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読書は人を育てる

横手市教育委員会

教育長 伊 藤 孝 俊

つい最近 「国家の品格」の著者で知られる数学者の藤原正彦氏の新聞記事を読む機会，

がありました。

－国語は全部の勉強の土台です。社会でも理科でもそうです。私の専門の数学も文章

題で必要です。考えをまとめるのに国語は欠かせません。人間は言葉を使って考えるか

らです。本を読むと将来，必ず役に立ちます。

－読書はいろいろな心の動き「情緒」を養います。～中略～AIは１分で詩を10万個も

作るが一番いい物を選べない。選ぶには情緒が要るからです。深い情緒は死と結び付い

ています。人間は必ず死ぬ宿命です。深い悲しみがあるから，幸せや喜びがある。死な

なければ失恋は悲しくない。悩みもない。死なないコンピューターに比べ，人間は情緒

を持つ点で圧倒的に有利です。

－今は誰でもスマートフォンに頼ります。ネットには無限の情報がありますが，適切

なものを選べないと無意味です。新聞はあらゆることから選んで大切なことを報道しま

すから，スマホより良質の知識が付きます。

－本を読めば知識が付き 体験を重ねれば 知識が教養に格上げされます 教養は 大， ， 。 「

局観 ，物事を大きな所から見る力を得るのに必要です。～中略～大局観を持つには情緒」

。 ， ，も大切です 筋道を立てて考えることが大事だとよく言われますが 筋道が正しくても

出発点はいつも仮説です。最初を間違うとおしまい。それを選ぶのは情緒なんです。好

きな本は何度でも読んでください。読むたびに違うことを感じます。

（2018/02/16 秋田さきがけ 「14歳の君へ」より抜粋）

随分と前から読書は人を育てると言われ，全国の調査でも読書や新聞を読む子どもた

ちの学力が高いと言われているにも関わらず，全国的には依然として教員個々の実践例

が多いというのが不思議でなりません。横手市では全市をあげて読書やＮＩＥに取り組

んでいます。しかし，各校の実態を見るとき，学校全体の読書量や取組は評価に値する

ものとなっておりますが，個々の教員に温度差がないとは言い切れないのが実情です。

藤原氏の言葉を今一度噛み締めたいと思います。２年にわたって公開研究会が実施さ

れ，それぞれ大きな成果を上げてきております。更なる徹底した取組に期待します。

本年度，十文字中学校区におきましては，５校中４校の校長が入れ替わったにも関わ

らず，僅かな時間で劇的に学校を活性化させてくださいました。特に元気いっぱいの研

究主任同士の連携が，見事に各校の職員間の連携にも繋がり，十文字地区が一体となっ

た研究会が開催されたことを，衷心より感謝申し上げます。研究は，時間よりもチーム

ワークということを身をもって示してくださいました。この姿こそ，横手市教育推進委

。 ，員会の本当の目指すべき方向性です 来年度の平鹿中学校区の公開も楽しみにしながら

御礼の言葉といたします。
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・ことばの力  ・基礎知識   ・郷土を含む社会や世界への関心 

         
 

Ⅰ 研究主題について 
   本校の児童はこれまでの取組から，話合いで課題を解決しようとする意識が育ち，相手の考えを

傾聴する姿勢が育ってきている。そこで，これからの時代に求められる資質・能力を鑑み，「こと

ばをつなぐ協働的な学び」によって，思考力・判断力・表現力を高め，主体的に学びに向かう力や

学びを生かしてよりよく社会と関わる力を身に付けさせていきたいと考え本主題を設定した。 
 
Ⅱ 研究の実際 
 １ 学びの質を高める「言語活動の充実」に向けて 
   (1) 研究の重点と実践事項 

授業改善のキーワード  わたしたちがつくる わたしたちの学び 

◎ こ と ば を つ な ぐ 協 働 的 な 学 び 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          
 
 

 

 

 

 

 

 

  

(2) 実際の取組    

   【実践例１】国語 ６年「自分が選んだ鳥獣戯画の一場面を解説文にまとめよう 

               中心教材「『鳥獣戯画』を読む」 
   ① 学習課題と単元のゴールを子どもたちとつくる。 
     子どもの願いを生かした学習過程 ゴールへの意欲・イメージ化 
   ② 意図的グループでの目的を明確にした話合い。 
                
     個の考えをしっかりもたせ，教師がそれを把握し授業をつくる。 

研究主題        生きる力を育むための学習指導はどうあればよいか 

～ことばをつなぐ協働的な学び～ 

                                 横手市立横手南小学校 

自分の考え
をもつ 

少人数で考え
を交流し合う 

全員で解決に向け
て話し合い，よりよ
い考えを導く 

同じ表現に注目したグループ 

★子どもの疑問や気付きを生かし，意欲を引き出す学習過程 
      ・子どもの興味・関心を引き出す導入の工夫 

      ・子どもの願いや子どもの思考に寄り添った学習過程 

      ・子どもがイメージしやすいゴールの姿の提示 

★目的意識や必要感のある「ことばをつなぐ場」の組み立て 

・自分の考えを明らかにする「考えの可視化」 

・子どもの思考過程に合わせた「ことばをつなぐ場」の組み立て 
           
 
 
 

・ねらいに迫ることばをつなぐコーディネート 
 

★学びの成果を実感させ，次につながるまとめや振り返り 
 ・学びの成果を確認  ・自他のよさを実感  ・発展的な問題への活用  

 ・新たな疑問へのステップアップ 

     安心できる学級     一緒に学ぶことが楽しい学級 
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   ③ 次時につながる振り返り→・成果を実感できるように視点を示す。 
                 ・意図的指名で，学習の成果を確かなものにし，次時への接続を

もたせる。 
 

   【実践例２】社会  ５年「日本の工業生産の未来を考えよう」 
   ① 事前にコーディネートしておいた 

前時の振り返りから学習課題を設定    
   ② 子どもの興味・関心を高め，既習事項を生かす言語活動 

自分の考えた未来の新製品をシートに書き，３人で意見交流     
全体で話し合いたい新製品を２つ選ぶ。 

     全体でもっとよい物になるように，質疑応答したりアドバイスし合ったりする。 
   ③ 学びの成果を高め，さらに全員で共有 

視点を示し，本時のねらいに近付いた児童の振り返りを数名紹介する。 
                                       
   【実践例３】理科  ５年「物のとけかた」 
   ① 子どもたちの疑問を基に作る学習問題 
     実験に入る前に自分の予想や根拠を明らかにしておく。 

〈自分の予想－理由－実験結果の予想〉 
        ↓ 

学習内容と既習事項，生活経験とのつながりをつくる。   
 

 ② 子どもの思考を促す学習形態 
食塩とミョウバンの実験を同時に行うことで，自然に比較

しながらの考察ができるようにする。双方の実験を記録する

子どもがつぶやきを拾い，とけ方の違いを文章化。 
全体での比較検討から一般化へ 

 
   ③ 子どもの振り返りを次時の実験へつなぐ 

子どもの疑問や発展的な思考を，実験の動機付けにする。 
  
  (3) 「わたしたちがつくる わたしたちの学び」を目指して 
   ○ 学び愛 オープンクラス 
     低・中・高の学年同士で，子どもたちが授業を見学し合い，学習に向かう態度や話合いの様

子を学び合った。子どもたちの刺激になっただけでなく，教師にとっても授業をつくる上で学

ぶところの多い取組となった。 
 
 
 
 
 
 
 
  
 ２ 学校図書館の利活用及びＮＩＥの推進について 
  (1) ことばの力を育む読書推進 
   ① 図書館利用の推進 
    ・図書館 de 朝読書 

全校一斉に朝読書に取り組む他，学級単位で順番に「図書室

de 朝読書」を行った。図書室にある本を選んで読むこととし，

読書の終わりには貸し出しも実施した。 

自分で考えた未来の工業製

品のよさを説明する子ども 

双方の実験を比較しながら気付

いたことを可視化 

学習課題，予想を踏まえ実験結果から

考察→一般化 

授業の様子を静かに参観する子どもたち 

 勉強時間いっぱい手

をあげて大きな声で発

表してがんばっていた

ので，わたしたちよりす

ごいなあと思いました。

学びのルールがよく守

られていました。 

 ○年生のみなさんは集

中して勉強をしていまし

た。ハンドサインを出した

りしていていいなあと思

いました。特にすばらしい

のは，友達が発表するとき

みんなが話す人を見てい

たことです。 

読後感にあった色のシールを

完読一覧表に貼る 
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    ・おすすめの 10冊（20冊） 
      読書の幅を広げることをねらい，物語だけではなく，科学読み物や詩歌なども入れること，

