法の工夫改善の必要がある。©

Ⅳ 来年度の取組に向けて
・ 主体性 「協働性 「必要感 「関わりタイ 夢」等，学びの質を高めるためキーワードについ「 」 」 」 ©

て，目指す生徒の姿を各教科毎に具体的にイメージして共通理解を図る。
・ ことば」の力を育むためのＮＩＥ推進・図書館利活用の継続的な取組を推進する。「

オリンピックＮＩＥコーナーハッピーニュースコーナー

おもしろ理科教室

十文字中学校との合同総合発表会

新聞閲覧台図書室での国語の授業
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進んで仲間と共に学ぶ生徒の育成研究主題
～平鹿スタンダードの定着をよりどころにして～

横手市立平鹿中学校

研究主題についてⅠ
言語活動の充実による確かな学力の向上を図ることを継続しながらも 「平鹿スタンダード」，

の定着をよりどころにして，学習習慣の定着を一層高め，お互いの意見を積極的に出し合い，そ
れをお互いに認め合い，課題追究に全員が関わるような「学級集団が学習集団として機能するこ
と」を目指した。そのため，基礎学力や基本的な技能を生徒一人一人にしっかりと身に付けさせ
た上で，全教科で 「秋田の探究型授業 （個→集団→個）の学習スタイルを定着させるよう実， 」
践を重ねた。その結果，集団での学び合いがより活発になり，お互いの思考を深めることができ
れば，将来にわたって学ぶ力を身に付けた生徒の育成につながるのではないかと考えた。
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
(1) 平鹿スタンダードについて

① 平鹿スタンダードの目指す生徒像
一流の学び手（主体的で対話的な学習を積み

重ねられる）として，将来にわたって学ぶ力を
身に付けた生徒

② 平鹿スタンダードとは
一つ一つの教育活動が，個々の教師の感性や

力量等に任されることなく，全教育活動共通で
誰もが同じスタンスで臨むことにより，全生徒

。が同質の学びを獲得できることを保証するもの
(2) 平鹿スタンダードの具体的実践内容

① ｢めあて･学習活動･評価の軸のぶれない授業」
・板書カードの利用(めあて赤･まとめ青)
・めあてにふさわしい学習活動の位置付け
・めあてと整合性のとれた評価規準の設定
・振り返り活動で，自分を成長させてくれた取

組について記述させるなど，自分の学び方を
意識させる取組

② 『学校教育の指針Ｈ28年度の重点』
“問いを発する子ども”の育成 Point２「秋

田の探究型授業」の実践
・個→集団→個の流れを重視し，仲間と学び合
う主体的・対話的学習の実践

・集団で学び合う時間を「共生タイム」と名付
けることによる学び合いの意識付け

＊「自分で 仲間と みんなに自分に」の「で
・と・に」をキーワードとしながら今年は共
生タイムで「と」の部分を重点化

③ 話合いスキルの向上
話合い活動においては，最終的には生

徒が自分たちで話合いを進めていけるこ
とを目指しながら 「HUSTLEフィールド」，
とネームマグネットを利用した話合いの
コーディネート方法を模索した。

④ 「平鹿中生八つのあたりまえ」の設定
「平鹿中生学びの姿」から特に重視した

いものを中心に絞り込みを図り，生徒にと
ってのスタンダードとして八つのあたりま
えを設定し徹底を図った。
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(3) 具体の取組
」「① 授業例 ２年美術 展覧会を企画しよう 秋田県近代美術館アートカードを利用して～

・取組の重点 【共生タイム】による「学び合い深め合い」
【共生タイム】では，自分の目玉作品選択の根拠の内言を外言化し，その交流によって選ん

だ作品の持つ価値観や，新しい見方に気が付くことができていた。

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 各学年毎に「必読30冊」を作成，学年棟にその本を設置し読書生活の質の向上を図った。
② 職員室へ学校図書館利用表を設置し，どの時間に学校図書館を利用できるのか周知した。
③ 各教科の授業に合わせて学校図書館内に関連の書籍を集めた特設コーナーを設置するとと

もに，公立図書館の団体貸し出しを利用し，各教科の学習の充実を図った。
④ 各教科での利活用を促進させるため，学校図書館の年間指導計画を作成した。
⑤ 本だけでなく，新聞を使った授業の要望も多いことから，毎日の新聞を整理・保管し，授

