
研究主題 平鹿発「深い学び」への挑戦！ EpisodeⅠ
り～～言葉をつないで学び合い，学びを実感する授業づく

横手市立浅舞小学校

Ⅰ 研究主題について
昨年度，少しずつではあるが話合いの仕方を身に付け，対話を通して学び合う姿が見られるよ

うになってきた。今年度はさらに子どもが互いの考えをつないで学び合い，ねらいに迫ることが
できるように学び合いの過程を充実させ，学び合いの質の向上を目指したいと考えた。そのため
に，言葉をつないで思考を深めながら，学び合いのよさや楽しさを積み重ね，学びを実感したり
新たな問いをもったりすることができるような授業づくりをしたいと考え本主題を設定した。

Ⅱ 研究の実際
１ 学びの質を高める「言語活動の充実」に向けて
（1) 共通実践事項 問いを引き出し，学ぶ意欲を支える課題設定

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

【実践例１】図工科１年
題材名 「くしゃくしゃがみから うまれたよ」

「魔法の箱」を準備し，素材である「くしゃくしゃ紙」と
の出会わせ方を工夫した。箱から取り出した変身した物を目

，「 。」を輝かせて見る子どもたちの様子から 早くやってみたい
という意欲が感じられた。

【実践例２】特別活動５年
「議題『全力！読書集会』をしよう」

議題の提案の際に，読書についてのアンケートや 「あさ，
まい読書の木」の写真を提示させた。子どもの生活場面と関
連付けた議題になったので「児童会活動から浮き彫りにされ
た学級の課題を解決しよう 」という意欲が高まった。。

(2) 共通実践事項 互いの考えを言葉でつなぎ，全員で考えを深める学び合い

○ねらいに応じた言語活動の設定
・自分の考えをもったり，深めたりするための話合い活動

（トリオによる話合い： たいよっこタイム ）「 」
・トリオの話合いで深めた考えを個でまとめ，自分に取り入れる活動（かく①）
・集団で深めた考えを個でまとめ，自分に取り入れる活動

【実践例１】 外国語活動５年
「 」単元名 What's this? クイズ大会をしよう

「司会進行マニュアル」を本時バージョンに改善して使用
した。個で考えた３ヒントクイズをより楽しいクイズにする

「 」ためのアドバイスをし合うことを目的に たいよっこタイム
を行った。改善した「司会進行マニュアル」を活用したとこ
ろ，どのグループもスムーズなトリオでの話合いが行われ，
ヒントの内容や出す順番などについてアドバイスし合うこと
ができた。その後，アドバイスを基に完成したクイズを楽し
みながら交流し 「これは何ですか」と尋ねたり，質問に答，
えたりするときの英語表現に慣れ親しんでいく様子が見られ
た。

入ブラックボックスを活用した導

児童会活動から浮かび上がった課題を

提案する子どもたち

たいよっこタイムの様子
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【実践例２】算数科４年
単元名「めざせ！わり算の筆算名人」

わり算の筆算に関する習熟の程度に差があるとい
う実態から 「たいよっこタイム」のゴールを課題，
（２位数÷２位数の筆算の仕方を考える）解決の
ための見通しをもち，解決のためのアイデアを出し
合うこととした。具体的なゴールを示したことによ
り，話合いがスムーズに行われた。トリオの考えを
基にして，計算する方法について全体で話し合う場
面（みんなで深めよう）では，ホワイトボードを活
用し，可視化させながら多様な考えにふれさせた。
友達の考えが見えることにより，前に発言した友達
の考えを受けて話をつないでいく姿勢が見られた。

(3) 共通実践事項 学びの実感と交流・発信のある振り返り

○自分の考えの変容を自覚し，学びを実感する個による振り返りの設定（かく②）
○友達同士で交流し，学びを認め合ったり，個の学びのよさを発信し全体に広げたり，次

の学習につなげたりする振り返りの工夫

【実践例】道徳の時間２年
資料名「森のともだち」

森の動物たちの行動やこんきちの心の動きについて話し
合うことを通して，友達と仲よく助け合おうとする心情を
育てることをねらいとして行った。終末の振り返りの場面
では「今までの自分を振り返りましょう。助け合う友達と
してどんなことがしたいかを考えて書きましょう 」とい。
う振り返りの視点を与えた。振り返りの視点を明確にする
ことで，子どもたちも視点に沿った振り返りをすることが
できた。また，普段の生活の中で，友達と助け合えたこと
を自由に書いて掲示する 「うれしいな！助け合う友達コ，
ーナー」を設置した。このことにより，授業で学んだこと
と実生活をしっかりとつなぐことができ，広がりのある発
展的な振り返りとなった。

２ 学校図書館の利活用及びＮＩＥの推進について
(1) 「ことば」を磨く学校図書館の利活用

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

毎朝8:10～8:25の15分間を「朝読書」とした。また「横手市新聞の日」が設定されたこ
，，，，，とから 週の金曜日は新聞を読む日とし 読み物だけではなく新聞記事 図 表やグラフ

写真などにもふれる機会をもった。
・ボランティアによる読み聞かせ

平鹿図書館の司書や読み聞かせボランティアによる読み聞かせを，年間18回行った。読
み聞かせボランティアが学年の発達段階や実施する時期にふさわしい本を選んで読んでく
れるため，どの学年でも読み聞かせを楽しみにしており，興味をもって聞いている姿が見
られた。

・読書指導年間計画の活用
読書指導年間計画を活用し，読書指導を学年・学級経営の中に位置付けて，子どもたち

の読書の質を高めた。
・ おすすめの10冊」読破の意識付け「

昨年度に引き続き「おすすめの10冊」の読破を意識付ける「読書
の木」を図書館前に設置した。学年ごとの「読書の木」に読破した
子どもの名前を書いた花が咲いていくデザインとし，自分や友達の
花が増えていく掲示に足を止める子どもの姿が多く見られた。

・ 読書集会」の開催「
図書委員会と連携し，11月に体育館で読書集会を開催した。図書

クイズや読み聞かせなど読書の楽しさを子どもが主体となって伝え
る機会となった。

ホワイトボードを活用した説明

「うれしいな！ 助け合う友達コーナー」

視点に沿った振り返り

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

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

たんぽぽさんに
教 科 国語(２年) 単 元

手紙を書こう
どのように 草花のいろいろなちえについて調べたこと
活用したか を手紙形式に書いてまとめた。

どきどき自然シリーズ
使用した
図書資料

(2)「ことば」の力を支えるＮＩＥの推進
今年度ＮＩＥ実践校の指定を受け 「各教科等でねらい，

達成のために，新聞をどう活用するか」さらに「新聞を使
って，アクティブラーニングを意識した活動にするにはど
う取り組んだらよいか」の２つをテーマに掲げて環境整備
や授業づくりを行ってきた。

①「ほっとステーション」の整備と「NIEコーナー」の活用
・テーブルの上に新聞をただ置くだけではなく，児童が

，気になる記事やみんなに見せたい記事に赤丸を付けて
ページを開いて置いた。

・ストックしている「こども新聞」を，家庭学習の調べ
学習等で使えるよう，自由に持ち帰りができるように
した。

・理科室前に「おもしろサイエンスコーナー」を設置し，
単元に関係のある内容や身近な事象で驚きが感じられ
る記事を選定し，掲示した。

・今年度，秋田魁新報主催「新聞きりぬきコンクール」
に入賞（最優秀賞・佳作）した子どもの作品を掲示し，
新聞作りの魅力や記事を「読んで考えて書く」楽しさ
を伝えた。

・学習室の廊下側の壁面を使って，交流できる場を設け
た。例えば，読売KODOMO新聞の記事から自分が感じた
ことや考えたことをカードに書かせた。また，夏休み
中の新聞から気になった記事をスクラップして感想を
書かせたり，一つの記事から感想や考えを書かせ，校
内ばかりでなく全県や全国の仲間と交流したりした。

② 新聞を活用した授業づくり
［１年］国語「 」かたかなをかこう

・新聞記事からかたかなを見付け，トリオや全体の場で紹介する。
・新聞を通して，新しい言葉との出合いを広げることができた。

［２年］国語「新聞となかよくなろう」
・気に入った記事や写真を選び，それをレイアウトを考えながら用紙に貼り，感想を

書き入れる。出来上がった感想新聞をトリオで読み合う。
・感想新聞づくりの目的を意識させることで，新聞を読むだけでなく，作る楽しさも

味わうことができた。
［３年］社会「変わるわたしたちのくらし」

・横手市に伝わる年中行事についての新聞記事を探し，どのような行事でいつ頃から
行われているか等を調べる。
毎日来る新聞を読むという受け身の意識から，新聞を資料として調べるという積・
極的な活用の仕方があることに気付くことができた。

「みんなの声で交流しよう」

「つぶやきＮＩＥに参加しよう」

掲示された新聞記事や友達のコメントを

読んでいる子どもたち

ほっとニュースコーナー

－ 29 －－ 28 －



～収集した資料を効果的に使い，説明する文章を書こう～［４年］国語「アップとルーズで伝える」
・ こどもさきがけ新聞」から「アップとルーズ」で写っている写真を選び，写真に「

対応して書かれている新聞記事の内容を簡単にまとめ，内容を紹介する文章を書
く。

・内容を要約したり感想をまとめたりすることについて，とても意欲的に取り組む
ことができた。

［５年］道徳「家族の一員として」C-(15)家族愛・家族生活の充実
・2017年12/6朝日新聞の「ふるさと納税で雪

下ろしを代行」の記事を読み，自由に感想
を述べ合う。その後，雪下ろし代行は家族
への思いが伝えられるかについて話し合う。

・一つの記事から多くの意見，感想，言葉が
あふれた。家族だけでなく，地域にも目を
向けることができた。

［６年］社会「戦争と人々のくらし」
・ 秋田さきがけ新聞」から平成29年12月8日の新聞に載った太平洋戦争関連記事二「

つ（一つはコラム）を紹介し，戦争に対する自分の意見をノートにまとめる。
・戦争の悲惨さを身近なものとして捉えていくことができた。

３ 「横手を学ぶ郷土学」の取組について
○ 「よこてだいすき」を活用した授業づくり

［３年］総合的な学習の時間「あさまい だいすき」
・単元の導入で 「よこてだいすき」を活用したことにより，浅舞のよさを「ひと，

・もの・こと」のように，幅広い視点で考えさせることができた。また，他地区
のよさがたくさん掲載されているので，子どもたちは，浅舞ならではのよさを見
付けようとしていた。

・横手の各地区のよさも知ることができ，各地区への見方・考え方の深まりにつな
がった。

・ つくり酒屋と酒づくり」のページには，日本酒ができるまでの工程や，各酒屋「
の操業した年が記載されているため，情報を得るための資料として活用できた。
【活用したページ】P22～23 P34～35 P66～69 P70～71