長年読み継がれてきた名作や最近の話題作も入れることを選定基準としている。 
選定した本は各教室に設置し，完読一覧表を掲示して，読書に対する意欲付けを図った。 

    ・読書記録カード 
       １年間で一人 100冊，学校全体で４万冊の読破を目指すように働きかけた。意欲を喚起で

きるよう年３回多読者を表彰した。 
   ② 環境整備       

           国語の学習で取り組んだ作品や「横手を学ぶ郷土学」との

関わりがある書籍の随時展示，季節やテーマに合わせた本の

紹介など，子どもたちの読書意欲を喚起することができるよ

うな取組を行った。 
   ③ 委員会活動と連動した取組 
     読書集会やポップコンテスト，スタンプラリーなどを年間

活動の中に位置付け，子どもの発想を生かして本の楽しさが

伝わるように行ったところ，図書室の利用者が増加した。 
 

(2) 社会との関わりや「ことば」の力を支えるＮＩＥの推進 
   ① ＮＩＥ コーナーの設置 

      図書館前及び各学年棟にＮＩＥコーナーを設置し，児童作品

を掲示したり，意見を交流したりできるようにしている。今年

度は各学年の取組が分かるように 1 階にＮＩＥコーナーを新設

した。図書室前のＮＩＥコーナーにはＮＩＥクイズを新聞の日

に合わせて掲示し，新聞に親しめるようにした。 
 
   ② 日常的に新聞に親しむ活動 
    ・ＮＩＥタイム 
      毎月第３木曜日の横手市新聞の日以外に，本校では第２木曜日も新聞を全校児童分準備し，

できるだけ新聞に親しめる環境を作っている。ＮＩＥタイムでは読売 KODOMO 新聞や読売ワ

ークシート通信を利用して学年に応じた実践を行った。 
    ・横手市「みんな de読もう！新聞コンクール」 
      今年度から横手市で行われた「みんな de 読もう！新聞コンクール」に向けて全校で取り

組んだ。友達やおうちの方からコメントをいただくことで感想を交流することができた。 
 
   ③ 各教科等の授業での活用（年間活用計画を参考に新聞を授業に活用） 
    ・記事の収集 
      事前に授業で使えそうな記事を集めておくことで，もっと新聞を授業に活用できるのでは

ないかと考え，職員全員で記事を集めるようにした。 
    ・まとめとしての新聞作成 
      ３年生以上では，学習のまとめとして，調べて分かったことや考えたことを新聞にまとめ

た。新聞にまとめることで，学習内容の理解を深めたり，資料選択の力を高めたりした。６

年生では，時数を制限することで，伝えたい必要な情報を自分の言葉でまとめる力も付ける

ことができた。 
    ・資料としての活用 
      【１年道徳「ハムスターの赤ちゃん」】 

生命尊重の授業で，パンダの赤ちゃん誕生の記事を使用。パンダの赤ちゃん誕生のニュー

スは子どもたちにも知られており，関心を高めることができた。

      【４年算数「一億より大きい数を調べよう」】 

より大きな数への興味を高めるために，単元の導入で新聞から大きな数を探した。身近な

ところにも大きな数が使われていることを確認し，仕組みを調べようという意欲が高まった。 

1 階にある NIEコーナー 

よこてにゆかりの人々  
 高橋勇市さんの書籍コーナー 
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ないかと考え，職員全員で記事を集めるようにした。 
    ・まとめとしての新聞作成 
      ３年生以上では，学習のまとめとして，調べて分かったことや考えたことを新聞にまとめ

た。新聞にまとめることで，学習内容の理解を深めたり，資料選択の力を高めたりした。６

年生では，時数を制限することで，伝えたい必要な情報を自分の言葉でまとめる力も付ける

ことができた。 
    ・資料としての活用 
      【１年道徳「ハムスターの赤ちゃん」】 

生命尊重の授業で，パンダの赤ちゃん誕生の記事を使用。パンダの赤ちゃん誕生のニュー

スは子どもたちにも知られており，関心を高めることができた。

      【４年算数「一億より大きい数を調べよう」】 

より大きな数への興味を高めるために，単元の導入で新聞から大きな数を探した。身近な

ところにも大きな数が使われていることを確認し，仕組みを調べようという意欲が高まった。 

1 階にある NIEコーナー 

よこてにゆかりの人々  
 高橋勇市さんの書籍コーナー 

３ 「横手を学ぶ郷土学」の取組について 

 (1) ふるさと教育との関連 

     「横手を学ぶ郷土学」の活用をふるさと教育と関連付けて考え，計画を立て実践を行った。 
 
  (2) 実際の取組 
    ① 保管の仕方 

       冊子は一人２冊となっている。「よこてだいすき」はカバーを取

り外し，使いやすいように学年に応じて，個人ロッカーや，読書

バック，班ごとのボックスなどに保管している。 
   ② 実践例 

４年生 社会科「わたしたちの県のまちづくり」  
             活用ページＰ16～Ｐ17「横手盆地のふしぎ」 
                  Ｐ24～Ｐ25「よこての食べ方」 
             活用方法… 自然の特色をどのように生かしているか 
                   調べる。 
                   資料から分かったことを話し合う。 
                  「びっくり！横手盆地ベスト３」を決める。 
              

１年生 国語科「むかしばなしが いっぱい」 
          活用ページ Ｐ48 ～Ｐ49「ふしぎな昔ばなし」  

             活用方法… 国語の教科書を見ながら知っている 
                   昔話について話し合う。 
                   横手に伝わる昔ばなしについて知る。 
                   教師が昔話の読み聞かせをする。 
                   感想を伝え合い，学習のめあてをもつ。 
 
             ５年生 総合的な学習の時間「みんなと『共に生きる』」 
              活用ページ Ｐ74～Ｐ75 

                活用方法… 視覚障害や聴覚障害のある方をゲストティーチャーにお迎

えし，お話を聞いたり疑似体験をしたりする。 
                   「よこてだいすき」を参考に高橋勇市さんを知る。 

                      高橋勇市さんをお招きし、演題「夢をあきらめないで」の

講話を聞く。 
Ⅲ 成果と課題 
 ○「ことばをつなぐ協働的な学び」の手立てを指導案に位置付け，授業の研究協議会でもその視点で

話し合えたことで「子どもの主体的な学習活動」や「話合いによる深い学び」を意識した授業改善

がなされた。 
○子どもたちと共に課題を設定したり，ゴールの姿を提示したりすることで，子どもたちは目的意識

と見通しをもって学習を進め，課題に照らし合わせたまとめを意識するようになった。 
 ○一人一人が自分の考えを明らかにした上で話合いに臨むことができたので，これまで話合いに消極

的な子どもたちも，少人数のグループの中で進んで話合いに加わることができた。 
 ●少人数での話合いには主体的に参加しているものの，全体での話合いには消極的な子どもが少なく

ない。少人数での話合いを生かし，さらに思考を深めたり広げたりする全体での話合いの在り方や

ねらいに導くための意見の取り上げ方，教師のコーディネートの工夫が必要である。 
 ●子どもの表現力に個人差が大きく，学習に対する意欲面でも課題が残る。子どもが追究したくなる

問題や，伝えたくなる話題等，子どもの内面を動かし成長させる単元構成の工夫が必要である。 
 
Ⅳ 来年度の取組に向けて 

 ・子どもたちの表現力を高めるとともに，ことばをつなぐ協働的な学びの姿を全体の場でも充実させ

ることができるよう単元構成・授業の在り方を工夫改善していく。 

子どものノート 

資料を広げて話し合う子どもたち 

横手には不思議な昔話

がいっぱい 

高橋勇市さんの話に感動 
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研究主題 みんないい顔 かかわりあい ひびきあう あさくらっこ