業での活用に向けて準備を整えた。

目玉作品を選択 ネームマグネットで表示 他の考えから視野を広げる
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(2) ＮＩＥ活動に関して
① 校内ＮＩＥ環境の整備

・週刊ＮＩＥコーナーを設置し，生徒の身近に新聞が
ある環境を整えた。

・秋田さきがけ「週刊ＮＩＥ」の掲示
・秋田さきがけ「Let's えいGo!」の掲示
・読売新聞と読売中高生新聞を掲示
・各学年の廊下環境にＮＩＥのコーナーを設置
・校長室前に「てつやが読む 」と名付けた特設コーナ!!

。，，ーをつくり 校長先生自ら生徒に記事を紹介し 新聞に対する生徒の興味・関心を高めた
・毎週金曜日の朝の時間に，新聞のコラム（読売新聞の編集手帳）を視写して感想をまとめ

る「一流シート」を実施し，全学級の取組を廊下に掲示することで，学年を超えて互いの
考え，感想を交流できる環境を整えた。

〈以上昨年度からの継続実践〉
・ 切り抜き新聞」コンテストを実施して学校祭で展示するなど，テーマに沿って新聞記事「
を集めたり，記事に対して自分の考えを表現したりする機会を設けた。

・新聞記事を利用したスピーチを朝の会で全学級が取り組み，その記事とスピーチ原稿を廊
下に掲示することで学年全体が共有できるようにした。

切り抜き新聞の優秀作品

読んだ必読書を記入

読んだ本から心に残ったことばを記録

学年の廊下に設置された必読本

廊下に掲示
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② 新聞を活用した授業実践
・国語科における，新聞の社説を比較して読む授業の指導案（一部）

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 道徳の授業において，月別共通実践価値項目を設定したり，ＰＴＡで全学級道徳の授業を
行ったり，同一歩調で実践を進めた。また，全教室に「あったかコーナー」を設置して，一
人一人の心の変容を共有した。

② 小・中合同の「ひまわりプロジェクト」や命の講演会等を通して 「いのちのつながり」，
について体験的に理解を深めた。

③ 「あやめグリーティング」運動を通して，中学生が地域の小学生に挨拶を交わすことの重
要性を広げるとともに，温かな人間関係づくりに努めた。

④ 小・中合同情報モラル集会や教職員研修，地域人材を活用した教育活動を通して，命に対
する認識を深め，連携の輪を広げた。

(2) 授業改善の推進
，，① 各校での授業研究会の計画を共有し 中学校からは全員１回以上参観に行くことを実践し

児童生徒理解に努めるとともに指導技術の向上につなげた。
② 「めあて」や「まとめ」等の板書の仕方を統一して，安心して授業を受けられる土台作り

を図った。

Ⅲ 成果と課題
○「平鹿スタンダード」と「共生タイム」の定着により，授業における「個」→「集団」→「個」

の流れが確立し，学びの質が高まった。
○共通実践事項に全職員が確実に取り組んだ結果，県学習状況調査では 「授業のめあてを立てて，

取り組んでいると思う」と「話し合う活動がよく行われている」の設問に対して，肯定的な回答
が１，２年ともほぼ100％となった。

。，○学校図書館・ＮＩＥの利活用を全体で意識して取り組んだ結果 図書館利用や読書量が増加した
○道徳の小・中共通実践価値項目を設定した結果，６月アンケートと１月アンケート調査の比較で

地域の小中学生全体のいのちに関する認識の高まりが顕著に見られた。
●教師サイドからの「提示型」学習課題が多く，そのため生徒の主体的・対話的に探究し課題解決

しようという意欲や学習活動につながらないことがあった。
●ＮＩＥについては，国語科と社会科を中心とした取組が主となっており，他教科への水平展開が

あまり進まなかった点が課題である。要因としては，年間計画の中に位置付けられていないこと
が考えられる。

Ⅳ 来年度の取組に向けて
・言語活動の充実に向けて，生徒主体の学習課題づくりや，話合いをコーディネートする「シンキ

ングツール 「HUSTLEフィールド」の活用を実践していく。」，
・道徳の教科化に向けて，今年度積み上げた実践と 「道徳ノート」の活用を中心に９年間を見通，

した道徳教育を充実させていく。

小・中合同情報モラル集会あったか挨拶運動
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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
～よりよい関わり合いによって，学びの実感を深める～

