
研究主題 生きる力を身に付けた豊かな学び手をはぐくむ指導
～自らの学びの価値を実感できる学習活動を通して「底力」を育成する～

横手市立横手南中学校

Ⅰ 研究主題について
日々変化する社会をよりよく生き抜いていける生徒を育てるためには，研究主題にある「生き

る力を身に付けた豊かな学び手」を具体化した「底力のある生徒」の育成が不可欠である。言語
活動の充実により，他者と関わって深めた学びを生徒自らが実感する学習活動を展開することに
より 「底力のある生徒」の実現を図りたいと考え，本研究主題を設定した。，

Ⅱ 研究の実際
１ 学びの質を高める「言語活動の充実」に向けて

(1) 「底力のある生徒」を育成する取組
昨年３月に告示された新学習指導要領においては，これからの時代に求められる教育を実現

するために 「必要な学習内容をどのように学び，どのような資質・能力を身に付けられるよ，
うにするかを教育課程において明確にする」ことが重要であると示されている。本校が目指す
「底力のある生徒」の育成に向けて，求められる資質・能力の育成をどのようにして実現する
かを，生徒の学びの視点，教師の手立ての視点で具体的にイメージできるようにしたのが下の
図である 「底力のある生徒」の育成に向けて，どのような資質・能力をどのようにして育て。
るか，目指す姿を共通理解して実践に取り組めるようにした。

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

「底力のある生徒」の育成のために，共通実践事項「南中スタンダード」を設定し，日々
の実践において全職員で取り組むことができるようにした。

特に 生徒の学びが豊かなものになるためには 他者との対話的な学びが必要になる ４， ， 。「
thinking」の話型を活用した話合い活動を日常的に授業に位置付けることにより，知識・技
能をより確かに習得したり，知識・技能を活用して思考力・判断力・表現力を高めたりでき
るようにした。

○１ direction
「めあて 「課題」と「ゴール 「評価」の整合性を図り，一つの方向に向かって学びを形づ」 」

くる 「振り返り」の場面を確実に設定し，自分の学びの価値を自覚できるようにする。。
○４ thinking

４つの話型を生かした話合い活動により，思考の広がり・深まりを生み出す。
ペア・グループ・全体など目指したい生徒の学びの姿や教科等におけるねらいによって様々

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

読解力向上プログラムにおける７つの視点のうち，教科のねらいと照らして育成できる力は
何か指導計画に盛り込む。また，言語能力，情報活用能力，問題解決能力等を育成する重要な
手段として，ＮＩＥ，図書活用を位置付ける。

○８ morals
教科の学習を通して育てたい道徳性の視点を明示し，学びに向かう力の向上につなげる。
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② 共通実践を確かなものにするための職員研修
これまで実践事項を改善しながら取り組んできた「南中スタンダード」であるが，生徒の

学びは連続しており，どの教科でもどの授業でも実践が積み重ねられることにより 「底力，
のある生徒」を育成することができると
考える。そのため，共通理解を図るため
の職員研修の充実を図った。年度始めに
複数の教科で「南中スタンダード」によ
る授業を提示し，実践するための授業イ
メージを共有
し合った。実
践する上での
疑問点や課題

，などを協議し
同一方向，同
一歩調で実践
できるように
した。

③ Key Questionを位置付けた授業(単元等の学びのまとまり)デザイン
各教科等の学習で身に付いた知識や技能は，活用することで

より確かなものとなり，生徒の「底力」の育成につながる。単
元の学びのまとまりの中に「Key Question」と名付けた多面的
・多角的な思考を生み出すはたらきかけを位置付けることによ
「 」 。り 底力 の育成につながる生徒の学びを引き出すこととした
育てたい資質・能力を明確にして単元に位置付けるために，

二つの種類の「Key Question」を設定した。
一つ目は，教科等で身に付けた知識や技能を活用する場面で

設定した。身に付けた知識・技能を，思考力・判断力・表現力を働かせることで確かなもの
（図１）にしたり，思考力・判断力・表現力を高めたりすることをねらいとした。

二つ目は，社会や実生活と関わらせる場面で設定する。学んだことが社会や実生活と結び
付くことでよりよい社会を形成する意欲を高めたり，教科特有のよさを感じ，新たな学びに
向かう力を育てたりすることをね
らいとした （図２）。

，単元のデザインシートを作成し
単元全体で目指す学びの姿を意識
して，どの場面でどのような「Ke
y Question」を位置付けると効果
的かを構想することができるよう
にした。教科部を中心に一つの単
元を想定してデザインシートを作

，成するワークショップを行ったり
教科の枠を超えて授業を通して研
修し合ったり，実践した成果を共
有し合ったりして，より効果的な
位置付けを探ることができた。

二つの種類のKey Question

「南中スタンダード」の位置付けを明確にした略案の例

単元にKey Questionを位置付けるためのデザインシート

｢Key Question｣とは…
生徒がそれまでにもっている

生活経験や個別の知識・技能

をつなぎ合わせて多面的・多

角的な思考を生み出す「教師

のはたらきかけ」

Key Question

（知っていること・できることを広げ

る・深めるKey Questionの位置付け）

（社会や生活との関わりから、教科の学びのよさや

新たな学びにつながるkey Questionの位置付け）

南中スタンダード

どの教科等でも共通実践

図１ 図２
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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」の力を高め，言語活動の充実につなげる学校図書館の利活用

① 身近な存在としての図書・学校図書館
生徒が図書館に足を運び，図書への関心を高め，図書

に親しむことできるように，学校司書や図書活用推進担
当が中心となり，生徒会図書委員が企画する様々な取組
を行ってきた。通常よりも長い昼休みを設定する「南中
シエスタ」を活用し 「図書館ライブ 「辞書引きコンテ， 」
スト」等の企画を行うことで，多くの生徒が図書館に足
を運んでいる 「読書集会」の際には「ビブリオバトル」。
を行い，全校生徒と保護者に投票してもらうなどの工夫

。，により 多くの生徒が図書に関わる機会を増やしている
また，廊下の「図書コーナー」で生徒のおすすめの本

を紹介したり，その時節にあった図書を紹介したりする
ことで，多くの生徒が足を止め，図書への関心を高める
姿が見られた。

② 各教科等の授業における図書活用
図書活用推進担当が中心となり，各教科等における図

書・図書館の効果的な活用に対する意識を高めるととも
に，実践の蓄積ができる取組を行った。授業で日常的に
図書館を活用することができるように，図書室利用の予
約を職員全体で確認できる予約システムにした。その日
のどの時間にどのクラスが図書館を利用するかを把握す

。，ることができ 授業での図書館利用の時間が増えている
実際に図書や図書館を活用した際，教科名・単元名・

使用した図書名等を付箋紙にメモし，日常的に職員が目
にする場所に掲示することで，職員間で図書の活用状況
や効果を情報交換する機会が増え，効果的な図書活用に
対する意識を高めることにつながっている。

また，生徒が各教科等で学習する単元に対する関心
を高め，課題解決学習に役立てられるように，教科の
学習とタイアップした図書コーナーの充実を学校司書
が中心となって進めている。学習している単元につい
て，生徒の課題を解決する手助けとなったり，教科の
学習の枠を超えて生徒の学びが他の学習と結び付いた
りと学びを広げる役割を果たしている。

(2) 「ことば」の力を支え，読解力向上に資するＮＩＥ
① ＮＩＥの日常化と段階的指導

ＮＩＥ推進担当を中心に，生徒の生活の中にＮＩＥが日常化できる取組を行っている。市
の予算で配布される日刊紙２紙に加え，全国紙２紙を学校独自に購読し，各学年棟に新聞閲
覧台を設置して生徒が日常的に新聞に親しむことができるようにしている。この環境を活用
し，その日の担当になっているクラスの一班が，新聞の中から記事を選び，考えたことを記
録する「南中目線『世の中』記録」と称した活動を継続している。

「新聞の日」には 「切り抜き作品づくり」等の活動で，話型を提示したり，記事を選ぶ，
視点や考える視点を提示したりと，思考したことを論理的に表現できるように段階的な指導
を行っている。また，学級で一つの記事を決めて話合いのテーマを設定し，テーマについて
議論する活動を行うことで，記事を基に自分の考えを深めるとともに，社会参画の意識を高
めることができた。

朝読書前の図書館の朝開館の様子

読書集会｢ビブリオバトル｣

教科における図書活用の実践の蓄積

教科の学習への関心を高める図書コーナー

南中目線「世の中」記録

新聞の日

共通の記事を基にテーマを決めて話合い活動
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② 各教科等の学習における新聞記事の活用
各教科等の授業においても，新聞の活用の実践を積み重ねている。各教科で新聞活用が可

能な単元（題材）一覧を作成して実践に取り組むとともに，効果的に新聞が活用できた実践
をＮＩＥ推進担当が集約し，指導計画の改善を図っている。

３ 「横手を学ぶ郷土学」の取組について
(1) 総合的な学習の時間を核とした活用

総合的な学習の時間の全校テーマを「DISCOVER横手
～私たちのふるさと横手を究めよう～」と設定し，各
学年が横手の「自慢 「課題 「未来」をテーマに学習」 」
を進めた。全学年とも横手が共通のテーマであり，主
に課題設定，課題追究の過程で「よこてだいすき」を
活用している。

」「，また 年度始めの朝読書の時間に よこてだいすき
を読む時間を設け，どのような内容が盛り込まれてい
るかをつかむことができるようにした。

(2) 各教科等の授業における活用実践の蓄積
ふるさと教育推進担当が中心となり，各教科等の授業で活用した実践例を蓄積している。図

書活用と同様に，各教科等で活用した実践をメモし，日常的に職員が目にすることができる場
所に掲示板を設けて情報交換ができるようにしている。

生徒は総合的な学習の時間に多くのページに目を通す機会があるため，各教科等の授業で課
題追究の際などに活用する場合でも，見通しをもって活用することができた。また 「横手を，
学ぶ郷土学」を通して，生徒自身が他教科との学習のつながりやふるさととのつながりを感じ
ながら学習に向かう姿が見られた。

Ⅲ 成果と課題
○南中スタンダードについて，内容，進め方，効果等について共通理解を図る場を設け，全職員で

実践を重ねたことにより，全職員，全教科等の授業で「底力のある生徒」の育成を図ることがで
きた。特に話合い活動の充実による対話的な学びに対する意識の高まりが見られた。

○「Key Question」の在り方や活用の仕方を試行錯誤しながら修正，改善を図り，実践を重ねるこ
とができた。それにより 「思考力・判断力・表現力」や「学びに向かう力」の育成を意図した，
授業づくりの実践が行われ，新学習指導要領で目指す資質・能力の育成に向けて意識が高まるき
っかけにもなった。

●深まった学びを実感するための「振り返り」の在り方について，生徒の自己評価に差が大きく，
共通した振り返りの実践体制づくりが必要である。

●新学習指導要領で示された資質・能力の育成を目指した「深い学び」の実現に向けて 「Key Qu，
estion」の構造を見直す必要がある。日々の授業の中で生徒の思考を広げたり深めたり，学びに
向かう力を高めることができるように，全職員が実践しやすいように整理していく必要がある。

