
思いを重ね，言葉をつなぎ，学びを積み上げていく子どもの育成研究主題

横手市立山内小学校

Ⅰ 研究主題について
児童生徒が自分たちで学習を進めていくという意識を共有しながら，言葉でのやりとりを通し

て基礎的・基本的な知識・技能を習得しつつ，それらを活用した学習活動，探究活動へと発展さ
せ，思考力・判断力・表現力等を高めていく姿を目指し，山内小中共通の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) 研究の重点の設定について

重点１ 児童が主体的・協働的に学ぶ授業づくり
○児童の言葉を基にした課題の設定，学習への見通しをもたせるためのゴールの明示
○思考を深めるための対話

・一人一人の「分かったふり・分かったつもり」をなくすペア・グループでの対話
・汎用的な対話の技能の習得（質問→応答→補足→他視点からの意見）

○個人と集団の学びを価値付け，次時への意欲と見通しをもつための３文による振り返り
重点２ 児童の心を耕し，語彙を広げるための学校図書館の利活用

○読書活動との関連を図った授業実践
○年間数値目標を設定しての読書習慣の育成

重点３ 児童の視野を広げ，社会参画への意識を高めるＮＩＥの推進
○学年の発達段階に応じたＮＩＥの実践
○学習と生活とを結び付ける教師の支援

横手市教育推進委員会研究主題を受け，本中学校区では 「重点１ 授業づくり」にある通，
り，児童生徒相互の「対話」に焦点を当てて，児童生徒の思考力・判断力・表現力等を高め
ていくための授業改善に取り組むこととした。

「重点２ 学校図書館の利活用」では本を読む活動を 「重点３ ＮＩＥの推進」では新聞，
を読む活動を促進していくことを企図した 「読む」行為は，ともすれば一方的に情報を受。
け取る受動的な行為と捉えられがちであるが，読み手のもつ知識と書き手からの情報とのや
りとりによって文章の内容世界を心の中に創り出す能動的な行為と言える。すなわち 「読，
む」ことは書き手との「対話」であると捉えることができる。

よって，重点１，２，３は「対話」という意味において質的に共通したものであり，児童
生徒の思考力・判断力・表現力等を育成していくために極めて有効な手段であると捉えてい
る。また 「対話」は，誰かを相手とするコミュニケーションであるという性質から，児童，
生徒の主体的な学習態度を引き出しやすい活動であると考える。以上のことから，本中学校
区で目指す児童生徒の姿を具現化するために，三つの重点を設定して研究を進めた。

(2) ３部会による研究推進
思考力・判断力・表現力等を高めていくために，研究の本校では，言語活動を通して児童の

重点に対応して次のように３部会を組織し，それぞれの部会において教師が協働しながら研究
推進に取り組んだ。
・授業改善部会（児童が主体的・協働的に学ぶための授業づくり）
・学校図書館利活用部会（児童の心を耕し，語彙を広げるための学校図書館の利活用）
・ＮＩＥ推進部会（児童の視野を広げ，社会参画への意識を高めるＮＩＥの推進）

(3) 共通実践事項の自己評価
本校では，研修の日常化を図るために，研究の重点の中でも日頃の授業等で実践できるも

のを「共通実践事項」として位置付け，定期的（２ヶ月に１度）に自己評価を実施した（資
料１ 。）

(4) 校内授業研究会を通した授業改善
今年度は，６～９月にかけて，３部会に対応した校内授業研究会を実施した。各授業は，

基本的・汎用的な授業モデルとして設定した「山内スタンダード （ ３ 小・中連携等に」「
ついて」の項で詳述）に則って実践した。
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・授業改善部会（算数２年・４年）
・学校図書館利活用部会（特活３年・国語１年）
・ＮＩＥ推進部会（道徳５年・国語６年）

本校の校内研究会は，次のように実施した。
① 指導案検討会

・全体及び教科・領域部で検討会を実施
② 研究授業

・参観者は授業評価シート（資料２）と，付箋紙に授業の成果と課題を記入
・授業をＶＴＲで記録

③ 研究協議会
・授業者の反省と質疑応答
・２グループで付箋紙による協議（資料３）
・グループごとに発表
・指導者からの助言
・参加者が学んだことをキーワードで発表

２ 学校図書館の利活用及びＮＩＥの推進について
児童の心を耕し，語彙を広げるための学校図書(1)