横手市立横手明峰中学校

Ⅰ 研究主題について
本校の教育目標は「志をもち，自らを磨き，未来を切り拓く生徒の育成」である。自らの生き方

， ， 。を切り拓くために 個の学びを主体的に追究していく生徒を育成したいと考え 本主題を設定した
課題に対して既習事項や新しい知識を活用して深く考え，他者との交流や情報を通して解決方法を
見いだしたり，自分の考えを深化，拡充するために言語活動を重視する必要がある。主体的な思考
・判断・表現を促し，学びの実感を深めるためのキーワードを「よりよい関わり合い」とした。

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) 習得と活用による確かな学力の育成

の成果と課題を受け，次の３つの「関昨年度の実践

「よりよい関わり合い」をもった授業（例）わり合い」をより質の高いものにすることにより，目
１見通しがもてるめあて，必要感のある学習課題の提示指す生徒の姿にせまることができると考えた。

↓① 学習課題との「関わり合い」
２個の考えをもつ生徒にとって必要感のある課題か，話し合う価値の

↓ある課題かを吟味する。さらに，学級全体で解決する
３個の考えの明確化必要感のある課題を設定させる。

↓② 既習の知識や技能 学習スタイルとの 関わり合い， 「 」
４小グループでの学び合い正確な受信に課題のある生徒の実態があるので，既

↓習事項を活用して適切に情報を読み取ったり聞き取っ
５小グループの考えの明確化たりして，自ら問いを発し，主体的に課題設定できる

↓よう，活用させたい基礎的・基本的知識や技能を明ら
６学級全体での学び合い ←かにする必要がある。また，課題設定に至るプロセス

↓を工夫するとともに，課題解決のために必要な思考の
７個の考えの再構築仕方を意識させ，生徒が既習の知識・技能や課題解決

↓の仕方を生かしながら学習を進めることができるよう
８まとめ，振り返りで変容を実感にする。

よりよい関わり合いによって学びの実感を深めた状態③ 生徒同士の「関わり合い」
思いや考えを伝え合うことが楽しいと感じることの

できる温かい学級風土を基盤とする 「聴く」ことから「訊く」ことを大切にし，多様な。
考えを伝え合い，つなぎ合い，高め合うことによって，思考を広げ，深め，課題解決につ
なげていく。学級全体での「関わり合い」をより質の高いものにすることにより，学びの
実感へとつなげていく。

「 」 ，「 」これら３つの 関わり合い を意識し 主体的に課題解決に取り組む手立ての工夫
「関わり合いを通して学び合う学習の活性化 「学びの実感を深める手立ての工夫」を」
柱として授業改善を図った。

(2) 取組の具体
① 【実践例１】＋に変化した25を目指して （２年特別活動）

よさと課題は何か～２年生熟議へ25からの発信～
・クラスの「伸ばしていくよさ」と「改善すべき課題」を話し合う中で，集団の一員と

しての自覚と責任を高めることをねらいとした。お互いの意見を尊重し認め合う話合
いを通して，これからの生活に向けた実践意欲を高めることにつなげた。事前の活動
として，個々にクラスの「よさ」と「課題」を付箋に書かせておき，小グループで意
見を出させながら整理，分類させることを通して，全体での話合いの目的を明確にし
学習活動への見通しをもたせ，主体的な取組を促した。グループの意見を短冊に書か
せ，全体での話合いのポイントを焦点化し，具体的な改善策を話し合わせた。
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○事前に個の考えを付箋にまとめさせておくことが，主体
的に学習課題をとらえることに結び付いた。また，授業
の流れを黒板に掲示したことにより個→グループ→全体
という意見交換の流れが明確となり，スムーズに話合い
が進んだ。

●話合いを焦点化し，より具体的な改善策をより多くの生
徒の関わりのもと話し合せるために，全体のコーディネ
ーターと各グループのリーダーとの連携を密にする事前
活動の充実を図る必要があった。