Ⅳ 来年度の取組に向けて
・新学習指導要領の全面実施に向けて南中スタンダードの共通実践の項目 「Key Question」の位，

置付けを整理し，改善を図る。
・学びを自覚できる全体での話合いの充実や，学びの実感につながる効果的な振り返りの在り方に

ついて研修を深める。
・ＮＩＥ，図書活用によることばの力の育成に向けて，今年度の実践を基に，段階的な指導となる

ように計画を改善していく。

教科等における活用

美術 「南中和菓子工房」

「よこてだいすき」から見つけた横手のよさを表現

総合的な学習の時間

調査したことを基に

横手の課題の解決について議論

教科等における活用実践の蓄積
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研究の構想図

研究主題 気付きをつなげて共に高め合う生徒の育成
～ 主体的につなげ，協働して解決し合う学習集団を目指して ～

横手市立横手北中学校

Ⅰ 研究主題について
本校は創立５年目を迎え，「チーム北中」を合い

言葉に受容的な人間関係を基盤としたあたたかい
学校づくりに努め，「横手北中らしさ」を模索して
きた。そして，昨年度校訓「友愛 生新 躍動」
を制定し，教育活動全体でその理念の定着に向け
た取組の土台づくりを目指し取り組んできた。

その重点的実践事項に言葉力を伸ばす授業づく
りと基礎・基本の定着を図る学習習慣の確立を掲
げているが，今年度も横手北中学校区の小・中連
携の共通実践のテーマである「聴いて 考えて つ
なげる」授業の充実によって学力向上を図った。「聴
いて 考えて つなげる」授業とは，「受信する→考
える→発信する」学習活動の具体であり，これに
より「知っていること・できることをどう使うか
（思考力・判断力・表現力等）」の向上が期待でき
る。そして，その向上は，これからの時代を生き
抜く子どもたちに求められる資質・能力である「何
を知っているか，何ができるか（個別の知識・技
能）」や「どのように社会・世界と関わり，よりよ
い人生を送るか（学びに向かう力，人間性等）」と
いう面の伸びにつながるものと考える。そこで，
本校では，｢ＫＫＴタイム｣（生徒たちが主体的に
自分たちの考えをつなげ，協働的に課題を解決する
など，ねらいに迫るための対話的活動をする時間）等を通して，自分の中に起きた小さな変化で
ある「気付き」を，他の「気付き」と比較したり，関連させたり，統合したりしながら，より高
みを目指すことができる生徒を育てることが肝要ととらえ，今年度も研究主題を「気付きをつな
げて共に高め合う生徒の育成」副題「主体的につなげ，協働して解決し合う学習集団を目指して」
を掲げ，主体的・対話的で深い学びを目指した。また，その目的に迫るために，語彙力や表現力
を高めようと，年度初めの全校学習オリエンテーションで，「言葉力２倍！」を合い言葉に掲げ，
全校で様々な活動に意欲的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

(1) 言葉力２倍のための６つの｢北中ストラテジー｣と18の「生新タクティクス」
授業における言語活動の充実のための「言葉力２倍！」は，授業だけでなく，学校図書館

の利活用やＮＩＥ，生徒会活動など総合的な活動において高めるものというスタンスで，「言
葉力２倍！」を達成するために，今年度の共通実践事項を６つの戦略「北中ストラテジー」
と18の戦術「生新タクティクス」として下表のようにまとめ，研究の道標とした。また，授
業改善に関わる「チェックリスト」を設定し，授業構想に生かした。研究授業の際には，そ
れに沿った授業参観カードを用いて，授業を評価し，授業研究協議会に生かした。

観点 北中ストラテジー 生新タクティクス

１ 学校図書館を活用した｢読書好き｣ ①市｢おすすめの本100選｣を活用した読書推進
教 の生徒の育成 ②ミニビブリオバトルの開催

③優秀読書感想文の活用と感想文指導
育

２ 新聞の利活用 ①市｢新聞の日｣の実践
活 ②新聞記事の授業への活用(教材化，補助資料化，導入

資料化など)
動 ③｢ジュニアリポーター｣の共有化(モーニングＮＩＥの

活用)
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研究の構想図

研究主題 気付きをつなげて共に高め合う生徒の育成
～ 主体的につなげ，協働して解決し合う学習集団を目指して ～

横手市立横手北中学校

Ⅰ 研究主題について
本校は創立５年目を迎え，「チーム北中」を合い

言葉に受容的な人間関係を基盤としたあたたかい
学校づくりに努め，「横手北中らしさ」を模索して
きた。そして，昨年度校訓「友愛 生新 躍動」
を制定し，教育活動全体でその理念の定着に向け
た取組の土台づくりを目指し取り組んできた。

その重点的実践事項に言葉力を伸ばす授業づく
りと基礎・基本の定着を図る学習習慣の確立を掲
げているが，今年度も横手北中学校区の小・中連
携の共通実践のテーマである「聴いて 考えて つ
なげる」授業の充実によって学力向上を図った。「聴
いて 考えて つなげる」授業とは，「受信する→考
える→発信する」学習活動の具体であり，これに
より「知っていること・できることをどう使うか
（思考力・判断力・表現力等）」の向上が期待でき
る。そして，その向上は，これからの時代を生き
抜く子どもたちに求められる資質・能力である「何
を知っているか，何ができるか（個別の知識・技
能）」や「どのように社会・世界と関わり，よりよ
い人生を送るか（学びに向かう力，人間性等）」と
いう面の伸びにつながるものと考える。そこで，
本校では，｢ＫＫＴタイム｣（生徒たちが主体的に
自分たちの考えをつなげ，協働的に課題を解決する
など，ねらいに迫るための対話的活動をする時間）等を通して，自分の中に起きた小さな変化で
ある「気付き」を，他の「気付き」と比較したり，関連させたり，統合したりしながら，より高
みを目指すことができる生徒を育てることが肝要ととらえ，今年度も研究主題を「気付きをつな
げて共に高め合う生徒の育成」副題「主体的につなげ，協働して解決し合う学習集団を目指して」
を掲げ，主体的・対話的で深い学びを目指した。また，その目的に迫るために，語彙力や表現力
を高めようと，年度初めの全校学習オリエンテーションで，「言葉力２倍！」を合い言葉に掲げ，
全校で様々な活動に意欲的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

(1) 言葉力２倍のための６つの｢北中ストラテジー｣と18の「生新タクティクス」
授業における言語活動の充実のための「言葉力２倍！」は，授業だけでなく，学校図書館

の利活用やＮＩＥ，生徒会活動など総合的な活動において高めるものというスタンスで，「言
葉力２倍！」を達成するために，今年度の共通実践事項を６つの戦略「北中ストラテジー」
と18の戦術「生新タクティクス」として下表のようにまとめ，研究の道標とした。また，授
業改善に関わる「チェックリスト」を設定し，授業構想に生かした。研究授業の際には，そ
れに沿った授業参観カードを用いて，授業を評価し，授業研究協議会に生かした。

観点 北中ストラテジー 生新タクティクス

１ 学校図書館を活用した｢読書好き｣ ①市｢おすすめの本100選｣を活用した読書推進
教 の生徒の育成 ②ミニビブリオバトルの開催

③優秀読書感想文の活用と感想文指導
育

２ 新聞の利活用 ①市｢新聞の日｣の実践
活 ②新聞記事の授業への活用(教材化，補助資料化，導入

資料化など)
動 ③｢ジュニアリポーター｣の共有化(モーニングＮＩＥの

活用)

 

 

 

チェックリスト（上）と授業参観カード（右）

３ 豊かな語感の獲得と語彙の拡充 ①｢ことばのーと｣の指導→「My Favorite Phrase」
②学習キーワードの利活用
③短学活等でのスピーチの実践

１ ｢見通し｣と｢振り返り｣を重視する ①チェックリストを活用した授業構想
授 学習(単元)過程の工夫 ②「めあて→学習活動→振り返り」の整合性をもたせ

る学習課題等の精選，生徒とのめあてや学習課題の
業 共有化

③学習過程の｢見える化｣の共通化
改

２ 「ＫＫＴタイム」の充実 ①チェックリストを活用したＫＫＴタイム構想
善 ②目的に応じた「生新トリオ」でのグループＫＫＴや

全体ＫＫＴの定着
③｢つなげる｣ことを意識した｢あたたかい聴き方｣｢やさ

しい話し方｣ ｢深い学びに向かう考え方｣(｢玄関のド
ア誰閉める｣型の思考)の習得

３ 各種訪問や研修会の活用 ①チェックリストを活用した事前検討会の実施
②(チェックシートと整合している)授業参観シートに

基づく協議会の開催
③指導講評の見える化・共有化

項 目 チ ェ ッ ク 項 目

めあて・課題 □生徒の視点に立ったもの，生徒が意欲的に学習活動に
臨めるものになっているか

□生徒が共有できる工夫は万全か(指導者からの一方的な
提示になっていないか)

□目指す生徒の姿が具体化できているか(生徒に振り返ら
せたいことが明確なっているか)

ＫＫＴタイム □話合いの仕方を生徒が十分に身に付けているか(話合い
について指示や助言は最小限にできるか)

□(グループやペアの学習形態の場合)指導者の状況把握
や支援の計画を立てているか，また，それぞれの話合
いが見通せているか

□それぞれの考えや意見に，生徒が相互に絡み合いなが
ら，新発見や再認識など，いわゆる考えの変容が期待
できる活動がイメージできているか

□指導者として，ＫＫＴタイム後，生徒を導く先が明確
になっているか，また，それを実現するために十分な
時間が確保できているか

振り返り □時間は保証できるか
□活動を通して，振り返らせたい具体が明確になってい

るか

(2)「生新トリオ」の活用
本校が目指す課題解決，または，ねらいに迫るための「聴いて 考えて つなげる」（ＫＫ

Ｔタイム）の充実のために，全クラスで意図的な３～４人からなる『生新トリオ』を編成し，
一人一人に自己実現や充実感を味わわせる取組をした。
① 設定の理由
・学級全体での話合い（全体ＫＫＴタイム）において，発表する生徒がやや固定化し，全員を

巻き込んで活発に意見交換するに至らない現状があった。そこで，全体でのＫＫＴの前段階
として，目的に応じて３～４人のグループで話し合う『生新トリオ』でのＫＫＴを充実させ
ることにより，全体ＫＫＴのレベルアップを図ることを目的として設定した。

② 取組の概要
・『生新トリオ』のメンバーは，学力や人間関係を考慮し，学級担任が意図的に編成した。そ
れを全教科において約３ヶ月間固定し，実施してみた。話しやすい人間関係の中で，一人一
人の発話量を増やし，全員参加の主体的な話合い活動ができることを目指した。

・『生新トリオ』のメンバーに，１～３番の番号を付け，「それではこの話合いは生新トリオ
の２番さんが司会をして，３番さんが発表してください」などと役割を与えて活用できるよ
うにした。一人一人にグループ内でのリーダーを経験させることにより，コーディネートす
る力を育成し，ミドルリーダーを育てる意図があった。
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③ 取組の成果
・生徒アンケートの結果，意図的メンバー編成の『生新トリオ』によって，偶然のメンバーに

よるグループＫＫＴより話合いが活発になった，会話量が増えたと感じている生徒が各学年
とも９割ほどいることが分かった。『生新トリオ』で意見交換してから全体ＫＫＴタイムを
行うことにより，自信をもって発表できると感じているようだ。