館の利活用
① 学習センターとして
・国語の教科書で紹介されている本を「ほんとも
の本」として各学年に整備する。

・授業に必要な資料や図書を購入したり，市立図
書館から借りたりして整備する（資料４ 。）

・学校司書が各教科における学習支援を児童に指
導的に関わりながら行う。
（例）導入時の読み聞かせやブックトーク

図書シリーズの学年への提供・紹介
調べ方や関連図書についてのアドバイス

資料１ 共通実践事項チェックシート

【６～７月の共通実践事項チェックシート】

研究主題 思いを重ね，言葉をつなぎ，
学びを積み上げていく子どもの育成

目指す児童像
・自ら「問い」を発したり，学んだことを活用したりして，進んで

学習に取り組む児童
・対話を通して，新たな気付きを得たり，不明確な点を明らかにした

りしながら，自分の考えを深める児童

研究の重点（授業者の共通実践事項） チェック

①児童が主体的・協働的に学ぶ授業づくり
○児童の言葉を基にした課題の設定，学習への見通し ４３ ２１
をもたせるためのゴールの明示

１２３４実充の話対のめたるめ深を考思○
・一人一人の「分かったふり・分かったつもり」を
なくすペア・グループでの対話

・汎用的な対話の技能の習得（話形例の活用）
○学びを価値付け，次時への意欲と見通しをもつため ４３ ２１
の３文による振り返りの継続

②児童の心を耕し，語彙を広げるための図書館の利活用
○年間数値目標を設定しての読書習慣の育成 ４３ ２１

③児童の視野を広げ，社会参画への意識を高めるＮＩＥの推進
○新聞に親しむための環境構成と新聞を読む時間の充実 ４３ ２１

④ その他の共通実践事項
○過年度の算数単元評価問題を授業で活用する。 ４３ ２１

１２３４用活的果効の」ムイタび学「○

７月１２日 火 山内小学校 ６年１組 授業者（ ）

単元名 記者の目，編集者の目で考えよう 記入者

【本校の国語科の重点に関して】

ア 「付けたい力」を明確にした課題解決的な ４３２１
学習の充実が図られていたか。

イ 本時のねらいに対して，相手や目的に応じた ４３２１
伝え合う活動は有効であったか。

ウ 新聞に親しみ，考えを広げ深めるための指導 ４３２１
の工夫は適切であったか。

【山内スタンダードの具現化に関して】

１ 児童は，学習に見通しをもって臨んでいたか。 ４３２１

２ グループや全体による協働的な学びを通し ４３２１
て，児童の思考は深まっていたか。

３ 振り返りによって，児童たちは学びを価値付 ４３２１
け，次時への意欲と見通しをもっていたか。

明日からの授業改善につながるキーワード

資料２ 授業評価シート

資料４ １年 国語

「おじいさん」が出てくる昔話コーナー

資料３ 付箋紙による研究協議

－ 91 －



② 情報センターとして
・児童や教員の情報ニーズへ対応した図書資料を整備

する。
（例）児童が調べに来た内容を次年度の図書購入に

生かす （ 秋田の伝統野菜 ，絵による昆虫。「 」
本など）
地域に関する本や資料を集めた「山内・横手
コーナー」を整備する。

・情報活用や図書館活用の能力育成のための指導や支
援を行う（資料５ 。）

③ 読書センターとして
（学校図書館担当教諭と学校司書による協働）
・全校読書（朝読書 ・読み聞かせ（月１回地域ボラ）

ンティア，年１回秋田市のボランティア「風の会 ）」
の時間を設定する。

・学年必読書を設定し，いろいろな本をたくさん読む
ことを薦める。
（読書ファイル，低学年200冊・中高学年10000ペー
ジ・小中９年間で1000冊の読書目標の提示）

・読書で得た感想を発信し，交流する機会を設ける。
（親子読書，読書感想文・感想画への取組，しおり
コンクール，学習の成果の展示等 （資料６））

児童の視野を広げ社会参画への意識を高めるＮＩＥ(2)

の推進
① 全校ＮＩＥタイムの設定

・月曜日の学びタイム（13:45～14:00）に設定した。新聞ワー
クシート（低学年）に取り組んだり，気になった記事をもと
にスピーチ（中・高学年）して質問や感想等の意見交流をし
たりしている。また，それをシートに貼って掲示し，閲覧で
きるようにしている。

・月２回木曜日の朝読書の時間に「山小新聞の日」を設定して
いる。各学年に適した取組を工夫している。

【２年ＮＩＥタイム お気に入りしんぶんをつくろう】
・毎日ＫＯＤＯＭＯ新聞から自分が気になった記事や写真を
切り抜いて「お気に入りしんぶん」を作った（資料７ 。学）
びタイムを帯タイムにして活用した。一つの新聞からたく
さんの情報が取り出された。

【３年ＮＩＥタイム なつをさがそう】
・毎日ＫＯＤＯＭＯ新聞を各自が切り抜き 「なつしんぶん」を作った。同じ新聞を活用，
したが，個人により切り抜いた記事がそれぞれ違っていることに気付いた。

② 各学年におけるＮＩＥ活動の充実
・記事をもとにしたスピーチ活動

中学年・高学年は朝の会で，スピーチした内容へ質問や感想を出し合い意見交流をして
いる。この活動により，週１回のＮＩＥタイムの取組から毎日の活動へつながり，社会
的事象への関心を高めている。スピーチに使った記事は，ＮＩＥタイムと同じシートを
使用して，各学級の新聞コーナーの個人ファイルに蓄積
し，誰もが閲覧できるように掲示している。

・教科指導へ活用（授業実践）
各教科の年間計画を見直し，新聞を活用できる単元の洗
い出しをした。その結果，教師それぞれが見通しをもつ
ことができた。

【４年特支 算数 折れ線グラフ】
・理科の学習と平行して，新聞の天気欄を活用しながら折
れ線グラフを描いた。新聞にはたくさんの情報があるこ
とや，調べ学習ができることを学んだ（資料８ 。）

資料７ ２年ＮＩＥタイム

資料８ ４年特支 算数

資料５ 図書館の地図

資料６ ５年「本の帯」展
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【４年 国語 新聞をつくろう】
・秋田魁新報社へ講師依頼し，効果的な見出しの付け方の学習をした（資料９ 。一番伝）
えたいことを10字程度にまとめるのがポイントであることや新聞社では１つの見出しを
決めるのにチームで３時間もかけて検討することも学んだ。

【５年 理科 台風と天気の変化】
・新聞の天気図を活用し，台風や雲の動きの学習をした。
毎日の天気図を資料にすることができ，台風の進み方や
台風による天気の変化について読み取った。雲や台風の
動きの経過を知ることや記録として残すことができ，よ
い資料となった。