～「聴いて 考えて つなげて話す」ことを通して，考えを深める授業づくり～

横手市立朝倉小学校

Ⅰ 研究の主題について

本校はこれまで 「聴いて 考えて つなげて話す」ことを通して，言葉の力を付けることに力を入，

。 ， ， ，れてきた 今年度は 他者と主体的に関わり合い 対話や話合いを通して学ぶ中で自分の考えを深め

自己の成長を実現する授業づくりに力を入れることにより 確かな目指す子ども像の具現を図ることと，

した。

研究の実際Ⅱ

１ 学びの質を高める「言語活動の充実」に向けて

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

(1) みんなが「いい顔」になるための授業づくり

① 子どもの興味・関心を大切にし，主体的に学ぶ授業

・子どもの意欲を高める課題設定と導入の工夫

・学習に満足感や自己有用感を感じるような必要感のあるめあてとゴールの設定

〈授業実践〉授業参観の視点①

～本時のねらい達成に向けた「課題・めあて 「ゴール・まとめ」の整合性，」

指導の手立て及び振り返りの適性～

○ ６年算数「順序よく整理して調べよう」

【実践内容】

本時は ４チームで試合をするときの組み合わせを調べる時間で，

あった ノートに自力思考したことを ホワイトボードに書き 全。 ， ，

体の場で紹介し合った 既習の順列との違いも意識させ これまで。 ，

活用してきた表・樹形図・書き出しの方法が出された 見通しでは。

分からなかったことが 全体で話し合うことにより問題解決に向か，

った。

【成果】

・全体での話合いにより様々な方法で問題解決することができ 子どもたちはできた実感をもつ，

。 ， ， 。ことができていた また 他のクラスの考えを紹介することで 学びを広げることができた

・すっきりと「課題 「ゴール」の整合性が図られていた。振り返りの内容も，算数的な視点に」

なっていてよかった。

② 言葉を通して関わり合いながら，深い学びをしていく指導過程の工夫

・友達の考えを温かく聴き，考え，つなげて話し合う授業の充実

・教師のコーディネート力を高め出番を見極めた，子ども主体の授業の構築

〈授業実践〉授業参観の視点②

～「聴いて 考えて つなげて話す」ことを通して，

思考を深めるための教師の出番の見極めの適性～

○ ２年国語「スイミー」

【実践内容】

子どもたちが，スイミーの世界にどっぷり浸ることができる

ように，心グラフやペープサート，板書構成など，低学年には

視覚に訴えるしかけを効果的に活用した。話合いの視点を「行

動の変化 心情の高まり とし ぼくが目になろう と言え」「 」 ，「 。」

るようになるまでのスイミーの気持ちを想像して話し合った。

ホワイトボードでの紹介

全体での話合い
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【成果】

・全文掲示や板書構成により，全文を読んでスイミーの心情の変化を捉えることができた。

。，・補助発問により スイミーの気持ちの変化に子どもたちの思考を焦点化することができた

③ 対話的な学びによって，考えを深めていくための指導の工夫

・他者との対話を通して，問題解決に向かう指導の工夫

〈授業実践〉授業参観の視点①

～「聴いて 考えて つなげて話す」ことを通して，

思考を深めるための教師の出番の見極めの適性～

○ ５年社会「米づくりのさかんな地域」

【実践内容】

導入で２つの資料を読み取り，子どもたちの問いから学習問題を作

った。提示した資料は50年前と現在との，米の生産量の推移を表すグ

ラフと米づくりにかかる時間を作業別に表したグラフである。それを

読み取った子どもたちから 作業時間が減っているのに生産量が増え，「

，，」ているのはなぜだろう？ という問いが発せられたので 学習問題を

米づくりにたずさわる人々は短い時間でより多くの米を作るため「

にどのような工夫や努力をしているのかな 」とした。。

その問題を解決するために ３人グループの手元に３つの資料 50年前と今の農作業の違いを（，

比べられる写真 ほ場整備工事の資料 品種改良の資料 を与えた 学習問題に対して 個でこ， ， ） 。 ，

れらの資料を読み取ってメモをした。

【成果】

・導入で提示した資料を読み取って 問いをみんなで共有でき 子どもの問いから本時の学習，，

問題を導き出すことができた。

・個で読み取ったことをもとに３人で話し合うことで 自分の考えを確認したり深めたりする，

ことができた。

(2) 言葉の力を高めるための各教科等における言語活動の充実

① 各教科の重点に基づいた，具体的な言語活動の取組

・ねらいを明確にもち，言語活動を効果的に位置付けた授業実践

② 授業に生きる日常的な言語活動の計画と実施

・全学年で取り組む毎日の音読（カード活用）

・図書館とＮＩＥのつながりを意識した掲示の工夫

・対話を意識したＮＩＥタイムの実施

図書館とNIEコーナー話対と聞新ドーカ読音たし応対に年学

「ねらいと付けたい力」を明確にし，言語活動を位置付けた日常的な取組

資料と対話

－ 7－



２ 学校図書館の利活用及びＮＩＥの推進について

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

① 授業等での活用

５・６年生の図書委員会中心のビブリオバトル

図書委員会の児童が紹介したい本を選定し，３名ずつの選出により，

朝の読書の時間を活用してビブリオバトルを開催した。本の紹介をした

図書委員は，３分間を活用することの時間の長さを実感していた。効果

的な紹介の仕方を学ぶことにつながった。また，他の子どもたちは，そ

。，れを聞くことによって 本の内容やよさをしっかり捉えようとしていた

よい自己表現の場であり，多くの思考を巡らせる時間となり，新しい学

びの機会であった。

② 日常での取組と環境整備・発信

・ ポプラディア」活用による授業「

・ お話キャラバン隊」の来校「

・ 心に響いた言葉」の紹介「

(2) ＮＩＥを通した情報活用力の向上

① 環境の整備

，，，子どもたちがより新聞を身近に感じ 更に興味を広げることができるように 玄関ホール

２階図書館前コーナーだけでなく 英語コーナーや特別教室の廊下掲示を行った いろいろな。，

記事に触れさせ，情報を活用できるようにしたい。

② 諸活動での活用

・新聞切り抜きコンクールへの挑戦

長期休みの自由研究や，総合的な学習(５年）の中で，切り

抜き新聞に挑戦し，コンクールへも出品することができた。

グループや個人でテーマに合わせて新聞を集めて記事に対し

ての自分なりの考えをもつことができた。

③ 授業での活用

「 」３年国語 すがたを変える大豆

納豆工場の見学と合わせて 新聞記事のグラフから 納豆の消費量が増えていることに気付， ，

かせた みんなで なぜ 納豆の消費量が増えたのか 考え きっと体によいのではないかと，」，「。

えいGO!コーナー おもしろサイエンス 季節のレシピ

「お話キャラバン隊」「ポプラディア」の活用 「心に響いた言葉」の紹介

ビブリオバトル
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。 ， ，予想した 見学したときに タンパク質とカルシウムが含まれていることを教えていただき

その効能についても学び，ポスターにまとめることができた。

「 」（ ）４年総合 横手のやさしさ伝え隊 福祉

福祉の学習として，取り組んだ体験と関連付けて考えることが

できる内容をピックアップして掲示し 感想を交流した いろいろ， 。

，な障害をもつ方について考えたり

自分たちで出来ることについて考

えたりするきっかけとなった。

また バリアフリーの考え方に触，

れ いろいろな情報を得ることもで，

きた。

３ 「横手を学ぶ郷土学」の取組について

(1) 活用を意識し，実践を共有

① 月の学習指導の振り返りに実践を確認

・毎月の学習指導の振り返りに，個々の月ごとの実践をまとめる。

・年度末までに一人一実践の報告

② 月・学年毎の表にまとめて保存し共有

。，・表にまとめたものを発信し 今後の取組に生かしていくよう促す

Ⅲ 成果と課題

○ 聴いて 考えて つなげて話す ことは 子どもたちにとって日常的な学習形態である 自分の。，」「

考えと友達の考えを比べながら考えを深めていくことに 楽しさを感じることができるようになっ，

てきている。

○今年度は 振り返りまで授業を行い その工夫をしていくことを大切にしてきた おかげで そこ，。，，

までたどり着く授業が展開され，振り返り場面をどう作っていくか意識の高まりが見られた。

●子どもが主体的に学ぶ姿について もう一度確認し合う必要がある ユニバーサルデザインの視点。，

から考えても 自ら進んで学ぼうという意欲を出せる または 見取れる活躍場面を工夫して設定，，，

していくことが必要である。

●学級の温度差を感じる学年がある。次年度につなげるために

も，学年で統一した指導を行うことができるよう，意思疎通

を図る時間を設定していきたい。

●ＮＩＥの授業での活用とともに 横手を学ぶ郷土学 につい，「 」

ても活用場面を増やしていきたい。

Ⅳ 来年度の取組に向けて

・効果的な振り返り場面の設定と 「分かった 「できた」， 」

を実感させる工夫

・学年での統一感のある指導の在り方

・ＮＩＥ・ 横手の郷土学」の効果的な活用「

月・学年毎にまとめた実践

学習発表会での全校群読

学年の「新聞掲示コーナー」

月の学習指導の振り返り

－ 9－



研究主題 よりよい関わりの中で，学ぶ喜びを味わう子どもの育成
～対話を通して学びを深め，問題解決する授業づくり～

横手市立旭小学校

Ⅰ 研究主題について
共通の課題について子ども同士が多様な思いや考えを交流することによって，一人一人が新た

な見方や考え方をしたり，問題を解決していくよさを実感したりできるような指導の充実を目指
して本主題を設定した。

Ⅱ 研究の実際
１ 学びの質を高める「言語活動の充実」に向けて

(1) 対話を位置付けた「旭型問題解決的な学習」による授業づくり
○ねらいを明確にした指導
○予想，知識，経験，既習内容等とのギャップに気付かせること（第１のずれ）から生まれ

る問いのもたせ方
○根拠を明らかにした自分の考えのもたせ方
○対話の必要性のもたせ方（第２のずれ）
○思考を深めていく対話の在り方
○板書構成とノート指導
○観点を明らかにした学びの振り返り

【実践例１】
○図画工作科の取組

２年生 題材名 「おいしい，楽しい，わくわくパーティー」 Ａ表現（２）立体
・題材について

テーマに合わせてつくりたいものを決め，色や形を考えながら自分らしい表現をさせ
ることをねらいとした題材である。材料と十分に触れ合うことを通して，材料の面白さ
や「丸める」「転がす」「伸ばす」などの表し方のよさに気付きながら楽しんで表現す
ることができる。

・自分らしい思いを膨らませることができる題材の工夫
新しい材料である軽量紙粘土と油粘土との違いに気付かせることによって課題意識を

もたせた（第１のずれ）。「パーティー」について対話をすることによってイメージを
共有させたり，作品を並べるための容器を自由に選択させたりすることによって一人一
人の考えが整理され，見通しをもって活動することができた。

・発想を広げ，自分の思いを表現できる手立ての工夫
友達との対話を通して「パーティーのごちそう」に対するイメージを膨らませたり，

見通しをもたせたりした。また，つくる過程において「こんな形にしたい」「ここがう
まくいかない」といった自分の思いを十分に表現できずにいる場面（第２のずれ）を捉
え，互いに気付いたことや工夫について対話させることによって，課題解決に向かわせ
ることができた。

【実践例２】
○自立活動（特別支援学級）の取組

単元名 「みんなでやろう！みんなで楽しもう！～もっとなかよし集会～」
・単元について

学級には複数学年の児童が在籍しており，気持ちの切り替えやコミュニケーションが
うまくできないという課題がある。そのため，本単元を通して，集会を企画，準備を行
い，実際に楽しむことによって仲間と関わり合い，場に応じた行動をする力を育てるこ

ねじってみる色を付けて重ねる 対話を通して気付く
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とを目的として実践した。
・児童一人一人を主体的に学習に向かわせる手立ての工夫