・司会や記録者，発表者などの役割を変えながら分担させることによって，生徒は主体的に話
合いに参加するようになった。

・課題が易しすぎると，すぐに話合いが終わってしまうので，必要性ややりがいのある課題の
設定が求められる。

・分からない生徒が理解できている生徒に気軽に聞く態勢ができていて，助け合えるメリット
もあった。

・時には次のように変形させた『生新トリオ』学習形態も有効だった。
形態Ａ：『生新トリオ』により共有した意見を，他のトリオと比較し，さらに話合いを深

めるために，メンバーを入れ替えて話し合う形態。
形態Ｂ：生徒アンケートから，場合によってはもう少し人数が多い方が話しやすいという

意見を受け，生新トリオの１番，２番，３番がそれぞれ集まって８～10名のミド
ル生新グループを作って話し合う形態。

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読書指導

① 毎日の朝読書（15分間：金曜日は除く）
・担任も一緒に読書をする。生徒は思い思いの本を読んでいるが，図書室から借りた本を読ん

でいる生徒が多い。
② 図書室，図書室前廊下の特設コーナーの活用（学校司書：菊地先生）
・生徒に読ませたい新聞コラムの掲示。
・「ポップでビブリオバトル」の掲示。

おすすめの本のポップを作成して，一番読みたいと思った本のポップに投票してもらう。図
書委員だけでなく，よく図書室を利用している生徒もポップ作成に参加してくれた。

③ 「おすすめの本100選」の推奨
・おすすめの本100選ポスターに記載されている本を特設コーナーに展示。読んでおもしろか
った本にスタンプを押す表も掲示した。全校生徒には，中学校３年間でこの100冊の読破を
呼びかけている。

④ 「本の福袋」の企画
・先生方に，「生徒に読ませたいおすすめの本」を紹介してもらい，先生方のメッセージと共

に袋に入れ，どんな本が入っているのか分からない形で貸し出しをした。普段は手に取らな
い，新しいジャンルの本との出会いになった生徒も多くいたようだった。

(2) 図書委員会主催のミニビブリオバトル
本来のビブリオバトルは５分間であるが，これを「ミニ」として，３分で実施。今年度は

チャンピオン大会も含め，４回実施することができた。
オーディエンスとして全校生徒が参加し，時間も特別
に設定してもらったおかけで，たいへん充実した取組
にすることができた。

(3) 新聞活用（ＮＩＥ）
① Newspaper In Education (職員に向けての取組)
・毎月の職員会議で，新聞活用に関わる情報を提示
② ＮＩＥコーナーの設置。
・ジュニアリポーターレポート，読売中高生新聞の記事
の掲示等等

③ 横手北中Morning NIEの実施（毎週金曜の朝15分間）
・新聞コラムの視写や読売新聞社作成のシートを活用
④ 「横手市新聞の日」を活用したＮＩＥの取組
・第１～３回･･･「いっしょに読もう！新聞コンクール」（全国コンクール）への応募シート

作成した。
・第４～６回･･･「みんな de 読もう！新聞コンクール」（横手市教育委員会主催）への応募

シート作成した。
・第７～８回･･･ 気になった記事を切り取り，それについての感想や考えをまとめた。
⑤ 読売新聞ジュニアリポーターの取組

ミニビブリオバトルチャンピオン大会の様子
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③ 取組の成果
・生徒アンケートの結果，意図的メンバー編成の『生新トリオ』によって，偶然のメンバーに

よるグループＫＫＴより話合いが活発になった，会話量が増えたと感じている生徒が各学年
とも９割ほどいることが分かった。『生新トリオ』で意見交換してから全体ＫＫＴタイムを
行うことにより，自信をもって発表できると感じているようだ。

・司会や記録者，発表者などの役割を変えながら分担させることによって，生徒は主体的に話
合いに参加するようになった。

・課題が易しすぎると，すぐに話合いが終わってしまうので，必要性ややりがいのある課題の
設定が求められる。

・分からない生徒が理解できている生徒に気軽に聞く態勢ができていて，助け合えるメリット
もあった。

・時には次のように変形させた『生新トリオ』学習形態も有効だった。
形態Ａ：『生新トリオ』により共有した意見を，他のトリオと比較し，さらに話合いを深

めるために，メンバーを入れ替えて話し合う形態。
形態Ｂ：生徒アンケートから，場合によってはもう少し人数が多い方が話しやすいという

意見を受け，生新トリオの１番，２番，３番がそれぞれ集まって８～10名のミド
ル生新グループを作って話し合う形態。

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読書指導

① 毎日の朝読書（15分間：金曜日は除く）
・担任も一緒に読書をする。生徒は思い思いの本を読んでいるが，図書室から借りた本を読ん

でいる生徒が多い。
② 図書室，図書室前廊下の特設コーナーの活用（学校司書：菊地先生）
・生徒に読ませたい新聞コラムの掲示。
・「ポップでビブリオバトル」の掲示。

おすすめの本のポップを作成して，一番読みたいと思った本のポップに投票してもらう。図
書委員だけでなく，よく図書室を利用している生徒もポップ作成に参加してくれた。

③ 「おすすめの本100選」の推奨
・おすすめの本100選ポスターに記載されている本を特設コーナーに展示。読んでおもしろか
った本にスタンプを押す表も掲示した。全校生徒には，中学校３年間でこの100冊の読破を
呼びかけている。

④ 「本の福袋」の企画
・先生方に，「生徒に読ませたいおすすめの本」を紹介してもらい，先生方のメッセージと共

に袋に入れ，どんな本が入っているのか分からない形で貸し出しをした。普段は手に取らな
い，新しいジャンルの本との出会いになった生徒も多くいたようだった。

(2) 図書委員会主催のミニビブリオバトル
本来のビブリオバトルは５分間であるが，これを「ミニ」として，３分で実施。今年度は

チャンピオン大会も含め，４回実施することができた。
オーディエンスとして全校生徒が参加し，時間も特別
に設定してもらったおかけで，たいへん充実した取組
にすることができた。

(3) 新聞活用（ＮＩＥ）
① Newspaper In Education (職員に向けての取組)
・毎月の職員会議で，新聞活用に関わる情報を提示
② ＮＩＥコーナーの設置。
・ジュニアリポーターレポート，読売中高生新聞の記事
の掲示等等

③ 横手北中Morning NIEの実施（毎週金曜の朝15分間）
・新聞コラムの視写や読売新聞社作成のシートを活用
④ 「横手市新聞の日」を活用したＮＩＥの取組
・第１～３回･･･「いっしょに読もう！新聞コンクール」（全国コンクール）への応募シート

作成した。
・第４～６回･･･「みんな de 読もう！新聞コンクール」（横手市教育委員会主催）への応募

シート作成した。
・第７～８回･･･ 気になった記事を切り取り，それについての感想や考えをまとめた。
⑤ 読売新聞ジュニアリポーターの取組

ミニビブリオバトルチャンピオン大会の様子

・記事は，学校内の活動や地域で活躍している方を取材して，生徒が執筆した。
・各回の記事を読んでの感想を専用シートに全校生徒が記入した。

回 内 容 取材させていただいた方

１ 修学旅行「横手ＰＲ活動」の様子 農家（十文字植田）：
鷹田芳子さん

２ 相和会の取り組み 相和会：萱森賢雄さん
「生きがい食材納入組合」

３ 「横手市民盆おどり・屋形舟鑑賞会」 日本舞踊五條流：五條雅光さん
横手盆踊りボランティア

４ ビブリオバトル2017横手地区大会の様子 学校司書(十中)：高田幸子さん

５ サケの稚魚育成，放流活動

６ 「よこてかまくらまつり」について 県外からのお客様（予定）

３ 「横手を学ぶ郷土学」の取組について
(1) １年生では，各自が横手の魅力を探るテーマを設定し，

課題追求を通して横手の魅力についてどのように考える
のかをまとめ，一人一人が発表する場面を設けた。10月
20日には，“よこてだいすき”のテキストに基づき，環
境，伝統，文化，歴史の４分野に分かれ，かまくら館や
金沢資料館，鶴ケ池荘，地域局等を訪れる校外学習を行
った。訪問先で市職員やテキスト編集者に疑問を尋ね，
解決することができた。その後，更に個々のテーマに基
づいて，横手の魅力を調査，追究した。発表会は，１年
生の発表を２年生にも聴いてもらう形で２学年合同で行
った。１年生３人，２年生３人の６名ほどのグループに
なり，発表や質疑応答の意見交流をし，よかった点など
アドバイスをもらうようにした。

(2) ２年生では，５月９日，世界遺産平泉学習旅行を実施し，横手との違いや共通点を探り，理
解を深めた。学習のまとめとして，新聞を作ったり川柳を作ったりし，学級の枠を超えたグル
ープを編成し，意見交流を行った。また，来春の修学旅行での「ふるさと横手ＰＲ活動」に向
け，“よこてだいすき”を活用し，これまでの学習を通して探求してきた横手の魅力や地域の
人たちの思いを１枚のリーフレットにまとめた。

(3) ３年生では，「未来の横手を創造しよう」というテーマのもと，分野ごとにゲストティーチ
ャーを招いて講話を聴いたり，新聞や“よこてだいすき”を活用してふるさとの魅力や現状に
ついて調査した。その後，自分の将来の生き方と関わって考察しながら，分野ごとに分かれて
未来への提言書を作成し，提言コンクールを行って表彰した。

Ⅲ 成果と課題
○「聴いて 考えて つなげる」授業を通して，協働して課題を解決していく授業づくりに取り

組んで５年目となる。生徒の語彙力や表現力を高め，より主体的・対話的で深い学びに迫るた
めに，「言葉力２倍！」を合い言葉に，全校で取り組んできた。教師が構想する授業だけでは
なく，生徒会図書委員会主催の「ミニビブリオバトル」や学習委員会主催の「My Favorite Ph
rase」など，言葉に積極的に関わろうとする取組が生徒主体で実践され，お互いが発する言葉
を学び合う姿勢が見えてきた。

○「生新トリオ」を軸にしたＫＫＴタイムでの対話活動が全教科等で行われることで，昨年度よ
りさらに充実した話合い活動が日常的に展開できるようになった。

●「生新トリオ」でのＫＫＴタイムなど形態は定着してきたが，まだまだ全体での深い学びには
至っていない。「言葉力２倍！」という目標も達成状況は厳しいと感じる。

Ⅳ 来年度の取組に向けて
・主体的・対話的で深い学びを「ＫＫＴタイム」を通じて目指す授業構想力や授業コーディネー

ト力の向上を目指す。
・生徒たちの語彙力や表現力は一朝一夕に身に付くものではないので，来年度も図書館の利活用

やＮＩＥ等を充実させ，長期的な視野で言葉に主体的に関わろうとする生徒の育成を目指す。

ジュニアリポーター

レポート

１･２年総合的な学習発表会のようす
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研究主題 他と豊かに関わり 「問い」をもち続ける生徒の育成，
～生徒の“必要感”を意識し “成就感”を味わわせる授業デザインを通して～，

横手市立増田中学校

Ⅰ 研究主題について
「言語活動の充実」を中核に据えた教育課程の改善及び指導今年度，本校が目指した授業は，

法の工夫により 「学びの質」を高めることであった。学習集団の一人一人の多様性を認め，様，
々な「他」と主体的に関わりをもち，協働で「話合い 「追求 「習得・共有」することで学ぶ」 」
喜びを実感させ，新たな「問い」から自ら学び続けることのできる生徒の育成を目指し研究主
題を設定した。 育成を図るために，生徒にとって“必要さらに各教科等のねらいに迫る生徒の
感のある学び”を意識した授業をデザインするとともに，授業において“成就感”を味わわせ
ることで，次時への学びの連続性につなげていくことが，生徒の“主体的な学び”を自覚させ
ることになると考え，副主題を設定した。