【６年 学活 夢カードを作ってめあてを立てよう】
・本田圭佑選手のインタビュー記事を読み，夢や目標に近
付くために必要なことは何かを話し合った。それをもと

。，に各自夢カードを作成し 毎日の生活のめあてを考えた
本田選手の言葉が心に響いたと話す児童が多かった。

３ 小・中連携等について
目指す児童の姿の具現化のために，小中

９年間，全教科・領域等を通じて継続して
いく，基本的・汎用的な授業モデルとして
「 」 （ ）。山内スタンダード を策定した 資料１０
「山内スタンダード」は，児童生徒相互の
対話を中心とした言語活動を通して，児童
生徒の主体的に学習に取り組む態度，及び
思考力・判断力・表現力等を高めていくこ
とをねらいとした授業モデルである。日々
の授業に一定の型を設けることで，児童生
徒は安心して学習に臨み，見通しをもって
課題追究に向かうことができると考えた。

Ⅲ 成果と課題
○「山内スタンダード」を日々の授業で実践
し，児童にも「見通し→課題追究→振り返
り」の流れが定着した。授業の流れが分か
ることで，主体的に学習に取り組む児童が増えたと感じられる。

○朝読書の充実や読書活動との関連を図った授業実践により，児童が読書に親しむ習慣が付いて
きた。読書量の増加も数値として表れている。

○ＮＩＥへの取組は各学年で工夫され，全校でもＮＩＥタイムや児童会活動などでも活動が行わ
れてきた。児童の発言には，新聞やその他の媒体から得た社会的事象に関する知識を活用した
ものが聞こえるようになってきた。社会参画への意識の萌芽と捉えている。

●対話の質は，学級の児童の実態によって大きな差がある。低学年ではペアでの対話の充実，中
学年では対話の場の設定や相手意識のもたせ方等の工夫，高学年では教師の意図的指名や児童
の相互指名などによる全体での対話の充実が課題として挙げられる。

Ⅳ 来年度の取組に向けて
・言語活動を通して児童の資質・能力を高めていくためには，それぞれの言語活動が単発で終わ

ってしまうようなものではなく，一つの言語活動をバージョンアップしたり要素を取り出した
りしながら繰り返し経験させていくことが必要であると考える。例えば，国語科を核として教
科横断的な視点から言語活動を教育課程の中に効果的に組み込んでいくことが考えられる。

・授業と学級経営は，児童が学校生活を通して成長していくための両輪となるものと考える。授
業づくりの足場として「山内スタンダード」が機能したように，学級経営においても「山内ス
タンダード」を設けることが有効ではないだろうか。本校ではキャリア教育の視点から「夢カ
ード」を作成し，全校児童が日々の生活全般について見通しをもったり，自分の取組を振り返
ったりする活動を継続してきた。これは 「学級経営のスタンダード化｣につながる取組となっ，
たと思う。

資料９ ４年 国語

児童生徒の学習活動
学習
過程

○（前時の振り返りを基に）課題を設定する。
○本時の学習のゴールを捉える。
○振り返りの視点を確認する。

○自力思考→集団思考
○ 対話１ （ペア・グループ）

・自分の考え・理解を深める。
・分かったこと・分からないこと，課題解決の方法
等を出し合い，主体的に課題に取り組む。

。・相手の反応によって自分の考えや表現を調整する
○ 対話２ （全体）

・自分の考え・理解を深める。
・多様な考えに触れる。
・学んだことを一般化する。

○個人・集団の学びを価値付ける。
※振り返りの視点の例

①何を学んだか ②どう学んだか ③次に向けて
○ 対話３

・全員が振り返りを表出する。
・振り返りを共有し，自他の認識の違いを知る。
・メタ認知・自己評価力の向上を図る。
・次時への意欲と見通しをもつ。

資料10 「山内スタンダード」の授業モデル
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思いを重ね，言葉をつなぎ，学びを積み上げていく子どもの育成研究主題

横手市立山内中学校

Ⅰ 研究主題について
授業を，自分の考えや思い，他の生徒への質問や反論，同意等を率直に話せる場，自他の意見

を比較したり関わらせたりして自分の表現や思考，技能を高められる場にしたいと考え，上記の
研究主題を設定した。小・中９年間で系統的に力を付けさせたいという思いから，本校の研究主
題は山内小学校と同一のものとした。

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) 話合いの基本やルール
・話したり読んだりするときの声量や話すスピード，話をする

際や話を聞く際の体や顔の向きに関して，すべての教科等の
授業，短学活を通して指導した。その結果，聞き取りやすい
話し方になった生徒が増えるとともに，生徒が話しやすい環
境，雰囲気になってきたと感じている。

・発表の際は，書いたものをただ読むのではなく，内容を自分
の中で消化して，話し手の方を見ながら話すこととした。

３年生学級活動での話合い・発表の際は，結論を述べてからその理由，根拠を話すように
した。一定の発表のスタイルがあることで，戸惑わずに発表
できたようだ。また，理由，根拠については，その妥当性や説得力の有無について，他の
生徒に問いかける場面も設定した。

(2) 聞き方に関わって
・充実した言語活動のために，まずは，他の生徒の話を正確・的確に聞き取ることが肝要

だと考えた。そのとき話された意見の概要を，他の生徒にまとめて話させる機会を時々
設けて，何となく聞いている状態や雰囲気にならないように心がけた。

・他の生徒の考えを簡潔にメモする習慣を身に付けるように声をかけた。
(3) 話合いを通した学び

・話合いが「発表のし合い」で終わらぬように，グループで出された意見を整理して全体
の場で発表する，グループで出された意見を基に一つの意見をつくるといった条件を提
示した。