前回の集会を想起させ，そのときの課題を踏まえて 「もっと仲良く，楽しい集会に，
したい」という思いをもたせた（第１のずれ 。子どもたちの話合いの結果 「はこあ，）
てゴルフゲーム」を中心にした集会が企画された。単元を進めるにあたって，集会の具
体をイメージできるような写真，学習の全体計画表，各時間の学習の流れ，個人の活動
計画表を準備し，見通しをもてるようにした。また，児童によって取り組める作業や集
中できる時間が異なることから，役割分担と場の工夫をし，スモールステップで取り組
めるようにした。

・友達と関わり合いながら活動をし，達成感を味わわせるための手立ての工夫
途中で試しのゲームを行うことによって改善点を見付け，話し合いながら試行錯誤し

たり互いの作業へのアドバイスをし合ったりすることができた（第２のずれ 。また，）
実際に動いてみることは，集会本番のイメージを確かなものにすることにつながった。
振り返りの場面では，一人一人が自分のめあてを達成した喜びを表現していた。

(2)学びの基盤づくり
○言葉の力を高める読書推進，ＮＩＥ推進
○体験活動の充実
○自分を高めるための自主学習推進
○効果的な少人数学習の推進

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

① 読書の推進
・読書スペースの充実

今年度，第２図書室として食堂に図書スペースを作り，大
きな窓から横手市を一望できる明るく開放的な空間で読書を
楽しむことができるようにした。

また，学習や社会の出来事への興味・関心を高める手立て
として，関連図書の展示を行った。

・図書利用年間計画の活用
図書の学習への利活用をさらに推進するために 「図書利用，

年間計画」の見直しを図った。各学年の担当者が学習への見
通しをもつことができるとともに，学校司書も市立図書館や県
立図書館との連携を図りながらレファレンスサービスを進めるために有効であった。

見通しをもたせるための手立て 箱を区切って数の見通しもたせる 友達のアドバイス

外国語活動関連図書の展示

図書利用年間計画

６年 （読書を通して考えを広げたり深めたりしようとする態度を育てる）。

月 単元名（題材） 学習・読書指導 情報・ 利用指導

。４ 続けてみよう 読書記録をつける。 本の取り扱い方を確かめる

本に親しみ，自分と対話しよ ・う パンフレット，写真の利用

「カレーライス」 （国 ・） メモの整理，活用

５ 季節の言葉「春のいぶき（国） 季節（春）を表す言葉や俳句に関する・課題設定」

本を読む。 ・研究方法の決定

・研究項目の検討観点２－①

６ 「私たちの町を紹介しよう」 修学旅行で訪れる町や横手市に関係す・情報源の選択，情報の選択
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・「読み聞かせ」，「親子読書」の実施
地域ボランティア，保護者ボランティア，講談社「お話キャラバン隊」による読み聞か

せを行った。また，今年度も長期休業中には親子で同じ本を読み，感想交流をする取組を
全校で行った。いずれも，読書への関心を高める上で有効な取組であった。

(2) 「ことば」の力を支え，読解力向上に資するＮＩＥ

① 新聞への興味・関心を高めるための環境整備
・新聞閲覧コーナーの設置

４紙を並べて展示している。それによって，現在の大きなニュースは何なのかを読み取
ったり，同じ話題を比較して読んだりすることができた。

・記事を読んでの感想交流と親子ＮＩＥ
今年度８月以降は，横手市が行う新聞コンクールと同じ形式による新聞切り抜き感想交

流に取り組み，計画的にＮＩＥコーナーに掲示した。また，夏休みの全校共通課題として，
親子ＮＩＥに取り組んだ。学習発表会に合わせて展示し，家庭や地域に向けて発信するこ
とができた。

② 教科等の指導におけるＮＩＥ
実践例
〈１年生〉・生活科「はるをみつけたよ」

新聞から春を見付け，記事や写真を切り抜いた。
〈２年生〉・生活科「ぐんぐんそだて」

新聞を読んで野菜に興味をもち，育てたい野菜を決めた。
〈３年生〉・総合「横手のいいところ見付けよう」

横手の名物や祭りに関する情報を見付け，資料とした。
〈４年生〉・国語「ウナギのなぞを追って」

激減したウナギの稚魚に関する記事を読み，説明文への興味・関心を高めた。
〈５年生〉・国語「事例と意見の関係をおさえて，自分の考えをまとめよう」

自分で選んだ新聞記事を事例として挙げながら，メディアとの関わり方に
ついて自分の考えを文章にまとめた。

・社会「自動車づくりにはげむ人々」
東京モーターショーに関する記事を資料として話し合い，これから求めら

れる自動車について考えた。
〈６年生〉・国語「未来がよりよくあるために」

これからの社会や自然環境等に対する意見を書く際に考えをもち，また，
説得力をもたせるための根拠となる資料として新聞を活用した。

３ 「横手を学ぶ郷土学」の取組について
(1) 全校「よこてだいすき」の日

毎週金曜日は「よこてだいすき」を読む日と設定し，読書の時間には全校一
斉で取り組んだ。興味をもって開いたページには，コメントを書いた付箋を貼
り付けるようにし，読み重ねたことを実感できるようにした。また，金曜日の
昼の放送では，放送委員会の児童が「よこてだいすきクイズ」と称して，横手