Ⅱ 研究の実際
１ 学びの質を高める「言語活動の充実」に向けて

「関わりタイ・夢」を核とした授業改善(1)
「関わりタイ・夢」は，各教科においての対話的な学びを体現するものである。自分の思いや考
えを表現し，伝え合ったり，考えを出し合ったりして自らの考えを広げ深める「対話的な学び」
をすることで 「問いをもち続ける生徒」の育成が図られるものと考える。，

学習課題の 課題への自力思 関わりタイ・夢 まとめ・振り返り
設定と見通し① 考の場 ② ③ ④

それぞれの教科において 「関わりタイ・夢」をどのように位置付け実践しているかは，次の，
とおりである。

① “必要感”のある学習課題
・生徒の疑問・気付き，生活経験及び既

有の知識等から，生徒にとって「他人
事」ではない「自分事」としての学習
課題を設定する。

・ゴールが明確になるめあて・学習課題
を設定する。

・ どのようにすれば学習課題が解決でき「
」「 ，るのか 学習課題を解決するためには

どんなことが必要なのか」など，解決
までの見通しを生徒にもたせる。

・ 美術科】表現活動の導入段階で参考例【
の見え方，感じ方を伝え合い，生徒の
制作意欲を高め合う。

② 学習課題に対する自力思考の場
・学習課題の解決に向けて，自分の考え

をしっかりもたせた上で「関わりタイ
・夢」に向かわせる。話合い活動が機
能する上での大事なポイントだと認識
する。

③ “必要感”のある言語活動の場
・ 必要感”のある言語活動の場である「関わりタイ・夢」を設定し，視点を明らかにした“

り，手立てを工夫したりして，他と豊かに関わる時間を十分に保障する。
・全ての教科において「関わりタイ・夢」が生徒主体で

動き，意見が点と点を結ぶように広げたり，考えを深
めたりする。

・ 学びの心得」の「よく読んで 聞いて 見て」を生徒「
により意識させる。

・ 国語科】他との関わりを通した言語活動の充実を図っ【
てきた。３～４人での少人数の話合いを授業の中に意
図的に位置付けて学習を進めている。グループでの話
合いの司会・発表は輪番制としている。どの生徒にも
グループ内の意見をまとめて発表する経験を積ませた

関わりタイ夢のイメージ図

“必要感”のある「言語活動」の場

他の人はどう考えてるのかな？
みんなの考えを聞きたいなぁ

自分の考えを広げタイ！深めタイ！

たくさんの考えがあるんだね・・・

みんなの考えを整理、分類しタイ！

みんなの考えの共通点は何かな？

みんなの考えを一つにまとめタイ！

確かな考えに組み立てタイ！

みんなと自分の考えを比較して・・

関わりタイ 夢
みんなと関わって解決しタイ！

関わりたい自分

学習課題
解決への見通し

自分事の
学習課題

社会科の授業より
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いという願いからである。
・ 社会科】自分の考えを広め，他との考えを共有したり，比較したりすることで，事象の【

本質についての考えを深めることに力点を置く。単元ごとに学習課題を設定し，課題解
決に向け，社会的本質をとらえるために，複数の資料から自分の考えをもたせている。
自分の考えを発表し，交流し合うことでさらに自分の考えを深めたり，修正したりしな
がら社会的本質を理解し，さらに公共性を身に付けた姿へと導いていけるよう展開して
いる。

・ 数学科】みんなのベストアンサーを作る場。集団での比較・検討を通して個人や集団の【
考えが深まり 「まとめ」へのキーワードが登場する場。，

・ 理科】本校理科部においては「観察・実験」を問題【
解決の中核に据え，その前段の活動を“意味付けの段
階 ，後段の活動を“価値付けの段階”と位置付け，”
その活動において不可欠となる意見交流の場を「関わ

，。」りタイ・夢 と捉えている ただの意見交換ではなく
意見を交流させたいという必要感をもった活動をデザ
インすることが不可欠である。

・ 英語科】設定された場面で，状況を理解し，既習文【
法を用いて，どのようなことを伝えなければならない
かを考え，コミュニケーションを図る。また，文章を
読み，その文章はどのようなことを伝えているのか，
その文章に対して自分の考えをもち，自分の考えを伝
えるとともに，相手の考えを聞き取り，理解する。

・ 音楽科】音楽の授業においては，曲に出会った時 「特に理由はないけど好き 「なんと」，【
なくきれいだと思う」という捉えでは不十分であると考える。曲とじっくり向き合い，
なぜ好きなのか，曲がどのようになっているから美しいと感じるのかを，根拠をもって
説明することが重要である。

・ 技術・家庭科】高度な課題に対しての自分自身の考えと周囲の考えの違いを聞き合い，【
より高度な考えへと高め合っていき，自分自身の意見へとまとめ上げていく。

，，，】【・ 保健体育科 各運動領域の技能の向上を目指して ペアやトリオ グル－プで考えたり
教え合ったり，競い合う場を設定する。

④ “成就感”のもてる「まとめ・振り返り」の場の保障と新たな「問い」が湧出される授業
・分かった，できたを実感でき，話し合ってよかったと感じられるように，自分の考えの

広まりや深まりの場として「まとめ 「振り返り」の場を工夫する。」
・ 振り返り」等から，生徒の新たな疑問や新たな気付きをキャッチし，新たな「問い」へ「

とつなげる授業をデザインする。
，，・単元構成を工夫したり 学びを生活の中で生かすことができる場を保障したりしながら

50分の学びが次時へつながるようにする。
・ 音楽科】曲を聴いてどう感じたか，その曲をどのよう【

に表現したいか，という自分の思いを他と共有するこ
とを大切にしたい。鑑賞領域においては，様々な感じ
方があることを知り，尊重し合い認め合うこと。表現
領域においては，様々な表現方法を試してよりよいも
のにまとめたり，複数の思いをまとめたりすること。
これらの関わりが次の鑑賞や表現につながっていくと
考える。

・ 美術科 鑑賞活動における対話型鑑賞や個々が作る 作「】【
品紹介カード」の読み合いを通して仲間の感じ方，見
方の相違を発見したり，自作の考えへの問い直しを図
ったりさせる。

・ 技術・家庭科】製作の共同作業の時間において，お互いの作品に適した作業方法や作業【
の手順などをアドバイスし合い，お互いに学び合いながら作品の完成度を高めていく。

・ 保健体育科】学習のまとめ（ゲ－ム・発表会など）において，互いのよさや成果を認め【
合う場，発信する場を設定する。

２ 学校図書館の利活用及びＮＩＥの推進について
生徒一人一人の豊かで質の高い思考を支える「ことば」に関する能力やコミュニケーション能

力，情報活用能力等の育成につながる読書活動の充実及び図書・新聞の活用を図ることがこれま

理科の授業より

音楽科の授業シートより
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で以上に重要である。教師側で言語活動の充実に向けて
指導方法の工夫や授業改善するとともに，生徒の思考・

「 」 「 」 ，表現を支える ことば や 語彙 の力がないことには
他との豊かな関わりは生まれない。

そこで，市内全小・中学校における共通実践課題であ
る「言語活動の充実・言語能力の育成に資する学校図書
館の有効利活用及びＮＩＥの推進 について取り組み こ」 ，「
とば」の力の育成を図っていくこととした。右の図はそ
れを図式化したのものである。

学校図書館の利活用(1)
朝読書（毎朝15分間）①
・１クラスずつによる，図書室を利用した朝読書

の実施
②学校司書による展示の工夫

・新刊本コーナーの充実
③本に親しむ機会を広げる活動の実施

・図書委員による図書だより「本のきもち」の発行
・学校祭での「しおりコンクール」
・学校司書による広報「白猫と本」の発行
・図書委員による「図書集会」の開催（読書のがんばり

表彰）
・本の広告カード（ポップ）の作成（増田図書館との連

携）
各教科による主な授業での図書室活用④
・国語……１年生「絵画の鑑賞文を書こう」

２年生「ダビンチの絵の見方を学ぼう」
３学年「未来の自分に送る論語の言葉」

・美術……３年生「私の好きな絵画紹介」
・社会……２年生「日本の諸地域 調べ学習」

2 「ことば」の力の育成( )
「増中『新聞の日 」の設定① 』

・ 読売ワークシート通信」を活用し，社会に目を向ける「
力，新聞を読み取る力を養う。

， ，「 」ⅰ 前日の第１ 第３木曜日に 読売ワークシート通信
の中から，自分の気になる記事が掲載されているワー
クシートを選択する （印刷枚数のリサーチ）。

ⅱ 第１，第３金曜日の朝のフレッシュタイムに，自分
の選択した「読売ワークシート通信」を読み，自分の
考えをまとめる。

ⅲ 帰りの会終了後の「磨光タイム」において，全校生
徒による「関わりタイ・夢」の場を設定し，多様な意
見の交流の場とする。

ⅳ ＮＩＥファイルに綴じる。
・ 読売中高生新聞」を活用し，社会に目を向ける力，生「

徒の思考・表現を支える「ことば」の力を養う。
ⅰ 朝のフレッシュタイムに，配付された「読売中高生

新聞」を読み，自分の気になった記事，興味のある記
事等をスクラップする。

ⅱ 帰りの会終了後の「磨光タイム」で付箋に自分の考
えを書き込む。

ⅲ 中央廊下の中高生新聞コーナーに全員が付箋を貼り，
様々な考えに触れる機会をつくる。

ⅳ 入れ替えの時期にスクラップに付箋を貼り，保管す
る。

② 各学年で短学活を活用しての「気になるニュース解説」
・新聞の中から気になるニュースをみんなの前で発表。

それを台紙に貼り，輪番制でコメントを記入する。学
年のＮＩＥコーナーに貼り出す。

「ハッピーニュースコーナー」の設置③
・生徒と職員が，読んで幸せな気分になった新聞記事を

掲示する「 ハッピーニュース』コーナー」を設ける。『
・担当曜日の学年生徒は，昼休みまでにその日の新聞に

ことばの力育成のイメージ図

ＮＩＥ･ワークシート通信コーナー

ＮＩＥ･読売中高生新聞コーナー

図書館だより，白猫と本

ＮＩＥ･２年生コーナー
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目を通す。班で相談し「ハッピーニュース」を選び出す。
・選んだ記事を職員室でコピーをとってもらい，切り抜いて台紙に貼る。様式に従ってコメ

ントし 「 ハッピーニュース』コーナー」へ掲示する。，『
④ 語彙を豊かにするための「ことば貯金ノート」の活用

・心に響いた言葉等 「ことば貯金ノート」に記載していく。，
⑤ 夏休みの課題として「親子 de ＮＩＥ」

・夏休みに親子で新聞に親しみ，気になるニュースを選び，一緒に考えたことをシートに記
入して提出させた。その後，全員分を学校祭に展示した。

３ 「横手を学ぶ郷土学」の取組について
今年度の「よこてだいすき」の活用に関しては大きく２つの活用法を考え実践した。１つ目は各

教科等また学校行事においての資料集的役割での活用である。
授業では社会の地理「日本の諸地域，東北地方」や「身近な地
域の調査」で活用が見られた。歴史では「中世」で後三年合戦
のコーナーを見て，参考資料に使用した。総合的な学習の時間
ではそれぞれのテーマの中で写真資料や調べ活動の足がかりに
した。また本校の特色ある活動の一つである増田の内蔵公開の
「蔵史めぐり」へのボランティア活動前に全員で学習した際に
活用を図った。さらに「よこてだいすき」や「横手市の文化財」
を使って案内ボランティアの説明資料用原稿作成に役立てた。