② 【実践例２】人権と共生社会（３年社会科）
，，・新聞記事を読んで 自分の立場を明らかにするとともに

話合いの成果を踏まえて男女がより対等に活躍できる社
会の実現に向けて，大切にしたいことを多面的・多角的
に考えることをねらいとした。導入部で明確にした個の
考えや意見を大切にし，３人グループ（トリオ）で，既
習事項である「対立と合意 「効率と公正」の見方や考」
え方を互いに活用しながら，合意に向けて検討すべきこ
とはどんなことかを話し合わせた。その後，各グループ

。，の話合いの結果を比較し合いながら さらに検討すべきことがないか全体で協議した
○導入部で新聞記事を活用し，感想や自分の考えを述べさせることにより，自分と実社

会の距離を縮めることができた。さらに自分事として学習課題を捉えることにつなげ
ることができた。

●多様な考えや立場があることを前提に，どうしたら課題解決に最善・最良であるかを
議論し，折り合いを付けたり妥協点を見いだしたりするところまでは至らなかった。
トリオでの話合いのさせ方や全体討議のテーマに改善の余地が残った。

③ 【実践例３】いざ攻防の世界へ！得意技で一本！（３年保健体育）
・柔道の学習において投げ技を確実に習得し，得意技や連続技を身に付けることができ

たあと，さらに攻防の中で相手に技をかけるための課題を解決するために有効な練習
方法を選択することができるようにするこ
とをねらいとした。各自の課題を記入した
付箋と練習方法選択のホワイトボードを活
用して，課題と練習方法を視覚化した。ト
リオになって課題を共有し，身に付けた知
識や技能をもとにアドバイスさせながら，
練習に取り組ませた。またその成果を確認
するために自由練習を設定した。目指す姿
とそのために解決するべき課題を個々に明
らかにさせ，目指す姿にどれだけ近づいた
か，視点を明らかにして振り返りをさせる
ことにより，学びの実感を深めることにつ
なげた。

○指導内容を吟味し，確実に知識や技能を習得させることにより，課題解決のためにお
互いがアドバイスをし合う場面で，習得したことを活用して話し合うことができた。
また，ゴールの姿を具体的にイメージさせることによって課題が明らかとなり，振り
返りによって学びの実感を深めることができた。

●「有効な練習方法」の具体的な確認が甘かったため，その点については答えられない
生徒が出てしまった。

２ 学校図書館の利用およびＮＩＥの推進について
(1) 読書活動の推進に関する取組

① 図書館の整備と生徒会活動を通した図書館の利用促進
・直木賞，本屋大賞受賞作品など，話題の図書をできるだけ早く準備し貸し出しを行っ

付箋紙を用いた個の意見の交流

トリオでの話合い

ホワイトボードを用いた思考の整理と振り返り
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ている。また，映画化された本や横手市の中学生によ
る100選のコーナーなどを新設した。

・季節や行事にあった図書を紹介することで，新しいジ
ャンルに興味をもたせるようにしている。

・図書委員会の活動として，昼の放送を利用した週一回
の新刊紹介を行っている。ブックトークの場としても
活用している。

・中学生の時期に読んでおくべき本を知ってもらう目的
で「明峰100選」を推奨しクラスごとのグラフ「ヨム
ヨムの実のなる木」にシールをはらせることで意欲を
喚起している。

・図書委員会による図書集会で
は 「読書の世界を広げるた，
めに」というテーマでシンポ
ジウムを行った。横手市の中
学生100選のポスターに掲載
された６名の生徒が意見交流
をした。フロアの生徒からも
発言が多数あった。さらに図
書委員によるブックトークも行い，集会を
きっかけに図書室に足を運ぶ生徒も出てきた。

② 教科等の授業における図書の活用
・古典や短歌の学習での調べ学習（国語）
・教科書に登場する人物に関する，あるいはその

人物の執筆による著書を活用した導入（英語）

(2) ＮＩＥ推進に関する取組
① 全校で取り組むために

・ＮＩＥ推進部としての年間計画と各教科や領域
での推進計画を作成し，全体の取組と各部の取
組が一覧できるようにした。

・教員対象のＮＩＥ実践状況アンケートを定期的
に実施して，実践の交流の場とすることにより
以後の実践に生かすことができるようにした。

② 社会的関心を育てるための工夫
・図書室に３新聞社の新聞をストックしているが

それだけでは新聞に触れる機会は少ない。保護
者に既読の新聞の提供を呼びかけ，寄せらた新
聞を教室棟各階の廊下に置き，いつでも新聞を
読むことができる環境を整えた。