Ⅲ 成果と課題
○授業の中に浅小スタンダード〈 たいよっこタイム （自分の考えをもったり，深めたりする「 」

ための話合い活動）→「かく① （深まった自分の考え）→全体での学び合い・まとめ→「か」
く② （振り返り 〉を位置付け共通実践を続けていくことで，その授業スタイルが定着した。」 ）
どの教科でも同じ流れの授業を行うことによって，子どもが見通しをもって学習に取り組める
ようになり，考えを広げたり深めたりして，学びを実感する姿も少しずつ見られるようになっ
た。また，教師側の「振り返りまで行って授業が終了」という意識の変化が見られた。

○「たいよっこタイム司会進行マニュアル」を作成したことで，子どもたちが話合いの進め方を
学ぶことができた。また，自分の考えを話すだけでなく，友達の考えを聞いて思ったこと等を
話せるようになってきた。

○「よこてだいすき」を活用することで，今まで知らなかった横手のよさや，横手の歴史・偉人
等について関心が高まった。

○学校図書館，横手市立図書館の活用やＮＩＥの推進により，子どもたちのものの見方や考え方
を広げたり，図書や新聞を活用するよさを実感させたりすることができた。

●全体での学び合いの場面で，考えが広がったり深まったりする様子が少しずつ見られるように
なってきたが，その方策についてはまだ手探りの段階である 「深い学び」にするための具体。
的な手立てを考えていく必要性を感じている。

●目指す子どもの姿の具体化や共通理解が不十分だった。

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

できる振り返りの充実
・平成30年度「言語活動の充実による学力推進事業」公開研究会に向けた平鹿地区小・中連携での

研修

新聞記事を活用した道徳の時間
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研究主題 平鹿発「深い学び」への挑戦！ EpisodeⅠ

～豊かなかかわり合いのある授業づくり～

横手市立吉田小学校

Ⅰ 研究主題について

今もつ思考力・判断力・表現力を発揮し認め合うことで自己肯定感・自己有児童一人一人が
， 。 ，用感を味わわせつつ さらに質的向上を目指すことができる授業づくりを追究する これにより

習得した知識や技能を活用して主体的に問題解決する力や，学んだ内容や学び方を他にも応用す

る能力の育成を図る。これらの学びを深い学びと捉え，研究を展開していく。

Ⅱ 研究の実際

１ 学びの質を高める「言語活動の充実」に向けて
（1）研究の重点を支える取組

① 豊かな人間関係をつくる（あったか事業と関連）
１） 互いを認め合える人間関係をつくる

② 学びの質を高める

１） 全員が試行錯誤しながら主体的に問題解決する
２） 対話を通して，より深い学びを探る
３） 自分(自分たち)の変容に気付く

ペアで考えを交流

③ ①と②を支える取組
１ 「ひらかの子の学び（聞く・話す・書く・読む・家庭学習 ，本校の実態に合わせ作成） ）」

した「めざせ！吉小聞き方・話し方名人」を意識した「吉小授業スタイル」の定着
□一時間の基本的な流れと，大切にしたい活動

（始）見通す段階の重視 → 自力解決への道筋を確かなものに
（中）学習形態の工夫 → 豊かなかかわりで深い学びへ

○ 自分の考えを書く
○ 話し合う（ ）ひびきタイム
→ ペアやトリオで学ぶ

→ 全体で学ぶ
→ まとめる

かかわり合いを重視しての計画と実践

トリオによるよりよい案についての話合い

終）振り返りの重視 → 自己肯定感・自己有用感を醸成して次時へ（

２）基盤となる言語能力を育み，言語活動を支える具体的な取組

□ 読書活動及びＮＩＥの推進
・全体計画を作成する。

・主体的に読書に親しむ環境を整備する（ 読書時間「
の設定 「図書室の改善」等 。」 ）

・新聞を学習を含む学校生活に活用し，定着させる。

□ 児童の学びが見える環境づくり
・学習の成果（表現物）を計画的，意図的に掲示す

る。
教室内の読書コーナーの充実・道徳（ あったかコーナー ，特別活動などのコー「 」）

ナーを充実させる。

（2）豊かなかかわりの中で主体的に問題解決を目指した言語活動の授業実践例

１年国語 単元名 むかしばなしがいっぱい
～「おはなしたまてばこ」でおきにいりのむかしばなしをしょうかいしよう～

①本時のねらい

お気に入りの昔話の出来事について，他の昔話と結び付けて読むことができる。
②ねらいにせまる言語活動の位置付け

・ 昔話を選んで読み，昔話会でお話玉手箱を使ってお気に「
。」入りの昔話を紹介する という単元のゴールを意識させた

そして，本時では，お気に入りの昔話の出来事や主人公が

したことに着目して似ている昔話を探し，似ていると思っ
たわけを発表し合ったり，他の似ている昔話について考え
させたりした。

・今日の学習でできたことや分かったこと，友達と交流して
視覚化された板書と分類よかったことなどの視点で具体的に学習を振り返らせ，学ん

だことや自分の変容を実感できるようにした。
③成果と課題
○お話玉手箱のモデルやワークシートの記入例の準備，キーワードの掲

示 「ひびきタイムおたすけカード」での話型の提示など，学びを支，
えるための手立てを工夫することで，子どもたちのイメージ化が図ら

れ，主体的な問題解決に向かうことができた。
○教室環境を生かした多読とワークシートの工夫により，自分の考えを

形にすることができた。また，ペアで確かめ合うことが全体の学びに

つながるワンステップとなった。
●昔話を線で結び付けるなど視覚化の工夫がさらに考えられる。子ども

の実態を生かしながら，ペアから，グループ，全体へと話合いを広げ

振り返りの視点カードの活用る方法を考えていきたい。

４年道徳 信頼のきずな（内容項目Ｂ－９ 「絵はがき切手 ）」
①本時のねらい

互いの立場を思いやり，信頼し合うことがよりよい友達であるという心情を育てる。
②ねらいにせまる言語活動の位置付け
・対立する二つの価値の共通点，相違点を理解させ，自分

が主人公ならどのような選択をするのかをマトリックス
を使ったシートに理由付けをしながら書き込みをさせ，

トリオで話合いを行った。
・学習の最後に，よりよい友達関係で大切なことは何かを

投げかけ，自分がこれからの生活で大切にしていきたい

ことを考えさせた。
③成果と課題
○つかむ→学び合う過程を通して，自分事として課題をと

自分の考えを可視化し比較するらえることができていた。
○マトリックスで視覚化を図ることができた

ことがよかった。可視化が「自分と友達と
の考えの違い」を感じ取らせ，同じ意見で
も考えが違っていることを感じながら主体

的に話合いに参加していた。
●「ひびきタイム」の視点をもっとしっかり

もたせたい。相手のことを考えてという視

点をもっと深くもたせるとよかった。
●終末のふり返りで，自分の生活との関連を

立場は同じでも微妙に位置が違うことから話合いに発展できる図りながらふり返りをしてみてもよかった。
自分に戻してやる手立ても今後考えていき
たい。
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（2）豊かなかかわりの中で主体的に問題解決を目指した言語活動の授業実践例

１年国語 単元名 むかしばなしがいっぱい
～「おはなしたまてばこ」でおきにいりのむかしばなしをしょうかいしよう～

①本時のねらい

お気に入りの昔話の出来事について，他の昔話と結び付けて読むことができる。
②ねらいにせまる言語活動の位置付け

・ 昔話を選んで読み，昔話会でお話玉手箱を使ってお気に「
。」入りの昔話を紹介する という単元のゴールを意識させた

そして，本時では，お気に入りの昔話の出来事や主人公が

したことに着目して似ている昔話を探し，似ていると思っ
たわけを発表し合ったり，他の似ている昔話について考え
させたりした。

・今日の学習でできたことや分かったこと，友達と交流して
視覚化された板書と分類よかったことなどの視点で具体的に学習を振り返らせ，学ん

だことや自分の変容を実感できるようにした。
③成果と課題
○お話玉手箱のモデルやワークシートの記入例の準備，キーワードの掲

示 「ひびきタイムおたすけカード」での話型の提示など，学びを支，
えるための手立てを工夫することで，子どもたちのイメージ化が図ら

れ，主体的な問題解決に向かうことができた。
○教室環境を生かした多読とワークシートの工夫により，自分の考えを

形にすることができた。また，ペアで確かめ合うことが全体の学びに

つながるワンステップとなった。
●昔話を線で結び付けるなど視覚化の工夫がさらに考えられる。子ども

の実態を生かしながら，ペアから，グループ，全体へと話合いを広げ

振り返りの視点カードの活用る方法を考えていきたい。

４年道徳 信頼のきずな（内容項目Ｂ－９ 「絵はがき切手 ）」
①本時のねらい

互いの立場を思いやり，信頼し合うことがよりよい友達であるという心情を育てる。
②ねらいにせまる言語活動の位置付け
・対立する二つの価値の共通点，相違点を理解させ，自分

が主人公ならどのような選択をするのかをマトリックス
を使ったシートに理由付けをしながら書き込みをさせ，

トリオで話合いを行った。
・学習の最後に，よりよい友達関係で大切なことは何かを

投げかけ，自分がこれからの生活で大切にしていきたい

ことを考えさせた。
③成果と課題
○つかむ→学び合う過程を通して，自分事として課題をと

自分の考えを可視化し比較するらえることができていた。
○マトリックスで視覚化を図ることができた

ことがよかった。可視化が「自分と友達と
の考えの違い」を感じ取らせ，同じ意見で
も考えが違っていることを感じながら主体

的に話合いに参加していた。
●「ひびきタイム」の視点をもっとしっかり

もたせたい。相手のことを考えてという視

点をもっと深くもたせるとよかった。
●終末のふり返りで，自分の生活との関連を

立場は同じでも微妙に位置が違うことから話合いに発展できる図りながらふり返りをしてみてもよかった。
自分に戻してやる手立ても今後考えていき
たい。
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２ 学校図書館の利活用及びＮＩＥの推進について
(1) 「ことば」を磨く学校図書館の利活用

