
研究主題       豊かなかかわりの中で，自ら学びを高める児童生徒の育成 

一小ジャンプアップタイム ～「対話スタイルの工夫による深い学び」を目指して～ 

横手市立十文字第一小学校 

Ⅰ 研究主題について 

     昨年度に引き続き，今年度の研究主題は十文字中学校区共通のものである。昨年度までの研究においては，

根拠を明確にしたり例示したりしながら話し合うことにより，子どもたちは，対話を通して考えを広げるこ

とができるようになった。そこで今年度は，対話の目的，内容を明確にし，学習形態を工夫した言語活動を

行うことにより，学びがさらに深まっていく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) 共通実践事項 授業改善① 

     「個の学び」と「集団の学び」とを関連付け，自分の考えを確かにしていく手立ての工夫 

 

 

 

 

 

【実践例１ ２年国語 単元名 「おしえるね ふたりはともだち」 中心教材『お手紙』】 

    本単元では，シリーズ作品を通して，二人の行動や会話に着目し，がまくんとかえるくんが友達だと思

う理由を自分なりに見付け，集団の学びの中で自分の考えを深めることを目指した。シリーズ作品の最後

に「お手紙」があることから，本単元では，シリーズ作品を読み深め，その後「お手紙」と結び付けて読

むという単元構成の工夫をした。以下は，８／９時間目，「対話スタイルの工夫」についての授業実践の一

部である。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【実践例２ ４年社会 単元名 「ごみのゆくえとわたしたちのくらし」】 

    本単元では，ゴミ処理の仕方を調べることを通して，ゴミを分別することの意義，ゴミを減らすことの

よさに気付き，自分も取り組もうとする公共性を養うことを目指している。そのために，単元の前半では，

児童の素直な疑問によるゴミの処理の仕方を単元の学習問題として設定し，調査・見学をしていくうちに，

ゴミの減量について意識が向くような単元構成の工夫をした。以下は，10／13 時間目，「対話スタイルの

工夫」についての授業実践の一部である。 

・対話スタイルの工夫 

 →対話の目的の明確化とそれに合った意図的な学習形態の工夫 

 →解決途中の児童の振り返りや，児童からの学び方の提案，教師からの発問や資料提示などによる，

深い学びに結び付けるための対話の重視       （共通実践事項から抜粋） 

めあて  どうして「ふたりはともだち」だと思うのか，シリーズのお話とむすびつけて考えよう。 

○考えをより明確にするために話し合う，という話合いの目的について確認

した。 

 ・話合いの前に，自分の考えをはっきりさせたいことや友達の考えを聞きたいことな

どを確認させた。 

○友達だと思う行動や会話とその理由について話し合った。 

・友達だと思う根拠が「お手紙」にある場合は黄色い付箋，シリーズ作品にある場合

は青い付箋と色を変えることにより，シリーズ作品と結び付けて考えるという本

時のめあてを意識付けさせた。

〔深めるための発問〕  

「かえるくんだけが，がまくんのためにいろいろなことをしてあげてい

る。それでも二人は友達なのかな。」 

 ・これまでの二人の関係性を振り返らせることで，「お手紙」でのかえるくんの行動

の理由を考えさせた。  

○話合いを基に，自分の考えを見直した。 

  

 

 

色の違う付箋で区別 
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【実践例２ ４年社会 単元名 「ごみのゆくえとわたしたちのくらし」】 

    本単元では，ゴミ処理の仕方を調べることを通して，ゴミを分別することの意義，ゴミを減らすことの
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・友達だと思う根拠が「お手紙」にある場合は黄色い付箋，シリーズ作品にある場合

は青い付箋と色を変えることにより，シリーズ作品と結び付けて考えるという本

時のめあてを意識付けさせた。

〔深めるための発問〕  

「かえるくんだけが，がまくんのためにいろいろなことをしてあげてい

る。それでも二人は友達なのかな。」 

 ・これまでの二人の関係性を振り返らせることで，「お手紙」でのかえるくんの行動

の理由を考えさせた。  

○話合いを基に，自分の考えを見直した。 
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  (2) 共通実践事項 授業改善② 

学びの実感につながるまとめと振り返り 
 

 

 

 

【実践例３ ６年社会 単元名 「戦争と人々のくらし」】 

    本単元では，戦争について，具体的に調べることを通して，戦争の悲惨さや平和の大切さについて考え

ることをねらいとしている。そのために，戦争について複数の立場（戦争に行った人，子ども，諸外国の

人々など）で調べさせることにより，戦争が与える影響について，多面的に考えられるようにした。以下

は，８／８時間目，対話を通して確かになった考えを表現したまとめである。 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【実践例４ ３年理科 単元名 「明かりをつけよう」】 

    本単元では，乾電池と豆電球，導線を使い，回路がつながると電気が通り，豆電球が点灯することを捉

えられるようにすることをねらいとしている。そのために，たくさんのつなぎ方を試しながら，豆電球が

点灯するつなぎ方，点灯しないつなぎ方を整理していった。以下は３／10時間目，四つの視点を基にした

振り返りである。 

 

 

 

 

 

 

  

課題  なぜ，分別が細かくなったのだろう？ 

全体の考え 

○どうして細かく分別するようになったのか考え，話し合った。 

・個々に付箋紙に書いた考えを，グループで分類したり関連付けたりした後，

全体で話し合った。 

〔深めるための発問〕  

「最終的に誰のためになるのかな。」 

・この発問で，以前のごみ処理の様子を提示したりして社会的事象の相互の関

連や自分たちの生活との関連が明らかになるように話合いを方向付けた。

○「クリーンプラザよこて」で働いている人の話を聞いた。 

 ・考えが深まったところで，さらに児童に納得させるために，次の４点につい

て話してもらったＶＴＲを見せた。 

  ①コスト削減     ②循環型社会への貢献  

  ③住民の協力の必要性 ④児童へのメッセージ  

・対話を通して確かになった考えを表現できるまとめ （キーワード，条件や具体例の提示等） 

・本時のめあてや課題が達成された理由を明確にした振り返り（４つの視点）（共通実践事項から抜粋） 

 （児童のまとめより） 
戦争は，家族を離ればなれにさせてしまったり，たくさんの人を亡くし

てしまったりするものだと思います。それは，戦争で犠牲になった人が，

中国で1,000万人，日本で310万人もいたからです。また，家族と別れて

戦場に向かう兵士がいたり，学童疎開などもあったりしたからです。 

今日話し合って，満州の土地を手に入れたとしても，国や家族を戦争で

亡くしてしまった人にとっては，戦争はやはりマイナスなものだと思いま

した。 

○前時までに，考えの根拠となる資料を読み取

り，そこから分かる戦争が与える影響につい

て意見をもたせておいた。 

（児童のまとめのゴシック部分） 

○話合いを基に，自分の考えを再構成し，文章

にまとめた。（児童のまとめの明朝部分）

 ・表現するための文型をいくつか例示し，必要に応じ

て活用させることで，全員が時間内にまとめること

ができるようにした。 

課題  戦争は人々にどのような影響を与えるのだろうか。 

（児童の振り返りより） 

 今日の理科では，豆電きゅうとかん電池をつなげると「わ」になって明かりがつくことをしりました。

○○さんと話したら，ひとつの「わ」になっていても，ちょっとでも切れていたらつかないことがわかり

ました。次はもっと長いどう線でもやってみたいです。 

課題  豆電球と乾電池と導線をどうつなぐと，明かりがつくのだろうか。 

振り返りの四つの視点 

 

個の考え 
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「心に残るあの一文」の紹介  

図書室につながる階段 

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 本がいつもそばにある環境づくり

   ・児童が自ら「図書館に行きたい」と思えるような環境づくりを心がけた。

図書室につながる階段には，国語の教科書で出会った主人公や作品を掲示

した。 

・内容ごとに分類して本を並べたり，新刊コーナーや季節にちなんだ本 

    コーナーを設置したりするなどの工夫をして読みたい本を自分で選ぶ 

    ことができるようにしている。   

② 多読のすすめ ～「いつもそばに一冊」～ 

   ・「めざせ図書館マスター」，「めざせ貸し出し20,000冊」 

   ・全校児童による読書紹介「心に残るあの一文」 

・読書の足跡を残す｢読書貯金」 

   ・「親子読書カード」の実施 

   ・読み聞かせボランティアによる読み聞かせ 

  ③ 授業での実践 

   ・毎月１回の共通実践事項の振り返りカードに，図書を

活用した授業について書く欄を設け，その情報を研修

便りで共有している。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。活用場面は様々

であるが，図書を活用することによって児童の課題解

決につながることも多く，学びを深める一つの有効な

手段となっている。

 

(2) ＮＩＥの推進 

  ① 「比べ読み」のすすめ 

  ・玄関前に，読売新聞と秋田魁新報を読み比べるコーナーを設置した。

一面は，新聞の顔であり，その日，一番伝えたいことが選ばれている

ということを意識させるためである。

  ② 相手を意識して話したり書いたりする場の設定 

   ・朝の会のスピーチでは，記事を選び考えたことを伝えた。同じ新聞を

読んでも，心に残った記事が違うこと，同じ記事を選んでも，感想が

違うことに着目させて，考えの多様さから学ぶよさを実感させた。ま

た横手市が奨励している「みんな de 読もう新聞コンクール」のシートや学年に応じたシートを利用し

て，読んで考えたことを表現させた。 

  ③ 「みんなde読もうコーナー」と「先生のおすすめ記事コーナー」の設置 

   ・子どもたちが毎日通る階段に両コーナーを設置した。子どもたちが同じ学年や他の学年のシートを読ん

で，自分の考えと比べることができた。 

  ④ 授業での実践  「どの写真が合うかな？」（４年 国語科・秋田さきがけ新聞活用） 

   ・「アップとルーズで伝えよう」

の学習後，筆者の意図に着目

して読む力を確かめるための

評価問題として活用した。記

事に合う写真を選ぶために

は，書き手である新聞記者が

一番伝えたいことを読み取る

必要がある。筆者の意図に焦

点を当て，読む力を付けるこ

とをねらいとした。

先生のおすすめ記事コーナー
 

活用した新聞記事と選択させた各新聞社の写真  

毎月の振り返り 
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３ 「横手を学ぶ郷土学」の取組について 