・各階にＮＩＥコーナーを設け，３紙のトップ記
事を毎日掲示し，社会で話題になっている出来
事に目を向けさせるようにした。

③ 表現力の向上を目指した「スピーチリレー」
・各学級の帰りの会で新聞記事を題材にした１分

間スピーチを行なった。前期は，同一記事に対
して各自が考えたことをスピーチし，その要点
を付箋に書き廊下のＮＩＥコーナーに貼る形で
行った。後期前半は，設定されたテーマにあっ
た記事を探し，それを紹介しながら自分の考え
たことをスピーチする。その内容をシートにま
とめ，友人からコメントをもらって掲示する形
に変えた。さらに後期後半は，ＮＩＥコーナー

，に掲示された４つの新聞記事から一つを選択し
その記事の注目点を明らかにして自分の考えをス

「読書集会」から

各学年の「スピーチリレー」

各学年のＮＩＥコーナー

教科の授業におけるＮＩＥ実践計画

図書室の新コーナー

４月 ５月 ６月 ７月 ８月

部会（今後の 夏季休業中の 職員研NIE 推進部の

方向性 課） 題提示計画に係る動き

震災その後の国 情報の集め方を知ろう 空を見上げて
新聞の紙面構成の特徴を知 被る 災地の人々の生き方に学ぶ語

社

会

正負の数数

経済成長率等の見出しから考える教 学

「植物」に関するレ理

作成科
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。 ， ，ピーチする その内容をシートにまとめ コメントをもらって掲示するというふうに
生徒の実態を把握し進め方を変えながら積み重ねてきた。

３ 小・中連携等について
(1) 各校の実践の共有と共通の課題の把握

横手明峰中学校区の小・中連携推進委員会研究部の組織を「主体的な学び」推進部，NIE
推進部，読書活動推進部，調査・研究部の四つとし，それぞれに所属するメンバーで情報交
換し，共通の課題や次年度の取組の方向性について協議した。

(2) 授業研究会での授業参観
各校の校内研究会を一覧にした表や指導案をPublicを活用して共有し，積極的に授業を見

合った。今年度は延べ約40名の先生方が授業参観のため各学校に赴いたことになる。各校の
重点に基づく「授業参観カード」を用いて授業評価を行った。

(3)「学習アンケート」による実態把握
地区で定めた「学びの姿 （基礎的・基本的技能）をもとに「話す 「聞く 「書く 「読」 」 」 」
」 。 ，む ことに対する自己評価を行う 各校の学習アンケートにこれらの共通の項目を盛り込み