２つ目は，週に一度の割合で全校朝読書の時間に「よこてだ
いすき」を読む日を設定して，気になった項目や文章などに付
箋を貼り，感想・意見を書き留めておく活動をした。

Ⅲ 成果と課題
○「関わりタイ・夢」を核とした研究推進について，昨年度から継続して２年目となる。職員と生

徒が授業の流れや方向性について共通意識をもって今年度の学習に向かうことができた。年度当
初に学習の流れについての模擬授業形式の集会をもって共通理解を図り，今年の授業スタイルに
ついて確認することができた。

○主体的に学び続ける生徒の育成を目指し，より深い言語活動としての「関わりタイ・夢」にする
ために，課題に対する見通しや自力思考の場を設けてから，練り合いに進むことにした。教師ア
ンケート結果からも自力思考の場の保障をすることで，集団思考がより深まったという意見が多
かった。

○生徒アンケートで学習全般や授業で「楽しいな」と思う時はどんな時かという項目を設けた。そ
こで記入された主なものが「考えの違う友達と話すことで，納得したり，また，新たな意見が生
まれたりする時 「授業で理解したことを友達にうまく説明できた時 「話合いを通して友達と」 」
意見を交流し，いろいろな話を聞けた時」であった 「関わりタイ・夢」が有効的に働いている。
ことが実証できたと思われる。

○ＮＩＥ活動は昨年度から継続して行っている「ハッピーニュース」をそれぞれの学年で発展させ
た活動を行った。短学活を利用して気になるニュースを発表し，それに生徒同士がコメントする
活動を行った。また，今年は「ワークシート通信」や「読売中高生新聞」を活用したＮＩＥ集会
を充実させた。特に縦割り活動を一つの特色にしていることもあり，異学年交流で意見交換を行

。 ， ，う機会を多くした それぞれの班で上の学年の生徒がリードし 意見をまとめる活動を行うなど
話合いのスキルを磨くこともできた。

●生徒アンケートと教師アンケートから「関わりタイ・夢」のテーマ設定が学習課題からまとめま
での流れに沿ったものになっているか吟味が必要と考える結果が見られた。そこで，教師アンケ
ートを書いてもらう際に，各教科での実践事例も書いてもらい，職員研修の場で有効的なテーマ
設定についての意識付けを呼びかけた。なかなか時間を取ってじっくりと研修の場がもてなかっ
たのは反省点である。

●ＮＩＥについては，様々なところで活動を広げていった。しかし，アンケート結果から読書活動
は好きだという数値は上がったが，新聞を読むことへの数値が伸びなかった。もっと家庭に呼び
かけるなど対策が必要であると感じた。

Ⅳ 来年度の取組に向けて
・新学習指導要領の趣旨をふまえた授業改善にますます取り組む。そのために，２年間継続してい

る「関わりタイ・夢」を核とした増田中学校の授業スタイルを進化させていく。
・言語活動をこれまで以上に充実させていくために，ＮＩＥ活動を精選しながら，生徒の語彙力向

上を目指す。
・ 増田を語れる生徒」の育成を目指し 「よこてだいすき」など地域資料・素材を活用して，積「 ，

極的に蔵史めぐりなどボランティアに励む。

よこてだいすきの活用
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平鹿発「深い学び」への挑戦！ EpisodeⅠ研究主題
平鹿スタンダードの深化と内省的【共生タイム】で育てる英知豊かに表現できる生徒

横手市立平鹿中学校

研究主題についてⅠ
， 。平鹿地区の児童生徒は 自分の思いを適切に表現することが苦手だという地域共通の課題がある

そこで，そのような能力を身に付けた生徒を育てるために 「平鹿スタンダード」をさらに深化さ，
せ 【共生タイム】を単なる話合い活動で終わらせるのではなく，内省的に自らの表現をふり返り，
吟味させることで，地区共通課題である「深い学び」に到達し，英知豊かに表現する生徒が育つと
考え，本研究主題を設定した。

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

(1) 「平鹿中生の学びの姿」をベースに「平鹿中生八つの進化アイテム」を設定，それを学習ア
ンケートで自己評価しながらＰＤＣＡサイクルを回すことによる学習習慣の定着

(2) 全員が参加し，全員が理解できる授業を
目指し 「平鹿のＵＤ加工 10箇条」を制，

定し，学年ごとに重点指導事項を決めて徹
底指導
(3) 全校朝読書の実施と「一流シート 「一流」

ノート」を活用した読書・ＮＩＥ活動の推
進による「言葉の力」の育成
① 読書をして心に残った言葉や言葉の意
味，初めて知ったことなどを記録するこ
とによる読書意欲の喚起

② 新聞を読むことにより，社会に関心を
持ち幅広い知識とものの見方を身に付け
た生徒の育成

(4) 「平鹿スタンダード」を拠点とした主体
的・対話的学習へ

① 全教科で「めあて」の明示と学習意欲を
高めるための工夫

② 平鹿の探究型授業として「で・と・に学
習」の定着

③ 自分の考えや表現をもつ時間の確保
④ 【共生タイム】中の教師の出番精選と発

話ダイエット
⑤ 自己の変容を自覚し，成就感や満足感を
もてる「まとめ」と「振り返り」の工夫

⑥ 【共生タイム】に重点実践期間を決めて
全校で取り組んだ。

⑦ 学び合い・深め合う時間を確保するた
。，め 発問の工夫や学習活動の精選を図った

⑧ チェックシートによる授業の相互評価
(5) 小・中連携による授業改善

① 各校の研究会予定の周知とお互いの研究
会への参加交流

② 付けたい資質・能力系統表の作成
③ 「ひらかの子の学びの姿」をもとにした
学習規律の共通理解

④ 体験入学で体験授業の実施
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(6) 具体の取組
」「会社年１》例業授《 中世の日本 ～武家政権誕生の秘密を探ろう～

・取組の重点 【共生タイム】による「学び合い深め合い」
【共生タイム】では，自分の考えた「武士が成長した原因ベスト３」の紹介・交流によっ
て，中世日本に対する新たな時代認識のしかたに気付いたり，さまざまな社会階層からの
見方を通して，多角的に歴史を見つめたりすることができていた。

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

① 各学年毎に「必読30冊」をそれぞれ10冊ずつ設置し，読書生活の質の向上を図った。
② 職員室へ学校図書館利用表を設置し，どの時間に学校図書館を利用できるのか周知した。
③ 各教科等の授業に併せて学校図書館内に関連の書籍を集めた特設コーナーを設置するとと

もに，公立図書館の団体貸し出しを利用し，学習の充実を図った。
④ 各教科で，学校図書館の年間指導計画に基づいて計画的な利用を推進した。
⑤ 平鹿中多読宣言を採択し，年間33冊以上の読書を目指した。

(2) 「ことば」の力を支えるＮＩＥの推進
① 校内ＮＩＥ環境の整備
② 週刊ＮＩＥコーナーを設置し，生徒の身近に新聞がある環境を整えた。
③ 秋田さきがけ「週刊ＮＩＥ」の掲示
④ 秋田さきがけ「Let's えいGo!」の掲示
⑤ 読売新聞と読売中高生新聞を掲示
⑥ 各学年の廊下環境にＮＩＥのコーナーを設置
⑦ 校長室前に「てつやが読む!!」と名付けた特設コーナーをつくり，校長自ら生徒に記事を

紹介し，新聞に対する生徒の興味・関心を高めた。
⑧ 毎週火曜日の朝の時間に，新聞のコラム（読売新聞の編集手帳）を視写して感想をまとめ

年間読書冊数の下限を決めた

学校図書館利用表学年の廊下に設置された必読本
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る「一流シート」を実施し，全学級の取組を廊下に掲示することで，学年を超えて互いの
考え，感想を交流できる環境を整えた。

⑨ 「切り抜き新聞」コンテストを実施して学校祭で展示するなど，テーマに沿って新聞記事
を集めたり，記事に対して自分の考えを表現したりする機会を設けた。

⑩ 新聞記事を利用したスピーチに朝の会で全学級が取り組み，その記事とスピーチ原稿を廊
下に掲示することで学年全体が共有できるようにした。

〈以上昨年度からの継続実践〉

(3) 新聞を活用した授業実践
・国語科における，新聞記事からテーマを決めてパネルディスカッションを行う授業の指導案
（プランシートと本時案）

３ 「横手を学ぶ郷土学」の取組について
(1) 「よこてだいすき」を通して

① 「よこてだいすき」学年別活用計画
を作成し計画的に利用した。

② 総合的な学習のオリエンテーション
で「よこてだいすき」クイズを利用し
て学習意欲を高めた。

③ 学習プリントの中に「よこてだいす
き」で調べたことを書くコーナーを設
けるなどして利用推進を図った。

(2) 総合的な学習の取組を通して

切り抜き新聞の優秀作品 新聞記事を利用したスピーチ原稿校長による「てつやが読む！」

① 各学年ごとのテーマにしたがって郷土について調べ学習を行った。
② 縦割りのグループで，自分たちの調べた内容をもとに，郷土を発展させるための提言を発

表した （輝きトーク）。

Ⅲ 成果と課題
１ 『学びの質を高める「言語活動の充実」に向けて』について

○「八つの進化アイテム」の重点化されたものについて同一歩調で指導にあたることができた。
○平鹿のＵＤ加工にしたがい，デスクマット下や黒板周りの簡素化を図ったことで，生徒の集

中がアップしたことがアンケート結果にも表れていた。
○全国学力・学習状況調査においては，すべての教科で全国平均を上回っており，秋田県平均と

比べても，国語Ｂ，数学Ｂ，でより大きく県平均を上回った。言語活動を重視し，思考力・判
断力・表現力の育成を目指した授業の成果が見られたと考える。

○平鹿の探究型授業「で・と・に」学習と【共生タイム】により，主体的・対話的な学習にアプ
ローチすることができた。

○各小学校と中学校の指導主事訪問の日程を一覧にまとめ，小学校の研究会へ参加するように工
夫をした。その結果ほとんどの教員が参加することができた。

●学習アンケートで「八つの進化アイテム」についての設問の中のいくつかは，伸びがあまり見
られなかった。

，，●授業のスピードが速かったり 作業の時間が足りないと感じている生徒が20％強いることから
さらなる学習活動の精選や，発問の工夫が必要である。

●学習活動や指示・発問の精選や子どもたちによる話合い活動の進行を推進してきたが，まだ定
着しているとは言い難く，まだまだ教師が話しすぎる場面があった。

●今年度，授業参観の際はできる限り研究協議まで参加するということでスタートしたのだが，
結局仕事の調整がうまくいかず，あまり参加はできない状況となってしまった。

２ 学校図書館の利活用及びＮＩＥの推進について
○目標数値（読書冊数）を具体化・視覚化することで，全校の平均読書冊数がアップした。
○火曜日の一流シート・金曜日の新聞の日・新聞を使ったスピーチが，全校の取組として定着し