親子で同じ本を読む
お話キャラバン隊 読み聞かせの実施

親子で同じ記事を読む

今日の一面比べてみよう ＮＩＥ作品の展示 この記事に注目

付箋を貼って

自分の考えを書く

にまつわる問題を出題した。

(2) 授業における活用

①社会科 ６年生「日本の歴史」

教科書を使っての学習だけではなく，「よこてだいすき」を使っ

ての調べ学習をした。

縄文時代から弥生時代の暮らしの変化をつかむ学習では，横手

市内の遺跡を調べることによって，歴史が書物の中のことではな

く身近なものとして捉えることができた。

また，武士が力をもつ世の中について調べる際には，「清原氏

と後三年合戦」のページや「漫画後三年合戦物語」を資料の一つ

にした。後日，修学旅行では，平泉の黄金文化や中尊寺金色堂ゆ

かりの蓮に実際に触れ，実感をもって学ぶことができた。

②総合的な学習の時間 ３年生「横手のいいところ，見付けよう」

ふるさと横手のよさを見付けてまとめ，横手のために自分が

できることを考える学習である。「自然」「農産物」「食」「祭り」

「公園」等のテーマについて調べ，パンフレットにまとめた。

③国語 １年生「むかしばなしがいっぱい」

２～６年生「聞いて楽しもう（昔話・民話）」

２～６年生「季節の言葉」

日本の伝統的な言語文化である「語り」の文化に触れ，昔話

や長い間受け継がれてきた昔話や民話に親しむ学習である。教

科書を使っての学習に加えて，横手の昔話や民話に触れる機会

を設けた。どの学年も同じページを使っての学習ではあるが，

低学年は昔話を楽しむことを中心に，高学年は地域に語り継が

れてきた背景や思い等を考えることも含めて学習することがで

きた。

また，「季節の言葉」を学習する際には，日本の四季折々の

美しい言葉を横手の自然やくらしと重ねて読むことができた。

Ⅲ 成果と課題

○児童の実態を基に，思いや願い，問いを大事にした学習課題を設定することによって，子どもた

ちは，何についてどのように解決していくのかという見通しと自分の考えをもって，主体的に学

習に向かうことができた。

○ペアやトリオによる対話が日常的に見られるようになってきた。また，授業を振り返る場面では，

友達と関わり合いながら問題解決するよさや自分の変容についての記述が見られる。対話を位置

付けた授業実践により，指導者・児童の両方の協働的な学びに対する意識が高まってきている。

○図書利用年間計画を活用し学校司書との連携を図ることで，多様な学習において図書の利用がし

やすくなった。また，新聞を学習活動に位置付けた取組を推進した結果，子どもたちの思考する

場面や表現する場面が充実してきている。

○今年度は，「よこてだいすき」をまず手にとって開いてみるところから始めた。子どもたちは，

興味を広げながら読む姿が見られた。職員研修として，どの教科のどの場面で活用できるか検討

し実際に活用することによって，学習内容を自分たちの地域とつなげて考えることができた。

●対話によって思考を再構築する力を高めるための指導力を向上させていくことが必要である。単

元を見通して，目標に応じながら対話を位置付けていかなければならない。

Ⅳ 来年度の取組に向けて

・単元や１単位時間での付けたい力や目指す子どもの姿を吟味した上で授業を構成していく。

・生徒指導を機能させ，また道徳や特別活動等との関連を図りながら，「旭型問題解決的な学習」

を推進していく。

・一人一人の言葉の力を高め，汎用的知識を充実させていくための読書やＮＩＥ，「よこてだいす

き」の活用をさらに推進していく。

パンフレットで横手を紹介

調べたことを現地で実感

－ 13 －－ 12 －



にまつわる問題を出題した。

(2) 授業における活用

①社会科 ６年生「日本の歴史」

教科書を使っての学習だけではなく，「よこてだいすき」を使っ

ての調べ学習をした。

縄文時代から弥生時代の暮らしの変化をつかむ学習では，横手

市内の遺跡を調べることによって，歴史が書物の中のことではな

く身近なものとして捉えることができた。

また，武士が力をもつ世の中について調べる際には，「清原氏

と後三年合戦」のページや「漫画後三年合戦物語」を資料の一つ

にした。後日，修学旅行では，平泉の黄金文化や中尊寺金色堂ゆ

かりの蓮に実際に触れ，実感をもって学ぶことができた。

②総合的な学習の時間 ３年生「横手のいいところ，見付けよう」

ふるさと横手のよさを見付けてまとめ，横手のために自分が

できることを考える学習である。「自然」「農産物」「食」「祭り」

「公園」等のテーマについて調べ，パンフレットにまとめた。

③国語 １年生「むかしばなしがいっぱい」

２～６年生「聞いて楽しもう（昔話・民話）」

２～６年生「季節の言葉」

日本の伝統的な言語文化である「語り」の文化に触れ，昔話

や長い間受け継がれてきた昔話や民話に親しむ学習である。教

科書を使っての学習に加えて，横手の昔話や民話に触れる機会

を設けた。どの学年も同じページを使っての学習ではあるが，

低学年は昔話を楽しむことを中心に，高学年は地域に語り継が

れてきた背景や思い等を考えることも含めて学習することがで

きた。

また，「季節の言葉」を学習する際には，日本の四季折々の

美しい言葉を横手の自然やくらしと重ねて読むことができた。

Ⅲ 成果と課題

○児童の実態を基に，思いや願い，問いを大事にした学習課題を設定することによって，子どもた

ちは，何についてどのように解決していくのかという見通しと自分の考えをもって，主体的に学

習に向かうことができた。

○ペアやトリオによる対話が日常的に見られるようになってきた。また，授業を振り返る場面では，

友達と関わり合いながら問題解決するよさや自分の変容についての記述が見られる。対話を位置

付けた授業実践により，指導者・児童の両方の協働的な学びに対する意識が高まってきている。

○図書利用年間計画を活用し学校司書との連携を図ることで，多様な学習において図書の利用がし

やすくなった。また，新聞を学習活動に位置付けた取組を推進した結果，子どもたちの思考する

場面や表現する場面が充実してきている。

○今年度は，「よこてだいすき」をまず手にとって開いてみるところから始めた。子どもたちは，

興味を広げながら読む姿が見られた。職員研修として，どの教科のどの場面で活用できるか検討

し実際に活用することによって，学習内容を自分たちの地域とつなげて考えることができた。

●対話によって思考を再構築する力を高めるための指導力を向上させていくことが必要である。単

元を見通して，目標に応じながら対話を位置付けていかなければならない。

Ⅳ 来年度の取組に向けて

・単元や１単位時間での付けたい力や目指す子どもの姿を吟味した上で授業を構成していく。

・生徒指導を機能させ，また道徳や特別活動等との関連を図りながら，「旭型問題解決的な学習」

を推進していく。

・一人一人の言葉の力を高め，汎用的知識を充実させていくための読書やＮＩＥ，「よこてだいす

き」の活用をさらに推進していく。

パンフレットで横手を紹介

調べたことを現地で実感
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研究主題 共に学びを創り上げていく子どもの育成

横手市立栄小学校

Ⅰ 研究主題について
自分とは異なる他者の多様な思いに触れ，再考したことや思考が深まったことを「音声言語」に

よって表現しながら，それまでの学びの過程になかった新しい知見や結論，最適解，最善解を見い
だす力を育てることをねらい，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) 課題解決学習の確立

① 「価値ある問い」を生み出すための課題設定の工夫
＊「価値ある問い」とは

・協働，対話する必然性や必要感のある問い
・多様な思いや考えが引き出され，知的葛藤が生じるような問い
・児童にとって切実で追究しがいのある問い

・児童の興味・関心・意欲が引き出され，本気で考え
たくなるような問い

② 方向性や目的を明確にした「対話」の充実
＊「対話」の方向性や目的

方向性 目 的

考えを広げる
拡散型

ひ ろげよう ・似ていて・付け足して・ちがって○
一つの考えにまとめる

集約型
ま とめよう ・まとめると○

考えを整理する（仲間分けする）

わ けよう ・ちがいは・共通していることは分類型 ○
・仲間分けしてみると

ぼんやりしていた考えをはっきりさせる
組立型

つく り あげよう ・これとこれを合わせると○
③ 思考を促す発問の充実と意図的指名の工夫

④ 「栄っ子の聴き方・話し方 （指標）の徹底」
(2) 取組の実際（道徳の実践から）

【実践例１】４年「自分自身に対する正直さ （正直，誠実）」

「価値ある問い」を中心に据えた授業展開
教材を範読した後，心に残った場面や感想を子どもに尋ね

た。そして「今日，みんなが考えていきたいことは？」と問

うて，課題を設定した。本時の深めたい道徳的価値につなが
がる中心場面が挙げられた 「どうしてぼくは，こんなに悩ん。

でいるのか」という，子どもにとって切実で考えずにはいら
れない明確な問いがつくられた。教師はこれを中心発問とし
て板書し，全体による対話を展開した。

思考を促す発問の充実
対話を展開していったが，子どもたち

の考えはなかなか広がらなかった。そこ

で教師が「ぼくは『何を』悩んでいるの
か」と問い直しをした 「他律」。

から 「行為の悩み」や「自律的，
な考え」に道徳的に深まった発言
が出てきた。

「聴き方・話し方」の指標（教室掲示）

４つの「対話 （教室掲示）」

課題や中心場面を明確にした板書

学
習
後
の「

ふ
り
返
り
」
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【実践例２】１年「わがままをすると （節度，節制）」
方向性や目的を明確にした「対話」

かぼちゃが，つるをのばして，他に迷惑をかけ，最後には
つるを切られてしまった行為について，教師が「あなたがか
ぼちゃならどうするか」と問うた。子どもたちは「伸ばす」

と「伸ばさない」のどちらかにネームプレートを貼り，意思
表示をした。その理由について発言【拡散型の対話】をした

」「，，り 教師が問い返しをしたりしていく中で よりよい 行い
【組立型の対話について「対話」の方向性を修正していった

へ 。】
２年「自分でやることはしっかりと （希望と勇気，努力と強い意志）【実践例３】 」

「栄っ子の聴き方・話し方」を意識した「対話」
対話に向かう際に，椅子だけを持って教室中央

に円座になった。話者に対しては，体を向けて聴

いていた。拍手をしたり「おーっ 「いいです」
ね 「なるほど」など多様な肯定的反応をしたり」
しながら，子どもたちは考えを聴いていた。話者

は理由を付けて話していた。聴く側がしっかりと
育っているので，話す側は安心して発表すること

ができた。また，その安心感は自由で活発な対話
につながっていた。

(3) 「栄っ子の学び」の共通実践に向けて

・ 子供授業参観」の実施「
この取組を始めて３年目になる。本校の目指す子ども像について，教師側だけでなく児童自

身もイメージをもつこと，共通実践事項（学習規律や学習の仕方）の再確認することをねらっ

ている。この取組を行うことで，他学年の「学習に向かう態度」や「聴き方・話し方 「対話」
の仕方」等について，よい刺激を受けている。

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

① 日常的な読書推進

・多読のすすめ
毎日の朝読書（15分間）の時間も活用し，年間一

人100冊以上を目標として読書活動に取り組んでい
る。読んだ本を読書ファイルに記入し，毎月冊数を
チェックし，目標達成者を表彰している。

・図書館の環境整備の工夫
子どもたちがいろいろなジャンルの図書に関心を向

けるよう，図書委員による『おすすめの本の紹介コ
ーナー』の設置やポップ作り，学校司書が中心とな
って季節にちなんだ図書展示，新刊図書の展示の工

夫などを行っている。

対話の方向性を明示した板書

話者に体を向けて話を聴く

授業参観後の感想
子供授業参観の様子

多読賞（100冊）の掲示

－ 15 －



② 授業での活用
各学年が，学校図書館や各市立図書館より，学習内容に関わる

本を学校司書に集めてもらい，学習に活用している。

【実践例】３年国語「気になる記号」
自分が見付けてきた身近なところにある記号の意味や役割を図

書を利用して調べ，それを元に説明文にまとめる活動を行った。
説明文を書くために選んだ記号だけでなく，いろいろな記号が身
の回りにあることに気付き，その後の生活の中でも記号を見付け

て疑問に思ったことを教室内にある図書で調べようとする姿があ
った。

(2) 「ことば」の力を支え，読解力向上に資するＮＩＥ
① ＮＩＥタイムの設定

今年度は，毎週金曜日にＮＩＥタイムを設定し，新聞記事に触れ 「親しむ，読む・知る，，

考える」時間としている。各学年に応じたシートを利用しているが，高学年においては 「記，
事の概要→そこから分かること→感じたこと・考えたこと」を記載するようにしている 「記。
事を読み取る・簡潔にまとめる・思考する」力が高まってきている。

② 新聞掲示コーナーの工夫
ＮＩＥタイムの設定によって，新聞に触れる機会は増えているが，より子どもたちが新聞

に関心を寄せるように新聞記事掲示の工夫を行っている。例えば，同じ出来事を扱う記事を
３紙並べて掲示したり 「ニュース・横手市発」コーナーを設置して，地元の出来事に目を，
向けるように横手市の８地区の新聞記事をを切り抜いて貼り付けたりしている。