① 朝の一斉読書
・読みたい本を選び，静かに読書する姿が見られ，充実した時間となった。

②多読の推奨

・図書委員会の主催で図書集会が開かれ，クイズや縦割り班での読
み聞かせ，本の紹介，各学年の多読者の表彰が行われた。

③読み聞かせの実施
・保護者ボランティアとの連携により，低中高ごとの読み聞かせを
行うとともに，12月には全校での拡大おはなし会も実施した。

・図書集会の中で，縦割り班での読み聞かせを行い，高学年の児童
読書集会で高学年によるが読んで聞かせ，和やかな時間となった。

読み聞かせ④家庭での読書推進

・長期休業中に実施した親子読書カードの推進と掲示により，保護者への読書啓蒙となった。
⑤授業での実践（国語の単元での並行読書や調べ学習の資料としての活用）

・研修の中で取組状況について話し合うなど，図書館活用に関する情報
を共有し合う機会をもつことができた。

⑥成果と課題

・親子読書への取組により，家庭でゆっくり読書する機会が増えた。
。，・全校一斉の朝読書は 落ち着いた学習の習慣付けとして有効であった

親子読書カード・学校ではよく読書するが，家庭では，まだまだ習慣付いていない。
⑦改善策

，。・学校の図書室活用や多読への取り組み状況をもっと高めたい 読書記録の掲示を工夫したり

図書室利用のための広報活動を充実させたりするなどして，さらに改善を図っていきたい。

(2) 「ことば」の力を支えるＮＩＥの推進

①新聞の日
・横手市からの配布に合わせ，毎週木曜日を「新聞の日」と

し，新聞読書を継続している。
②ＮＩＥコーナー その１

・各学年の廊下に設置し，個人で掲示ホルダーにストックし

。 「 」ながらシート等を掲示している シートは 紹介します！
「市コンクール用シート 「読売ワークシート」を使用し」
た。その他，一つの記事に複数の子どもたちが感想を書い

新聞の日の新聞読書た付箋を貼ったり，友達のシートに感想を書いたりし，感
想の交流を図った。

③ＮＩＥコーナー その２
・図書室に新聞台を置き，毎日２社の子ども新聞を読めるよう

，，。にした また 過去数ヶ月間の新聞を棚にストックしていて

いつでも手にとることができるようにした。
④家庭との連携

・市コンクールに出品する際，家族に感想を書いてもらうこと

により，各家庭への新聞読書の啓蒙を図ることができた。
ＮＩＥコーナー⑤児童会との連携

・情報委員会では，昼の放送のプログラムに，子ども新聞の記事からクイズを出題する日を取
り入れた。配布される日以外にも全校児童が新聞と親しめるように心がけた。

⑥成果と課題

・週１回の朝の新聞読書の継続により，どの学年でも新聞記事に慣れ親しむことができた。ア
ンケートの結果では，新聞を読むことが「とても好き 「好き」が全体の75％であった。ま」
た，自分が選んだ記事に対して，学年相応の感想や意見を書き表す力の向上が見られたと考

えられる。来年度の課題として，ＮＩＥに関する年間指導計画の作成が挙げられる。近隣校
のものを参考に今年度の実践を取り入れ，来年度本校用に作成していきたい。さらに，それ

ぞれの学年の取組を見合ったり交流したりする場として，現在のいきいき表現コーナーを活
用したい。環境整備部と連携して，コーナーの運営に当たりたい。
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３ 「横手を学ぶ郷土学」の取組について
○ 活用実践例 ３年総合的な学習の時間

【単元名「ふるさとのよさを知ろう 「ふるさとの名人に学ぼう 】」 」
※よこてだいすきP46・47「まつりといのり」参照

①身近なふるさとのよさを探究する学習の一つとして「深間内神楽」を題材の一つに設定。

②ゲストティーチャーを招く。地域学習で400年以上地域に伝わる深間内神楽を調べる。
③深間内神楽に関わっている児童もおり，３年生全員で伝統の踊りを学び，学習発表会で披露

する計画を立てる。
④９月。学習発表会で伝統芸能「深間内神楽」を３年生が披露した。

。 。 「 」⑤11月 県の無形文化財職員が来校する 全校児童・保護者・地域の方々を前に 深間内神楽

を鑑賞する。県の担当者からは，地域に伝わる伝統や文化を大切に守り育て，引き継ぎ，受
け継いでいく大切さについて講話がなされた。

ほとんどの子が初めて鑑賞した ３年生が学習発表会で披露

伝統を守り受け継いでいくことの大切さについて実感として感じ取るよい機会となった

Ⅲ 成果と課題
○吉小授業スタイルの確立と共通実践事項について，全職員歩みを同一に取り組んできたことに大

きな成果があったといえる 「吉小聞き方･話し方名人」もより具体的に，分かりやすい形で子。

どもたちに提示し，活用し始めている 「ひびきタイム」が浸透し，様々な場や形態で児童が主。
体的に話す場や問題解決する場が増えてきている。振り返りを意識した授業が継続され，振り返
りでは「友達の考え」や「友達のおかげで」といった言葉もたくさん聞かれるようになり，様々

なかかわり合いの中で学習が深化しているといえる。
○国語科を中心とした並行読書や，学校司書との連携による図書活用など，具体的な取組が増えて

きた。多読の推奨や児童会主催の常時活動や集会，親子読書など充実した活動ができた。新聞の
日を楽しみにしている子どもが増え，他の新聞と比べ読みしたいという意見も聞かれた。

●学習習慣や授業スタイルなどは早期に定着できたものの，深い学びへ向かうため，対話を通して

の主体的な問題解決や自分の変容を実感する振り返りなど，まだまだ課題も多い。

Ⅳ 来年度の取組に向けて

・平鹿中学校区の小・中連携を生かしながら，話合いの姿や更なる児童主体の学習の在り方など，
一つずつ本校の課題の解決を図る 「ひびきタイム」その一歩先へを意識した実践を図る。。

・児童の語彙を増やし，表現する力を付けていくためにも，読書活動やＮＩＥの取組をさらに充実
させていかなければならない。
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研究主題 平鹿発「深い学び」への挑戦！ EpisodeⅠ
～醍小スタイルの確立とアップルタイムで育てる学ぶ喜びを感じる子ども～

横手市立醍醐小学校

Ⅰ 研究主題について
本校では，子どもたち自身による「学び合い」を基盤とし 「学び合い」を日常化させること，

で，学ぶ喜びを感じ，意欲を持って学習に臨み，自分の考えを広げたり深めたりし，さらにそ
れを次の課題へとつなげてく子どもを目指して，本研究主題を設定し研究を進めてきた。

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) 醍小スタイル
主体的な学びを支える学習の流れについて，プレートを用いて見える

化を図り，どの教科においても行ってきた 「つかむ→取り組む（個）→。

広げる（集団）→深める（個 」という学習スタイルを，教師も子どもた）
ち自身も常に意識しながら授業を創り上げることを目指した。

（課題・めあてから見通しへ）① 「つかむ」段階
「つかむ」段階では，魅力ある導入の工夫と 「何がで課題・めあてを ，

きればよいのか 「何をどうすればよいのか」を明らかにした課題設定，」
ゴールへの見通し，自力思考への見通しなどを大切に授業を構成した。

・理科の実践・・・子どもたちが考えたくなるような導入のしかけをＩ
ＣＴを活用しながら用意し，問題解決的な学習の構成を工夫した。こ

のことにより，１時間１時間の解決が次の学びにつながり，積み重な
っていくのを子どもたち自身が感じながら学習することができた。ま
た，１時間の学習の流れを時間と共に掲示しておくことで，振り返り

の最後までを見通して子どもたちが主体的に学びを進めていくことが
できた。

「深める」段階（振り返りポイントを活用した振り返り）②

「深める」段階では，自分の学びが始めと最後とでどう変容

したかを子どもたちが自覚できるような振り返りのポイント項
目をあげ，そこから選択して振り返るようにした。その１時間
の学習に合うポイントを教師が示したり，子どもと共に選んだ

りしながら書いた。また，振り返りを日直が挨拶の時に発表し
たり，ペアやグループで話させたりすることも振り返りのよさ

を実感させる手立てとなった。

ＩＣＴを活用した導入

学習問題づくりのしかけ
課題解決や自力思考への見通しを視点化

学習活動の流れと

時間の予定を掲示

振り返りポイントは，低・中・高学年で言葉を少しずつ変え，下敷きにし

ていつでも活用できるようにした。
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(2) アップルタイム
① アップルタイム ５つの視点の

「アップルタイム」とは，りんごの里（アッ
プル）にちなんだ名称で，子どもにとっては思
考の高まり（アップ）を，教師にとっては考え

を引き出す（プル）を意図した学び合いの時間
である。仲間の考えを受容・共感する聴き方，

話し方を指導するとともに，１単位時間のどこ
で，どんな形態（ペア・トリオ・グループ）で
行うのがよりねらいに迫っていくのかを工夫し

実践してきた。また，前期を振り返る研修を経
て，何のためにアップルタイムを設定するのか
を子どもたちに分かりやすい言葉で５つの視点

にまとめ，後期からは，その視点を示しながらアップルタイムを行ってきた。カラーで色分
けし，どの教室にも掲示したことで，低学年でも 「今日のアップルはピンクの，仲間に分，

ける話合いだよ」と視点を定めて話合いを進め，意識しながら話合いができるようになって
きた。高学年では，子どもたちと共に今日の課題に迫るためには，５つの中のどれが有効か
を決めたり，アップル効果（友だちと学び合うっていいよね）を実感しながら，まとめに迫

っていく姿が見られたりしてきた。

② 学び合いの可視化
・体育科の実践・・跳び箱運動の様々な跳び方に

おいて，自分で見付けたポイントを付箋紙に書
き，掲示物に貼り付けていった。友だちの見付
けたポイントをお互いに学び合いながら，跳ぶ

活動に生かしていた。第一踏切，第二踏切，着
手，着地などそれぞれの部分ごとに分類しなが

ら貼るということが，子どもたちの思考を深め，
うまく跳ぶためのコツをより深く理解すること
につながった。

・算数科の実践・・・ペアやトリオで考えを説明
し合う時に，指さし棒を使って説明し合った。
そのことで，話す人が順序立てて根拠をもって

説明できたり，聞いている人が目と耳を使って理
解することができたりすることにつながった。

また，どちらの教科でも，ホワイトボードを活
， ，用してグループの考えを整理したり まとめたり

変更したりすることを工夫した。文章で書くので

はなく，図や表，キーワードなどを書くことで，
。 ，全体の場での思考の深まりへとつながった また

書くだけでなく，言葉をプレートにして貼りなが

ら整理するということも行われ，ねらいによって
は，操作することが考えの再構築に有効であるこ

とも分かった。

アップルタイムの５つの視点

付箋紙を活用したアップルタイム

指さし棒を使ってトリオで説明し合う

グループでしぼった考えを

ホワイトボードにまとめる
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２ 学校図書館の利活用及びＮＩＥの推進について
(1) 「ことば」を磨く学校図書館の利活用