共通して育てたい言語能力について児童･生徒の実態把握を行った。

Ⅲ 成果と課題

○身近な事象や既習事項をもとに課題設定やめあての確認へのプロセスに配慮したり，ゴールの姿

を具体的にイメージさせたりすることを通して，学習への見通しをもち，主体的に取り組もうと

する態度が培われてきている。また，視点を明らかにしたり，個々の変容をとらえさせたりする

振り返りを積み重ねることによって，何をどう学んだのかを実感し，次の学習につながる気付き

を得ることができるようになってきている。

○話し合う目的や進め方の役割分担を明らかにした小グループの話合いが，機能してきている。全

体での話合いを支えたり，個々の主体的な学習を促す上で有効な手段であり，生徒にも学習スタ

イルの一つとして定着してきている。

○諸調査の結果から読書に親しんでいる生徒の実態が明らかとなった。また，新聞が身近なものと

なることによって社会的関心が広がり，読み取って考える力，記事の内容や自分の考えを伝える

表現力が高まるなど，よい傾向が見られるようになっている。

●小グループ，全体の話合いを支える基礎的，基本的な知識の確実な定着やことばの力の向上が課

題である。

●学級全体で話し合って解決する必要感のある課題設定のための工夫が必要である。また，話合い

， ，を通して何ができるようになればよいのか どんな力を育てるのかという明確なゴールを共有し

全ての授業で実践していくことが求められる。

●日常および授業における図書館の活用を促進することにより，幅広い知見の獲得や読解力・語彙

力の向上を図りたい。また，授業を含み，より新聞に触れる機会を多くし，様々な現象，事象を

自分との関わりでとらえる中で様々な課題を発見したり，情報を整理したり評価したりする力を

付けていきたい。

○●中学校区各校の授業参観を通して自校の研修を活性化することができた。授業の様子を教員だ

けでなく児童生徒に伝えることを通して学習意欲を高めるよい刺激としていきたい。また，各校

の実践状況について情報交換を通して把握することができ，自校の取組を評価するとともに共通

の課題を共有することができた。共通して付けたい力のための具体的実践を共有していきたい。

Ⅳ 来年度の取組に向けて

・正確な受信と活用を支える，基礎的・基本的知識や技能の定着とことばの力の育成
・集団思考による学び合いによって育みたい資質・能力の明確化とその実現のための共通実践
・生徒の変容を把握，共有し，教師の共通実践の改善に結び付ける評価の方策の工夫改善
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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
～「問い直し」による確かな思考・判断，豊かな表現に結び付ける指導の工夫～

横手市立十文字中学校

Ⅰ 研究主題について
今年度は，課題であった「話を注意深く聴くこと 「論旨を的確に捉えること」ができるよう」

に，他の考えや質問，リアクションを受けて，自らに問い直すことのできる生徒を育成したいと
考えた。問い直すことで，考えは整理され，深化する。そして，確かな判断，豊かな表現に結び
付いていくものと期待できる。

これらのことから，豊かなかかわりの中で言語活動の充実を図り，学習に対する意欲を更に高
め，確かな学力を身に付けさせたいと考え，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) 「十中生の学び」の具現化を図る

① 「十中スタイル」の授業

他者との対話や議論，話合い等，問題解決のプロセスを重視

した「秋田の探究型授業」と課題の発見と解決に向けて主体的

・協働的に学ぶ「アクティブ・ラーニング型授業」を踏まえな

がら，課題解決の過程で，他者との関わりを通し自らに「問い

直す」場面のある「十中スタイル」の授業を構築した。

② 「問い直し」とは
他者の考えを聞いて，それを受け止め，自分の考えと比較・

検討し，自分の考えの変容をもう一度表出すること。
③ 「問い直し」の場面

・ 問い」を発しながら考えを伝え合い問題を解決するプロセス「
の中で
→学習活動〔発見⇒解決方法⇒問題解決⇒まとめ〕の中で。
→教師から考えを整理できるような発問をされたときに。

・振り返りの場面で
→学習課題･めあての達成度，学びの手応え等についてまとめ，発表するときに。

(2) 授業の実践例
第３学年 数 学 相似な図形

① 本時のねらい（７／22）

２つの三角形が相似であることを証明するために，角が等しいことの根拠を説明すること
ができる。

② ねらいを達成するための工夫
・どの三角形が，どの相似条件で相似になるのか，解決の見通しをもたせる。
・数学用語や式を使った明確な根拠であるか，それぞれの考えを比較・検討させる。

グループでの学び合い 全体での学び合い
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③ 授業の実際

学 習 活 動 ④ 研究協議より
１ 前時までの学習内容を振り返る。 ・めあてを共有し合ってみんなで授
２ 本時の学習問題，めあてを確認する。 業をつくり上げていた。
【学習問題】 ・グループ学習のときに，ホワイト
正三角形ＡＢＣの辺ＢＣ ボードがあることで思考が共有で

。 ，上に点Ｄをとり，ＡＤを１ きてよかった 一人の説明のあと
辺とする正三角形ＡＤＥを もう一度説明させていたことでよ
つくる。ＡＣとＤＥの交点 り理解が深まっていた。
をＦとするとき，相似な三 ・説明を一人で終わらせないところ
角形を見つけなさい。 がよかった。他の生徒に繰り返し

①△AFE∽△DFC ②△AFD∽△ADC 説明させたことで，より納得した
③△ABD∽△AEF ④△ABD∽△DCF 反応が生まれた。もっとよくする

【めあて】 ためには，そこからもう一度グル
角が等しくなることの根拠を説明しよう。 ープに返し，本当に自分で説明で

３ 角が等しくなることの根拠を自力で解決する きるのかどうかを確かめさせると。
。。４ グループに分かれ，仲間と考えを伝え合う。 いい それが深い学びにつながる

。５ 数学用語や式を使った明確な根拠であるか， ・振り返りもしっかりやらせていた

それぞれの考えを比較・検討する。 評価問題もとてもよかった。充実
。るいてれわ行が修研たし。るすをめとまの時本６

， 。７ 評価問題に取り組み 本時の学習を振り返る

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 毎日の朝読書
毎日15分間，学級担任も一緒に読書に取り組む。廊下に面し，オープンになっている学校