   【実践例５ ６年国語 単元名「未来がよりよくあるために～意見を聞き合って考えを深め，意見文を書こう～」】 

     ○単元の目標 自分の意見が説得力をもつように，具体例や資料から書く材料を集めて分類したり

関係付けたりして，伝えたいことを明確にすることができる。 

     ○主な学習活動 

      １ 学習計画を立てる。 

      ２ ふるさとの未来について話し合う。 

      ３ 意見文を書く。 

     ○活用方法 

      ・ふるさとの未来に対しての自分の意見を明確にするために，「よこてだいすき」を資料として

活用し，ふるさとの過去や現在について調査した。 

      ・自分の意見文に，同書から引用するなど，説得力をもたせるための資料として活用した。 

 

【実践例６ 生活単元学習 単元名「３組ごっつぉメニューのパンフレットをつくろう」】 

     ○単元の目標 自分たちが育てた野菜を使って調理した「ごちそ 

            うについて伝える方法を考え，パンフレットを作

ることができる。     

     ○主な学習活動 

      １ パンフレットにはどんなことを書いたらよいか話し合う。 

      ２ 野菜やメニューを紹介する文を書く。 

      ３ 文章以外の担当を決め，取り組む。 

     ○活用方法 

      ・横手市の野菜，果物，畜産物等の生産量が県内でも上位にあることを知るために，活用する。 

      ・季節ごとに味わう横手の「ごちそう」について知るために，活用する。 

 

Ⅲ 成果と課題 

 ○「対話」については，研究実践を通して共通理解を深めてきた。それにより，広がりのある学び，深い学び

に結び付くような手立てが講じられるようになった。特に「ジャンプ」の時間については，教師が問い返し

たり，さらに考えを深めるような資料を提示したりするなど，教師の意識が高まり，指導技術が向上した。

また，事前に児童の考えを把握するなどの工夫をし，教師が意図的に考えを取り上げ，コーディネートする

ことにより，話合いが深まり，それが児童の深い学びに結び付いた。 

○振り返りについては，四つの視点を提示し，それに沿って毎時間実践を積み重ねてきた。それにより授業で

誰と考え,誰の意見で納得したのかについて書くことができるようになってきた。さらに，次の学習につなが

る問いに結び付く振り返りも見られた。これらの取組により，学びの実感を味わわせることができた。 

●話合いで深まった学びが個の力の定着に確実に結び付いているとは言えない。個のまとめの時間を確保し，

書いて表現する力を伸ばしていく必要がある。そのために日々の授業の中でも，単元評価問題や学習状況調

査問題を活用したりするなどの手立てが必要である。 

●授業における図書や新聞の活用については，毎月研修便りで取組を知らせ，共有することにより，教師の意

識が高まっている。図書については，今後も授業実践の継続，積み重ねをしていくことが大切である。また

ＮＩＥについては，学年の段階に応じた計画的な取組を行っていく必要がある。 

 

Ⅳ 来年度の取組に向けて 

・対話スタイルの工夫については，研究を継続し，深い学びができるようにしていく。特に，個々の力の定着

に結び付くための手立てについても研究を深め，授業実践を積み重ねていく。 

・学びの実感がさらに高まるように，単元の構成を工夫し，まとめの時間と振り返りの時間をバランスよく確

保する授業展開について研究する。 

・今年度同様，学級経営を大切にした教育活動を推進する。また，図書資料の活用，ＮＩＥについては，系統

性を考慮し，計画的な取組ができるようにしていく。個々の力の定着に結び付くための日常の取組について

も継続して推進していく。 

ごっつぉメニューパンフレット 

－ 81 －



研究主題 豊かなかかわりの中で，自ら学びを高める児童・生徒の育成
～学び合いと振り返りを通して，深い学びを実感できる子どもの育成～

「学びのさくらんぼ」をもとにした授業づくり

横手市立十文字第二小学校

Ⅰ 研究主題について
本校では 「学び合い」と「振り返り」をさらに充実させ，学びの質を高めたいと考え，次，

の研究仮説を設定した。
(1)「学び合い」のモデルを共有し実践を重ねれば，考えをつなぎ広げる学び合いの授業の質

が高まり，思考力・判断力・表現力が育つのではないか。
(2)「振り返り」の具体的な視点を共有し実践を重ねれば，学びの高まりを実感し，主体的に

学ぶ児童が育つのではないか。

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) 重点実践事項

「 」① 考えを広げたり深めたりする 学び合い
② 学びの高まりが実感できる「振り返り」

教師も子どもたちも「学び合い」と「振り
返り」のポイントや満足できる状態が一目で
分かる指標（ 学びのさくらんぼ ）とより詳「 」
しくしたカード（ さくらんぼカード ）を活「 」
用して授業を実践した。

学びのさくらんぼ：高学年用

学びのさくらんぼ：高学年用

さくらんぼカード（学び合い ：高学年用 さくらんぼカード（振り返り ：高学年用） ）

， ， ，また 深い学びの実現に向けた手立てとして 学び合いで子どもたちが考えを出し合い
整理し，さらに新たな考えを出しやすいように 「思考ツール」を活用した。それらの中，
で，効果的で使用頻度の高かったものを「さくらんぼツール」として教師と子どもたちで
共有した。

(2) 取組の実際
① ２年生活科の取組

【単元名「 】つたえよう！ スマイルいっぱい みんなのみえちく」
○グループで発表を見合い，よく伝わった内容についての感想やアドバイスを伝え合い，交
流した。
・自分が何を伝えたいのかを明確にしてから発表させた。
・聞き手は，４つの視点（しぐさ・表情・作成物・言葉）で発表を聞くようにした。発表

後，視点に合わせてスマイルカード（伝わったよカード）を渡したりアドバイスを伝え
たりさせた。

・スマイルカードをＸチャート上で整理したりアドバイスを書き込んだりさせ，自分たち
の発表のよかった点やより工夫すべき点に気付くことができるようにした。
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○学習の振り返りをした。
・本時のめあてからゴールまでの授業の振り返りの５つ視点のうち，どの視点で振り返る
かを明確にして振り返りをさせた。

Ｘチャート上で整理 整理されたXチャート 振り返りの５つの視点

② ５年道徳の取組
相手の立場も考えて〔Ｂ-（11）相互理解，寛容〕資料名「すれちがい 】【主題名 」

○相手のどんな行為に怒っているのか，何故すれ違ったのかをＫＪ法を用いて考えさせ，キー
ワードでまとめさせた。

○グループの話合いを基に，二人がすれ違った原因を全体で話し合った。二人の行為や気持ち
がはっきりするように発言を整理して板書した。相手の行為に怒っている二人の気持ちに共
通することがたくさんあることに気付き 「自分だけが悪くないのに 「どうして分かってく， 」
れないのか」と，相手に対しての不満がすれ違いの原因になっていることがはっきりした。

KJ法：キーワードにして付箋に 全体での学び合い：二人の思いを比較して板書

○価値に対する自分の思いの変化や自分の行為を見つめた。

児童の振り返り① 児童の振り返り②

③ ６年社会科の取組
平和で豊かな暮らしを目ざして 】【単元名「 」

○既習事項を基に，よりよい社会であるために取り組むべきことを考え，意見交流をした。
・個の考えをピラミッドチャート上でまとめさせ，他のグループに考えを説明させた。

達と学び合った成果（学びの深まり）やこれから調べたいことなどについて振り返りを○友
した。

ピラミッドチャートでプレゼン 児童の振り返り
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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年生：国語「くちばしのひみつを見付けよう」
鳥の図鑑を見ながら，問いと答えで説明する「くちばし図鑑」

を作った。海や川辺にすむ鳥・山にすむ鳥・平地にすむ鳥などを
比較でき，食べる物やえさのとり方が違うことを発見できた。

」「【 「 」使用した図書：くちばし図鑑 みずべのとり みぢかなとり
「のやまのとり」等】

○３年生：国語「本を使って調べよう」
学校司書の協力を得て，学校図書館の工夫を知る学習と本を使

って調べる方法を知る学習を並行して行った 「里山は，未来の。
風景から調べたい言葉を選び，百科事典，昆虫図鑑，動物図鑑，
国語辞典等を利用して調べた。

【使用した図書：ポプラディア，小学館の図鑑NEO「鳥 「植物」」
「動物 「地球・気象 ，国語辞典 等】」 」

児童が書いたシート○４年生：国語「読むことについて考えよう」
友達に紹介したい本を選び，読んで「ないよう」と「ここがおすすめ」を書いた。

，【 ， ， ，使用した図書：戦国ベースボール チョコレートのひみつ かいけつゾロリ もののけ屋
忍たま乱太郎，宇宙のふしぎ，おやゆびひめ，オズのまほうつかい，一休さん，恋する和パ
ティシエール，謎解きファイルズ，科学のふしぎ 等】