① 日常の実践
・朝読書の継続・・・毎朝８時10分から25分までの15分

間を読書の時間として継続してきた。読書が始まる５
分前には，放送委員会が担当して鳥のさえずりの音楽

を流し，静かな雰囲気で読書を始めることができるよ
うにしている。

３年生以上の学年は月一回，・読み聞かせの奨励・・・
ボランティアの高階さんに来校していただき，読み聞

かせを行っている。低学年には，学校司書が交互に隔
週で行っている。また，12月には，図書委員会が各
教室を訪れて読み聞かせを行った。

・学校図書館の環境と多読の推奨・・・年間読書冊数
を一人100冊，全校で15000冊を目標に設定した。読

んだ本は，読書ファイルに記録し，図書委員会や学
校司書が月末に集計して多読の子どもを読書キング
として表彰したり，全校の読書冊数を紹介したりし

た。図書委員会の活動として 「図書委員おすすめの，
本コーナー」を設置し，ポスターをかいたり，展示
したり，放送委員が協力してお昼の放送で紹介した

りした。また，読書祭りでは，決められたジャンル
の本を読むという読書ビンゴを行い，読書への関心

を広げた。夏休みには「家族で読書」に取り組み，家
庭での読書を奨励した。

② 授業での実践
全学年が各教科等において，図書を活用した授業づくりに取り組んだ。図書を活用するこ

とにより，児童の課題解決につながることも多く，学びを広げたり深めたりするための一つ
の手段となっていた。

ことば」の力を支えるＮＩＥの推進(2) 「
① 日常の実践

・ＮＩＥタイム・・・毎月第１・３木曜日にＮＩＥタイムを

設定し，定期的に新聞とふれあう時間をもっている。第３
木曜日は「横手市新聞の日」と重なるため，全校に配られ
る「読売KODOMO新聞」を活用した活動に取り組んでいる。

第１木曜日は 「読売ワークシート通信」を利用したり，家，
。庭や図書室にある新聞を使って活動を工夫したりしてきた

新聞を読む，分かったことや考えたことをシートにまとめ
る，友達と意見の交流をする，新聞を活用して言葉の力を

。，高める といった活動を各学年の実態に応じて行っている

，・環境の整備・・・図書室に新聞閲覧のコーナーを設置して
「朝日小学生新聞 「読売新聞 「秋田さきがけ新聞」を読」 」

みたいときに読むことができるようにしている。これらの
新聞は月ごとに綴じて保管し，前にさかのぼって記事を探
すことも可能である。さらに図書室前，図書室内にも新聞

を使った掲示を行い，新聞を通して地域や社会に対する関
心を高めている。

・委員会活動の連携・・・図書室の新聞閲覧コーナーは，図

書委員の子どもたちが毎朝，新聞の入れ替えをしている。
また放送委員会では，昼の放送で「今日の○○新聞から」

というコーナーを設け，その日，気になったニュースを全
校に紹介している。また，玄関のＮＩＥコーナーの運営も，
少しずつ環境委員会で取り組むことができるようになってき

ている。

児童玄関前のＮＩＥコーナー

図書委員会による読み聞かせ

全校の目標冊数や

月ごとの読書キングの表彰

図書室前や中の環境整備
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② 授業での実践
「学年別年間新聞活用計画」を作成し，授業の中での活用を図った。

３ 「横手を学ぶ郷土学」の取組について
・４年生の実践（総合的な学習の時間「思いやりの心で～わたしたちにできること～ ）」

テキストを参考にして，横手の特色がコンパクトにまと
められたカルタを作った。横手の環境や伝統，文化などに
興味をもたせることと，作ったカルタを福祉施設のお年寄
りとの交流ツールとして活用することで，楽しくコミュニ
ケーションできることをねらいとして行った。お年寄りと
の話題のきっかけともなり，世代を超えて横手のよさを学
ぶ機会となった。

Ⅲ 成果と課題
○どの教科でも醍小スタイルを基本とした授業の流れを実践していったことで，子どもたちが学習

のゴールまでの明確な見通しをもって，主体的に学習することができた。継続と積み重ねが子ど
もたちに浸透し，自分で考え，友だちと考え，ゴールを目指すんだという意識が定着したからだ

と考えられる。
○アップルタイムの５つの目的(視点)を全校統一して掲示し，選んだ視点のもとでアップルタイム

を行うことにより，本時のねらいに迫るアップル効果を実現することができた。様々な考えを持
ち寄ったときに，それをどう整理し，課題解決のためにどう精選していくかが，子どもたちにも
分かる言葉で分類されていたので，アップルタイムがより意味のあるものになったからだと考え

られる。
○図書，ＮＩＥでは，授業での実践をより意識して取り組むことができたので，ただ子どもたちの

関心意欲を高めるだけでなく，本や新聞の便利さや有効性を広げることにつながった。
●一人一人の学びの充実感，学力の向上のためには，さらに自己の学びを振り返ることが重要にな

ってくると考える。45分の時間配分を十分に検討して，振り返りを大事にすることを意識してい

きたい。また，子どもたちにも振り返ることの意味や学びが実感できる嬉しさを伝えていくこと
も大切になると考えている。今年度作成した「振り返りポイント」を教師自身が教材分析の時か
ら具体的に考えておくことも必要である。

●醍小スタイル アップルタイムの型をただ実践することから抜け出し 教科の特性等に応じた 醍， ， 「
小スタイルを意識した授業づくり」や「アップル効果を活かした一人一人の学びの充実」を目指

して，児童の実態に応じた質の高い学びをさらに実践していく必要がある。
●学校図書館利活用，ＮＩＥ，横手を学ぶ郷土学ともに，学年の系統立てた計画の作成と家庭との

連携が，より個々の力を伸ばすために必要である。

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」公開研究会に向けた平鹿地区小・中連携での研修「
・一人一人の学びを充実させる授業づくりと変容を実感できる振り返りの充実

・ ことば」の力を支え 「ことば」を磨く学校図書館利活用とＮＩＥの推進「 ，

〈２年〉
【国 「どうぶつ園のじゅうい」】

動物（園）に関する写真を集め
たり，記事を読んだりして関心を
高め，教材への導入とした。

〈６年〉
【社 「暮らしの中の政治」】

政治と私たちの暮らしとのかかわりが書い
てある新聞記事を収集し，政治を身近なもの
として捉えることで関心を高めた。

作ったカルタで交流
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伝え合い 深め合い 確かな学びを獲得していく子どもの育成研究主題
～子どもとつくる「付けたい力 × 12の資質・能力」を基にした授業～

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年間で育てていく児童生徒

の姿を求めて本研究主題を設定した。また，本校における学校の教育目標の具現化を図るこ
とは，各教科等の「付けたい力｣と社会的な自立の基礎となる「12の資質・能力｣の両輪での
授業づくりによるものと捉え，取り組んできている。さらに今年度は，子どもたちの主体的
な課題追究学習をより一層推進させるべく，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，思考力・判断力・表現力の質を高める｢12の資質・能力｣の位置付け
開校して３年目。全教育活動を通して育成してきた｢12の資質・能力｣（カラフルパワーズ以

下ＣＰ）が，いかに言語活動の質を高めるのかを，今年度の取組から挙げる。
「秋田の探究型授業」に則り「雄物川小学校学習スタ

ンダード」の基，課題追究の際に使う力としてＣＰを位
置付けてきた。本時の導入から一連の学習の流れが定着
し，子どもたちは，学習の見通しをもって主体的に取り
組むことができてきている。課題解決のためには，どん
な力をどのように発揮すればよいのかを考えてＣＰを選
定した上で，その具体を考えてキーワードを考えること
も子どもたちが進めている。
【 】実践例 ４年 理科「物の体積と温度」

体積変化を予想する際には 「体験や前に実験した物，
との性質の比較を根拠に『考える力 」を，また，同じ』
「考える力」でも，実験方法を確かめたりまとめたりす
る際には「関係付けて『考える力 」を位置付けた。子』
どもたちが問題を追究する過程において，それぞれの物
の性質についての考えを焦点化し明確にまとめることが
できた。

このように，二つの「考える力」は，常に「温度と体
積」を関係付けながら，物の性質を理解するこの単元の
見方・考え方の柱となった。

(2) チームによる事前の授業検討
学びの質を高めるために，個の授業研究からチームによる授業検討を重ねてきた。ＴＴ担当

や学年主任，教科主任からの「今度の単元，どうする？」という声掛けをきっかけに，職員室
での検討が行われた。プランシートの考え方で授業の根幹を決定した後，付けたい力に適した
言語活動の具体を検討した。実態の把握（既習事項・学習体験，難易度，子どもたちの特性な
ど ，具体の形式・予想される具体の内容と共に，今年度特に話題にしたのは，言語活動とし）
ての姿だけではなく，そこまでの思考過程をどのように行うのか，そして，どう残すのかとい
うことである。

チームで授業検討を行うことでの効果を以下に６点挙げる。
① 既習事項・既習体験との違い，本単元でのステップアップなど，年間を通して付けたい

力の見通しをもつことができる。
② 本単元，言語活動で支援しなければならない子どもへの支援の方法や，得意なことを生

かす場について共通理解することができる。
③ 支援と評価を複数の目で行うことができるために，学級間の差が生じない。また，子ど

もにとっては，困り感が生じたときにすぐに話ができ安心感がある。
④ 役割分担をすることで，効率的な授業の準備と多様な支援を考えることができる。
⑤ 他学年の授業づくりの参考になり，改善の意欲付けと実践化が推進される。
⑥ 学校全体の財産として次年度に生かされる。

CPを位置付けた授業の展開
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【実践例 ４年 国語「ごんぎつねの魅力は何か 】」

子どもたちが進める課題別コース学習

物語を｢読むこと｣の年間を通した授業構想

「 」 。文学的な文章を 読むこと の今年度三つ目の単元である
学年合同でタイムリーな情報を基にした単元の導入を図った
後，子どもたちの「問い」から「ごんはどんなきつねなのか
登場人物コース 「青いけむりの表すものは何か 物語の展」，
開コース｣ 「なぜ秋なのか 季節コース」の三つの課題別コ，
ース学習に取り組んだ。学年部で指導事項についての評価規
準を明確にし，既習単元を生かして適切な言語活動を設定し
た。新たな言語活動に取り組む際には，教師によるモデルを
示したりその特性やよさを子どもとともに見い出したりしな
がら展開してきた。単元の終末，各コースの学びを基に交流

新たな視点をもったまとめしたが これまでのコース内の学びに他の読みの視点を交え，，
新たな考えをもったり「だからこそ～なのだ。｣と自分の考え
を確かなものにしたりする子どもが多くなり，学びの質が明らかに変わったことを教師も子ど
もも実感することができた。

チームで言語活動の具体を基に授業づくりに取り組むことで，一人一人の問いや課題が生か
され，課題を自分たちで追究するする喜び，課題と課題をつなげてもう一度思考する喜び，で
きることが増える喜びなどの様々な学ぶ喜びを子どもたちは実感し，次への意欲と学びへの期
待をもつことができることが分かった。

(3) 必要な組織の再編と活用
指導要領改訂を控え，本校で取り組まな

ければならないことは何かを考えたとき
に，より必要感のある組織づくりとその活
用を図ることにした。各組織のリーダーが
部会をまとめ，具体的な提案を次々に発信
することで，全校が多面的に言語活動を展
開するようになった。

例えば，ＣＰ部会では，これまで課題追
究のために必要な力とその具体としてのキ
ーワードを子どもたちと選定してきたが，
それらが果たして適切な選定であったのか
の検証と資料の蓄積を図ってきた。