また，読売KODOMO新聞からクイズを抜粋し，クイズコーナーを設置したりしている。

③ 授業等における新聞の活用

１年…新聞から，片仮名を表記する語句を集める。
２年…新聞記事の中から片仮名を探し，どのように使われて

いるかを知る。
３年…国語の学習で，新聞の中から同じへんやつくりの漢字

を探し，分類する。

４年…社会科の伝統工芸などの学習のまとめとして新聞作り
を行う。朝の会でニュースを紹介する。

５年…新聞の１面を使って，記事の構成を確かめたり，複数

の新聞を読み比べ，伝えたいことの内容の違いを考え
たりする。

６年…社会科の政治の学習の際に，現在の衆議院や参議院，
内閣の仕事について確かめる。

５・６年…朝の会のスピーチの題材に新聞記事を使う。

文章でのおすすめの本紹介 おすすめの本展示 七夕にちなんだ本の展示

気になる記号：説明文

記事の読み比べ 新聞クイズコーナー

ニュース・横手市発コーナー

－ 17 －－ 16 －



３ 「横手を学ぶ郷土学」の取組について
各学年で生活科・社会科・総合的な学習の時間を中心に授業の中で活用した。主に，発展的な内

， （ ） 。容として取り扱うことが多かったが 身近 横手 での出来事を知ることで興味・関心が高まった
また，児童個々の知識の深まりが見られるなど，写真資料を見たり，読んだりすることにより横手
の豆知識の蓄積に有効に作用したのではないかと思われる。今後は，繰り返し活用していくことに

より，知識の定着と横手のよさの再発見につながっていくことが期待される。

Ⅲ 成果と課題

○「音声言語」での表現活動を重視したことにより，同じ考えや似ている考えでも，昨年度まで
のような「同じです」という発言で終わることなく，同じでも「理由を変えて 「自ら発言し」
よう」とする児童が増えてきた。また，思考の深まりにもつながってきている。

○「対話を重視する」ことで，考えが深まったり広がったりしたという児童の割合が，昨年度
に比し，より高くなった。

○対話の目的や方向性「ひ・ま・わ・り」を明示したことにより，向かうべきゴールが明確にな
り，一人一人がしっかりと対話に向かうことができた。

○さらなる読書推進により，一人一人の児童の読書冊数が増えた。また，図書委員による日常

的な「おすすめの本」紹介により，読書の幅も広がってきている。
○ＮＩＥ推進により 記事の内容を 読み取る力 が伸び 高学年においては 要約する力 自， 「 」 ， 「 」「

分との関わりの中で考える力」も高まってきた。

○「横手を学ぶ郷土学」の取組により，地元横手に興味・関心をもつ児童が増えてきた。
●「栄っ子の聴き方・話し方 （指標）は，十分に活用されるに至らなかった。」

●「友達の考えを受け止めて話す 「応じて話す」ことに，まだ不慣れな児童が多い。」
●読書・ＮＩＥ推進について，児童の発信が主となっている。双方向の「やり取り」が少なか

った。

Ⅳ 来年度の取組に向けて
・各教科基本学習過程の整備と共通実践

～一人一人が学びの充実感を味わうことができるために～
・日常的に活用できる「栄っ子の『話し方 （指標）の見直し』」

～音声言語表現を支える手立ての充実～
・話合いスキルトレーニング（主として小集団）の実施

～児童一人一人の「しゃべり力」向上～

学年 教科等 単　元　名 活用について ページ

大すきいっぱいわたしのまち
横手市の好きな場所について話し合い，その場所を調べ，関心を高
めた。（公園，温泉等）

28・34

小さな生き物たち
横手市で見つけられる生き物や生息する場所について知ることがで
きた。

22

受けつがれる行事 昔から伝わる祭りや年中行事の由来や願いについて知る。 38・42・44

昔の道具とくらし 昔の暮らしの様子や暮らしの工夫について知る。 50～62

県の交通の様子 横手市の主要道路，鉄道の広がりをとらえる。 30

伝統を生かした町づくり 横手市の特産物にはどんなものがあるか調べる。 66・68・80

地域の発展に尽くした人々 横手の偉人・先人・著名人について知る。 74

社会科 変わってきた米づくり 今と昔の農業の様子のちがいについて知る。 62

総合 米をつかった料理 米はいろいろな調理の仕方が工夫され，食されていることを知る。 66

大昔のくらしをさぐろう 縄文時代の横手の様子に関心をもつ。 88

源氏と平氏が戦う 源氏と平氏の戦いが平泉や後三年まで及んできたことを調べる。 92

江戸幕府と大名
江戸幕府の大名支配を調べ，横手にも多くの城が築かれ大名支配下
にあった様子を知る。

96

文化を支えた産業と交通
産業の発展に伴って流通網が急速に整備されていた頃，横手の人や
ものの行き来のために整備された街道の様子を調べる。

94

西洋に追いつけ
日本が近代的になっていく中で，横手ではどのようにして近代化が
進められていったのか調べる。

106

戦争と人々のくらし 太平洋戦争における横手への影響について調べる。 110

総合 地名調べ 地名の由来について知る。 102

5年

社会科
6年

２年 生活科

3年 社会科

4年 社会科

－ 17 －



研究主題 主体的に判断し，協働して新たな価値を生み出す力の育成
～るえ変を業授で２×２×２～ （ツー バイ ツー バイ ツー）

横手市立横手北小学校

Ⅰ 研究主題について
本校の児童は受動的で，自分の考えを表現したり行動に表したりする力が十分に備わっていな

い面がある。そこで，横手北中学校区で取り組んでいる「聴いて 考えて つなげる」授業を核
として，主体的・協働的に関わり合いながら学びを深めていく児童の姿を目指して本主題を設定
した。

Ⅱ 研究の実際
１ 学びの質を高める「言語活動の充実」に向けて

(1) 授業改善の３つの視点について

主体的・対話的で深い学びを実現するために 授業改善の３つの視点として プロセス イ」「， 「
ンタラクション 「リフレクション」を設定した。副題の２×２×２は，それぞれの視点に授」
業改善のポイントを２つずつ設け，それらの関係性を〈× （かけ合わせる，繰り返すの意）〉
で表したもので，問題意識をもち，試行錯誤し，問題解決を図る学習過程を大切にしながら，
授業づくりについての見直しや改善を行った。

(2) 取組の実際
授業構想では 〔リフレクション ①身に付けたい力を明確にした授業〕

○単元で身に付けたい力の明確化・授業の焦点化
○「評価基準→学習活動 ・目標と評価の整合を図った授業構想」

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

〈５年 外国語活動から〉
リフレクション①の授業構想

から学習計画を作成し，Main
goal・Today's goalが共有でき
るように意図的に掲示した。好
きな物を伝えるという単元で身
に付けたい力を「オリジナルラ
ンキングを作ろう」というMain
goalを設定することで，必要感
をもち，活動が意欲的に進めら
れた。

終末

深い学びの

過程の実現

展開導入授業構想

リフレクション
①身に付けたい力を明確に

した授業

学習の見通しと振り返り②

を大切にした授業

プロセス
①目標（めあて）・学習活動・

評価（ゴール）を示す授業

②導入や学習課題等を工夫

した授業

インタラクション
①共に学び合う思考・発信

型の授業

②「分かる」を意識し全員

が活躍する授業

提示されたMain goal・Today's goalと学習計画

対話的な学びの

過程の実現

主体的な学びの

過程の実現
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学習の流れが分かる板書

○学習の流れのパターン化
全校統一のプレートを活用した。

算数では，問題→課題→見通し→自
分の考え（個の思考）→友達の考え
（ペア・３人グループ・全体）→ま
とめ→評価問題→振り返り，という
スタイルが定着し，児童が授業前に
プレートを貼ってスタンバイしてい
る。

〔プロセス ②導入や学習課題等を工夫した授業〕
○学習意欲（解決意欲）を高める学習課題の設定
〈５年 道徳から〉

， ，内容項目Ａ-(1)善悪の判断 自律
自由と責任

【主題】自分の心が見ている
（資料 心の管理人）

事前のアンケートから，自由とは
」，「思い通り 好きなことをすること

と捉えている児童が多いことを知ら
せた。その後，資料を読むことで，
「自由とはどんなことだろうか」という本時のテーマを導き出した。話合いが進むにつれて，
自由の考え方が変容していった。

展開では 〔インタラクション ①共に学び合う思考・発信型の授業〕
○児童主体の授業づくり
〈聴き方・話し方シートの活用〉

昨年度，机上に貼っていた「聴
いて 考えて つなげよう」シー
トを，今年度は内容を絞り，机中
に入れることでシートから徐々に
離し，自分の力でできるようにレ
ベルを上げた。さらに，しっかり
聴くための方法を10の約束として
示し，全校でチェック週間を設け
たところ，意識が高まり，成果が
上がっている。
〈児童が進行役の授業スタイル〉

課題をほとんどの児童が書き終
わるタイミングで，日直が読み始
める 「見通しを立てましょう」。

。，」「自分の考えを紹介して下さい と 児童が授業を進めていく
全体の話合いでは，ここまで分かったけど…という児童から発言を始め 「ここから誰かお願，
いします」と，次につなげていく。このようにすることで，みんなで解決していこうという意
欲につながっていった。

〔インタラクション ②「分かる」を意識し，全員が活躍する授業〕
○自分の考えをもつ時間の保障・ペアや３人グループの意図的活用

児童がつなげて話し合うためには，自分の考えをもつことが必要
になる。途中であっても考えを伝え，協働して解決していく過程を
ペアや３人グループ，全体と２回設定することで，思考が深まって
いった。その中での教師の出番は，価値あるつぶやきを拾い上げ，
意見をコーディネートしていくこと，全員に考えさせたいときにペ
アや３人グループに随時返し短時間でも話し合わせることで，自力
解決の達成感をもてるようにした。 ３人グループの話合い