○６年生：国語「私と本」
自分が友達に推薦する本を選び，推薦文を書くために学校図書館を活用した。自分の読書

への意識を再確認する機会となった。

(2) 活動の取組ＮＩＥ
○１年生：国語「ねことねっこ 「おもちやとおもちゃ」」

新聞記事の中から，促音や拗音のある言葉を集めて，写し書きをした。いろいろな言葉を
見付けることができ 「 は 『を 『へ』をつかおう」の文を書く学習にも生かした。，『 』 』

○４年生：国語「新聞を作ろう」
新聞の一面を見て，構成の工夫を知り，自分たちの新聞づくりの参

考にした。他の学年や教師にインタビューして記事を書き，壁新聞に
まとめた。他校の４年生と付箋交流をした。

○５年生：国語「新聞を読もう」
新聞を読み比べて，受ける印象

の違いについて話し合った。浅田
真央さんの引退会見の記事につい
て２社の新聞の見出しや写真，リ
ード文などから受ける印象の違い
を話し合い，どうして違って感じ
るのかをシートにまとめた。その
後，新聞の編集の仕方や記事の書
き方に目を向けて，気になる記事

４年生の壁新聞を紹介した。 新聞記事の読み比べ

○６年生：社会「歴史探検に出かけよう」
歴史学習のオリエンテーションとして，過去の読売KODOMO新聞や毎日子ども新聞から歴史

に関する記事を見付けた。歴史の学習の中で，人物に関わる新聞記事を紹介し，関心を高め
た。

３ 「横手を学ぶ郷土学」の取組について
○３年生：社会「わたしたちの横手市」

横手盆地の全県写真を基に横手市の様子を学び，横手市巡りの学習に生かした。
○４年生：社会「県の地図を広げて」

横手盆地の面積や土地利用の様子，雄物川などについて調べるために活用した。
○５年生：社会「食料生産を支える人々」

横手が米作りに適している理由や横手の特産物を調べるために活用した。
○６年生：国語「ようこそ私たちの町へ」

横手市のよさを伝えるリーフレットを作るための情報を収集するために活用した。
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○６年生：総合「行ってきます！修学旅行」
横手と仙台の産業や環境などを調べ，違いを明らかにするために活用した。

○校長が全校児童を対象に，給食の時間に読み聞かせをした。

Ⅲ 成果と課題
目指す児童像に導くための「学びのさくらんぼ」について，その有効性を検証するために，７

月と10月に児童アンケートを実施した。以下は，５・６年生30名を対象としたアンケートの結果
と教師の見取り，教師による授業評価を基に，総合的に判断した。

１「学び合い」について
質 問 項 目 ７月ポイント 月ポイント10

①友達の考えを言いかえて話すことができる 2.2 2.4（↑0.2）
②友達の考えを聴き分け，違いを考えて話すことができる 3.0 2.7（↓0.3）
③聴いて気付いたことを広げ，話合いを深めることができる 2.3 2.8（↑0.5）
④自分たちで話合いを進めることができる 2.2 2.8（↑0.6）

４：できる ３：どちらかといえばできる ２：どちらかといえばできない １：できない

○４つの質問項目のうち３つにおいてポイントが上昇したことから 「学び合い」の具体的な姿，
が子どもたちに浸透し，学びの成果として実感するようになってきたことがうかがえる。
自分の意見との類似点や相違点を考えながら聞く態度が身に付いてきた 「～さんと似ていて○ 。
…」や「～さんと違って…」の話型を用いて友達の発言につなげて話す態度が，どの学年でも
定着してきた。 ポイントが上昇しているものの，２ポイント台が多いので，更なる全体的には
上昇を目指した指導の工夫改善が必要である。

●質問項目②は，ポイントが低下した 「～さんと～さんの考えを比べると…」の話型を用い。
て意見を比較したり関連付けたり，総合的に判断したりして話す力を育てることが課題であ
る。

●思考ツールの活用による「学び合い」をより活性化させるために，全体の場での思考ツール
の活用の在り方を工夫改善し，表現力の向上につなげていく必要がある。

２「振り返り」について
質 問 項 目 ７月ポイント 10月ポイント

⑤振り返りの視点を使って振り返ることができる 3.5 3.6（↑0.1）
⑥振り返りを通して，学んだことを確かめられる 3.3 3.5（↑0.2）
⑦振り返りを通して，これから学びたいことを見付けられる 3.4 3.9（↑0.5）

４：できる ３：どちらかといえばできる ２：どちらかといえばできない １：できない

○質問項目の全てで，ポイントが上昇した。授業の終末には 「学びのさくらんぼ」を基に，，
課題やめあてに照らしながら，分かったことやできたことを振り返る学習習慣が定着した。
友達と自分の考え方を比較して友達の考えのよさを見付けたり，自分の考えの確かさを自覚し○

振り返りができるようになってきた。たりする
○新たな疑問やこれから調べたいことを振り返りに書くようになり，次時につながる学習意欲

の高まりが感じられるようになった。
●授業の振り返りはよく実施されているが，単元全体の振り返りは十分とは言えない。お互い

の学びを認め合い，その後の学習意欲につなげていく大切な場と捉えて改善を図っていく必
要がある。

Ⅳ 来年度の取組に向けて
○思考力・判断力・表現力を高める「学び合い」
・ 学びのさくらんぼ」を活用した「学び合い」の充実を図る。「
・ さくらんぼツール」による思考の可視化によって 「学び合い」をより活性化させる。，「

手立てを工夫する。・ さくらんぼツール」を用いて表現する力を育てるための「
○学びの高まりが実感できる「振り返り」
・学びの実感につながる学習の振り返りを継続する。
・単元全体の振り返りを充実させる。

○家庭での読書量を増やす手立てと実践
○「横手を学ぶ郷土学～よこてだいすき～」の授業での更なる活用
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研究主題 豊かなかかわりの中で，自ら学びを高める児童生徒の育成
～～かかわり合いを通して，確かな力を付ける授業づくり

横手市立植田小学校

Ⅰ 研究主題について
児童一人一人の学習基盤としてのことばの力を高めるために，学校図書館の有効利活用とＮＩ

Ｅを推進し，ねらいを明確にした「対話」と「振り返り」を位置付けた「かかわり合い」のある
授業を展開することによって 「確かな力」を身に付けた「学びの質を高め合う子ども」が育成，
されると考え，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

対話を「対話Ⅰ （自己内対話 「対話Ⅱ （学び合い）に分けた捉え方(1) 」 ）， 」
① 「対話Ⅰ」＝内言：自己内対話

学び合い自力思考の働きを一つの対話と捉え，集団思考である「対話Ⅱ」と区別した。
が成立するためには，児童一人一人が，自分の考えをもたなくてはならない。本校では，こ
の児童一人一人の考えが成立する場を自己内対話と定義し，自分の考えを根拠をもって他者
に伝えるために，ホワイトボードを活用した実践を積み重ねてきた。

② 「対話Ⅱ」＝外言：学び合い
「対話Ⅰ」の充実は，集団思考である「対話Ⅱ」での学びの質を高め，主体的・対話的で

深い学びが生まれると捉えた。

対話Ⅰ・対話Ⅱにおけるホワイトボードの活用(2)
① 児童一人一人の考えが成立する場を自己内対話とし，その考えを根拠をもって他者に伝え

るためにホワイトボードを活用した。
， 。 ，② 自己内対話によって生まれた考えを ホワイトボードで可視化する 全員の考えを掲示し

他者に分かるように説明する。そして，根拠をもって比較・検討していくことによって「主
体的な学び」が促された。

③ ホワイトボードを活用するにあたり，後期が始まってすぐ全校児童を対象にしたオリエン
テーションを実施した。前期の研究の評価からホワイトボードの使い方に課題が見えてきた
からである。ホワイトボードへのかき方，黒板への掲示の仕方，話し方の約束を決めるなど
の職員を含めた全校体制での取組が，前期以上に「対話的な学び」につながった。

④ ホワイトボード上に表された児童一人一人の考えから，共通点や相違点を探したり，比較
・検討したりする。また，簡潔で明瞭な考え方を探ったり，よりよい結論をみんなで導き出
したりすることができるようになってきた。この過程に，各教科等の「見方・考え方」が働
いた時 「深い学び」が実現する。，

ホワイトボードを活用した実践

【全校児童を対象にしたオリエンテーション】

「オリエンテーションの内容」
○思考ツールとしてのホワイトボード

のよさを説明。

○かき方について

・聞き手を想定し，分かってもらう

ためにかく

・箇条書きを使う ・文字の大きさ

・色を使う

黒，赤，青の３本を全校児童に

配付

・記号の意味

矢印 「まとめると」の示し方

○貼り方

・自分の意見との共通点や相違点を

考えて貼る

○話し方

オリエンテーションの様子
・お天気キャスターのように
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【算数科における思考ツールとしての実践例】
○１年 単元名「ひきざん２」

繰り下がりのあるひき算の仕方を考える際にホワ
イトボードを用いた。

「ひきざん」の単元では，多くの児童が具体物の
ブロックをホワイトボード上で操作したり，半具体
物の図を用いて考えていた。

本単元では，さくらんぼ計算を図に表し，10のま
とまりを基に考え，計算の仕方を説明した。思考の
過程を１年生で可視化する力やそれを他者に伝える

１年：算数力が付いてきている。
○５年 単元名「分数のたし算」

分母が異なる分数のたし算では 「通分」がキー，
ワードになる。右記の児童は，分母・分子に同じ数
をかけて通分し，その結果を矢印と丸囲みを用いて
分かりやすくホワイトボード上に表現している。