図書館から図書を借りて読んでいる生徒が多い。
② 「おはなしぽぽポ」の皆さんによる朝読書の時間での読み聞かせ

今年度は各学年とも２回ずつ，地区で活動している「おはなしぽぽポ」の皆さんにおいで
いただき，学級ごとに絵本の読み聞かせを実施した。

③ 図書委員会の活動
図書委員が推薦する「オススメの一冊」コーナーを設置，委員自らが書き表したポップも

添えて本を展示した。また，秋には図書委員が企画した図書集会を開催，全校生徒の図書館
利用拡大につなげるために，図書クイズ，読み聞かせ，ブックトーク等を行った。

④ 学校図書館の活動
芥川賞・直木賞受賞作品，本屋大賞受賞作品など，話題の図書をできるだけ早く準備し，

貸し出しを行っている。
⑤ 授業の実践例

第３学年 国 語
伝えたい！十七字に込めた思い 教材： 俳句の可能性，俳句を味わう」「

○本時のねらい（本時 ６／10）
友達の考えを聞いて，自分のものの見方や考え方を広げたり深めたりすることができる。

○言語活動の充実のための視点 図書館の利活用
○授業の実際

学習活動
１ 本時の学習のめあてと流れを確認する。

【めあて】
俳句に対する自分のものの見方や考え方

を広げたり深めたりしよう。

２ 前時にまとめた俳句の面白さについてグルー
プの考えを紹介し合う。

３ 本時の学習の振り返りをする。

 

俳句の面白さを書いた短冊を類別
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○研究協議より
・俳句に関する図書資料はよく活用されていた。資料の読み取りが深く，自分のものとし

て発言していた。
・言葉を豊かに，長いセンテンスで表現していた。
・こだわりの一句に対する感受，読み，気付き，喜びを大切にした授業であった。

(2) ＮＩＥの推進
① 学校図書館に新聞閲覧コーナーを設置

全国誌と地方誌を閲覧できる閲覧台を設置している。毎月，新聞社ごとに整理してアーカ
イブスとし，過去の記事も利用することができるように整備している。

② 学校全体，教科・領域等での取組
取 組 教科，領域等 具体的内容

， 。 ， ，容内し出見たし析分しプッラクスを事記聞新日のＥＩＮ中十
とこたじ感でん読を事記のこ，機動だん選を事記のこ組取の校全※横手市新聞の日も含む

等を書かせた。
・短歌を投稿し，週刊ＮＩＥに掲載された。

国 語 ・書くことの単元で，自分の思いをまとめた作文を投
秋田魁新報への投稿 新聞委員会 稿し，VOICE欄に掲載された。

・新聞委員会作成の学校新聞「十中あい新聞」が掲載
された。

・国語では，学習内容に関連のあるコラムを活用し，
国 語 考えの根拠の一つとさせた。

各教科の学習内容に合 社 会 ・社会では，ニュースの中から記事を印刷して配付し
った記事の紹介や掲示 英 語 たり，掲示したりして，興味・関心をもたせた。

家 庭 ・英語では，英語新聞を掲示し，英語への興味・関心
をもたせた。

・家庭では，新聞記事を掲示し，身近な問題として興
味・関心をもたせた。
生徒が読んでみて気になった記事について，見出し

特別支援学級での活用 国語など を考えたり，写真に何が写っているかのかを捉えたり
しながら，その感想を記入して学級に掲示した。

日直による記事の紹介 学級活動 日直が学級に紹介したい記事の切り抜きを掲示，そ
の要旨と感想は短学活でスピーチさせた。

道徳の資料として活用 道 徳 学習資料に関連した記事，コラム等を活用し，より
深い内面化につなげた。

キャリア・職業情報， キャリア・進路 キャリア，職業，入試関連の記事を掲示し，情報の
入試情報の掲示 学級活動 共有化を図った。
研究テーマの参考に 総合的な 新聞の記事から自分の興味のある記事を選び，研究