聴く力を育てるシートの活用

アンケート結果と３つの場面絵から

学習意欲を高めていった板書

－ 19 －



４種類の考えが記入された

色別シート

○ユニバーサルデザインの視点による授業づくりの工夫
〈１年 国語から〉
【 】 」「単元 本をえらんでおはなしのおみせをひらこう

読みの視点（わくわく・ほんわか・その他）で色
分けされたシートに心に残った場面の紹介を書き，
同じ色の子・違う色の子と２回の交流を行った。シ
ールは，聴いた感想「分かる・なるほど」で色が違
い，友達のシートに貼っていった。

〈３年 算数から〉
【単元 「小数」】

小数を言葉や数，式，図を用いて説明する学習で，や
り方ごとに色分けされたシートに自分の考えを書き，伝
え合った。評価問題にどのやり方で取り組むか，まだや
っていないやり方を選択するのに活用された。

〈４年 総合的な学習の時間から〉
【単元 「私たちができること・知っておくこと】

」，～福祉について考え 人々の思いや願いを知る～

障害がある人や高齢者のもっている願いに，どのように関
わっていけばよいか考えた。工夫・努力，願い，私たちがで
きることを事前に各自付箋に書き，グループで出し合い整理
していった。相手意識をもち，考えをつなぎ合わていくこと

，，で どのようなことに配慮して関わっていけばよいかを考え
まとめることができた。

終末では 〔リフレクション ②学習の見通しと振り返りを大切にした授業〕
○学びの深まりが自覚できる振り返り

学習で深まったことを価値付けるために，振り返りの視点を提示した。授業の始めと終わり
の考えの変容，何がきっかけで分かったか，新たな問いなどが書けるようになり，学びの再確
認が達成感と次時の意欲へつながっていった。

振り返りの視点
全学年共通 中学年 高学年

①分かった・できた ④考えが ④考えが
②友達の考えのいいな 変わった 変わった
③次にやってみたいこと ・発見

２ 学校図書館の利活用及びＮＩＥの推進について
(1) 学校図書館の利活用

① 親子読書
長期休業中にも家庭での読書活動を推進するため，親子で同じ

本に触れ，感想を交流し合うことをねらいとして「親子読書」を
実施した。全校で取り組み，カードを廊下に掲示したところ，興
味をもって友達のカードを読む姿が見られた。１冊の本を通して，
親と子が思いを重ねることで互いに充実した時間がもてたと，保
護者からも好評だった。

② 図書委員会の活動
上学年(３階ホール)と下学年(２階ホール)に分かれ，読書集会を開催した。下学年は図書

クイズと紙芝居の読み聞かせ，上学年は中学校との交流で参加したビブリオバトルに挑戦し
た。30分程度のミニ集会だったが，特に上学年は，初めて経験するビブリオバトルに盛り上
がりを見せた。

③ 図書ラウンジ朝読書
。，図書ラウンジをもっと身近な場所として活用したいことから 朝の読書タイムを実施した

月ごとの行事予定や週予定表にも学級の使用割を載せ，事前に学級の実態に合わせて指導で

ビブリオバトルで本を紹介

色分けのシートでの交流

付箋を整理し まとめていく様子

５年道徳 振り返り

－ 21 －－ 20 －



きるようにした。静かな環境で読書を楽しみ，本を借りる児童が増えている。
(2) ＮＩＥの実践

① 「ＮＩＥの日」の実施
毎週金曜日をＮＩＥの日とし，朝読書の時間に全校児童が読売KODOMO新聞を読んでいる。

下学年は，お気に入りの記事を切り取ってノートに貼り感想を書く活動，高学年は，共通の
２つの記事から１つを選択し，付箋に感想を書いて交流している。

ＮＩＥコーナーには，児童の付箋の他に，広報委員会
の「ＫＯＮＯ記事ＹＯＭＯ ，新聞の読み方のポイント」
を掲示し，多くの児童に新聞に親しんでもらうための取
組を行っている。

② 家庭との連携
「 」11月に市で募集した みんなde読もう新聞コンクール

に親子で取り組んだ。どの保護者も，子どもと同じ記事
を読み，真摯に記事に向かい合ってのコメントを記入し
てくれた。

３ 「横手を学ぶ郷土学」の取組について
(1) 「よこてだいすきの日」の実施

５の付く日をよこてだいすきを読む日とし，朝読書の時間に全校で取り組んでいる。おもし
ろいな！知ってる！発見！など，お気に入りのページに付箋を貼り，友達と楽しく交流する姿
が見られる。

(2) 授業での実践
〈４年 道徳から〉資料「郷土の祭りや行事」 活用ページ「まつりといのり （P46・47）」
【 】 ， ， 。ねらい ふるさとの祭りや行事を知り それを大切にし 受け継ごうとする心情を育む

「よこてだいすき」と十文字町梨木地区の水かぶり行事の記事（秋田魁新報）を読み，祭り
にこめられた人々の願いについて考えた。最後に水かぶり行事に参加している本校の校務員さ
んをゲストティーチャーに招き，祭りに参加することのよさについて話してもらった。横手に
は多くの祭りがあること，それぞれの祭りには願いが込められていることを知り，自分なりに
伝統行事に関わっていきたいという心情をもつとともに横手を大切にしようという思いをもつ
ことができた。
〈３年 国語から〉 活用ページ 「世界大戦とよこて （P110・111）」
【単元名 「ちいちゃんのかげおくり」】

戦争が身近ではない子どもたちに時代背景を理解させるために，横手でも空襲があったこと
を資料から読み取らせた。黒川小の写真があり，身近に感じることができた。

Ⅲ 成果と課題
○プロセス・インタラクション・リフレクション（２×２×２）をかけ合わせ繰り返すことで，

「聴いて 考えて つなげる」力の向上と児童主体の授業を目指し，授業改善に取り組んでき
た。今年度は，特に聴く力を鍛えることに重点を置き，全校体制で進めてきた。学習に関する
児童対象アンケートの質問事項「友達の話をうなずいたり反応したりしながら，温かく聴いて
いますか」に対し，全学年９割以上の児童ができると回答し，昨年度より向上した。また，県
学習状況調査の結果から，思考力・判断力・表現力の観点が県平均を超え，全学年が昨年度よ
り向上した。これらのことから，児童自身の学びに向かう姿勢が主体的になり，聴く力の向上
が学力の向上へと成果となって表れている。

○国語科を中心に単元に関連した本の並行読書やお薦めの本の展示で読書への関心を高めるこ
とができた。また，図書ラウンジでの朝読書や図書ボランティアの協力で毎日貸し出しでき
る環境が，利用者増につながり，昨年度の全校読破冊数を１月時点で既に上回っている。

●思考を深めるために，どんな発問（ゆさぶり・切り返し等）をするか，教師のコーディネート
力を高めていく研修を今後も継続し，実践力を高めていく。

Ⅳ 来年度の取組に向けて
「 」・本校の教育目標である育てたい資質・能力を表す４つのキーワード 創造・発信・協働・挑戦

と学習活動を関連させ，学ぶ意味を児童に意識させることで，より主体的な学びにしていく。
・児童の表現力を更に向上させるために，学校全体で取り組む活動の企画や発信の場の設定等，

言語環境を整える。

ＮＩＥコーナー
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研究主題 「わかった 「できた 「もっと」とつぶやく児童の育成」 」
～学ぶ意欲が高まる協働の学びを目指して～

横手市立増田小学校

Ⅰ 研究主題について
友達や先生，教材，地域などと関わり合って構築した自分の考えを表現し合い，試行錯誤し

ながら 主体的に課題解決できる力の育成を図る さらに 学び合いを通して深めた考えを 振「，。，
り返り」の時間に自分の学びをして実感したり変容として捉えたりすることで 「もっと」とい，
う次の学びへの意欲の高まりとなって表れるのではないかと考え，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) 国語科の実践（３年）
」「，（ ）単元名 組み立てにそって 物語を書こう 中心教材 たから島のぼうけん ８時間扱い

（１／８）① 本時のねらい
これからの学習の見通しをもち，物語づくりへの意欲を高めることができる。

② 図画工作の作品「ふわふわ島」を活用した世界観つくり
単元の初めに，図画工作の時間で作った「ふわふわ島」の作品を実際に触りながら，物

語の世界観をグループで話し合う場を設けた。話合いで出された言葉を「たからの地図」に
書き込み，その地図を見ながら，物語を書き進めるようにした。世界観を共有することで，
場面の様子を表す言葉や起こりそうな出来事についてもグループ内で共有でき，物語を書き
進めるときにも助言し合うことができた。

「ふわふわ島」の作品を使って 話合いで出された言葉が 助言し合う児童

世界観を共有する児童 書き込まれた「たからの地図」

③ シートを生かした振り返り
児童が自分の表現する力が高まったという自信と，物語を書き進めることができたという

達成感を，振り返りの場面で自己評価するために，達成感の高まりを数値化したり，できる
，。，ようになったことを記述できる欄を設けたりするなど 振り返りシートの工夫をした また

今まで読んできた物語や説明文で経験してきた読み方やまとめ方に名前を付けて 「国語の，
宝箱」のフォルダに入れた。児童は，物語を読み進めるときの視点にしたり，物語を書き進
めるときの参考にしたりしていた。

振り返りシート

国語の宝箱

④ 一文まとめからの展開
物語の「初め」と「終わり」で，主人公が変容する物語を書くことができるように，一文

まとめを初めに書き，それをもとに構成を考えていくような単元構成にした。２時間目に主
人公の性格を設定した上で，一文まとめに加筆したところ，その後の物語の組み立てもスム
ーズになり，下書き，清書と自分の力で進めることができ，書くことへの意欲が高まった。