自分の考えを説明するために 他者を意識し こ， ，「
の表現の仕方で伝わるか。分かってもらうことがで
きるか 」ということまで考えて書いている。思考。
ツールとして，ホワイトボードが有効に活用された

５年：算数好例である。

振り返りの視点の与え方(3)
① 本校では，まとめ・振り返りを一連の児童の思考の流れと捉えた上で，振り返りの研究を

進めてきた。それは 「集約 「収れん」された児童の言葉がまとめとなり，視点を明確に， 」
した振り返りを行うことで次への意欲がわき上がってくる，と捉えているからである。

。，，② 低学年では １時間の授業の振り返りの視点の例をシートに明示し 全員に配付している
中・高学年は，低学年で身に付けた視点に沿った振り返りの書き方を生かしたり，教師から
提示される視点に基づいたりしながら振り返りを行った。

③ 中・高学年に関しては，単元を通しての振り返りや前期・後期といった長いスパンでの振
り返りが，児童にとって「深い学び」になったかを見取る指標になるよう継続して研究を行
った。

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の推進

① 朝の一斉読書（水曜日は「図書館で朝読書 ）」
月～水，金曜日は朝8 05～8 20の15分間，一斉読書の時間: :

を設定している。毎週水曜日は「図書館で朝読書」と，上
学年と下学年が隔週で図書館で読書をしている。

下級生は，上級生が集中して読書をする姿に刺激を受け
たり，学校司書に本の相談をしたりする姿が見られ，充実

図書館で読書した読書の時間となっている。なお，木曜日は子ども新聞
を読む日としている。

② 多読の推奨
」「○図書委員による多読のすすめ… めざせ！図書館マスター

「全校で10,000冊！」
今年の図書委員会（本となかよし委員会）の活動のめあて

」「は 全校で10,000冊読んでもらえるようにはたらきかけよう
」「。， ，であり 全校に多読を勧めている 30冊で 図書館マスター

100冊で「図書館マイスター ，200冊で「伝説の図書館マス」
ター」と図書委員が命名し，それぞれの冊数を読んだ人を全
校の前で表彰している。また，図書館前に顔写真と名前を貼

，，。って紹介している 表彰されると 昼休みにくじ引きができ
図書委員手作りのしおりやカードが贈られる。図書委員の働
きかけによって，全校で本をたくさん読み，読書に親しむよ
うになってきている。

「全校で10,000冊読破」は，２月に達成された。図書委員
マスター・マイスターの掲示や全校児童が，達成感や満足感を味わうことができた。
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読書の記録を残す｢読書貯金」…「どんどんふやそう！どくしょちょきん」○
読んだ本の名前を｢読書貯金｣に記録している。10冊記録するごとに用紙の色を変えている

ので児童は次の用紙をもらうことを楽しみにしている。記録に残すことで，児童は自分の読
書量を知り，教師は児童の読書傾向を把握し，選書指導に生かすことができている。

③ 授業での実践
【 】 （ ）単 元 名 わたしはできる！ ４年・総合的な学習
【活用方法】

パラリンピックやパラスポーツについて調べたり，体
験したりすることを通して，障害のあるなしに関わらず
誰もがスポーツを楽しみ，生きがいをもつことができる
ことを知る学習である。導入で示されたスポーツ以外に
どんな種目があるのか，どのような競技なのかなどを図
書館の本で調べた。調べたことを基に実際にパラスポー
ツに取り組んだ。

【活用した図書】
パラスポーツについて調べる児童『オリンピック・パラリンピック大百科』

【実践を通して】
調べたことを基に，いろいろなスポーツに挑戦した。実際にやってみることで，パラスポ

ーツの楽しさや障害の大変さなどについて考えることができた。

(2) ＮＩＥの推進
① 日常の実践

○「植田っ子新聞の日」の設定
平成28年度から毎週木曜日に「植田っ子新聞の日」を設定し

て，年間35回（横手市からの提供８回に加え，植田小学校独自
で27回）の新聞購読を実施し，朝活動の15分間は，全校が「読
売KODOMO新聞」をじっくりと読み，感想を書いている。下学年
は，それぞれの教室で活動する。上学年は縦割り班ごとに廊下
で意見交流をしながら読んでいる。興味・関心を広げたり，意
見の相違を感じたりすることがねらいである。

縦割り班で活動する上学年

○発達段階に応じた活動の工夫
各学年で発達段階に応じて 「植田っ子新聞の日」の活動内容を設定している。，

【１年生の例】
・選ぶ記事に写真を推奨することで，早い段階から意欲的に取り組むことができる。
・ しゃしん・きじをえらんだわけ」を６つの感じ方から選択させ，読む視点を意識させ「

）。ている 複数の理由を選ぶ場合もあり 見方が深まってきていることを感じる，。 （拡大写真

・感想を書かせ，朝の会や帰りの会で発表させている。数ヶ月で感想の分量が増えるとと
もに，５月には，写真だけを見て感想を書いていた児童が，７月には，写真だけでなく
記事から読み取ったことを併せて書いており，継続している成果が表れている。

なんでこんな

おしろみたいな

がっこうなんで

しょう。びっく

りしました。

同じ児童における読み取り方の変容の例

７月の記事と感想５月の記事と感想

拡大写真）（

しょうわくせ

いがちきゅうに

しょうとつする

なんてびっくり

。 ，しました でも

すぐに，しょう

とつしないとし

ってあんしんし

ました。
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【３年生の例】
・１・２年生と比較すると，感想を書くスペースが一気

に増えるが，６月以降は，大部分の児童が15分の活動
時間で感想を書けるようになっている。記事の内容を
的確に伝える手段として，読み取る際に大切だと思う
ところに線を引き，効果的に引用するように指導して
いる。

・タイトルを付けさせることで，単なる記事の紹介では
なく，自分との関わりで紹介できるように意識させて
いる。

・感想を書き終わった児童は，他の児童からコメントを
もらっているが，相手の感想に寄り添ったコメントが
増えてきている。朝の活動でできない場合は，隙間の
時間を使い，宿題にはしていない。

・１・２年生の時は，記事の選択が写真のインパクトに
左右されがちだったが，３年生になって，自分との関
わりから選ぶことが増えてきた。右の児童は，将来美
容師になる夢をもっており，そのためこの記事を選ん
でいる。

新聞記事へのコメント

３ 「横手を学ぶ郷土学」の取組について
(1) 各学年の活用例

【６年生の例 総合的な学習の時間「横手と平泉 】」
修学旅行で見学する平泉につながる資料として修学旅行前に活用した。その後，金沢資料

館を見学し 後三年合戦の流れや関係する人物について体験的な学習を行った さらに 後， 。 ，「
三年合戦物語」を読み，修学旅行の事前学習に活用した。なお，修学旅行及びこの活動は睦
合小学校と合同で行っている。

【３年生の例 社会科「わたしたちの市の様子 】」
市内巡りの事前・事後学習でコースや見学先の確認資料として活用した。写真資料で確認

した場所に実際に行くことが，市内の地理や名所などについて実感を伴った学びにつながっ
た。その後，市内巡りを生かした「横手市見どころポスター」の作成にも活用した。

【２年生の例 生活科「野菜を育てよう 「生き物と植物 】」 」
横手の自慢の野菜を農園に植える野菜を決める際に使用した。全国や県内で生産量１位，

２位の作物があることが児童に驚きを与えた。
また，身近にいる生き物や見たことがある植物などへの興味・関心が高まった。真人公園

にザリガニ釣りに行く際の事前学習として活用できた。
【特別支援学級の例 「なかよし交流会 】」

増田・十文字地区のなかよし交流会で，近代美術館を見学した。近代美術館の彫刻の写真
資料を事前学習で活用し，載っていた彫刻を見付けることができ，喜びにつながった。

(2) 学校全体の取組として
今年度は，各学級が独自で活用することが多く，学校全体の取組としては薄かった。各教科

等で活用する部分から活用していくというスタンスであったため，学校全体として意図的・系
統的な取組までに至らなかった。

来年度は，今年度の実践を生かしつつ，小学校段階で活用できる部分を系統立てた年間計画
を作成しながら，取組を進めていかなければならない。

Ⅲ 成果と課題
○研究を「思考ツールとしてのホワイトボードの活用」に焦点化したことによって，児童にとって

も職員にとっても，同じベクトルで深まりのある研究を推進することができた。
○児童が自信をもって発表している場面が多く見られるようになった。また，分かろうとして聴く

態度が育ってきている。
●長期的なスパンでの振り返りの在り方

Ⅳ 来年度の取組に向けて
・思考ツールとしてのホワイトボードの有効利活用の推進。
・長期的なスパンでの振り返りの実践 「単元で 「前期・後期で 「１年間で」児童が自己の成長。 」 」

を実感し，それを次の成長に生かしていく取組。
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研究主題 豊かなかかわりの中で，自ら学びを高める児童・生徒の育成
～対話の楽しさを味わわせ，学びを実感する力を育てる授業づくり～

横手市立睦合小学校

Ⅰ 研究主題について
今年度の研究主題は十文字中学校区共通のものである。十文字中学校区の共通実践事項である

「対話」と「振り返り」をキーワードにした授業づくりをすることにより，本校教育目標の「自
分磨き」と「他者との関わり」を具現化できると考え，本年度の研究副主題を設定した。