実践資料として，板書を画像に記録し活
用している。子どもたちの言語活動が教科
等のねらいの達成に有効に機能するため
に，思考・判断の拠り所としてＣＰをさら

組織の再編を図った研究体制に明確にもたせるようにしてきた。
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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) 言葉の力の育成を目指す主体的な図書資料の活用

① 読書を通して自分の考えを語る機会の活用
読書を通して多様な表現，心に響く言葉，情景や状況・心情や考えを表すために適切な言

葉などの言葉の力を身に付けるよう，読書量を増やしてきた。秋休み中の親子読書の推進，
縦割り班による読書量調べ，図書館便り｢本の森｣における読書の薦め，横手明峰中学校区の
読書推進部会の取組による小・中４校の巡回によるお薦めの本の紹介などを行った。日常や
家庭においていろいろな機会を生かして本を手に取り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。月曜日から木曜日までの毎朝の全校読書の時間の設定，図書の貸し出
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
連携などにより読書の楽しみをもたらしてきた。その中で今年度は，読み聞かせの後の感想
発表の際に，学級担任によるコーディネートのもと子どもたちの感想交流の時間の意図的な
関わりを大切にしてきた。心に響いた言葉や表現・場面，大きく変わったきっかけ，登場人
物の心情，他教科・新聞記事・自分の暮らしとの関連，これまでの考えとの変化等いろいろ
な視点から自分の考えを語る子どもの育成を目指してきた。

② 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｣の三つを重点実践事項として，学年別年間活用計画の見直しを図った。三つの重点実践
事項に沿い，目指す方向性に沿って取組ができるような計画になっているため，具体的で
実践に直結し活用しやすいものである。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，授業に生か
しやすい。さらに，今年度新たに展開した言語活動の記録
も加筆し，次年度以降の指導の資料として蓄積している。

③ 学習センターとしての利活用
。学習センターとして今年度は以下の三つの取組を行った

一つ目は，継続的な取組である学習内容をまとめたものの
掲示である。国語科を中心に，単元を通して思考してきた
ことを掲示し，図書資料を活用した学習の展開のよさを見
付けたり学習内容について関心をもったりする様子が見ら
れた。単元のゴールとしてのまとめだけではなく，そこま
での思考の足跡も掲示した。どんな学びを積み重ねてきた
のかについても，関心をもたせたいと考えている。

二つ目は，課題追究に必要な図書資料の選択と活用であ
る。これまで図書資料の活用は，同じ作者やテーマの図書
資料に触れる並行読書が主であった。しかし，子どもたち

子どもたちが選んだが主体的に課題追究をしていくと 「なぜコスモスの花に，
「季節が大事な役割をもつ本｣したのか。コスモスとはどんな花なのか 」と図鑑で調べ。
｢終わりに意味がありそうな本｣たり，言葉の意味をさらに調べたりするなどの必要感に応

じた図書資料の活用が見られた。
三つ目は，付けた力を基に発展していく読書の広がりである。前述の並行読書において

は，教師が学校司書に相談したり市立図書館との連携を図ったりして事前に準備をするこ
とが多かったが，子どもたちが学びながら読むことや読み方の楽しみを体得することで，
本を探したり薦めたりする活用の仕方が見られた。

これまでの図書活用から，子どもたちの学びが基軸に据えられた展開が図られた。

(2) 多面的な考えをもたらすＮＩＥ
① 意図的・継続的な取組

毎週金曜日朝の15分間を全校ＮＩＥタイムとして取り組んでいる。ＮＩＥ部会からの提案
により，これまでの掲示を改め，テーマごとあるいは同じ記事ごとに類型化し，子ども同士
の感想交流には視点を選択してコメントを書く用紙を準備するなど，掲示を通して，さらに
再思考する機会を意図的に設定することにした。記事と出会って思考し，さらに掲示された
記事と友達の思考を基に再思考することができる。横手明峰中学校区のＮＩＥ推進部会の取
組による小・中４校の巡回が行われ，他校の子どもたちの考えに触れることもできた。
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② 各教科等におけるＮＩＥ
各学年に一冊 「ＮＩＥファイル」がある。これに，授業で活用した記事と関連資料を蓄，

積している。日々の新聞から授業に使えそうな記事を資料に選ぶことは，なかなか容易では
ない。使いたい時に既刊された記事を検索することもあるが，新しい情報も必要である。そ
こで，年間の各教科等の学習内容をおおよそ捉えていること，しかも，他学年の分も想定し
ていることで，教科等においてもＮＩＥが推進されていくと考える。

３ 「横手を学ぶ郷土学」の取組について
今年度立ち上げた「何を学ぶか つながり部会」からの提案を基に全校で取り組んできた。

(1) 年間計画の作成と実践例の蓄積
各学年のふるさと教育に関する教科と単元をリストアップした年間計画に，新たに『よこて

だいすき』の活用欄を設け対応する頁を明記し，より具体的な資料を基に学習が展開できるよ
うにした。また，各教科等における活用についても，各学年の実践事例を蓄積してきている。
ねらい，学習展開，活用の仕方の具体と考察，実践に関する資料をファイルにしている。

(2) 全校体制での取組
毎月最終金曜日の朝15分間を「よこてだいすきの日」に設定した 『よこてだいすき』を活。

用して新たに知ったり調べたりする時間である。見付けたことについての感想や考えたことを
付箋紙に書き冊子に貼っている。全校の子どもたちが通る一階ホールに 「よこてだいすき」，
コーナーを設置し，各学年の取組を紹介している。

(3) 児童集会の実施
， 「 」計画委員会を中心に年に一回縦割り集会を実施しているが 今年度は よこてだいすき集会

を行った。縦割り班で校内を巡りながら，横手に関するクイズやアクティビティにチャレンジ
するウォークラリーである。班のリーダーが手にした『よこてだいすき』を１年生から６年生
までの班のみんなで頁をめくり，答えを見付けたり協力してアクティビティを行ったりする姿
は，驚きと喜びに満ちていた。その後，総合的な学習の時間と特別活動の教科等横断的な取組
としてクイズ集会を実施した学年もあった。

Ⅲ 成果と課題
○７月と１月に子どもたちと教師による自己評価を，ほぼ対応した項目でとった。両者の評価が合

致していることからも，取組が成果として表れた一年であったといえる。
，）（，ＣＰの取組については 子どもたちの結果から４件評価 満点４ において平均３ ８であり.

数値としても高い値で安定しているが，その記述欄に大きな変容が見られる。
(記述から)・自分の行動や気持ち，態度を決められるし，自分を変えてくれる。

・友達の役に立てて，自分のパワーにもなる。
・学習に使う力を強くしてくれるし，目的に合わせて使うといろいろな力が付く。
・生活や将来のため，生きていくのに必要な力である。

ＣＰを「資質・能力」として子どもたちがとらえてきていることは，大きな成果である。
○チームによる授業づくりを進めてきた。その効用として，年間を通して各教科等で付けたい力の

見通しをもち，効率的な授業準備と多様な支援を考えられることで，学年全体としての授業力の
， 。高まりがもたらされ 子どもたちに様々な学ぶ喜びを味わわせることができたことが挙げられる

また，日常的な授業改善が職員室でも語られ，各単元等の資料がファイルに蓄積されているこ
とも効用である。

○必要な組織の再編を図り，各部会の活性化がもたらされた。その結果，校内の隅々まで意図的な
取組，多面的な取組が展開されてきた。

●「主体的・対話的で深い学び」の「主体的」については，ＣＰを生かした「雄物川小学校学習ス
タンダード」による授業が定着しているため推進されていると考えられる。しかし 「対話的で，
深い学び」については，ＰＤＣＡを基にし，ＣＰを適切に位置付けながらながらさらに効果的な
取組を継続していかなければならない。

Ⅳ 来年度の取組に向けて
・学習指導要領の全面改訂に向け，ＣＰを各教科等の特質に応じた「見方・考え方」と絡ませるこ

とで「深い学び」の実現を図っていく。
・読書活動やＮＩＥの推進，小・中連携による具体的な取組において，思考力・判断力・表現力を

駆使するような質的向上を，組織的に全校体制で図っていく。
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研究主題 伝え合い 深め合い 確かな学びを獲得していく子どもの育成