－ 23 －－ 22 －



(2) 算数科の実践（６年）
（単元名 比例をくわしく調べよう～比例と反比例～ 16時間扱い）

① 本時のねらい（本時８／16）
比例の性質を活用し，問題の解決に用いることができる 【数学的な考え方】。

② 日常生活に関連した必要感のある問題提示による導入
算数科では，日常生活と関連する問題が多い。日常生活を意識することで，習得した知

識や技能が活用できることを実感し，継続的な学習意欲につながると考えた。この点を意
識し，児童の「もっと」を引き出す問題提示を行った。

導入では，チョコレート300個を全部数えないで用意する方法を考えるという内容の問題
を提示した。問題場面を学校行事と関連させ，チョコレートを全校児童に配るという場面
を設定し，問題に対する必然性ももたせた。

児童への提示には，ケースに約300個のチョコレートを入れておき，フタで密閉されている状
態のものにした 一つ一つ数えることはできない という条件を視覚的に示した 児童は 重。 ，。」「 「
さ」が「個数」に比例することに自然と気付き，学習課題の解決への見通しをもつことができ
た。10個の重さをもとに，様々な方法を用いて，意欲的に取り組んだ。

③ 双方向の交流
代表児童の考えを黒板に提示した後，自分の考えと似ている方法にネームカードを貼らせ

た。黒板の多くの情報から自分の考えと照らし合わせなければ貼ることができないため，自
分の考え方の整理が行われる。考えが似ている者同士，考えが異なる者同士の話合いなど，
ネームカードを見ながら，交流相手を自由に選択した積極的な交流がなされた。自分の考え
がどの考えに属するか検討のつかない児童は，友達と一緒に話し合って決めるなど 「もっ，
といい考えはないか 「あの人はどんな考え方をもっているのだろう 」と話し合う必然性。 。」
をもって交流することができていた。

交流相手を自由に選択できるための板書

④ 座席表の活用
自力解決のときの考え方と評価問

題の考え方が同じか，よりよい考え
方に変わったかを見取るため，座席
表を用いた。短時間で見取ることが
できるように予想できる考え方に番
号を付け，記入した。表を使う，グ
ラフをかくなど様々な方法で取り組

。んでいる意欲も見取ることができた
座席表を活用した個に応じた支援

ができ，評価問題に取り組む際によ
りよい方法を選択し解決しようとす
る姿に結び付いた。

児童の変容をメモした座席表

視覚にうったえる教具 問題解決に取り組む児童

－ 23 －



２ 学校図書館の利活用及びＮＩＥの推進について
(1) 学校図書館

① ノーゲーム＆ブックデー
家庭での読書推進するために，毎週水曜日を

ノーゲーム＆ブックデーとして数年来取り組ん
でいる。水曜日は読書という放課後のスタイル
は定着し，読書ファイルに本の名前とお薦め度
を記入して，担任に提出している。目標の冊数
を読破した児童には「本の名人 「本の達人 「本」 」
の仙人」として表彰している。

② 親子読書の推進
掲示の様子 親子読書カードの展示長期休みに親子で読書することで，さらに家庭

で読書の習慣化がなされると考え，親子読書を実施している。取組の方法を「１：お子さん
に読み聞かせ，２：お子さんの読み聞かせ，３：同じ本を一緒に読む，４：親子で読み合い
感想交流」の中から選択し実施した。児童の選書に驚いた，本を読んだ後の児童の感想に感
動したなど取組を好意的に捉え，ほぼ全家庭で実施できている。記入していただいた親子読
書カードはコメントを入れて掲示し，どのような本が読まれているか共有するようにした。

③ 児童会との連携
図書委員による「はらぺこあおむし」の読み聞かせを

行った。その後にクイズを出題し楽しんだ。放送委員に
よる昼の放送での読み聞かせも定番のプログラムとなり
教室で児童は静かに聞いている。

また，中学生のお薦め100選を真似て，図書委員お薦
め12選を選定し，紹介文と一緒に本を掲示したところ，
たくさんの児童による貸出がなされた。

④ 読み聞かせボランティアとの連携
読み聞かせボランティア「お話カランコロン」による

読み聞かせを，火曜日の朝読書の時間に実施した。季節
に合わせた本や国語の並行読書につながるような本など
の要望を伝え，読んでもらった。がまくんとかえるくん
のシリーズの本を図書室に借りに行ったり，普段手にし
ないジャンルの本を手にしたり，読書の幅が広がってき
ている。アンケートから約９割の児童が朝の読み聞かせ
の時間を楽しみにしていることが分かった。読んでもら
った本の感想も交流している。

読み聞かせ

(2) ＮＩＥ
① 新聞の日の設定

こども新聞が届けられる日を新聞の日として，朝の読
書の時間に子ども新聞を読むようにしている。興味のあ
る記事を切り取って用紙に貼り，記事の内容を簡単にま
とめたり感想を書いたりする活動も行っている。

② 感想交流
自分が選んだ記事の内容を簡単にまとめ，その感想を

伝え合う活動を行った。また，今年度は新聞の日の翌週
を感想交流の日とした。

③ 児童会との連携
週に１回子ども新聞の記事を紹介する放送プログラム
ある。放送委員が記事を読み，記事を選んだ理由や感が

想を伝えている。陽だまりホールに放送で読んだ新聞が
展示されており，放送をきっかけに新聞を読んでいる児
童もいる。

④ ＮＩＥコーナーの設置
全校児童に興味をもってもらうきっかけとしてＮＩＥ

コーナーを設置している。
新聞の日に実施した取組を，学年ごとに紹介し合い，

全校児童の目に触れさせるようにした。同じ新聞でも切
り取った記事が違うことや記事によせた感想が異なるこ
とに児童は驚いていた。

また，新聞切り抜きコンクールに挑戦した児童の作品
を掲示することで，取組の幅を広げることができた。

図書委員12選展示風景

意見を交流し合う児童
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３ 「横手を学ぶ郷土学」の取組について
(1) 地域教材（人や物，文化など）の活用

① 年間利用場面計画表の作成
「よこてだいすき」の各学年の年間活用場面計画表を作

成し，総合的な学習の時間だけでなく，様々な教科におけ
る活用場面を計画した。また，その計画をもとに効果的に
活用できた場面について，具体的な事例を記録した。

② よこての日を設定
月に１回，朝の活動の読書の時間に 「よこての日」を，

設定し 「よこてだいすき」の資料に触れるようにした。，
自分たちの知らなかった橫手の歴史や行事，名産品などに
ついて，いろいろな情報を得ることができ，橫手のよさ
に気付くことができた。

(2) 全校で地域の行事（梵天）への参加
① 児童会活動との連携

地域行事への参加に向け，梵天飾りの図案作成，梵天作
り，梵天演技や法螺貝の練習，色別のパフォーマンスの練
習等，縦割りグループで協力しながら活動している。

12月梵天スタート集会，頭飾り決め会議，１月梵天先生
と出会いの会，２月パフォーマンス練習と回を重ねるごと

。 ，に児童の行事への意欲が高まっていった 梵天校内発表会
梵天コンクール当日は，地域の方々の温かい拍手や声援を

。，励みに 元気な演技を地域の人たちに見せることができた

梵天スタート集会 頭決め会議 梵天先生見本演技 梵天あげ練習

Ⅲ 成果と課題
○個々にしっかり考えをもたせた上で交流の場を設定し，自分との共通点や相違点について意見を

交流し，出された考えを板書で視覚化した。本校の協働の学びが，関わり合いを通して学びを高
めていこうという意識につながっていた。また，他教科との関連を図り，想像力を広げて書く活
動を行ったところ，言葉が生まれ，意欲的に書き進めることにつながった。

○振り返りの時間を大事に研究を進めてきた。分かったことの記述はもちろん，次第に次はこんな
ことを学習したいという，本校の目指す「もっと」が表れるようになった。また，振り返りの時
間を確保するために，内容を精選し，時間配分に気を配る授業の展開がなされるようになった。

○教育計画の学年経営案の学年共通の重点に，読書推進とＮＩＥの項目を設置し，年度当初に確認
することで，学習や学級活動の中に読書活動やＮＩＥを取り入れ，全校で計画的に取り組むこと
ができている。児童アンケートでも８割を超える児童が読書を楽しんでいた。

●ペアやグループでの話合いが活発に行われているものの，全体の場で話すことへの抵抗感が学年
が上がるにつれ大きくなる傾向がある 「分かった・できた」を伝えたいという児童の意欲を後。
押しする「こういうときはこう伝える 「分かりやすく話すには」という表現力の充実が一層求」
められる。

●県の学習状況調査の「思考力・判断力・表現力」に関わる問題の通過率を見ると，県平均と比べ
て，学年や教科でばらつきがみられた。読書を通し，語彙力や表現力を高めることを通した国語
や社会の表現力（記述等）に比べ，根拠や事例をもとに説明，判断する算数や理科において低い
傾向にあった。

Ⅳ 来年度の取組に向けて
・増小の学習スタイルは定着しつつあり，学習の終盤を大事にした学習は，児童に学びの達成感を

味わわせることにつながっているので，今後も継続していく。
・友達の考えにつなげて，学びを創っているという時間を大事にする。そのために，発問や切り返

しを吟味して，学びを深化させていく活動を充実させていく。

年間活動計画表

実践事例カード
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