・自他の意見や複数の他の生徒の意見を比較したり，関連付けたりして話をするように伝
えた。話合いが活性化することにつながった。

・他の生徒の考えに対して自分の評価をもつことを大切にさせた。このことを通して，自
己の意見の妥当性を測ることができたとともに，説得力のある述べ方について考えを深
めることができた。

・ペアやグループでの話合い，それを基にした全体での話合い，個々の振り返りを発表し合
って，自他の認識の違いを知る場面，と一単位時間内に３回の対話の時間を設定し，他者
の見方，考え方，表現，価値観等を知る機会を設けた。原則としてすべての教科等で行っ
たことで，生徒たちもその授業の進め方になじみ，安心して活動に臨んでいた。

・自分の考えに固執するのではなく，他の生徒の考えを柔軟に取り入れつつ，より説得力
のある考えにすることを今年度の目標の一つとした。活動で使うシートには，必ず 「初，
めの自分の考え」と「話合いを経て至った考え」の二つの欄を設け，他の生徒の考えを
取り入れることのよさや大切さを実感できるようにした。

(4) 生徒一人一人の考えを理解し合う取組
・生徒相互がそれぞれの考え方を理解するために，全員の意見や

感想，振り返りを廊下に掲示している。小規模校である本校で
は，それほど多くの時間をかけなくても，全校生徒の考えを知
ることができる。掲示されているのは 「決意 「道徳の時間の， 」
感想 「職場体験新聞・レポート 「学校行事の振り返り」等，」」
多岐に渡り，学級活動の時間に他学年の生徒の記述を読んで，
コメントすることもあった。生徒たちは，他学年の生徒も目を
通すことを踏まえて，字を丁寧に書いたり，分かりやすい表現

廊下の掲示にしたりしようと努めるとともに，よい述べ方・書き方を学ぶ機
会にもなった。
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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 学校全体としての取組
・昨年度より 「朝の読書」の時間とは別に，毎週火曜日の「帰りの会」後の30分間をリラ，
ックスして読書する時間としている。校舎内，校地内であればどこで読書をしてもよい時

）（，間としていて 読書中の姿勢も自由でよいこと 場合によっては寝転がって読んでもよい
としている。図書室に行く生徒が多いが，校長室のソファーや階段でのんびり本を読む姿
も見られる。本を読むのが苦手だと感じている生徒もいるが，あまり制約なく本に触れる
機会を設けることは，読書意欲の喚起につながっているように思う。

・隔月でボランティアサークルの方々に来ていただいて，読み聞かせを行っている。読み
聞かせで用いられる本の多くは絵本で，生徒たちが日頃読んでいるものとは傾向が違う
ことから，興味・関心をもって聞いていて，物語のおもしろさに浸
っているのがうかがえる。

・技術・家庭科の家庭分野の授業で，生徒が保育園に読み聞かせに行
くという活動を計画した。その活動に向けて，読み聞かせボランテ
ィアサークルの方々にご来校いただき，読み聞かせをする上での技
術や意識をご指導いただいた。そのかいあって，聞き手の立場にな
って分かりやすく読み聞かせをすることができ，園児も楽しそうに
聞いていた。

・今年度，全校生徒が「ビブリオバトル」を行った。自分の好きな本
を選び，あらすじや魅力を３分で（公式ルールでは５分）伝えるこ
ととして準備を進めた。初めてのことで戸惑いもあったと思うが，

ビブリオバトルの様子
自分が感じたおもしろさを伝えようと，発表原稿を何度も書き直し
ている姿も見られた。本番では，意欲的で工夫された発表が多く，
楽しみながら聞くことができたようだし，発表を聞いて読みたくなり実際にその本を手
に取った生徒もいた。また，付随して，話し方や説得力のある論の進め方，アピールの
仕方等で，他の生徒の発表が参考になったと感想に書いていた生徒もいた。

② 図書広報委員会の取組
・ 図書室メール」を定期的に発行し，新刊本を紹介「

するとともに図書室の利用を促した。また，季節
にあった装飾や特集コーナーを設置し，本への興
味・関心を喚起した。

・廊下の黒板を使って，図書広報委員会お薦めの本
を紹介した 「黒板アート」ふうの絵を描き，生徒。
の目に留まるように努めた。

黒板を使った本の紹介③ 教科での取組
理科 中学校１年生 植物の生活と種類
◇図書（館）の利活用の場面

・学校の周囲で採集してきた植物を植物図鑑を使って調べる。
・教師がブックトークを行う。

◇成果と課題
○単元のはじめ，終末に植物図鑑を使って身近な植物の仲間を調べるとしたことで，見通

しをもって学習に取り組むことができた。また，学習のゴールまでの見通しをもつこと
で，学習した用語を使って，自分の言葉で表現する姿に変化してきた。この学習を通し
て伝え合うことで考えが深まるよさを感じとることができた。

●植物図鑑を使って特徴から探すのは難しいため，当て推量に植物名を特定することに気
持ちが傾いてしまった生徒もいた。また，調べている途中で時間が切れてしまう場面が
あった。時間設定を工夫する必要がある。

国語 中学校１年生 横手を学ぶ郷土学～石坂洋次郎編～
◇図書（館）の利活用の場面
・映画「青い山脈」の一部を視聴する。
・石坂と横手との関わり，石坂の代表的な作品について，学校司書の先生の話を聞く。
・ 青い山脈 「山と川のある町」の第一章を読む。「 」
◇成果と課題