た。
●学校図書館を使った授業や，新聞を使った取組が，より教科の枠を越えた共通の取組として実

践されるような手立てが必要であった。
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。

○総合的な学習の中で「よこてだいすき」を活用することで，調べ学習の内容や個々の提案に
具体性を持たせることができた。

●「よこてだいすき」利用年間計画を作成したが，さらなる充実を図ることが必要である。
Ⅳ 来年度の取組に向けて

・新しい指導要領の内容を念頭に置きつつ，言語活動のさらなる充実に向けて，生徒主体の学習課
題づくりや，１時間の中で生徒をしっかり変容させ，それを見取る授業づくりを進めていく。

・全職員が足並みそろえて指導にあたっていくための，研究組織作りを工夫する。

「よこてだいすき」活用計画
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① 各学年ごとのテーマにしたがって郷土について調べ学習を行った。
② 縦割りのグループで，自分たちの調べた内容をもとに，郷土を発展させるための提言を発

表した （輝きトーク）。

Ⅲ 成果と課題
１ 『学びの質を高める「言語活動の充実」に向けて』について

○「八つの進化アイテム」の重点化されたものについて同一歩調で指導にあたることができた。
○平鹿のＵＤ加工にしたがい，デスクマット下や黒板周りの簡素化を図ったことで，生徒の集

中がアップしたことがアンケート結果にも表れていた。
○全国学力・学習状況調査においては，すべての教科で全国平均を上回っており，秋田県平均と

比べても，国語Ｂ，数学Ｂ，でより大きく県平均を上回った。言語活動を重視し，思考力・判
断力・表現力の育成を目指した授業の成果が見られたと考える。

○平鹿の探究型授業「で・と・に」学習と【共生タイム】により，主体的・対話的な学習にアプ
ローチすることができた。

○各小学校と中学校の指導主事訪問の日程を一覧にまとめ，小学校の研究会へ参加するように工
夫をした。その結果ほとんどの教員が参加することができた。

●学習アンケートで「八つの進化アイテム」についての設問の中のいくつかは，伸びがあまり見
られなかった。

，，●授業のスピードが速かったり 作業の時間が足りないと感じている生徒が20％強いることから
さらなる学習活動の精選や，発問の工夫が必要である。

●学習活動や指示・発問の精選や子どもたちによる話合い活動の進行を推進してきたが，まだ定
着しているとは言い難く，まだまだ教師が話しすぎる場面があった。

●今年度，授業参観の際はできる限り研究協議まで参加するということでスタートしたのだが，
結局仕事の調整がうまくいかず，あまり参加はできない状況となってしまった。

２ 学校図書館の利活用及びＮＩＥの推進について
○目標数値（読書冊数）を具体化・視覚化することで，全校の平均読書冊数がアップした。
○火曜日の一流シート・金曜日の新聞の日・新聞を使ったスピーチが，全校の取組として定着し

た。
●学校図書館を使った授業や，新聞を使った取組が，より教科の枠を越えた共通の取組として実

践されるような手立てが必要であった。
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。

○総合的な学習の中で「よこてだいすき」を活用することで，調べ学習の内容や個々の提案に
具体性を持たせることができた。

●「よこてだいすき」利用年間計画を作成したが，さらなる充実を図ることが必要である。
Ⅳ 来年度の取組に向けて

・新しい指導要領の内容を念頭に置きつつ，言語活動のさらなる充実に向けて，生徒主体の学習課
題づくりや，１時間の中で生徒をしっかり変容させ，それを見取る授業づくりを進めていく。

・全職員が足並みそろえて指導にあたっていくための，研究組織作りを工夫する。

「よこてだいすき」活用計画
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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
～主体的に関わり合い，学びの実感を深める学習集団を目指して～

横手市立横手明峰中学校

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。副題については「関わり合い」をキーワードとしてここ数年研究を
続けている。学習者である生徒が自ら求めて学び，協働して課題解決に向かう過程で思考・判断・
表現が促され，一人一人が学びの実感を深めることを可能とするために，学習集団の育成が必要で
あると考え，副題を設定した。

Ⅱ 研究の実際
１ 学びの質を高める「言語活動の充実」に向けて

(1) 主体的に課題解決に向かう授業の展開
課題解決の過程で活用させる知識・技能，思考力，判断力を明確にした上で，単元を構

想したり１時間の授業を展開したりするのはもちろんであるが，授業の主役である生徒が
１時間の見通しをもち，ゴールの姿をイメージすること，一連の学習活動の目的やつなが

。 ， ，「りが分かるということを大事にする必要がある そこで 学習活動のプロセスの視覚化
構造化」を授業改善の柱の一つとした。
【社会科】

」「， 「 」単元や１時間の導入において 課題解決に向かう原動力となる なぜ？ どうして？
という思いを駆り立てるため，これまでの既
習事項や獲得してきた概念を覆すような「問
い」を立てさせることを大切にしている。

また，授業の終末に生徒個々が学習課題に
対する「まとめ」ができるよう，授業の流れ
が推察できるような板書の工夫に努めた。
【数学科】

身近な事象や場面から，数学の学習が活用
できるような課題を設定するなど，興味・関心
を高める課題提示に努めた。日常生活に関わる問題を考
えることで，数学の利便性や学ぶことのよさを実感させ
ることに結び付けている。

また，課題とまとめの整合性を図り，学習課題を視覚
化することによって「数学のよさや広がり」を感じさせ
る授業展開を工夫している。書画カメラを用いて図形等
を比較しやすいように並べ替えたり，生徒のノートを写
したりして課題解決につなげた。また，グループの考え
をホワイトボードで示し，キーワードをもとにそれらを
比較・検討する中で，生徒の気付きを促した。
【保健体育科】

単元を通してどのような力を付ければよいのか，どのよう
な動きができればよいかをイメージしやすいように，学習カ
ードに単元計画を載せたり単元のオリエンテーションの充実
を図ったりしている。黒板に，１時間の授業の流れや目指す
ゴールの姿を掲示している 「いざ攻防の世界へ！得意技で一。
本！」のように，目指すゴールの姿をもとにしてタイトルを
決めたことも，生徒と指導者がイメージを共有するきっかけ
となった。また，お互いに動きを観察しアドバイスをする活
動では，写真や動画を活用するなどして，チェックポイント
をもとに活発なやりとりを促した。

(2) 学びの実感につながる言語活動の充実
① ＣＴＲ（Catchとらえる→Think考える→Relayつなげる）による思考・判断の活性化

「とらえる」を重視し，文や図・表をどう解釈したかに言及し，自分の考えを明確に
する活動を設定する。小グループから全体での話合いでは「同意・類似・相違」の観点

構造化を図った板書

ホワイトボードを活用して比較・検討

動画を用いたアドバイスの活性化
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から考えをつなげて発言させる。また，その過程で「対話（学習課題との，今までの学
， ， ， ， ）」 ，びとの 資料との 学びの中の自己との 他者との これからの自分との を重視し

思考・判断を活性化させていく。
【理科】

「予想 「考察 「まとめ」の学習場面で，考えの交流，さ」 」
らに他とつなげて話し合う活動を多く設定した。司会者や発
表の順番，ホワイトボードを使ったまとめ方などを具体的に
指導し，話合いや発表のルーティーンをつくるようにした。
自分たちで話合いを進めることができるようになってきた。
【保健体育科】

「ＣＴＲタイム」の目的を生徒と共有し，課題に基づい
て作戦を立てたり，他のチームに課題解決のためのアドバ
イスをしたりする活動の活性化を図った。既習事項を活用
して学習活動ができるようになり，生徒の学び合いの必要
感も高まった。
【社会科】

自分の考えをもたせたあと，さらに考えを広めたりまと
めたりする目的でトリオによる話合いの場を設定した。そ
の話合いの結果に基づいて，さらに全体で思考を深めるた
めに指導者が比較・検討させる場を設定した。

② ＮＩＥ，図書活用 「横手を学ぶ郷土学」活用による言語，
活動の充実

実生活，実社会と自分の関わりの理解や考えの深化，題
材，教材の背景にある情報拡充による発想の広がり，多面
的思考をねらって，実践を積み重ねた。

【音楽科】
題材で学ぼうとしていることや学び終わったことが，実社

会ともつながっていることを新聞記事で実感させた。秋田県民歌が作曲・披露されて50
年目という節目であることから，県内外で様々なプロジェクトがあるという記事を提示
し 「歌う」という活動に「曲に込められた発想を感じ取る」という活動が加わること，
で，表現活動への深みが増すことにつながった。
【国語科】

「ビブリオバトルに挑戦」の単元で，個人の発表を聞き合い，分かりにくいところや
付け足した方がよい内容を検討し，アドバイスする活動を行った。内容だけでなく文章
の構成まで考えが及んでいる生徒もいた。また，読書について交流したことにより，自
分の読書生活や選書を見直したり，新たなジャンルへの興味・関心を高めたりすること
ができた。
【英語科】

新しいＡＬＴに横手のよさについて紹介する英文を作る活動で 『よこてだいすき』，
を使って情報収集させ，郷土に対する理解を促した。それにより，発信の必要感が高ま
った。また，総合的な学習や学活などとのつながりを意識した単元構想のもと，情報の
拡充によって表現活動に深まりをもたせることができた。
【美術科】

『よこてだいすき』などの郷土資料や新聞記事を活用して，
作品の構想段階での参考資料とさせたり，制作への意欲を高め
たりした。
【技術・家庭科】

横手の食文化に受け継がれてきたものを よこてだいすき 郷『 』「
土料理レシピ」から見付ける活動では，キーワードをグループ
ごとに挙げさせ，全体で分類・検討し，その特色を説明するこ
とにつなげた 『よこてだいすき』から，たくさんの観点で昔か。
ら受け継がれてきた食についての情報を見付けることができた。
また，タイムリーな新聞記事もねらいに迫る上で有効であった。

(3) 学びを次の学びに生かすための手立て
自己の学びの連続性，関連性を生徒が実感できる単元構想

ホワイトボードを活用したＭＤ学習

課題の分析に基づく作戦タイム

トリオの考えを比較・検討

郷土の和菓子を確認

資料をよみキーワードをまとめる
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の充実と，評価を生かした単元の再構想を促した。日々の授業に
ついては，生徒が自己の変容を自覚し，学びの実感を引き出すこ
とができるよう，まとめ，振り返りの充実を図った 「教科でそ。

」 ， 「 」ろえる を合い言葉として 教科部で統一した 振り返りシート
を活用したり 「学習課題」の文言や「まとめ」を引き出すため，
の働きかけなどを，教科部で話し合い，実践に生かすことができ
ている。

２ 学校図書館の利活用及びＮＩＥの推進について
(1) 読書活動の推進に関する取組

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

っている。
・季節や行事に合った図書や人気のある図書を紹介する特設コーナーを設置し，新たな

ジャンルに興味をもたせるようにしている。
・ 明峰読書ミッション」として達成すべき冊数を示したポスターと「横手市のおすす「
めの本100選」のポスターを一緒に掲示して意識を高めるとともに，達成した生徒の
名前を掲示していくことで意欲を高めた。