Ⅱ 研究の実際
１ 学びの質を高める「言語活動の充実」に向けて

(1) 研究の重点と授業における実践事項
① 「主体的に考え，集団の中でより深く考える子ども」に育てるために
・資質・能力を育成させる対話的な学びの時間（むつみあいの時間）の

設定（ペア，トリオ，グループ，バズ，全体）
「むつみあいの時間」… 和気あいあいとした中でワイワイガヤガヤ
と仲間と考えを比べたり，まとめたりする時間。温かい雰囲気の中に
も困難な課題に立ち向かう気概のある時間。
むずかしい課題にも… 低：じぶんのかんがえをもつ

中：自分なりに整理した考えをもつ
高：根拠や説得力のある考えをもつ

つなげて……………… 低：おおきなこえではっきりはなす
中：相手に分かるように伝える
高：説明の仕方を工夫して伝える

みんなで……………… 低：ともだちのかんがえとおなじ（ちがう）
かかんがえる

中：友達の考えと比べて，つなげて話す
高：共通点や相違点を整理しながら，協力してまとめる

あたらしい考えを…… 低：ほかにもっといいかんがえがないかはなしあう
中：みんなでさらに話し合いたいことを考える
高：多面的な視点から課題やめあてを再検討する

いま，ここで………… 低：ともだちのかんがえをきいて，もういちどかんがえる
中：自分の考えを広げたり深めたりする
高：友達の考えのよさを取り入れて，自分の考えを見直す

・明確な学習課題やめあてを設定し，まとめ・振り返りまで整合性のある授業づくり
・子どもの「問い」や疑問を生かした学習課題やめあての設定
・ むつみあいステップアップシート」の活用「
・個人での思考の場や集団で思考させる場面での教師の適切な関わり

② 「学習を振り返り，新たな価値を見いだす子ども」に育てるために
・学びを実感させる振り返りの時間（やなぎの時間）の設定

「やなぎの時間」…100年以上の長い間，睦合っ子を見つめ続けてき
た柳のように，今日の自分の学びを見つめる時間。次の学びへのステ
ップアップの時間。
やりかたや考え方が分かったよ……自分に付いた力を実感する。
なかまと学んだから分かったよ……協働的な学びのよさを実感する。
ぎもんや調べたいことが新しく出てきたよ……新たな課題を見付け，

意欲をもつ。
・振り返りの視点の与え方の工夫 ・既習内容や各教科等の用語などの掲示
・評価問題の効果的な活用

(2) ユニバーサルデザインの視点に基づいた学習環境づくり
① 全教室前面の「むつみあい」と「やなぎ」のシート

・ むつみあい」と「やなぎ」は本校の学習の旗印として子どもたちに定着「
・対話の目的や振り返りの視点を確認するときに，このシートを活用
・全教室の前面を落ち着いた雰囲気に統一

むつみあいシート

やなぎシート

② ホワイトボードの活用
・自分の考えを可視化
・キーワードのみホワイトボードに書き，発表の際は話し言

葉を補足しながら説明
・自分たちの考えを分類・整理するときに有効

③ 「学習の進め方シート」の活用
・子ども自身が授業の流れをイメージ
・睦合授業スタンダードの確立

(3) 取組の実際（①②は協議の視点）
実践例1 第２学年 特別活動「話し合おう 『１年生となかよし大さくせん 」』

① 今回の話合い活動は，子どもたちが問題意識や必要感を高め，自主的・実践的な活動に
つながるものだったか。
・今回の議題について，一人一人が自分の考えをしっか

りもって話合いに臨めるように，また，１年生ともっ
と仲良くなるために，どんなことを行いたいのか自分
の考えを学級会ノートに記入させ，学級会に臨んだ。
このことにより，全員が積極的に話合いに取り組むこ
とができた。

・めあてと提案理由を拠り所にしたことで，自分の考え
に対する理由をしっかりと言いながら，話合いを進め
ることができた。

・学級活動(1)の「だしあう 「くらべる 「まとめる」の」 」
三つの段階を黒板に掲示することにより，子どもたち
が今何を話し合っているかを確認することができた。また，話合いをいつまでするかが分

， 。かるように時計のイラストやタイマーを使うことで 見通しをもって進めることができた
② 今回の振り返りは，集団で話し合うことのよさを実感し，実践に向けての期待感を高め

るものであったか。
・振り返りの視点として 「自分やともだちのよかったところやがんばったところ 「楽し， 」

みなことやがんばりたいこと」について書くように指示した。振り返りには 「１年生が，
楽しんでくれるようにせいこうさせたい 「これからじゅんびをがんばっていきたい 「み」 」
んなでかんがえてよいことがきまったので，たのしいしゅう会ができそう」などと書か
れていた。自分たちで話し合ったことが，集会活動に生かせることで実践への期待感を
高めていくことができた。

実践例２ 第５学年 国語科「ビブリオトークで本の新しい魅力を見付けよう」
① 読み取ったことや考えたことを伝え合う力を育成するために，今回の対話的な学びの場

（むつみあいの時間）の仕方や手立ては有効だったか。
・図書を推薦し合う活動「ビブリオトーク」を通して，本の新しい魅力を発見し，友達の

紹介のよさを見付け，自分の考えを広げたり，考えを深めたりする姿を期待して設定し
た単元である。

・推薦するときに，本を準備するだけではなく，本の
魅力が分かる「ビブリオカード」を準備した。本の
題名や作者・筆者だけではなく，どんな本かを自分
の言葉でまとめたり 「心に残った言葉・場面」を書，
いたりするなど，紹介するための手掛かりとなるキ
ーワードを書いた。このことによって，可視化され，
聞き手がイメージしやすくなり，より対話的な学びが
可能になった。

・本時では，グループで紹介し合うことで，自分の紹介に自信をもったり，友達と比べたり
することを目的とした。グループや全体での話合いで 「古代の釘のすごさ」と「白鷹さ，
んの釘作りへの思い」という共通点を見いださせ，本教材の魅力について考えを探ること
ができた。

② 学びを実感できる振り返り（やなぎの時間）の視点の与え方や紹介の仕方は，新たな学び
へつながるものだったか。
・学びを実感できる振り返りをさせるためには，単元の導入が大切である。単元の導入の

工夫により，子どもたちが単元のゴールをイメージすることができ，意欲が持続され，
毎時間の振り返りが学びを実感できるものや「早くビブリオトークがしたい」などの次
への意欲につながるものになった。１時間ごとに振り返りの三つの視点を与えたり，選
択させたりすることで，ねらいと振り返りの整合性をもたせることができた。

ホワイトボードを使って考えを整理・

分類することで教材文の魅力に迫る

学級活動(1)「だしあう 「くらべる」」

「まとめる」の三つの段階の掲示

学習の進め方シート
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② ホワイトボードの活用
・自分の考えを可視化
・キーワードのみホワイトボードに書き，発表の際は話し言

葉を補足しながら説明
・自分たちの考えを分類・整理するときに有効

③ 「学習の進め方シート」の活用
・子ども自身が授業の流れをイメージ
・睦合授業スタンダードの確立

(3) 取組の実際（①②は協議の視点）
実践例1 第２学年 特別活動「話し合おう 『１年生となかよし大さくせん 」』

① 今回の話合い活動は，子どもたちが問題意識や必要感を高め，自主的・実践的な活動に
つながるものだったか。
・今回の議題について，一人一人が自分の考えをしっか

りもって話合いに臨めるように，また，１年生ともっ
と仲良くなるために，どんなことを行いたいのか自分
の考えを学級会ノートに記入させ，学級会に臨んだ。
このことにより，全員が積極的に話合いに取り組むこ
とができた。

・めあてと提案理由を拠り所にしたことで，自分の考え
に対する理由をしっかりと言いながら，話合いを進め
ることができた。

・学級活動(1)の「だしあう 「くらべる 「まとめる」の」 」
三つの段階を黒板に掲示することにより，子どもたち
が今何を話し合っているかを確認することができた。また，話合いをいつまでするかが分

， 。かるように時計のイラストやタイマーを使うことで 見通しをもって進めることができた
② 今回の振り返りは，集団で話し合うことのよさを実感し，実践に向けての期待感を高め

るものであったか。
・振り返りの視点として 「自分やともだちのよかったところやがんばったところ 「楽し， 」

みなことやがんばりたいこと」について書くように指示した。振り返りには 「１年生が，
楽しんでくれるようにせいこうさせたい 「これからじゅんびをがんばっていきたい 「み」 」
んなでかんがえてよいことがきまったので，たのしいしゅう会ができそう」などと書か
れていた。自分たちで話し合ったことが，集会活動に生かせることで実践への期待感を
高めていくことができた。

実践例２ 第５学年 国語科「ビブリオトークで本の新しい魅力を見付けよう」
① 読み取ったことや考えたことを伝え合う力を育成するために，今回の対話的な学びの場

（むつみあいの時間）の仕方や手立ては有効だったか。
・図書を推薦し合う活動「ビブリオトーク」を通して，本の新しい魅力を発見し，友達の

紹介のよさを見付け，自分の考えを広げたり，考えを深めたりする姿を期待して設定し
た単元である。

・推薦するときに，本を準備するだけではなく，本の
魅力が分かる「ビブリオカード」を準備した。本の
題名や作者・筆者だけではなく，どんな本かを自分
の言葉でまとめたり 「心に残った言葉・場面」を書，
いたりするなど，紹介するための手掛かりとなるキ
ーワードを書いた。このことによって，可視化され，
聞き手がイメージしやすくなり，より対話的な学びが
可能になった。