～対話による課題解決を通して学びを実感する授業づくり～

横手市立大森小学校

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年間で育てていく児童生徒の姿

を求めて本研究主題を設定した。本校では，学習への参加意識を高め，自分の考えを話すことに

自信をもたせる手立てや，自分の学びを自己評価させるための手立てを講じる。これらの手立て

を工夫することにより，児童の一人一人が自分の変容に気付き，学びを実感できるのではないか

と考え，本研究副題を設定した。

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) 学びを実感するための共通実践事項

① 学習過程の視覚化，パターン化

ゴールの明確化を図り，学習段階を示すプ

レートを活用して学習の流れが児童にも分か

るようにし，主体的に学習に参加する意識を

もたせるようにした。これには，学習過程を

パターン化することで，学び方を身に付けさ

せるねらいもあった。

② 小グループ(トリオが基本)による学習活動

の活性化

， ， ，小グループ活動に当たっては 話題 目的

進め方について明らかにした上で進めるよう

にした。話合いの進め方は次のようなもので

ある。

・紹介し合う ・確かめ合う

・考える ・教え合う

・議論する ・意見を集約する

③ 「森の子パワーズ」の活用

「 」 ， ，森の子パワーズ (以後 Ｐと表記)とは

本時の課題(問題)を解決する(めあてを達成

する)ために必要な力である。この力は，本

校の児童にとって課題とされている部分であ

， 。 ， 。り 身に付けさせたい力である 将来的には 生きる力につながっていくものと捉えている

内容については，全教員の考えを整理し 「イメージＰ 「挑戦Ｐ 「考え・表現Ｐ 「話， 」 」 」

合いＰ」の四つとした。右上の図がそれぞれのＰの具体であり，児童一人一人にもたせた。

授業の中でのＰの位置付けを，次のようにした。まず，本時の課題(問題)やめあてが設定

された段階で，その解決や達成に必要なＰを児童と共に選んだ。そして，それを意識させる

ために，課題(問題，めあて)の横にＰを示すプレートを提示した。終末に，本時の課題に対

しての振り返りに加え，自分たちで選んだＰが発揮できたかどうかという視点でも振り返る

ようにさせた。

Ｐの一覧表

Ｐの提示 Ｐの視点も加えた振り返り
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(2) 授業の実践

① 算数科(６年生)の実践〈単元名 順序よく整理して調べよう ６時間扱い〉

４チームでバスケットボールの試合をする場合，何

通りの組み合わせがあるのか調べる学習である。自力

思考の後，トリオの中で互いの考えを紹介し合い，ベ

ストアンサー(ＢＡ)を選ぶことに主眼をおいてみた。

ＢＡとは，分かりやすさや簡潔さなどを規準として選

んだトリオとしての答えある。

右の写真は，トリオでＢＡを選ぶために，比較・検

討している様子である。分かりやすく自分の考えを伝

えるという目的をもって，一人一人が説明することが

できた。また，ＢＡを選ぶには，相手の考えを理解す

る必要があり，そのために，しっかり聞くということができた。

それぞれの調べ方のよさに気付き，目的に応じた方法を選択するという活動は，判断力を

養うことにつながると考える。

② 算数科(２年生)の実践〈単元名 計算のしかたをくふうしよう ５時間扱い〉

３口のたし算で，たす順序を変えて計算してよいと

いうまとめから，( )の用い方について理解するとい

う学習である 「個→トリオ→全体→個」という流れ。

で進めた。トリオの中で考えを紹介し合い，共通点や

相違点を確かめ合った。それを受け，トリオリーダー

が「３人が同じで，○○という考えが出ました 「×」

×という考えと△△という考えが出ました」などのよ

うに全体の場で発表した。ここで出た考えを教師がコ

ーディネートして課題解決を図った。

このような活動を日常的に行うことで 「聞く 「ま， 」

とめて話す」という力が身に付いた。そしてそれは，

対話の必要性のある学びにつながっていくものと考える。

③ 音楽科(５年生)の実践

〈単元名 日本の音楽の特徴を感じて ７時間扱い〉～作曲しよう ４小節の大森わらべうたの旋律(リズム)～

ふるさと大森の○○をイメージすることを共通の課

題として，わらべ歌の旋律を作ることを最終ゴールと

。 ，する学習である 思いや意図をもって旋律を作ったり

楽曲に接して感じ取ったことを見付けたりできるよう

に，トリオでの話合い活動を多く取り入れた。

初めに，個々に２小節の旋律を作り，それをトリオ

で聴き合って，リズム，速さ，組み合わせ方などにつ

いて話合いを行った。中間発表会で試演し，互いにア

ドバイスをし合って，それをもとにして再びトリオで

手直しをしていった。

曲を作り演奏する活動は初めてだったが，トリオで

話し合いながら活動することで，意欲が高まるとともに，音符を読んだりリズムを打ったり

する技能を向上させることができた。

④ 外国語活動(５年生)の実践

〈単元名 友達の好きなものを知ろう “What ～ do you like?” ５時間扱い〉

友達に対し，好きな模様の色や形，数を尋ね，その

答えに応じてオリジナルＴシャツを作るという学習で

ある “What～do you like?”や”How many～?”と。

いう表現を使った。

友達と尋ね合いデザインしていくために，トリオを

つくり 「①質問者 ②回答者 ③記録者」と役割分，

担をさせた。②は①の質問に答え，③は二人のやりと

りを聞いて，デザインしていくという流れである。一

， 。つのＴシャツが完成したら 役割を代えて繰り返した

役割がはっきりしていたので，コミュニケーションを

トリオで比較・検討する様子

グループの考えを発表するリーダー

トリオで話し合い，手直しをする

役割分担をしてのコミュニケーション
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することに必要感があり，全員が積極的に英語を使って活動することができた。

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 読書に関するコーナーの充実

ア だいすきコーナー

読書量を把握するために，読書ファイルに読書の

あしあとを残している。読んだ本の冊数に応じて，

色や模様をかえた全校児童の名札を「読書の木」に

貼り付けた。右図が「読書の木」であり，これは，

「本だいすきコーナー」に掲示し，全校児童が目に

することができるようにした。また，読書活動の１

年間の目標を「名人 「達人 「マスター」として」 」

設定して，各自の読書ファイルに貼付し周知させて

いる。

イ 図書コーナー

月曜日から木曜日までの週４回，中休みと昼休み

に図書室の本の貸し出しを行っている。図書室の近

くに「図書コーナー」をつくり，学年別貸し出し冊

数を掲示した。学級ごとの読書への取組が見え，児

童の励みになった。

ウ 親子読書コーナー

夏休みに親子読書に取り組み，親子で感想を書い

た。その感想を掲示し，児童が互いに目を通すとと

もに，学習発表会のために来校した保護者の方々に

も読んでもらうようにした。

② 読書量の増加

全校で統一した読書指導と，学

校司書が中心となって構成した各

種コーナーの充実により，読書量

が昨年度に比べ大きく増加した。

長期休業中の本の貸し出しも効果があったと考える。読書に対し意欲をもつ児童が増えてお

り，３月末までには，もっと増えるものとみている。

(2) ＮＩＥの推進

① 森の子ＮＩＥコーナーの作成と整備

学級でのＮＩＥの取組を掲示した。月１回の「全校新聞の日」に読む新聞から気に入った

記事を切り抜き，その感想を記したものや，社会科で学んだことを新聞の形にまとめたもの

があった。他の学年の取組に目を向けることができた。

② 委員会活動を中心とした取組

，，。，本校には ＮＩＥ広報委員会がある この委員会に所属している児童が 読売中高生新聞

秋田魁新報，毎日小学生新聞から全校に紹介したい記事を選び，記事の紹介と感想等をまと

め，掲示した。森の子ＮＩＥコーナーと同様に，足を止め友達と一緒に掲示物を読む児童の

姿がよく見られた。

③ 小・中連携による取組

今年度から，横手明峰中学校区ＮＩＥ推進部会の取組として，各校のＮＩＥ作品を巡回展

示し，小・小間で，または小・中間で交流を図る事業を行った。展示された他校の作品に対

し，感想を書き入れた。

(冊)一人あたりの読んだ本の平均冊数(４～12月)

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 全校

H29 140.7 103.7 82.7 60.6 34.4 46.2 77.6

H28 91.8 67.0 55.5 36.3 27.3 21.3 47.6

(冊)読書活動の１年間の目標

1・2年 3・4年 5・6年

読書の名人 50 50 30

読書の達人 80 80 50

読書マスター 100 100 100

本だいすきコーナー

図書コーナー

森の子ＮＩＥコーナー 委員会活動による紹介 他校の作品に感想を書く

親子読書コーナー
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３ 「横手を学ぶ郷土学」の取組について

(1) 指導の方向性

◇今年度の重点

・ よこてだいすき』の中から単元や題材のねらいに『

結び付く内容(ページ)を洗い出し蓄積する。

『 』 。・授業や諸活動の中で よこてだいすき を活用する

◇重点実践事項

・ よこてだいすきコーナー」を整備する。「

， 。・ふるさとに関わる授業や諸活動を行い 記録を残す

(2) 各学年の取組

教科等の内容に応じてテキストを活用した。単元を貫く学習課題を設定するために活用し

たり，調べ学習の資料として活用したりした。

・・・①：課題設定の場面 ②：調べ活動の場面 ③全体にわたって授業の中での取組 ※活用場面

テキスト教科等 単元名，題材名 活用

場面 関連ページ

22，23，34，35１年 生活 みんなであそぼう はる なつ あき ふゆ ③

28，29，34，35，46，47２年 生活 まちをたんけん大はっけん ③

16，17社会 わたしたちの大好きなまち ①

24，25，28，29，34，35，38，39，３年 総合 よこてだいすき ①②

44，45

50～62
４年

国語 季節の風景～季節の手帳をつくろう～ ②

38～49，72～75，128，129総合 自分たちにできること～伝えよう ふるさとのよさ～ ①②

24，25，52，53，60～63,66～67５年 総合 一つぶの米から ②

16，17，28，29，34，35，38，39，６年 総合 ようこそ私たちの町へ ②

44～47，66～69，84，85

(3) 「郷土学」の日と児童の意識

毎月第二木曜日の朝読書の時間を『よこてだいすき』を読むということで，郷土学の日と

した。自分が興味をもった部分から自由に読み，気になる内容についてじっくり読む姿が見

られた。こうした中で，調べてみたいテーマを見付ける児童も出てきた。児童の意識調査の

結果は次の通りである。

Ⅲ 成果と課題

○児童アンケートにおいて 「自分の考えをしっかりもち書いている 「よく分かる 「グループ学， 」 」

習で新しいことに気付く」と答えた児童の割合が高かった。このことから，自力思考をもとにし

た対話による課題解決が学びを実感することにつながっていると考える。

●児童アンケートにおいて 「友達に分かりやすく話している」と答えた児童の割合が低かった。，

児童の学びの姿をもとにした教師アンケートにおいても 「話している 「聞いている」につい， 」

ての評価が低かった。このことから，対話による課題解決の大切さを理解しながらも，話すこと

に消極的で自信をもつことができていないのではないかと考える。

Ⅳ 来年度の取組に向けて

，「 」 。・小グループ活動を更に活性化させるとともに 森の子Ｐ の内容や活用の仕方を改良していく

・話合いのスタンダードモデルをつくり，話し合う力のスキルアップを図る。

・必然性のある話合いを展開するための一つの方策として，学級活動を中心とする特別活動の充実

を図る。

よこてだいすきコーナー

郷土学はすきですか(12月実施) 『よこてだいすき』を読むことはすきですか(12月実施)

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年
４ 89.2 67.6 73.9 51.5 21.8 62.9 ４ 89.2 70.3 73.9 51.5 45.7 68.5
３ 10.8 27.0 17.4 39.4 71.7 37.1 ３ 10.8 24.0 21.7 42.4 43.5 28.5
２ 0 5.4 8.7 6.1 6.5 0 ２ 0 2.7 4.4 3.0 10.8 3.0
１ 0 0 0 3.0 0 0 １ 0 3.0 0 3.0 0 0

※４：とてもすき ３：まあまあすき ２：あまりすきでない １すきでない
◆郷土学が好き 『よこてだいすき』が好きな理由，
・いろいろなことを知ることができる。写真が多い。昔のことが分かる(１年)
・地図が分かりやすい。かるたがいい。記事が多い。ふりがながあっていい。(２年)
・自分でいろいろなことを調べられる。行ってみたくなる。(３年)
・学ぶことが楽しい。昔のことが分かる。ふるさとが好きになる。(４年)
・詳しく調べられる。簡単に調べられる。いろいろなよさを知ることができる。(５年)
・問題を作ることが楽しい。調べることが好きになる。(６年)
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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児童の育成

横手市立山内小学校

Ⅰ 研究主題について
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児童生徒が

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) 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
各部会で設定した研究の重点は以下の通りである。推進に取り組んだ。

(2) 研究の実際
○「山内スタンダード」を基盤とした児童が主体的・協働的に学ぶ授業づくり

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 「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 （右資。
料）

今年度は，学級担任８名全員が各教科
に分かれて「山内スタンダード」に則っ
て研究授業を行い，指導主事から指導し
ていただいた。

本校の校内授業研究会は，次のように
実施した。

１年 生活科
２年 図工科
３年 理科
４年 図工科
５年 外国語活動
６年 外国語活動
２組・３組 特支スキルアップセミナー

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。
○課題を解決するための見通しを持つ。
○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。