○二つの作品を比較することで，作者が意図したこととその効果について，考えをいくら
か深めることができた。作品を読んでの自分の印象と作者の創作・執筆意図とを結び付
けて考えることができた生徒もいた。

●時間的な制約と本の少なさから，二つの小説の第一章のみを読んで，その共通点を探る
こととしたが （長編小説の）第一章が果たすべき役割について，理解を深めることは，
できた。ただ，本来は，小説を最後まで読んでその物語の内容や展開，構成，表現等を
吟味するべきだったと思う。第二章以降との関わりにおいて効果的な叙述，表現方法等
があるものと思うからだ。
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(2)ＮＩＥの推進
①全校としての取組

◇新聞のコラムを読んで自分の考えをまとめる活動
毎週金曜日の朝に，新聞のコラムを読み，感想や意見（250字）を書く時間を設定して

いる。幅広くタイムリーな各社のコラムを取り上げ，15分間で自分の考えをまとめて書く
という活動を継続して行っている。生徒が書いた文章は，教師が全校分を読んで，添削や
コメントをしている。参考になるよい文章は，他の生徒にも紹介するために廊下に掲示さ
れている。

◇週１回のＮＩＥ活動と「新聞きりぬきコンクール」への参加
。， 」「全校ＮＩＥタイムが 毎週木曜日の放課後に設定されている 読売ワークシート通信

「新聞活用ガイドブック（秋田魁新報社 」を活用したり，生徒の実態に応じたワークシ）
ートを作成したりしながら，さまざまな情報に触れさせ，考えを深めるきっかけづくりを
している。
さらに今年度は，全校生徒が「新聞きりぬきコンクール」作品の作成にも挑戦した。政治
や経済，スポーツ，地域の話題などテーマを決めて記事を切り抜き，記事を模造紙に貼っ
て再編集し，タイトルと見出し，記事を読んだ感想や意見をまとめた。記者はどんなこと
を伝えたかったのか，それに対して自分はどんなことを感じたのかなど，意見文が書ける
ように記事を読んだり，自分の考えを発信したりすることができるよい機会となった。

②各学級での取組
学級ごとに，朝の会でのニュース紹介や学校行事を振り返る新聞作成等をしている。各

学級にＮＩＥコーナーをつくり，掲示している。
③委員会活動での取り組み

図書広報委員が毎日閲覧台の新聞を取り替え，新聞コーナーを運営している。放送委員
は，昼の放送で新聞の記事を紹介する活動を行っている。

④授業での実践から
社会 中学校３年生 「選挙の意義」

◇ＮＩＥの活用場面

７月に行われた参議院選挙の18歳

と19歳の投票率を報じた秋田さきが

け新聞の記事を基に，実際の投票率

から感じたこと，自分たちが主権者

になったときの意識や行動について

考えた。

３年生社会の様子道徳の時間 中学校２年生

「幸福な生き方を考える」

◇ＮＩＥの活用場面

・短学活の際に 「幸せな生き方」をテ，

ーマとした記事を紹介し合った。

・ベトナム人留学生の朝日新聞への投

稿記事を基に，よりよく生きるため

に大切なことはなにかを考えた。

◇成果と課題

○生徒の発言の中に過去に活用した新

聞記事やニュースがあらわれていた。

○タイムリーな記事が生徒の関心を高

２年生道徳の時間の様子めた。

○思考の広がりがあり，生徒は自分の言葉で表現していた。

○実態の把握，目指す生徒の姿のバランスがよかった。

○生徒が新聞記事を受け入れるだけの下地ができていた。

○多面的・多角的な思考がＮＩＥを通してできていた。

○生徒の実態を踏まえて，資料をよく探して実践している。

○主体的・対話的深い学びができていた。特に自己内対話ができていた。新聞と自分の対話

が深くなされていた。

●反対の記事や他社の記事を提示したりして視点を変える方法もあったのではないか。

●教師の思い入れが強い資料が，そのまま生徒に伝わるとは限らない。

●「捉え」について，質を高めていきたい。
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３ 小・中連携について
(1)－１ 小・中連携について（職員間）
・小・中連絡協議会代表者会議を経て，小・中の全職員による全体会議を開催し， 月の公開11

授業研究会に向けて，共通実践内容や９年間を見通した指導計画について確認した 「９年間。
を見通した指導計画」は，小学校低学年，中学年，高学年，中学校１年，中学校２年，中学
校３年の六つに分け，それぞれの学齢における目標，めあてや活動内容を具体的に決定する
こととした。

・７月に秋田大学大学院教授の阿部昇先生をお迎えして，小・中合同の研修会を開催した。阿
部昇先生には小学校の国語，中学校の理科と道徳の授業を参観，指導助言していただいた。
その後 「アクティブラーニング 「言語活動の充実」について，ご講話いただいた。」，

・小・中両校の教務主任，研究主任は，頻繁に打合せを重ね，研究紀要の体裁や研修の進め方
公開授業時の分科会のもち方等を決めた。

・小・中それぞれの指導主事訪問には，それぞれから少なくとも一人は，参観しにいくことと
し，相互に子どもの理解に努めた。

(1)－２ 小・中連携について（児童・生徒間）
「 」 」「 ，」「・ 小・中地区生徒会 小・中合同リサイクル活動 小学生体験入学 といった行事を通して
児童と生徒の交流を深めた 「小学生体験入学」の際は，秋田魁新報社ＮＩＥ推進部の三浦ち。
ひろさんをお招きし，ＮＩＥ新聞教室を開催した。小学校６年生と中学生が４人程度の異学
年グループをつくり，新聞から一つの記事を選び，読んだ感想や意見を一人一人が付箋に書
いたあと，同じような内容の意見を分類して見出しを付け，画用紙に記事と付箋，見出しを
まとめた。最後に全体の見出しも考えた。お互いの意見を比べながら，話合いを通じて見出
しをまとめていた。