・本時では，グループで紹介し合うことで，自分の紹介に自信をもったり，友達と比べたり
することを目的とした。グループや全体での話合いで 「古代の釘のすごさ」と「白鷹さ，
んの釘作りへの思い」という共通点を見いださせ，本教材の魅力について考えを探ること
ができた。

② 学びを実感できる振り返り（やなぎの時間）の視点の与え方や紹介の仕方は，新たな学び
へつながるものだったか。
・学びを実感できる振り返りをさせるためには，単元の導入が大切である。単元の導入の

工夫により，子どもたちが単元のゴールをイメージすることができ，意欲が持続され，
毎時間の振り返りが学びを実感できるものや「早くビブリオトークがしたい」などの次
への意欲につながるものになった。１時間ごとに振り返りの三つの視点を与えたり，選
択させたりすることで，ねらいと振り返りの整合性をもたせることができた。

ホワイトボードを使って考えを整理・

分類することで教材文の魅力に迫る

学級活動(1)「だしあう 「くらべる」」

「まとめる」の三つの段階の掲示

学習の進め方シート
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・単元の導入では，子どもたちに本の楽しさを教えてくれている学校司書のビブリオトーク
，，。を聞く活動を行った このことによって ビブリオトークのやり方やよさを知るとともに

「自分たちもお気に入りの本を紹介したい」という思いを高めることができた。子どもた
ちと一緒にビブリオトークのよさについて考えたり，本のよさを伝えるために必要な力を
考えたりしたことも意欲につながった。

２ 学校図書館の利活用及びＮＩＥの推進について
(1) 学校図書館の有効活用

① 図書館の環境整備
・図書館担当教諭と学校司書を中心に全職員で学校図書館の

整備を継続して行っている。図書委員会おすすめコーナー
を設置するなど子どもたちの手でも環境を整備している。

，」「・学校図書館前に 今月のおすすめコーナー を設置したり
新刊のコーナーを設置したりすることで，子どもたちの読
書意欲を高めている。

② 多読の推進
・今年度も昨年度に引き続き，一人年間100冊，全校年間10,000冊という目標を設定した。

学校司書が作成した読書貯金通帳を活用し，100冊達成すると色が違う２冊目の通帳にな
る。また，100冊を達成すると図書館前の「読書の木」に花を咲かせることができる。こ
のことも多読に対する意欲を高めている。

・学校図書館に上学年チャレンジコーナーを設け 「あさのあ，
つこ 「はやみねかおる 「香月日輪」の３人の小説（物語）」 」
を読むように勧めている。このコーナーを読書のホップ（中
学年向け児童書 ，ステップ（高学年向け児童書 ，ジャンプ））
（ヤングアダルト文庫・一般書）として，中学校での読書に
つながるようにしている。

・年度始めに担任が学年必読書（10冊）の見直しを行い，課題
図書と必読書のコーナーを学級に設置している。課題図書や
必読書を何冊か読み終えると，パズルのピースをもらうこと
ができる。学級の全員が達成すると一つの絵が出来上がる
ようになっている。また，前期と後期に課題図書と必読書
を読み終えた子どもたちを表彰している。

③ 市立図書館の利用
・夏休み前と冬休み前の２回，雄物川図書館，増田図書館へ

上学年と下学年に分かれて訪問した。市立図書館の訪問を
通て，読書を楽しみ，読書への関心を高めることができた。
また，市立図書館の特色やよさに気付き，十文字図書館以
外の市立図書館を身近に感じ，利用したいという意欲も高
まった。

④ ことばの回廊とことわざコーナー
・階段や廊下にことわざや慣用句の掲示をしている。ことわ

ざや慣用句の一部を抜いたものや裏面に意味や由来を書い
たものがある。このように，クイズ形式にすることで子ど
もたちが楽しみながらことわざや慣用句に親しんでいる。

・学校図書館前には 「今日のことわざ」をホワイトボードに，
学校司書や図書委員が書いている。毎日違うことわざが紹
介されているため，子どもたちは興味をもって見ている。

⑤ 児童集会「本をもっとすきになろう集会」
・おはなしぽぽポの方々に協力していただき，図書委員会が

児童集会を行った。本やことわざについてクイズを出題し
たり，自分たちで作成したペープサートを使っての読み聞
かせをしたりするなど，全校のみんなが図書に親しむこと
ができる楽しい活動が行われた。

(2) ＮＩＥ活動の推進
・チャレンジタイムでのＮＩＥ活動の継続 ・学校図書館前と学級にＮＩＥコーナーを設置
・読売KODOMO新聞の購読（毎週木曜日 含：横手市「子ども新聞の日 ，秋田魁新報の購読」）

（３年生以上 年間10回）
・学校図書館の新聞閲覧コーナーの設置

言葉の回廊

廊下や階段にことわざを掲示

今日のことわざ

毎日違うことわざを紹介

読書のホップ・ステップ・

ジャンプのオリエンテーション

課題図書と必読書の

イラストパズル
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① ＮＩＥタイムの継続
・毎週火曜日のチャレンジタイムに，秋田魁新報日曜版さき

がけこども新聞の記事を読み，読み取ったこと，考えたこ
とを書く。

・校長が子どもと同じシートに記入したものを校長室前の 校「
長室からＮＩＥ」のコーナーに掲示している。このシート

。と自分の考えと比べている子どもたちの姿が多く見られる
・低学年は，横手市子ども新聞の日に，自分が気に入った記

事を見付けて，それについての感想を書いている。低学年
の子どもたちも新聞を楽しんでいる。

② 新聞を活用した授業づくり
・５年生の実践「新聞を読もう」より

新聞の構成（逆三角形の構成）について学んだ後，二つの
新聞記事（浅田真央さんの引退を扱った記事）の違いについ
て学習した。また，十文字地区４校合同の「保呂羽山宿泊体
験学習」での思い出を新聞にまとめるために，魁新報社の記
者の方から新聞について学ぶ機会を設定した。そして，完成
した新聞を読み合い，さらに交流を深めた。

３ 「横手を学ぶ郷土学」の取組について
(1) 「よこてだいすき」を活用した実践の蓄積

・本校パソコンの共有フォルダに 「よこてだいすき 実践例，
枠」を作成し，実践したときに担任が入力し，実践を蓄積
している。

・研究主任部会夏季研修会で紹介された各校の実践や研修会の中で話し合ったことを職員で
共有し，実践の参考にした。

(2) 実践例
・５年 社会「日本の地形と気候」

「様々な地形の様子」の図を見て，山脈や山地，平野，盆地などの用語を学ぶときに，奥
羽山脈が日本一長い山脈，横手盆地が日本一広い盆地ということを知ることで郷土に対する
関心を高めることができた。

季節風と天候の関係について，なぜ横手盆地が豪雪地帯なのかなど，自分たちの住んで
いる地域で考えることによって，理解をより深めることができた。

・６年 総合的な学習の時間「みんなでつくる修学旅行」
修学旅行で平泉を訪問するための事前学習として活用した 「よこてだいすき」で学習し。

た後，後三年合戦金沢資料館に行き，横手と平泉のつながりについての理解を深めた。

Ⅲ 成果と課題
○授業改善デザインを見直し，子どもの視点に置き換えた「授業改善デザイン （学習の進め方シ」

ート）を作成したことで，子どもが授業の流れをイメージすることができた。
○どの子どもにも，自分の考えをもたせて「むつみあいの時間」に臨ませるようにしたことで，積

極的に話合いに参加できるようになった。
○「やなぎの時間」シートを作成したことで，振り返りの視点が明確になり，子どもたちが振り返

りの必要性を感じるようになった。また，今日の振り返りの視点は「や・な・ぎ」のどれがふさ
わしいかを考えられるようになった。

●対話的な学びによって，どのような力を付けたいのかを教師が明確にする必要がある。また，子
ども自身がそのことを分かった上で対話的な学びを行う必要がある。

●振り返りを必ず行うことで，その時間の学びを実感できるような振り返りが少しずつできるよう
になってきてはいるものの，自己の変容を十分に実感できているとは言えない。視点を基にして
教師がどのような振り返りをさせたいかを考え，関わることが大切である。

Ⅳ 来年度の取組に向けて
「むつみあい」と「やなぎ」は，本校の旗印である。来年度もこの二つを継続しながら，子ど

もたちの資質・能力を育成するために 「主体的・対話的で深い学び」を目指していく。特に，，
「対話的な学び（むつみあい 」についての研修を重ね，教師の授業コーディネート力の向上を）
図っていき，十文字地区の目指す児童生徒の姿を実現できる授業づくりを行っていきたい。

校長室前のＮＩＥコーナー

子どもたちと同じシートを活用

１年生のＮＩＥコーナー

１・２年生は自分の

お気に入りの記事を紹介
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研究主題 豊かなかかわりの中で，自ら学びを高める児童・生徒の育成
～｢話して聞いて考えて みんなのことばで学びをつくる｣J-tiveラーニングによる授業改善 ～

横手市立十文字中学校

Ⅰ 研究主題について
昨年度から２年間，本中学校区は，横手市の「言語活動の充実による学力向上推進事業」の研

究指定校区となっている。そこで，十文字地区小中連携教育協議会では，研究主題を各校共通の
研究主題とし，副主題は各校で定めることとした。

本校では，昨年度の｢他の考えや質問，リアクションを受けて，自らに問い直すことのできる
生徒｣という目指す姿からさらに一歩進め，話して聞いて考え合う双方向の言語活動に焦点を絞
り，３人による話合いやグループごとの交流学習であるクロストーク，そして全体での話合いに
よってみんなのことばで学びをつくる授業改善｢J-tiveラーニング｣を全職員で実践することによ
って，豊かなかかわりの中で自ら高まる資質・能力を身に付けることができると考え，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