学習の時間 テーマやその探究方法を決める参考にした。

十中生「みんなのＮＩＥ」コーナー

「こども英語新聞」の掲示コーナー

学校図書館「オススメの一冊」コーナー
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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

十文字地区の４小学校と１中学校の教員が集まり，総会，研修会を行った。
今年度は，市の言語活動の充実による学力向上推進事業の指定１年目，研究主題を各校共通

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」とし，副主題は各
校で定めることとした。来年度の公開研究会に向けて，今年度各校で試行錯誤して，見えた成
果と課題を基に協議を重ね，研究の柱立てを行った。

全体研修会（総会）は，５月末に第１回，10月に第２回，１月に第３回を行った。この他，
各部会がかなりの頻度で開かれ，来年度に向け研修を深めた。

(2) 組織
連携部，学習指導部，生徒指導部，支援教育部，養護教諭部，事務部の各部会を設けた。
連携部の中には小・小連携部と小・中連携部を設けた。

， （ ， ， ，学習指導部には図書館教育・ＮＩＥ推進部を独立させ 各教科部 国語 社会 算数・数学
理科，外国語・英語の各部会)と領域部（道徳，特活の各部会)を分けて設けることにした。

(3) 小・中，中・中の交流
① 11月 十文字地区４小学校の６年生 十文字中学校体験入学

前半は，中学校の授業を一巡し，その後，６年生全員で本校の英語科による合同
英語授業を受けた。後半は，生徒会からの学校紹介を聞き，最後に部活動を見学し
て終わった。

② 12月 総合的な学習の時間 増田中学校との合同発表会
地域活性化への提言ということで，十中生は，横手市のよさや特産物等のＰＲに

ついて，増中生は，増田の歴史や文化，自然のよさについて発表を行い，お互い意
見交流を活発に行った。

③ 教科等の計画訪問
小学校の先生が中学校の授業を，中学校の先生が小学校の授業を参観した。今年

度は研究協議会まで参加し，お互い研修を深めた。

Ⅲ 成果と課題
， ， 。○図書館の利活用 ＮＩＥの活動の成果が少しずつ表れてきており 書く力に波及してきている

発表の中にも図書を活用したことが分かる表現や発言が数多く見られ，また，図書資料から，
根拠のある考えをもつことができようになった。また，新たな社会的事象に関わることが楽し
い，生活に役立つと感じる生徒が多くなり，学習への意欲が高まってきた。

○学習課題を意識して学習を進め，疑問を解決したり，考えを深め合ったりすることができたと
答える生徒が多くなってきた。問題解決の過程を意識した学び方が定着してきている。

●聞き方が受け身なことに加え，授業アンケートにもある「相手の表情を見て分かりやすく話し
た」の項目が他より低かった。他者の発表が新たな視点をもつことにつながっておらず，ねら
いを達成するための話合いになっていないことが多い。考えを深めていく過程や問い直しで思
考を深める場面では，考えていくための視点を与えるなど工夫改善が必要である。

●学び方，メモの取り方等，小学校からやっていれば習慣化することが今一つ定着していない。
みんなの方を向いて発表する。適切な声量で発言する。発表者の方を向いて聞く。反応しなが
ら聞く。といった態度面の習慣化も図っていく必要がある。

上記の課題を克服するためには，生徒に「授業は自分たちがつくっていくものだ」という意
識をもたせることが大切である。生徒同士の関わりを大切にして 「点を線にしていく，星座，
にしていく （生徒一人一人の考えを表出させ，子どもの思考になぞらえ形にしていく）授業」
を構築していきたい。

Ⅳ 来年度の取組に向けて
来年度の公開に向けて，言語の能力を育む図書館利活用とＮＩＥの推進を図りながら，十文字地

「 」（ ）区の小・中学校共通実践事項である 思考力・判断力・表現力等を高める対話 展開：学び合い
と「学びの高まりが実感できる振り返り （導入・終末）の二点に重点を置き，授業改善を進めて」
いきたい。

本校としては 「十中生の学び」の具現化がより明確に図られるよう研究を推進していきたい。，
授業では，対話的学びを通して，他のよさや多様な考えにふれさせ自らに問い直す場面を保障する
ことで，考えの整理や深化につなげていく。また，主体的な学びに資する視点を明確にした振り返
りを工夫することで，自己の変容に気付き，学びの成果を実感できるような授業を構築していく。
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