(2) 中・中連携について
・本校では，昨年度より「わくわく交流授業」と名付けて，横手南

中，横手北中の生徒との合同授業の機会を設けている。今年度６
月，１年生は横手南中と保健体育，２年生が横手北中学校と国語
の合同授業を行った。本校は，平成30年度，横手南中に編入統合
することが決まっているが，２年前の今から交流を進めていくこ
とが，南中生の一員として自分らしく活躍する上で欠かすことが

，。できないことであると考えている 本校２年生の国語の授業では
北中生の積極的な姿勢や多彩な表現に感心し，自分の反省点やこ
れからの目標をもった生徒もいた。刺激を受けてより高いレベル

横手南中との合同授業の様子を目指そうとする雰囲気を醸成できたように思う。
Ⅲ 成果と課題

○話合いを通して，自他の共通点や相違点を認識するとともに，他の生徒の考えを取り入れて，より確
かで説得力のある意見を構築できたと感じている生徒が多かった。すべての教科・領域，集会等にお
いて，少人数での話合い活動を行ってきたこと，聞き手としての意識や目的を指導してきたこと，他
の生徒の意見に必ずコメントする機会を時に設けたこと等が，この結果に結び付いているものと考え
られる。話合い活動を重視してきたことが，生徒一人一人の思考を鍛えたといえる。

○小規模校である本校は，多様な見方・考え方・表現に触れる機会が他校よりも少ない。そうした状況
を補うための手立ての一つとしても，図書（館）の利活用，ＮＩＥが効果的であったことが，アンケ
ート結果からうかがえた （同一集団ではないので，一概には言えないが ）本校における平成26年，。
度と平成28年度との比較では，平成28年度の３年生の方が，よい結果が得られた。ＮＩＥを通して，
情報を収集・分析・活用することを通して，読解力を身に付ける効果があったと考えられる。

●「学習中に疑問に思ったことを尋ねたり調べたりすることができたか」という質問に対して 「強く，
そう思う」と回答した生徒は24％にとどまった。やや控えめな気質の傾向が見られる本校生徒たちの

，」「，，積極性・主体性を高めていくために 各教科・領域において いわゆる 探究型授業 の一層の推進
工夫を進めていかなければならないと思う。

●生徒へのアンケート調査から，ペアやグループでは65％の生徒が自分の意見を言えたものの，全体の
場で発言できたと自信をもって言えた生徒は，29％と，ペア・グループに比して少ないことが分かっ
た。言語活動の充実，図書（館）活用やＮＩＥのどれもが，生徒一人一人の理解を深め，自分の意見
に自信をもって発表することにつながるものと考えていたが，期待していたほどの数値には及ばなか

，，，，。った ただ 以前と比べると 全体の場で発言する生徒の数は徐々に増えてきているので 言語活動
図書（館）活用やＮＩＥの効果的な活用をさらに工夫しながら，学習を進めていきたい。

Ⅳ 来年度の取組に向けて
・単元の学習計画を立てる段階で，生徒の意見が十分に反映するように考慮しなければならないと

思う。たとえば，国語の授業であれば，生徒に，文章を読んで考えてみたいこと，疑問に思った
こと，やってみたい活動等を問いかけ，それを基に学習活動を組み立てていく必要がある。これ
まで，教師主導の活動が多かったことは否めない。生徒の主体性や意欲を喚起するためにも，ま
た，生徒が自ら求めて学ぶようになるためにも，生徒と教師が一緒になって単元の計画をつくっ
ていくことが求められていると思う。

・本や新聞の見方・考え方をうまく取り入れながら，自分の考えを形成していく経験をより一層積
む必要を感じている。本や新聞から引用はするものの，そこにあらわれる見方・考え方を十分に
吟味・消化して自分の考えの構築に役立てているとは言い難い。複数の本，新聞を比較したり，
同じ文章・記事に対する他の生徒の捉えを聞いたりしながら，自分なりの意見をじっくり形成す
る時間を設定したい。また，そうすることが，自信をもって発表することにつながると思う。
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《 横手市いじめ防止等対策事業実践報告 》

「あなたの・は何色ですか？」
～この場所でいかす自分らしさ 自分色の発見！～

横手市立平鹿中学校区

Ⅰ テーマについて
昨年度までの平鹿中学校区内における小・中連携の話合いの中で，児童生徒に共通する課題とし

て，温かい家庭環境に包まれ周囲の人を大切にしようとする姿が見られる割に 「自分が人の役に，
立っている」や「自分の長所に気付いている」等の自己有用感が高くない，という実態が挙げられ
ていた。

このことを踏まえて本年度，平鹿中学校・浅舞小学校・吉田小学校・醍醐小学校の４校が連携し
て「横手市いじめ防止等対策事業」の指定を受けたことで，中学生が各小学校を訪問してあいさつ
運動とポスター掲示活動を実践する「あやめグリーティング ，小・中合同の情報モラル集会を実」
施して共通の情報モラル宣言を提言する「あやめコミュニケーション」を主な取組として実践する
ことを計画した。

また，上記の取組に加え，県教委指定「いのちの教育あったかエリア事業」に取り組む機会を得
た。取組の主な内容は，①道徳を中心とした校種間連携，②体験活動の充実，③地域人材の活用で
ある。他者との関わりが増えることで，他者から必要とされている自
分や，人のために役立てている自分に気付き，ひいてはいじめや不登
校・問題行動等の未然防止につながるものと考える。