(1) 考える力を付けるために

① 話型の掲示

クロストークとは，グループ同士の意見交流のこと
で，３人による話合いからさらに発展して，グループ
同士の意見交流を位置付けた。クロス，すなわち故郷
十文字の十の漢字と，グループ交流の掛け合わせから
クロストークと名付けた。はじめは，グループ同士の
意見交流のことだったが，合い言葉のように浸透して
くると，３人による話合い，グループ交流，全体での
話合いも全て含めて，クロストークと呼ぶようになっ 話型モデル

た。話型モデルを完成させて，共通実践を図った。

② 話し方・聞き方スキルアップトレーニング

生徒と共に大志の時間を使って，話し方，聞き方スキ
ルアップトレーニングを行った。サイコロを振ったり，
カードをめくったりして，テーマを選び，それに対し
てどんどん意見を出していく。順番にどんどん考えを
出していく話合いを，ルーレットと名付け，トレーニ
ングした。話型モデルを使いながら，いろいろな話合
いの型を身に付け，話をすることが楽しみになってき ルーレット

ている。
また，よい話し手を育てるために，よい聞き手を育

てるために，ＳＮＳ世代の生徒に合わせて，ラインス
タンプからヒントを得て，話合いが前向きで明るく，
楽しいものになるように，反応したり，つないだりし
てトレーニングを行った。

③ クロストーク（グループ交流による話合い） 聞き方スタンプ

課題解決のプロセスにおいて，一つの見方・考え方

だけではなく，多面的・多角的な視点で考えて，関連

付けたりまとめたりすることで，深い学びに向けて実

現できるものと考えた。そのために，３人の話合いだ

けでなく，グループ同士の交流を各教科等で取り入れ，

実践を積み重ねた。ホワイトボードを活用したり，思 グループ交流学習
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考ツールを使ったりして各教科で工夫した取組が見られた。

④ 問い直し・まとめ・振り返り

「問い直し」は，学んだことを別の見方で考え直すことで，より一層理解が深まったり，

また，学んだ見方・考え方を別の事象に生かすことで，新たな思考･表現に広げたりする機

能として位置付けた。「問い直し」は学んだプロセスを一度たどる必要があることから，｢発問｣

や｢振り返り｣の手立てによって，自分の既習事項と関連付けたり，統合させたりできる。そ

うすることで，概念となったり，新たな思考や表現が生まれたりする。こうしたことから，

問い直し・まとめ・振り返りを一連の活動と捉え共通実践してきた。

(2) 学びに向かう力を付けるために

黒板に学習課題とともに，キャリア的な視点で十中力（前に形に）を提示し，生徒に意識
じつりよく

させ自覚させる積み重ねを共通実践してきた。十中力とは，本校が身に付けさせたい資質・
じつりよく

能力であり，「自分の在り方を身に付けた生徒」と定義付けたものである。

毎時間，学習課題を提示し，今日のゴールを確認した後，今日の学習で磨きをかけたいキ

ャリアeyeは何かを生徒に問うことで，本時のゴールに向かって，十中力を自覚しながらね

らいを達成させる共通実践である。生徒たちは以前より，協力して活動したり，根気強く最

後まで取り組んだりするようになった。

十 中 力
在り方を考え行動

振り返る力 見つめる力 見通す力
（自己理解・自己管理能力）

他と共に在る
（人間関係形成能力） 認める力 協働する力 貢献する力

（社会形成能力）

真剣でしなり強い
持続する力 前向きな力 形にする力

（課題対応能力） キャリアeye 十中力

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 読書の時間
毎朝15分間，学級担任も一緒に朝読書に取り組んでいる。朝読

書の時間が，生徒にとって，本に親しむきっかけの時間となるよ
う配慮している。また，毎週水曜日のオアシスタイムが，ゆとり
をもって自由に読書し楽しみを味わう時間となっている。

② 読み聞かせ
地域ボランティアとして活動している「おはなしぽぽポ」の皆

さんに，朝読書の時間においでいただき，学級ごとに絵本の読み
聞かせを実施した。

③ 「ことばの樹」の掲示
各学級で「ことばの樹」を掲示している。朝読書の時間やオア

シスタイムで読んだ本の中から書きためていた心に残った言葉，
生活ノートや新聞スクラップ等でためていた心に残った言葉やフ
レーズなどを付箋に書いて「ことばの樹」に貼り，共有している。

④ 文化委員会の活動
文化委員会の活動として，本を紹介するポスターを掲示したり，校内放送で新しい本を紹

介したりして，生徒の図書への興味・関心をもたせるように努めている。図書委員が推薦す

ことばの樹Version１
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る「オススメの一冊」コーナーを設置，委員自らが書き表したポップも添えて本を展示した。
また，秋には委員会が企画した読書集会を開催，全校生徒の図書館利用拡大につなげるため
に，図書クイズ，読み聞かせ，ブックトーク，ビブリオバトル等を行った。

⑤ 学校図書館の活動
学校図書館に，テーマを決めて本を展示するコーナーを設けたり，新着本の紹介や読書案

内を掲載した「ライブラリーニュース」を発行したりして，生徒の興味を喚起している。ま
た，学校図書館を利活用するきっかけづくりと本に親しむ意欲向上を図るため，「読書ノー
ト」を活用している。

(2) 新聞活用
① 新聞閲覧コーナー（in図書館）

全国紙と地方紙を閲覧できる閲覧台を設置している。ま
た，毎月，新聞社ごとに整理してアーカイブとし，過去の
記事も自由に振り返ったり切り取って使えるようにしたり
している。

② ＮＩＥコーナー（in各学年ホール）
ＮＩＥタイムで記事を切り取り，考えをまとめたシート

を常時展示して，クラスや学年を超えて見合えるようにし
ている。

③ ＮＩＥタイム
毎週木曜日の朝読書の時間と大志の時間をＮＩＥタイム

としている。各自が持参した新聞を読み，気になる記事を
切り取り，自分の考えをまとめたり，３人グループで互い
の選んだ記事とそれに対する考えを交流したりする。また，
全校で同じ記事について考えたりする。

その他に，毎月第三金曜日の横手市「新聞の日」には，
中高生新聞を読み，気になる記事を切り取り，自分の考え
をまとめたり，３人グループで互いの選んだ記事とそれに
対
する考えを交流したりしている。

④ 総合的な学習の時間での活用例
新聞記事の中から自分の興味のある記事を選び，研究テ

ーマを決定するための導入に活用したり，その探究方法を
決める参考資料にしたりした。

⑤ 教科指導での活用例
理科では，遺伝の単元で，遺伝子操作のメリット，デメ

リットを図書を活用しながら発展的に広げ，議論し合って
深める授業を行った。学校司書と連携しながら，市立図書
館からも関連図書をさらに借りるなどして，十分な冊数を
準備することができた。

図書利活用

特設コーナー 新着図書コーナーライブラリーニュース

総合的な学習の時間

新聞の日 ワークシート

学年ホール NIE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) 社会科での活用例

身近な伝統文化について，横手市発行の「よこてだいす
き」を活用して，横手市の伝統芸能や伝統行事を知り，そ
れらの由来や継承の取組を調べる時間を設定した。市内の
各地域ですばらしい伝統文化が受け継がれていることと
「横手の魅力」に誇りをもたせるきっかけとなった。ペー
ジ構成の配慮により，横手市の伝統文化には，共通性や相
違性があることにも気付かせやすかった。特に，共通性に
着目させて，そうした文化が，人々の願いや苦労から生ま 社会科での活用

れた知恵あるいは風習などに由来するものであり，それは，
日本各地の伝統文化にも共通するものだということに気付
かせることができた。

(2) 英語科での活用例
Program６の内容が，日本の伝統美術や玩具，古くから

使われている日本独特の「もの」であることから，本文を
参考にしてより身近な「秋田の観光地やおすすめについて
英語で対話をする授業を行った。その後，My Project８で
日本の伝統文化の紹介をする単元が続くので，前単元で取 総合的な学習と社会科の横断的活用

り上げた「秋田」から地元の「横手」にクローズアップし，
横手のよさを見つめ直す機会として「横手の伝統文化を紹
介しよう」として英作文の授業を行った。「よこてだいす
き」と，観光地紹介のパンフレットなどから情報を収集し，
それを整理して英作文をした。ＡＬＴに英文をチェックし
てもらい，完成後は生徒同士で紹介し合う活動を行った。

梨木水かぶり 英語科での活用

Ⅲ 成果と課題
○教師主導の一斉授業型からの脱却を目指し，｢話合い100時間宣言｣を合い言葉に，課題解決の手

段としてクロストーク（３人による話合い，グループ交流，全体での話合い）を位置付けたこと
により，生徒の主体性が見えるようになった。

○生徒には徐々に話す力が身に付き，話すことが苦手な生徒も抵抗なく考えを発信するようになっ
た。また，他者の考えにふれることで，自分の考えに生かそうとする姿勢が見られ，学びを深め
ることができた。

●話合いに時間が取られ，まとめや振り返りの時間を十分に確保することができなかった。したが
って，書く活動が不十分になっている。

●毎時間，問い直しを行うことはできない。単元を通して問い直しの場面を考えなければならない。
○オアシスタイムの効果によって図書館に足を運ぶ生徒が増え，図書館の本の貸出数が増加してい