・秋の読書週間に合わせて，図書委員会による「バディークラス対抗貸し出しバトル」
を行い，図書館の活用を促した。

，， ，・読書集会ではクイズ ビブリオバトルを企画し バトラーのプレゼンテーションの後
全校生徒が最も読みたいと思った本に投票した。集会後には，バトラーお薦めの作家
のコーナーを図書館に設置した。

※昨年度と比較して図書館から本を借りる生徒が増えている。県学習状況調査の質問紙
の結果から，読書が好きな生徒が多いことも分かった。選書指導は必要な生徒が少な
くないことから，今後も様々なジャンルの本に興味・関心をもてるよう工夫していき
たい。

② 教科等の授業における学校図書館の活用
。，，・理科…地震の学習で 東日本大震災の写真集を用いて 学習への興味・関心を高めた

・国語科…「ビブリオバトルに挑戦 「季節の俳句をあつめよう 「心に響いた論語の」」
言葉」などの単元で，図書館を活用した。

・英語科…英語の絵本を活用して基本文の定着をさせたり，読み聞かせから表現活動に
つなげたりした。

(2) ＮＩＥ推進に関する取組
① ＮＩＥ dayの設定

「 」 ， ，年８回の 読売中高生新聞 の配付に合わせて 月１回
朝読書の時間を活用して行った 「ミニシート」に気になっ。
た記事の感想を書かせ，各学年の廊下に掲示した。各自，
シートを蓄積し，年度末に１年間の取組を振り返り，自分
の考えや成長を見つめる機会を設けた。

② ＮＩＥスピーチリレー
学級の帰りの会で新聞記事を題材にしたスピーチを継続

して行った。設定されたテーマ（例：この人のこんな言葉
がすごい！）にあった新聞記事を探し，ワークシートに内容の要約と自分の考え書く。
それらをスピーチで紹介し，級友からコメントをもらって掲示する形で行った。各学年
の廊下にコーナーを設置し，共有できるようにした。

③ 教科 ＤＥ ＮＩＥ（○○の窓）
１階交流ホールに，ゆっくりと座って新聞を読むことができるコーナーを設置すると

ＣＴＲのチェック欄もある

国語科の振り返りシート

「読書集会」から生徒に人気のある本のコーナー バトラーお薦めの作家コーナー

各学年のＮＩＥコーナー
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ともに，全ての教科と関連のある新聞記事を掲示し，気軽に新聞に親しんだり，教科の
学習への関心を高めたりすることができるようにした。

④ 「私のＮＩＥ in summer」の実施
夏休みの全校生徒の課題として企画し，家庭でも新聞

記事から会話が生まれるようにワークシートには保護者
からもコメントをもらう欄を設けた。提出された作品の
何点かを市主催のコンテストに出品した。

⑤ 横手明峰中学校区ＮＩＥ推進部会の取組
学区内の４校（３小学校１中学校）が，各校児童生徒

ＮＩＥ作品を模造紙にまとめ，学校間で巡回展示を行っ
た。１階の交流ホールに展示し，ほぼ全校生徒が見るこ
とができるように工夫し，付箋紙にコメントを書かせた。

３ 「横手を学ぶ郷土学」の取組について
(1) 各教科における取組

各教科での学習内容とテキストに記載された内容
を照らし合わせ，教科の年間指導計画の中に『よこ

。』てだいすき の活用計画を位置付けるよう依頼した
また 「一人一研究授業」の実践の際に，授業作り，
の三つの視点の一つとして，ＮＩＥ，図書活用と併
せて『よこてだいすき』活用を盛り込んだ。

(2) 教科以外における取組
・道徳において，研究の重点の中に「郷土愛」に関
する価値項目を設定してもらった。

・学級活動の時間では，学習内容とリンクするテキストのページを選び，生徒の考えをテキ
ストに記入させた。

・総合的な学習の時間においては，２，３年生の調査活動の範囲を前年度までの地元中心か
ら横手市全体へと広げることを可とした。それに伴って，調査テーマ設定の参考資料とし
てテキストの活用を勧めた。

Ⅲ 成果と課題

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

造化に配慮した板書やワークシート，ノート等により，学習への見通しをもち，主体的に取り組

むことができるようになってきている。

○ペアや小グループで，積極的に関わり合い協働して課題解決に向かうことができるようになって

きている 「Ｔ（考える）→Ｒ（つなげる 」の授業展開に各教科等の特性を生かした工夫改善）。

が見られ，思考力・判断力・表現力の向上に結び付いている。

○言語活動の充実のために，図書や新聞の活用が有効であることが共通理解されるようになり，さ

らに実践の蓄積と共有が求められる。

●全体の場でも間違いをおそれず発言したり，多様な考えから学ぼうとしたりする学習集団として

の成長が課題である。また，活用を通した基礎的・基本的な知識・技能の確実な定着，思考・判

断を支える言葉の力の向上が求められる。

Ⅳ 来年度に向けて

・育みたい資質・能力を，教師および生徒が共通理解して授業実践を積み重ねていきたい。共通実
践である「ＣＴＲ」について各教科等でさらに実践研究を続けるとともに，特に「Ｔ（考える）
→Ｒ（つなげる 」について，既習の知識・技能，体験など，これまでの学びとのつながりを学）
習者に想起させ「深い学び」の実現に向けた指導の在り方を研究する。

・正確な受信と活用を支える，基礎的・基本的知識や技能の定着と言葉の力の育成に，引き続き努
める。

・生徒の変容を把握，共有し，教師の共通実践の改善に結び付ける評価の方策を工夫改善する。

教科 項目 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月

国語

NIE 　 　 「情報の集め方を
知ろう」

　 　 　 　 　

図書
「野原はうた
う」

　 「ちょっと立ち止
まって」

「読書紹介をしよ
う」

　 　 「竹取物語」 「故事成語」

郷土
学

　 　 　 　 　 　 　 　

社会

NIE 　 人類の進化 世界の国々 　 　
世界の諸地
域

世界の諸地
域

世界のさまざま
な地域の調査

図書 　 　 　
世界各地の
人々の生活と
環境

世界各地の
人々の生活と
環境

世界の諸地
域

世界の諸地
域

世界のさまざま
な地域の調査

郷土
学

縄文のこころ 　 　 　 　 　 　 　

数学

NIE 　
正負の数（気温
の変化）

　 　 　 　 　 　

図書 　 　 　 　 　
比例のグラフ（地
震のゆれを予測
する）

　 　

郷土
学

　 　 　 　 　 　 　 　

理科

NIE 　 　 　 　 　 　 　 　

図書 　 　 　 植物の分類 　 　 　 　

郷土
学

　 　 　 　 地層から読み取る
大地の変化 　 　 　

音楽

NIE 　 　 　 秋田県民歌に寄
せて１

　 秋田県民歌に寄
せて２

　 秋田県民歌に寄
せて３

図書 　 　 　 　 　 　 　 ミュージカルの世
界を味わおう

郷土
学

　 　 　 　 　 　
郷土への想いを
歌い上げよう 　

１階交流ホールのコーナー

『よこてだいすき ，新聞，図書活用の計画表』
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研究主題 思いを重ね，言葉つなぎ，学びを積み上げていく子どもの育成

横手市立山内中学校

Ⅰ 研究主題について
同じ目的意識をもち，具体的な理想像を共有することで，互いに高め合える学習集団になるこ

とができる。また，自他の考えや思いを比べたり，他者の意見を受容，活用したりすることで，
思考や表現が磨かれ，よりよいものになっていく。以上のことを期し，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) あたたかな聴き方／やさしい話し方
本校では，話合いを通して学びが深まるように，

横浜国立大学名誉教授・高木展郎先生のお考えを
基に作成した，「あたたかな聴き方／やさしい話し
方」重点目標を各教室前方に掲示し，授業中や短
学活など，折に触れて，聴き方・話し方を確認し
合ってきた。

その結果，他の生徒の発言をうなずきながら聴
いたり，発言に対する感想や自分の考えを隣りの
人に話したりする生徒が以前と比べて増えた。自分 「あたたかな聴き方／やさしい話し方」掲示

の意見と比較しながら，他の生徒の発言を評価した
り，自分の意見の妥当性を判断したりする習慣も身に付きつつある。話し方については，なぜ
そう考えるのか，根拠・理由を挙げて話すことが全員できるようになってきた。ただし，前の
発言を受けてそれを生かして意見を構築，叙述したり，他の生徒の発言を修正，改善したりす
る力には個人差がある。

(2) 山内スタンダード
本校では，山内小学校と協議し，授業の基

本的な型（山内スタンダード）を決め，各教
科等で実践している。「山内スタンダード」
の特徴としては，対話を重視することと個々
の振り返りを生徒同士が発表し合うことが挙
げられる。対話は，形態を変えながら１単位
時間に３回行うこととしている。各教科等の
授業で話合いの機会をもってきたことで，生
徒たちは話合いの進め方に慣れ，テーマに沿
って，活発に意見交換をして，一人一人が思
考を深めることができるようになってきた。
振り返りを生徒同士で発表し合うことは，客
観的で適正な自己評価につながるものと考え
ているが，振り返りの前までの活動が予定時
間を越えてしまい，振り返りに十分な時間を
かけられないこともあった。生徒たちが自分 山内スタンダード

の学びを振り返って，学習の意義や次への意
欲を感じるためにも，活動内容を精選し，完結する授業を心がけていく必要を感じている。

(3) 生徒のレポートや作品，振り返りの掲示
複数の教科で，調べたり，作業・実験したり，話し合ったりして

分かったこと，考えたことをレポート等にまとめた。それらを全校
生徒が見られるように廊下のスペースに掲示したことで，紙面の構
成の仕方，言葉の選び方や見出しの作り方を学ぶことができた。ま
た，主な学校行事の際は，全校生徒58名が同一の用紙を使って振り
返りを書き，１階廊下に掲示した。他の生徒の振り返りを読むため
の時間を設定し，文字言語を介して他の生徒の思いを知ったり，自
分の表現の適否に気付いたりした。

家庭分野のレポート掲示
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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 全校としての取組
【ビブリオバトルの実施】

放課後学習の時間（30分間）を活用して，２週に渡ってビ
ブリオバトルを行った。１週目は，４人グループを編成し，
グループ内で全員が発表し合った。発表時間は３分間とし，
発表後，１分間の質問の時間を取った。グループ内でチャン
プ本を決め，第２週に学年の生徒全員の前で発表し，学年チ
ャンプ本を決定した。

冬休み中に，発表原稿（大まかなあらすじや要旨，特徴，
ビブリオバトルの様子魅力等）を書いてくることとし，国語の授業時間の一部を使っ

て推敲・手直しを行った。
原稿の作成，発表といった一連の作業は，自分が読んだ本の内容を反芻し，その魅力に改

めて気付く機会になった。また，他の生徒の発表を聞いて，紹介された本に興味をもって手
に取ったり，読書意欲を喚起されたりした生徒も多い。さらに，ビブリオバトルは，全体構
成を意識して書いたり話したりするとともに，聞き手に聞き取りやすい話し方を心がけるな
ど，プレゼンテーションの力を鍛えるという側面もあった。

② 各教科等での取組
【実践１（国語） 読書感想文作成に向けた学校図書館の活用】

本校では，生徒全員が夏休み中に読書感想文を書くことにしている。ただ，読書感想文を
書くのは苦手だと感じている生徒は少なくない。そこで，国語教科書に掲載されている「読