基本的・汎用的な授業モデル「山内スタンダード」

課
題
把
握

・
見
通
し

課

題

追

究

振

り

返

り

授業改善部会 （子どもが主体的・協働的に学ぶ授業づくり）
○山内スタンダードを基盤とした児童が主体的・協働的に学ぶ授業づくり
・子どもの言葉を基にした課題の設定，課題を解決するための見通しのもたせ方の工夫
・思考を深めるための対話
・個人及び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三文による振り返り
○ユニバーサルデザインの視点による授業づくりの推進

学校図書館利活用部会 （子どもの心を耕し，語彙を広げるための図書館の利活用）
○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
○家庭との連携を考慮した読書の習慣化

ＮＩＥ推進部会 （子どもの視野を広げ，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
○ＮＩＥを授業に生かすための工夫
○学習と生活とを結び付ける教師の支援
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［２年図工科の実践より］
子どもの言葉を基にした課題の設定，課題を解決○
するための見通しのもたせ方の工夫
本時のねらいは 『 グアナコ」という言葉から想，「

像を広げ，自分が表したいイメージに沿った作品を
考えたり，思いついたりすることができる 』であっ。
た。通常，この本時のねらいを受け，教師が『想像
を広げて，自分だけの「グアナコ」を作ろう』など
のようなめあてを設定し，学習を開始する授業をよ
く見る。今回の図工科では，導入で以下のようなや
りとりがあった。

この授業では，文言のみ・体裁のみを問
題解決的な学習に当てはめたものではなく，
児童が身を乗り出して主体的に課題を設定
し見通しをもって授業を作り上げる姿があ
った。低学年に，問題解決的な学習は難し
いと思っていた懸念を大きく覆し，むしろ
低学年にこそ問題解決的な学習は必要であ
ると感じさせてくれる授業であった。

［５年外国語活動の実践より］
山内スタンダードの定着○
外国語活動においても 「山内ス，

タンダード」に則ったスタイルが身
図工や道徳はもちろに付いてきた。

ん，どの教科でも「課題-まとめ-振
り返り」の流れを意識した「山内ス
タンダード」を考えて，授業構想を
練った。ノート指導と連結した構造
的な板書は，子どもの思考を整理し
たり，見通しをもつことができたり
とユニバーサルデザイン化にも大きな役目を果たしている。三文による振り返りを毎時間続
けてきたことにより，学びを価値付け，次時への意欲と見通しをもつことができた。

教師自作の新聞による課題設定

ワークシートより 三文による振り返りの例

教師 児童
・昨日こんな新聞を見ました。

山内地区で新生物！！ 「え～！！何ていう生物なの？」
実はその名前は・・・・グアナコと言いま 「わ～！！グアナコ？？」
す。

。 「 」（モニターに新聞が映し出される ） ミドリムシみたいなぐにゃぐにゃした形
「 。・どんな生物か想像してみて。 耳があって鼻が長くてとがった歯がある
白と灰色の毛」等々。

「見たことのない生き物のグアナコを想像
・今日の課題は何にしたらいいかな。 して作ろう 」。
（子どもたちが課題を作り上げる ） 「どういうふうに作ればいいのかな 」。 。

・見通し。実際見たことのないものを作るに 「こねて，形を整えたりする」
「 」 「 」 「 」は？どうしたらよいでしょう。 まるめる ひっぱる くりぬく
「粘土をつぶす」 「穴を開ける」
「 」 「 」まるめてのばす まるめてくりぬく

見たことのない生き物「グアナコ」を土
粘土で作るにはどう表せばよいのかな

ユニバーサルデザインの視点による板書
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ユニバーサルデザインの視点による授業作りの推進○
パネル等を利用しながらこれまでの学習の足跡を掲示し，学んだ単語やフレーズを残してお

くことで，使える英語へつなげる手助けになっていた。
次期学習指導要領では，アルファベットやヘボン式ローマ字で自分の名前を４線上に適切に

。，。書くことが求められる それも踏まえ 本時のキーフレーズを黒板の４線上に記入して示した
また，外国語ファイルに子どもたちの名前のお手本を貼り，いつでも見ることができるように
している工夫もできていた。

２ 学校図書館の利活用及びＮＩＥの推進について （今年度新たに行った実践事例）
(1) 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

朝読書の時間を学校図書館で］［
学校図書館を児童がこれまで以上に身近に感じ，活用を促進す

るために，学校司書がいる曜日の朝読書を，教室ではなく学校図
書館で行うようにする。
例：月曜日１・２年生 ，火曜日３・４年生，金曜日５・６年生

(2) 児童の視野を広げ，社会参画への意識を高めるＮＩＥの推進
［ＮＩＥと教科の横断］
① ＮＩＥの時間

児童が紹介した記事「天皇陛下19年４月末退位 ５月１日改元 （読売新聞１２月２日）」
についてみんなで意見を出し合い，共有化する。

② 国語の時間
「カンジー博士の山登り」で，漢字クイズの作成を通して，漢字の意味や成り立ちを詳しく
調べる。

③ 社会の時間
「大化の改新 「天平文化 「享保の改革」等，歴史上の出来事に年号が使われていたこと」 」
を知り，これまで習ってきた歴史を振り返りまとめる。

④ 総合的な学習の時間
「みつめなおそう わたしたちのふるさと ～これからの横手について考えよう～」の時間
を使って，これからの横手・そして日本がどのようになってほしいか考える。自分が実現し
たい世の中を国語の時間に学習した漢字で表すとどの漢字がふさわしいか考える。

⑤ 書写の時間
「六年間のまとめ ～自分のめあてをもっ
て学習する～」の時間で，自分が考えた漢
字２文字の元号を課題とし，めあてを決め
て主体的に取り組む。

⑥ ＮＩＥの時間
「ＮＩＥ 元号新聞」を作成し，全校のみ
んなが見られるところに掲示する。また，
自分が考えた元号を全校のみんなが書き込
めるように付箋をおく。

ユニバーサルデザインの視点による板書と外国語ファイルの工夫

図書館で朝読書を

ＮＩＥ新聞「次の元号は！？」
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３ 横手を学ぶ郷土学への取組について
(1)「よこてだいすき」コーナーの設置

総合的な学習コーナーの中に横手大好きコーナーを設置
し 「よこてだいすき 横手を学ぶ郷土学」や横手市の情，
報誌とともに児童の学習の足跡を掲示していく。写真は，
６年生総合的な学習の時間に作成した「みつめ直そう 私
たちのふるさと ～横手よいとこ パンフレットを作ろう
～」を掲示。

(2)「よこてだいすき」新聞の作成
秋田魁新報と読売新聞の２誌から横手に関する新聞記事を集める。２誌の記事の量や取り

上げ方，記事の書き方などを比較検討する。２誌の特色をつかんだ後は，それらの記事に対
して感想を書き 「よこてだいすきＮＩＥ」新聞としてまとめる。できた新聞は，全校児童，
が見られるところに掲示し，多様な考えに触れられるようにする。

(3)「よこてだいすき」タイムを設定
週１回行っている学びタイムのうち１コマを 「よこてだいすき」タイムに設定する。そ，

の時間は よこてだいすき を読む時間にあてる 気になったページに 気付いたこと 疑「 」 。 「 」「
問 「これから調べてみたいこと」などを付箋に記入して貼り，書きためていく。また，ク」
ラス全員で確認したいページは，拡大して掲示し，同じように付箋を貼り，友達の意見に触
れ自分の考えを深めさせる。

(4) 総合的な学習の時間，社会等への活用
各学年，単元の導入やまとめに，調べ学習の資料としてなど，様々な教科に活用した。

Ⅲ 成果と課題
○学級担任８名全員が指導主事訪問を受けることで，訪問日の授業前後に次の授業の検討会を行う

。 ， ， ，ような研修内容となってしまった しかし それは短期のＰＤＣＡサイクルとなり 教師個人の
また，本校の底力を上げる上で非常によい研修の機会となった。

○ は，これまでの取組が成果を上げている。しかし，そこ学校図書館の利活用及びＮＩＥの推進
で満足をせず，前述で紹介した今年度初めての取組のように常に改善・工夫を凝らしている。

●「山内スタンダード」の授業は，文言のみを課題に合わせたり，型にはめようとするあまり体裁
のみを合わせしてしまう危険性もある。また 「山内スタンダード」のあまりの便利さ・汎用性，
に，すべてを「山内スタンダード」で行ってしまうこともある。教科の特質や単元・一時間ごと
のねらいを大切にした児童が解決したいと強く思える課題設定を考えなければいけない。特に，
外国語活動においては「課題設定」が難しい。児童のやってみたいという気持ちやワクワク感を
育てる広がりをもった課題を考えていく必要がある。

Ⅳ 来年度の取組に向けて
学級担任８名全員が研究授業を行い，指導主事等から助言を受けたことなどにより，授業の中・
で が徐々に具現化され，機能してきていることが検証できた。今後，さ「山内スタンダード」
らなる向上を目指し，日々の授業の改善が必要だと思う。教材研究の時間も十分とは言えない
日々の授業において，いかに授業の精度を保って実践していけるかが鍵となる。そこで，普段
の授業を見せ合い検討したり，子ども同士が授業参観をしたりする機会をもちたい。

・ 山内スタンダード」が定着し，児童が主体的に授業を創り，対話を通して高め合う姿が定着し「
てきている。さらに 「山内スタンダード」の心臓とも言える「学び合い・対話」に焦点を絞っ，
て授業改善を行い，次期学習指導要領にある「深い学び」に迫っていきたいと考える。

・横手南中学校区の小・中共同研究の方向に合わせて，随時改善していくことも必要となる。

「よこてだいすき」新聞
「よこてだいすき」コーナー
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伝え合い 深め合い 確かな学びを獲得していく子どもの育成研究主題
～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
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年間で育てていく児童生徒の姿

，，。を求めて本研究主題を設定した また 学び合いの中で自分の考えを深めることが十分ではない
主体的な学習態度の面で改善すべき点が見られるといった本校児童の実態を受け，上記の副題を
掲げ，研究に取り組んでいくことにした。

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

言語活動を充実させ，学びの質を高めるために，本校では以下の三つのことが必須であると考
え，校内研究授業を核とした授業改善に取り組んできた。

主体的に学習に向かうための手立ての工夫(1)
学び合い，高め合うための手立ての工夫(2)