る。
○図書委員会が企画運営したビブリオバトルでは，エントリ－を希望する生徒が多く，各クラスで

代表を選ばなければならないこととなった。読書量が増えてきた成果と考えられる。
●十分な図書資料を生徒に提供したいのだが，学校や各市立図書館にある資料にも限りがあり，必

要な数の資料を準備することができず，調べ学習が停滞する場面があった。

○ＮＩＥタイムでは，自分なりの考えや意見をもちながら読んでいるため，選んだ記事に対する自
分の考えを書き表すことにも抵抗なく時間をかけずに取り組めるようになった。

●各教科等での，ねらいに迫るための効果的な新聞の利活用については，まだまだ試行錯誤の状態
である。小・中での連携と他校との情報交換を大切にして，日々の実践を積み重ねていきたい。

教科特有の力 知識，技能

Ⅳ 来年度の取組に向けて
全教育活動を通してキャリアeyeによる学びに向かう力を育て，また，

ことばの力を根幹に据えたクロストークによる考える力や表現する力を ことばの力，思考力，表現力

高めることによって，底面積を広げ，その上に積み重なっていく各教科
等の力が統合されて十中力を育てる。 学びに向かう力，主体性，協働性
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《横手市いじめ防止等対策事業実践報告》

山内 ＪＵＭＰ ＨＩＧＨ！
山内小・中学校合同宣言の具現化に向けて

山内中学校区

Ⅰ テーマについて
平成26年５月，山内中学校生徒会が主体と

なり，学校生活充実のために自分たちが目指
す５つの指針を「生徒会宣言」として設定し
た。

平成28年７月からは，山内小学校との連携
をより充実させるため，名称を「山内小・中
学校合同宣言」に改称し，小・中連携して足
並みを揃えて合同宣言の具現化に取り組んで
きた。

， ， 「 」今年度末で山内中学校は閉校を迎えることになり 生徒会執行部では ラスト一年 飛躍したい
「成長したい」という思いを込めて，生徒会テーマを「The final season JUMP HIGH」と定めた。
生徒たち自らが制定した５つの項目の具現化を図り，ラスト一年の学校生活が，より充実したもの
になることを願い，本テーマを設定した。

Ⅱ 活動の実際
１ 小・中連携による生徒指導推進の組織体制の構築
(1)山内小・中学校連絡協議会について

山内小・中学校連絡協議会に「生徒指導部」を設置し，児童生徒理解と９年間を見通した生
徒指導を推進していくことを確認した。両校で作成した「いじめ防止基本方針」や「情報モラ
ル指導計画」を共有し，教務主任を中心とした「交流部」と連携して授業参観や合同授業研究
会を実施し，児童生徒の状況把握や共通理解を図った。

２ 地域や家庭とのつながりを重視した体験活動の充実
(1)あいさつ運動の実施【相野々駅前他７カ所で実施】

６月から10月までに４回，山内地域７カ所に出向いてあい
さつ運動を行った。地域の方々に向けたメッセージを掲げ，
地域に大きな声を響かせた。

(2)小・中合同リサイクル活動の実施【８月20日（日）実施】
小・中のＰＴＡ校外生活指導部が中心となり，合同リサイ

クル活動を実施した。集落ごとに保護者と児童生徒が協力し
て空き缶と空き瓶を収集した。また，同時に集落のクリーン
アップ活動も実施した。

３ 生徒会・児童会の連携による小・中交流活動の実践
(1)運動会・体育祭交流【５月14日（土 ・５月24日（火）実施】）

山内小学校運動会に山内中１年生が補助員として参加し競
技運営を補助した。また，山内中学校の体育祭では山内中１
・２年生と山内小５・６年生が交流する種目を実施した。中
学生が学年ごとに種目の内容を話し合い，事前に小学校で競
技内容の説明を行った。事前準備や当日の競技運営も中学生
が中心となって行った。

(2)小・中合同地区児童生徒会の開催【７月18日（火）実施】
小・中それぞれで募集した「あいさつ標語」の優秀作品の

表彰を行った。また，山内中生徒会で設定した情報モラルル
ール・マナーについて小学生に説明を行った。その後は通学
区ごとに分かれて危険箇所を確認し，夏休み中の合同リサイクル活動についての打ち合わせを
行った。

山内小・中学校合同宣言

１ 常にさわやかなあいさつを心がけ，

。明るく笑顔あふれる生徒になります

２ 日々の学習に励み，共に学力の向上をめざします。

， 。３ 自分や仲間の良さを認め合い いじめを起こしません

４ 部活動で心と体を鍛えます。

５ 明るい笑顔と心で地域の方々との交流を深めます。

山内小でのあいさつ運動

あいさつ標語の表彰
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(3)山内小・中合同駅伝大会の実施【10月26日（木）実施】
鶴ヶ池周回コースを会場に小・中合同の駅伝大会を初めて開催した。卒業生や地域住民の方

々11名からなる地域ランナーチームを加えた10チームで競技を行った。小・中のつながりに加
え，地域の方々の思いも実感できる一日となった。
①事前活動：小・中合同打ち合わせ会（会場：山内小）

小学校３年生以上と中学生が縦割りで編成されたチームの
。，顔合わせと チーム目標・スローガンを話し合って決定した

また，手作りでゼッケンとたすきを作成した。
②大会当日

開会式の後，小中学生の９チームと地域ランナーチームが
参加して競技を実施。閉会式の後は，チームごとに輪になっ
てお弁当を食べ 「いものこ汁」をごちそうになった。，

③事後活動：小・中合同振り返り会（会場：山内小）
駅伝大会をチームごとに振り返り，自分たちのチームに自

分たちで賞をつける活動を行った。

(4)いじめ防止標語の募集【12月実施】
小・中全校児童生徒から，いじめ防止標語を募集した。中学校で

，，は 道徳の時間に全学年共通資料を使っていじめについて考えさせ
標語を募集した。

各学年の優秀作品を掲載したしおりを作成し，毎日の読書活動の
際に使えるようにした。

４ 児童生徒同士の人間関係力を高める指導プログラムの系統的な実践
(1)情報モラルルール・マナーの策定

生徒会学習生活委員会が中心となり，情報端末やインターネット
のより良い使い方について全校生徒が話し合った。２回にわたる全
校での話合いで山内中生としての情報モラルルール・マナーを策定
した。

(2)小・中 親子情報モラル教室の開催【７月７日（金）実施】PTA
秋田県教育庁南教育事務所社会教育主事佐々木泰生先生を講師に

お招きし，情報モラル教室を実施した。山内小の５，６年生と保
護者も参加し，最新の動向について講話していただいた。

Ⅲ 成果
。，○小・中合同宣言の具現化に向けて 様々な取組を行うことができた

今までよりも小・中の生徒指導担当者や教務主任の連絡を密にして
きたことで，小・中が足並みを揃えて指導に当たることができた。

○初めて開催した駅伝大会は 「絆づくり 「居場所づくり」の絶好の， 」
機会となり，中学生が小学生をリードする姿やチーム内で声を掛け
合う姿がたくさん見られた。また，卒業生や地域の方々の競技参加や，沿道からの地域住民の応
援など，地域とのつながりを感じることができた大会であった。山内地域局からのたくさんの協
力・支援も大きかった。

Ⅳ 来年度に向けて
今年度は，事業を活用することでこれまで以上に小・中の交流や家庭・地域との連携を深める

活動を推進することができた。来年度は地域を主体とした小・中のつながりに期待したい。

情報モラルルール・マナー

手作りでのゼッケン作成

スタート！ 賞の発表お弁当タイム

児童生徒に配付したしおり
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編 集 後 記

2018年平昌オリンピックでは、たくさんの日本人選手が活躍しました。けがから奇

跡の復活を見せた羽生選手。友人の死を乗り越え、コーチと13年越しの悲願を達成した

小平選手。チーム全員が寝食を共にして金メダルをつかんだチームパシュート。数々の

名場面が、ＴＶ画面を通して私たちに感動を与えてくれました。

その中でも私自身考えさせられることの多かったのが、女子カーリングチームの活躍

でした。なぜなら 「そだねー 「いいと思うよー」プレイとプレイの合間に交わされ、 」

、、、る議論の数々と いつも笑顔で難局に立ち向かう姿は 以前よく見られた日本人選手の

表情を硬くし、大舞台で自分の力を発揮できずに敗退していく残念な姿とは、まったく

別物に見えたからです。

カーリング女子にしても、オリンピック開催１年前に刃を替える決断をした小平選手

、、、にしても 選手同士あるいは選手とコーチ・スタッフが とことん自分の考えを主張し

議論し合うことができたからこそ、選手は納得し、お互いを信頼し、自分のベストのパ

フォーマンスを発揮することができたのだと思います。

そしてその姿は、本市の教育が目指し 「言語活動の充実」によって日々変容し続け、

る児童生徒の姿にも重なります。近い将来、横手の教育で「豊かな知」を身に付けた子

どもたちが、必ずや横手の未来、いや日本の未来を明るくする原動力となるに違いあり

ません。

オリンピックで活躍した選手たちのように、対話を通して学びを深め、社会で生きる

資質・能力を身に付けていく。その道筋が、市内各校の努力によってこの研究紀要に収

められています。日々の教育活動の中で、迷いが生じたり行く手が見えなくなったりし

た時には、解決の糸口として、この紀要を開いてくださればありがたく思います。

）（研究主任部会長 平鹿中学校 渡會寛之
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