」 ， ， ，書活動 の教材と関連付けながら 学校図書館を活用して 読書感想文の書き方を学んだり
読書感想文を書くのに適した本を選んだりする活動を行った。はじめに，学校図書館にある
「横手市読書感想文集」を参考にして読書感想文の書き方の例を学んだ 「横手市おすすめ。
の本100選ポスター ，国語教科書に載っているお薦めの本リストを見て，読みたい本，考」
えを広げたり深めたりできそうな本を探したうえで，実際に手に取って内容を確認しながら
読む本を決めた。こうした過程を踏まえて書かれた読書感想文は，前年度と比べ，主題を的
確に捉え，自分の経験と重ね合わせながら，考えを述べているもの，表現を工夫しているも
のが多いように感じられた。
【実践２（国語） 絵画の鑑賞文を書く活動】

１年生の授業で，根拠を明確にして書く力を付けるために，画家別の画集から好きな絵
を一つ選び，その絵から感じられる音と色彩・構図を明確に示しながら魅力を伝える文章
を書くという活動を行った。生徒たちが学校図書館から借りる本のほとんどは物語で，画
集があることを知っていた生徒は少ない。これまで手に取ってみることがなかった種類の
書籍を活用して学習した。
文章作成後は，絵を提示し
ながら，鑑賞文を発表し合
ったことで，聞き手である
生徒たちは，同意・共感し
たり，疑問を呈したりと反

生徒の鑑賞文応が活発だった。
③ 委員会活動

【黒板・ポスターを活用した広報活動】
図書広報委員会の生徒たちが話し合い，学校図書館

にある本を読んでもらうための活動の一環として，ポ
スターの作成と黒板の活用をすることにした。ポスタ
ーには，本の内容やおすすめのポイント，キャッチコ
ピーを書き，イラストを添えた。廊下の黒板には，本
の内容に関連深い絵を黒板アートふうに描き，簡単な
コメントを添えて紹介した。黒板での紹介は，物珍し

黒板を使った本の紹介かったのか，足を止めて見てくれた生徒は多かった。紹
介された本を実際に手に取り，読み始めた生徒もいた。
【読書記録カードと「多読賞」の表彰】

本校では，各自が本を読み終えたら，その本の題名，ページ数，簡単な感想を記録する
ことにしている。この取組を通して，本の内容を振り返ってみることができるとともに，
自分の一年間の読書履歴を俯瞰することができた。年度末には，読書量の多かった生徒を
全校集会で表彰することにしている。
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(2)ＮＩＥの推進
① 全校としての取組

【新聞きりぬきコンクールへの参加】
年度当初に，秋田魁新報社主催の「新聞きりぬき

コンクール」に生徒全員が出品することを決め，毎
週木曜日の放課後学習の時間（30分間）を「ＮＩＥ
タイム」として，自分のテーマに基づいて新聞記事
を集め，それに対する自分の考えを記述した。締切
までの４か月間，ＮＩＥタイムばかりでなく，家庭
においても新聞を読み，テーマに合った記事を探し
た。

記事を集めたいという生徒の思いは，日常的に新 きりぬきコンクール入賞作品

聞に親しむことへとつながった。ニュースや社会の変
化をタイムリーに知り，そのことについて自分なりに考えてみる習慣が根付きつつあると感
じている。また，たくさんの記事を読んだことで，論の進め方や事実の記載の仕方など，生
徒自身の表現に役立つことを学んだ部分もあったように思う。
【新聞コラムを読んで言葉を調べる】

語彙を増やすことが言語活動の充実を図ることにつながると考え，毎週金曜日の朝の15
分間を，「語彙力アップタイム」と名付け，新聞コラム（２紙分）を読んで，意味が分から
ない言葉を見つけ，辞書で調べるという活動を行った。

一年間，この活動を続けてきたことで，自分の語彙が増えたと感じている生徒は多い。
また，コラムから探すことで，言葉の意味そのものだけではなく，どのような文脈の中で
使われる言葉なのかを知ることができた。

② 教科・領域での取組
【実践（社会）３年 民主主義と政治】
本時のねらい
・新聞資料から政党別獲得議席数を読み取ることができる。
・民主政治における政党の役割と存在意義について説明することができる。
学習活動
・学習課題とゴールを確認し，国の政治への関心を高める。
・選挙結果の新聞記事を読み取り，政党毎の獲得議席数を読み取り，グラフにまとめる。
・政党と国民・国会はどうつながっているのか考える。
・政党と国民・国会のつながりを説明し合う。
・振り返りをする。（政党と国民・国会のつながりを，再考して自分の言葉でまとめるとと
もに，今後の国会の動きについて予想する。

本時の成果と課題
○今週実施された衆議院議員選挙の新聞記事をタイムリーに活用できた。
○資料集とは違う現状の資料を活用することで，生徒の興味・関心を高めることができた。
○投票率が低いという現状を知り，選挙の意義を捉え，「将来は必ず投票する」という意識

を高めることができた。
●各政党の政権公約は難解な部分があり，内容の読み取りに時間がかかった。新聞以外の資

料の精選が必要だった。
③ 新聞社への訪問

修学旅行の際に読売新聞本社を訪問し，新聞社の方の特
別授業を受けるとともに，模擬編集会議を経験した。特別
授業で，記者の方は，「新聞の役割は国民の知る権利に応え
ること」「新聞には世の中の出来事が凝縮されているので，
毎日めくる習慣を付けてほしい」というお話をしてくださ
った。また，新聞編集時の様々な役割について，説明があ
った。

模擬編集会議では，生徒たちが４，５人でグループを編
成し，読売新聞本紙の中から，同世代向けの記事を集め，紙 模擬編集会議での様子

面レイアウトを考えた。
複数の記事に通底するテーマを探ったり，記事の重要度（優先度）を基に紙面構成を考え

たりすることは，生徒たちにとって易しいことではなかったようだったが，新聞の作り手側
の立場を経験をしたことで，様々な点に配慮しながら，意図をもって新聞が編集されている
ことを実感することができた。

特別授業を終えて，ある生徒は，「自分にとって必要な情報を探しながら新聞を読むこと
も大事だと思った。」と感想を述べていた。
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３ 「横手を学ぶ郷土学」の取組について
本校では，各教科等の目標達成のために有効であると判断される単元，場面において，「よこ

てだいすき」を活用することとした。活用例は次の通りである。
国語１－方言と共通語についての学習の際に，「よこて子ども方言見立番付」を活用し，そこに出てくる方言

の意味やよさを考えた。
国語２－「よこてだいすき」を参考に，橫手の諸相を観点ごとに整理した上で，橫手の好きなところを60字

程度の文章にまとめた。
社会－公民の「地方の政治と自治」の学習において，「よこてだいすき」で，横手の伝統文化や祭りについて

調べた。
音楽－「橫手市民歌」の歌唱練習の前に，「うたで知るよこて」のページで，歌詞に出てくる言葉の説明部分

を読み，歌のイメージを広げ，歌に合った歌唱の仕方を考えた。
家庭分野－郷土料理について学ぶ学習において，「よこての食べかた」「発酵と食の文化」を見ながら，橫手

の郷土料理への理解を深めた。
理科－学校の周りに生えている植物を観察するフィールドワークの前に，「生きものと植物」のページで，植

物の知識を事前に得た。
英語－新しいＡＬＴに橫手のよさを伝えるための英作文を書く準備として，「よこてだいすき」を見ながら，

自分が伝えたい事柄を選んだ。
総合的な学習の時間－「よこてだいすき」を読んで，「橫手」について追究してみたいことのヒントを得て，

テーマを決めた。

複数の教科で「よこてだいすき」を活用したことで，生徒たちは橫手を以前よりも知ること
ができた。漠然とした知識が明確なものになったり，意外な発見をしたりする中で，橫手への
愛着を一層深めたように感じられる。来年度以降は，「よこてだいすき」の活用を，各教科等の
年間指導計画の中に位置付け，計画的に実施したい。

Ⅲ 成果と課題
○聴き方や話し方について，自校の重点目標を決めて実践してきたことで，以前よりも話しやすい

雰囲気になり，積極的に発言する生徒が増えた。また，他の生徒の発言は無条件で受け入れる傾
向があった本校生徒たちが，自分の考えと比べて違いを見付けたり，適否を判断したりしながら
聴くようになった。話を聴くことと思考することとが同時に行われたことで，話合いは活性化し
た。

○各教科等の授業で，授業の基本的な型（山内スタンダード）に基づいて，授業を進めたことで，
生徒は，対話することに慣れ，求められている話合いのテーマに沿って発言できるようになった。
全体の場でも，挙手したり積極的に発言したりする生徒が増え，他の生徒の発言に絡めて自分の
意見を言ったり，他の生徒の意見を補助，修正したりする場面もしばしば見られた。

○週に一度，新聞記事を読むことを通して，論理的な述べ方を学んだことにより，生徒の書いたり
話したりする内容の説得力が上がったように感じている。県学習状況調査の，論理的に自分の考
えを述べる力を問う問題においては，１年生が県平均と比較して＋13.2，２年生は＋20.5という
結果が得られた。また，すべての読み手，聞き手に伝わる表現の仕方や構成について，自分なり
の考えをもって実践している生徒も少なくない。

○ＮＩＥを通して，思考を鍛え，叙述の表現の仕方を身に付けることができたと感じている。国語
の授業においては，意見文や報告文にその成果が見て取れた。また，新聞に掲載されている情報
と，そのことについてどのような考え方がなされているのを理解したことで，自信をもって発言
することにつながった。話題が広がるとともに，社会への参画の意欲がうかがえた。

●生徒の書いたり話したりする力は，全体としては，向上してきたと捉えることできるが，そうい
う中にあっても生徒間の個人差は小さくない。生徒全員をある程度以上の水準まで引き上げるた
めに，具体的な規準を複数，設定し，その到達度を測りながら，生徒一人一人に合った対応をし
ていく必要がある。

●学校図書館の利活用について，本に親しむための取組は効果をあげたと考えられるが，本の中の
情報を活用する学習活動は十分にできなかった。時間的な制約がその主な要因であるが，十分な
時間を保障して，生徒の主体性を尊重しつつ，本の情報を取捨選択し，自分の考えの形成に役立
てるといった学習活動を設定することで，情報活用能力の伸長が期待できると思う。

Ⅳ 来年度の取組に向けて
・教科特有の用語や各教科の学習の基盤となる言葉の習得に十分な時間をかける。授業中に短時間

で基礎・基本を習得または確認するための時間（小テストや口頭試問等）を設ける。また，それ
らの知識を問うテスト・検定等を実施し，定着が十分ではない生徒に対しては，補充的な学習を
通して習得を促す。

・調査して分かった事実，実験を通して得られたデータ・現象等を精査・吟味し，自分の考えを構
築する機会を多くもつ。その際は，他者と意見（根拠）を交流する場面を設定し，自他の共通点
・相違点に気付き，自分の考えの妥当性をはかるとともに，他の生徒の考え方，述べ方，表現か
ら学ぶことのできる時間になるように配慮，工夫する。

・横手市内の他の小・中学校と同様に本校でも，学校図書館の利活用，ＮＩＥを各教科等の年間指
導計画の中に位置付けたり，時間を特設して全校一斉に活動したりしている。そうした活動の効
果・成果を，生徒の感想やアンケート集計結果，学力調査等の数値の検討等を通して検証し，必
要が認められれば，活動内容を削減，追加，修正をしていく。
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