こうした取組を通して，本地区内の児童生徒が，これまでよりも一
層，自分たちのよさや多様性に気付き，自分を大切にし，人間として
の生き方を考え，互いのよさを認め合おうとする心情を高め合うよう
になっていくことを願い，本テーマを設定した。

Ⅱ 活動の実際
１ 小・中連携による生徒指導推進体制の構築
（１）生徒指導担当者会について

内児童生徒の状況把握や共通理解を図った。

（１）小・中合同あいさつ運動「あやめグリーティング」について
【実施期間 平成28年7月】

ポスターを制作して小・中学校に配布し，平鹿中生徒が出
身小学校を訪問して登校時のあいさつ運動を主体的に行った。

（２）地域に根ざしたボランティア活動について
①浅舞公園あやめまつりボランティアについて

【実施日 平成28年6月25～26日,7月2～3日】
まつり開催期間中，各種イベントが行われる週末４日間に

合計60名以上の児童生徒が，会場設営・撤去作業，各種イベ
ントの運営補助，あやめ株の販売補助等のボランティア活動
を通して積極的に観光客と関わった。

②八幡神社祭典ボランティアについて
【実施日 平成28年9月18日】

明治以降100年以上も続いている地域の伝統行事の本祭りの
際に，御輿渡御（神様が社殿から町内にお出ましになる神事）
に伴う旗持ち，お初穂集め，屋台曳き等に20名以上の児童生
徒が参加した。

③槻の木光のファンタジー点灯式ボランティアについて
【実施日 平成28年12月17日】

高さ約40メートルの地域のシンボルである「槻の木」が巨
大クリスマスツリーに装いを変えるイベントでは，平鹿中吹

あやめ株の販売補助

サンタの服装でお菓子を配布

小学校であいさつ運動

ポスター

学区内小・中学校の連携事業部内に，生徒指導担当者による「いじ
め防止対策事業部」を設置し，各校が策定した「いじめ防止基本方針」
や「年間指導計画等」の共有と見直しを図るとともに，年３回の「小
・中情報交換会」と生徒指導担当者による授業参観を実施して，学区

２ 地域や家庭とのつながりを重視した体験活動（ボランティア活動）の実践
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奏楽部員によるハンドベル演奏のボランティアを行った。また，サンタの服装をした児童
生徒がイルミネーション点灯時の補助や，配布する絵馬の準備，お菓子を配布するボラン
ティア等に15名参加した。

３ 生徒会・児童会の連携による交流活動
（１）平鹿地区小・中合同情報モラル集会について

【実施日 平成29年1月26日】
①ねらい

市教委で実施している携帯電話・スマートフォン・インタ
ーネット利用実態調査の結果を踏まえ，平鹿地区小・中合同
で望ましい利用のあり方を考えることで，自分たちの生活を
見直す契機とする。

②当日の活動

③集会の実際
携帯電話・スマートフォン・インターネット利用実態調査

，，の結果を 平鹿中生活委員会が中心となって分析したところ
横手市小・中の平均よりも端末の所持率や 等のアプリのLINE
利用率及び利用時間等が多い実態が明らかになった。この結
果を踏まえて，事前に児童生徒にアンケートを実施し，各学
校及び各学級ごとに「どのように感じたか」や「自分たちで
守るべきルール」等について話合いの時間を設けた。

その実践を経て集会に参加したことで，集会当日の児童生
徒には当事者意識の高まりが感じられた。事前に各小・中で
話し合ったことを基にして意見交換を行い，小・中合同の情報モラル宣言の内容につなが
った。

Ⅲ 成果と課題
○これまで必要なときにのみ開催されてきていた小・中合同の生徒指導担当者会が，組織としてし

っかり位置づけられて定期的に会合を開いたことで，地区内の児童生徒の情報交換の内容が充実
し，地区で高めていきたい児童生徒の姿がこれまでよりも明確になってきたと感じる。

○小・中各校で行われていたあいさつ運動を合同で実践したことによって，縦割り活動に見られる
ような子供同士の連帯感や一体感が生まれ，児童生徒の主体性が非常に高まっていた。また，そ
の活動を「あやめグリーティング」としてポスター掲示したことで，あいさつ運動期間外でも人
との交流の温かさを意識できるようになり，人とのつながりを大切にしようとする雰囲気が醸成
できたと感じる。

○これまで個別に実施されてきていたボランティア活動を見直して，年間計画に位置づけて募集を
図ったことで，児童生徒の参加率がとても高くなり，主体性も高まったと感じる。事後の感想等
からは，活動を通して自己有用感が高まった児童生徒の様子がうかがえた。

○これまでの情報モラルに関する取組は，外部指導者に頼り切りでその場しのぎのような感覚がど
うしても拭いきれなかったが，今回，児童生徒が主体的に自分たちの状況を分析して話し合い，
合同で情報モラル宣言をしたことの意義は非常に大きいと感じた。制作したポスターを活用する
などして，今後の活動の充実を図る取組を継続していきたい。

△あいさつ運動やボランティア活動については，意識付けが高まった点では非常に効果があったと
言えるが，活動の参加者以外への全体への広がりはまだ不十分である。どうしても中学生が中心
となる活動が多く，小学生への参加意欲を高める工夫を行う必要がある。