(3) 学習のまとめや振り返り，評価の工夫

以下にそれぞれの取組の具体について述べる。

主体的に学習に向かうための手立ての工夫(1)
① 見通しがもてる課題設定の工夫やゴールの明確化

【６年自立活動「えがお劇場パート２～夏祭りだワ
ッショイ～」の実践より】
えがお劇場を開演するために，どんなことをすれ

ばよいか，それらをどんな順番で進めたらよいか，
教師と一緒に考え，それらを書き出し，計画の素地
を作った。

書き出したことを順番に組み立て，計画やめあて
の一覧表にすることで，それぞれの時間にすること
が分かり，全体の見通しがもてるようにした。

一覧表に基づき，その時間の評価や活動状況をチ
ェックし，自分の課題がどれくらいできたかや次時
の課題を確かめられるようにした。

② 生活を振り返り，問題意識をもたせる工夫
【 「 」 】２年学級活動 かぜをよぼうしよう の実践より

４月から病気で休んだ延べ人数を学
年ごとにグラフに表し，２年生が飛び
抜けて多いことを視覚的に捉えさせた。
病気で休んだ延べ人数の内訳を表に整
理し 「かぜ」の人が多いことから，か，
ぜ予防について強く課題意識をもたせ
た。かぜを引く原因について，自分た
ちの経験を想起させ，具体的な日常の
場面を出し合うことができるようにし
た。

学び合い，高め合うための手立ての工夫(2)
① 多様な意見を生かした集団決定の場の工夫

【１年学級活動「スポーツでなかよしげんき集会をしよう」の実践より】
黒板に 「だしあう 「くらべあう 「まとめる」の流れや時間を示し，見通しをもって話， 」 」

，，。し合うことができるようにした また どの部分の話合いなのかを示すカードを掲示したり
賛成・反対マークを色を変えて黒板に貼るなどしたりして，話合いの過程が分かるようにし
て意見を絞り込んでいけるようにした。

２年生の病気による欠席者数を視覚化

計画やめあての一覧表
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② 対話を通して，よりよい解決方法や対処法を考えさせるための工夫
【３年学級活動「バランスよく食べよう～ぼく・私の食事のバランスは～」の実践より】

自分の考えた食事の献立を紹介し合い，その食事の問
題点等を挙げる活動に取り組んだ。そこで出てきた言葉
をキーワードとして黒板に掲示し，その後のグループで
の話合いの手がかりとした。そして，栄養教諭から食べ
物には三つの食品群があることやその食品群が不足する
ことの悪影響等の話を聞いた後，再度自分の考えた献立
が三つの食品群にバランスよく当てはまっているかを考
えさせた。その後，児童が主体的に考えることができる
ように，３人グループで話し合わせた。また，三つの食
品群（赤・黄・緑）の「色分けシート」に自分の考えた
食事の食材を分ける作業を取り入れることで，バランスの
とれた食事を視覚的にとらえることができるようにした。

③ 観察・実験の結果を整理し，互いに比較したり検討したりする学習活動の充実
【５年理科「メダカの秘密をさぐろう（魚のたんじょう 」の実践より】）

雌雄のメダカをペットボトルに入れてペアで飼育した
り，１台の顕微鏡をペアで操作して観察したりした。ペ
アでの活動を通して，結果を正しく整理したり，考察を
検討したりと，対話の機会を多くもつことができた。

微生物の観察結果を比較する際には，ホワイトボード
を用いて共通点や相違点を捉えることができるようにし
た。また，顕微鏡にカメラを取り付けて大型モニターに
微生物を映し出し，それぞれの観察結果と比較した。

(3) 学習のまとめや振り返り，評価の工夫
① ＴＴ活用による評価，ねらいに即した振り返り

】」「【６年外国語活動 友だちを道案内しよう の実践より
評価に関しては，ＴＴによる行動観察を中心に児童の

。 ，反応をより多角的に見るようにした 振り返りシートは
年間を通じて「楽しさ 「分かった 「気付き」の３項目」 」
で自己評価をすることで，常に外国語活動のねらいを児
童に意識させてきた。終末の場面では，変容の見られた
児童や，よい気付きのある児童などに発表させ，学習の
成果を共有できるようにした。

② 科学的な言葉や概念を用いて表現させるなど，考察を
深めさせるための手立ての工夫
【４年理科「水のすがたと温度」の実践より】

考察するときには，自分の予想と結果を比較して，自分なりの考えをノートにをまとめさ
せた。その後，お互いの考えを共有するために，全体の場での話合いをもった。より深い考
察となるように話合いの視点を準備しておいた。例えば 「湯気の正体は何だろう 」とい。，
う問題に対して 「実験結果から水であることが分かった 」で終わるのではなく 「水なの，。，

顕微鏡画像による観察結果の比較

色分けシートによる食材の分類

振り返りでの学習の成果の共有

板書の工夫による話合いの過程の視覚化･共有化

－ 51 －



に煙のように見えるのは，どうしてだろう 」という，次の視。
。 ， ，」「点を与える このことから 水の小さなつぶである という

より深まったまとめに結び付くようにした。

２ 学校図書館の利活用及びＮＩＥの推進について
学校図書館の利活用(1)

日常的な読書指導の取組①
・朝の時間（ の 分間，水曜日は読み聞かせの学年８：０５～８：１５ １０
以外は の 分間）を朝読書の時間とし，全校で取８：０５～８：３０ ２５
り組んでいる。特に今年度後期から，水曜日を「読書だい
すきの日」と名付け，週案や教育計画にも載せ家庭への啓
蒙を図ってきた。

・毎週水曜日は低・中・高学年ごとの輪番で，外部ボランテ
ィア「お話ハッピーの会」による読み聞かせを年間通して
行っている。

・読書指導の目標を，
低学年・・・易しい読み物を楽しんで読もうとする態度を育てる。
中学年・・・いろいろな読み物を進んで読もうとする態度を育てる。
高学年・・・適切な読み物を選んで読み，知識を増やし心情を豊かにする。

と設定し，学校司書の協力を得て，学年に合った図書を選ぶよう指導している。
・ 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 コモンホールに 読「。，」「

書の木」を作成し，年間 冊（高学年は ページ）の目標に向かって自分の読書の足１００ ５０００
跡を確認できるようにした。

・ にこにこボックス」などの巡回図書を活用し，読書活動への意欲の増進を図った。「
・冬休みを利用して「親子読書」を実施した。読書の大切さや意義を各家庭に伝え，たくさ

んの親子に参加してもらえるよう冬休み前のＰＴＡ資料に載せたり，学年懇談でも話題に
取り上げてもらったりした。提出された読書カードは，廊下に掲示し学年末ＰＴＡで保護
者に見てもらえるようにした。

② 図書委員会としての取組
・毎日の図書の貸し出しを行った。
・廊下に図書クイズを掲示し，問題を解いていくと図書室にたどり着くよう工夫した。
・図書集会を行い，読み聞かせや図書クイズ，多読者の表彰をした。
・読書に関心をもつよう，しおりコンクールを実施し，作品を廊下に掲示した。

③ 読書環境の充実
・今年度から週３日配属された学校司書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，学校司書にお願いし，定期的にお薦めの図書や新刊紹介コーナーを作っても
らった。

・調べ学習や読書活動において，どの本がどこにあるかすぐ分かるよう，図書室の模様替え
を行った。また，会議室にも本棚を設置し，４・
５・６類の貸し出しも行うようにした。

・お薦めの本の紹介を書いた作品を横手明峰中学校
区内で巡回し，校内に掲示した。

・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揃え，読書に
つながるようにした。

④ 教科等の指導への活用
・教科内容に関連する図書を，学校司書に準備して
もらい，教室でいつでも読めるようにした。

(2) ＮＩＥの推進
① 各学年の発達段階に応じた新聞活用

・ 新聞の日」の朝の活動で，全校児童が一斉に新聞を読んだ。読んだ新聞記事は，学年の「
発達段階に応じて，朝の会のスピーチ活動に取り入れたり，切り抜いて感想をまとめたも
のを各学級のＮＩＥコーナーに掲示したりした。

・新聞記事を切り抜いて感想等をまとめた作品を横手明峰中学校区内で巡回し，各学年ごと
に掲示して作品に対する感想カードを添付した。

考察のまとめ方の文型

お薦めの本の紹介
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・横手市の「みんなde読もう！新聞コンクール」に全学年で応募した。
・６年生の国語の時間には，それぞれが作った短歌や意見文を新聞の投書欄に掲載してもら

い，多くの読者を意識した表現活動に取り組んだ。
・５年生の国語の時間には，新聞記事を用いて見出し
やリード文，本文，写真を対応させて読む学習に取
り組んだ。

② 図書委員会としての取組
・新聞閲覧台に，新聞記事からクイズをつくり掲示す
ることで，毎朝新聞にふれるよう働きかけた。クイ
ズは昼の放送でも出題した。

３ 「横手を学ぶ郷土学」の取組について
(1) 全学年での取組

・月に１回，朝の活動の時間に「よこてだいすきの日」を
設定し，全学年で『よこてだいすき』を読んでいる。感
想や疑問に思ったことを付箋に記入し，ページに貼付している。

(2) 各学年での取組
各学年の教科等の学習において，調べ学習の入り口

として活用する実践が多く見られた。
・３年総合的な学習「大雄ってどんなところ，とって

もいいところ」
大雄地区内で「田村根っこ」として知られる泥炭が
産出されていたことを知り，児童から生じた疑問を
基に課題を設定し，地域の方へのインタビューやイ
ンターネット等の活用による調べ学習へと発展させ
ていった。

」「・４年総合的な学習の時間 ホッププロジェクト２０１７
横手市のホップが全国２位の生産量であることを知
り，大雄地区の農家がどのようにホップ栽培に取り
組んでいるのかを体験を通して調べる活動へと展開させていった。

・５年図工「年賀版画を作ろう」
横手市の農村の風景や大雄地区の「鹿島様」の写真を基にして，年
賀版画作りに取り組んだ。

Ⅲ 成果と課題
，，○手立ての工夫が継続され 主体的・対話的な学びに近付いてきたことが

児童の観察や教師アンケートの結果から分かった。
○本校の目指す子どもの姿「①主体的に学習に取り組み，自ら学び取る子

ども 「②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」の具現化のためにどのような手立てが有効である
か，研究授業を中心にして教師が理解を深めることができた。

○読書活動の推進により，児童の読書量が増えた。
。，○ＮＩＥの継続により 児童が社会の出来事への関心をもつようになった

●対話を通して学びを深めるために，各教科での基礎となる知識・技能，
基本的な学習習慣や対話に必要なスキル（聴き方･話し方 ，語彙力等が）
不足している。

●県学習状況調査の質問紙等から，学習や読書への意欲，自己肯定感がもてない児童がいることが
分かった。

Ⅳ 来年度の取組に向けて
・ 主体的・対話的で深い学び」を具現化していくために，来年度も「伝え合い 深め合い 確かな「
学びを獲得していく子どもの育成」という横手明峰中学校区の共通研究主題を継承していく。

・研究副主題や授業における共通実践事項等は，本校の実態に合わせてより基礎･基本を重視した
ものに変えていく。

・児童の知的好奇心を喚起したり，自他のよさを認め合ったりする学習を継続していく。

新聞記事の写真を比較

「鹿島様」の年賀版画

ホップの収穫体験
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