Ⅳ 来年度に向けて
今年は，事業を活用することで様々な場面で児童生徒の意識が高まった様子が見られたが，継続

していくためには工夫が必要であると感じた。お互いの活動を通して感じたよさや課題を共有する
場面を設けるなどして，小・中学生がもっと直接的に関わり合って交流できるような実践を増やし
ていきたい。また，活動のテーマをもっと前面に出して，児童生徒の自己有用感や自己肯定感を高
める取組を行うことで，いじめの未然防止につながるような連帯感を地域一丸となって高めていき
たい。

１ 情報モラルクイズ

２ 携帯電話・スマートフォン・インターネット利用実態調査結果の分析

３ 小・中合同意見交換

４ 平鹿地区小・中合同情報モラル宣言の発表『あやめコミュニケーション』

５ 制作ポスターの贈呈

あやめコミュニケーション

情報モラル５箇条
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学校図書館の利活用の推進にみる変容 

 本市は平成 26 年度より「横手市子ども読書活動推進計画」のもと，様々な方策で読書を

推進している。平成 24 年度は，小・中学校合わせて 16 校に学校司書を配置していたが，

平成 27 年度から，横手市内全小・中学校 24 校に学校司書を配置（100％）し，学校図書館

の機能充実に努めている。以下の資料等から，学校図書館の利活用の推進による児童生徒

の変容をみることができる。 

【変容その１】 

 平成 24 年度，市内小学校４年生・中学校２年生を対象に「読書についてのアンケート」

を実施し，平成 29 年度目標値を下記のように設定して取り組んできた。 

 平成 24 年度 平成 29 年度 

1 ヶ月に６冊以上読む小学校４年生の割合 ６１％ ７５％ 

1 ヶ月に３冊以上読む中学校２年生の割合 ４４％ ５０％ 

 アンケート内容 

 Q1 あなたは，本を読むことがすきですか？ 

 Q2 学校の読書の時間以外に，どのくらい本を読んでいますか？ 

 Q3 Q2 で「ほとんど読まない」と答えた人はどうしてですか？ 

 Q4 1 ヶ月にだいたい何冊本を読みますか？ 

 Q5 どんな本がすきですか？ 

 Q6 どこの本をよく読みますか？ 

 Q7 学校の図書室（図書館）・学級文庫などで困ることはありますか？ 

 Q8 保育園や幼稚園のころ，家の人に絵本や物語を読んでもらいましたか？ 

平成 28 年度「読書についてのアンケート」結果 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平成 28 年度，目標値を小学校で達成。中学校でも確実な伸びがみられた。 

44%

61%

46%

61%

48.7%

75%

中２ 3冊以上読む割合

小４ 6冊以上読む割合

1ヶ月にだいたい何冊本を読みますか？

平成28年度 平成27年度 平成24年度
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【変容その２】 

平成 24 年度，平成 28 年度 秋田県学習状況調査 児童生徒質問紙回答結果集計 

横手市小６，中２の比較 

 

平成 24 年度と平成 28 年度を比較すると， 

 ０回 １～２回 ３～４回 

小学校６年生 ６．２％減  １．３％増 ４．２％増 

中学校２年生 １２．９％減 １０．６％増 ３．３％増 

同年度，秋田県全体の結果集計比較では，小６，中２とも，「０回」が 1.1～2.5％程度の減

少にとどまっているのに対し，本市においては「０回」の児童生徒が減少し，「１～２回」

「３～４回」利用する児童生徒が増加している。 

15.5

21.7

35.8

34.5

25.9

21.7

22.9

22.1

H２８

H２４

小６ 本を読んだり借りたりするために、

１ヶ月に図書館にどれくらい行きますか

0回 １～２回 ３～４回 5回以上

31.2

44.1

44.2

33.6

14.5

11.2

10.1

11.1

H２８

H２４

中２ 本を読んだり借りたりするために、

１ヶ月に図書館にどれくらい行きますか

0回 １～２回 ３～４回 5回以上
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編 集 後 記

研究主任部会において本紀要の原稿の事前検討会を行うようになって２年目となりま

した。検討会では，それぞれの原稿を持ち寄り，中学校区のグループで内容を確認して

いきます。この活動は，小・小，小・中連携を軸とした中学校区ごとに，１年間の成果

と課題を確認し合い，次年度の取組に向けての手がかりを得るという貴重な情報共有・

意見交換の場となりました。研究主任部会という「横のつながり」を生かしながら紀要

としてまとめるということには，確かな手応えと大きな安心感がありました。

このように研究主任部会として，本市一体となった研究推進に主体的に関わっていく

という姿勢は，今後も継続していきたいと思います。さらに言えば，研究主任部会研修

会の内容を研究紀要の一部に反映していくことができれば 「活動の連続性」が生まれ，

てくるのではとも考えています。

「横のつながり」と「活動の連続性」をキーワードに，来年度も研究主任部会のネッ

トワークがさらに強固になっていくことを願っています。また，本研究紀要に盛り込ま

， 。れた貴重な実践内容が 市内各小・中学校の今後の歩みの一助となれば幸いに思います

（ ）研究主任部会長 佐々木 真

小学校17校，中学校７校，計24校。多様な機会，連携を通して，お互いの研究の歩み

と有り様が分かり，成果を共有し合い，更に深化を目指す。単純なようですが，このサ

イクルを全市一体に広げ進展させていくことは容易なことではありません。しかし，各

校長先生方のリーダーシップのもと，全教職員の皆様の意識が本市児童生徒の『学力向

上』へと一点集中し，その流れを創り上げることに成功したのです。

この流れに乗り，研究主任部会をはじめとした各部会・組織等における主体的な取組

が，今後ますます活性化していくものと期待しております。来年度も先生方の御指導，

御尽力をいただきますようお願いいたします。
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