
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
～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
開校以来，横手明峰中学校区における共通課題から，９年間で育てる児童生徒の姿を求め

て４校共通の研究主題を設定してきた。また，副題については，本校の教育目標の具現化は，
求められている学力の三要素と，本校の児童に必要と考えられる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，児童のより一層主体的な課題
追究学習を推進させるべく設定した。

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い思考力・判断力・表現力等の育成を図る｢12の資質・能力｣の活用
開校以来，本校のカリキュラム・マネジメントの柱となり，全教育活動を通して育成して

きたのが｢12の資質・能力｣（カラフルパワーズ，以下CPと表記）である。「雄物川小学習ス
タンダード」に確実に位置付け，児童が課題解決に必要な力を選定し活用することが定着し
てきている。単元や本時の導入においてこのCPを選定する段階で，児童はすでにどのような
言語活動を展開していくのか，その言語活動の方策や押さえるべき点はどのようなものかを
見通していることになる。だからこそ，CPを手掛かりにねらいに合致する言語活動の展開が
図られ，学び合いを通して個の学びの質をより高めようとしているのである。児童は，言語
活動の目指すゴールやあるべき姿を共有しながら取り組み，振り返りにおいては，学びの実
感を得ながら学習してきている。

【実践例 ４年国語 教材名「ウナギのなぞを追って」 本時５／８】

1C2Tによる課題別コース学習である。それぞれのコースで本時の課題解決に適切な言語
活動を考え，必要なCPとキーワードを選定して課題追究に向かった。
・ウナギコース･･･本時の課題（ウナギはどのように成長していくのか･･･パートⅡ）

言語活動（日本までの地図にウナギの成長に関わることを書き込む。）
CPとキーワード（「選択する力」～成長に関わるキーワードを～）

・研究コース･････本時の課題（どのようにして研究をし続けたのか。）
言語活動（年表に研究をまとめる。）
CPとキーワード（「選択する力」～次につながるエネルギーを～）

・構成コース･････本時の課題（今までの説明文とのちがいは何か。）
言語活動（「始め･中･終わり｣の表でこれまでと比較する。）
CPとキーワード（「振り返り生かす力」～今までの説明文と比べて～）

【意識調査から】 【振り返りの視点の共有化】

〈児童 CPは学習に役立つと思うか。〉

４点満点中 7月 3.8 → 12月 3.9

～記述から～

・めあてや課題に向かえる。

・何をどうすればよいかが分かる。

・目標をしっかりもち，見通すことができる。

・前向きに具体的にイメージして行動する

ことができる。

〈教師 課題追究にCPを生かしているか。〉

４点満点中 7月 3.1 → 12月 3.3

～記述から～

・どの教科においても考えの拠り所として

CPのキーワードを意識付けてきた。 全教室に掲示した振り返りのポイント
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(2) 小・中連携により作成した「学び合いのヒント」の活用
学びの質を高めるために，児童にどのように考えをもたせるのか，そしてどのような学び合

， 「 」 。いをさせるのかについて校内から発信し 小・中連携の 主体的な学び部会 において検討した
そこで 「学び合いのヒント」を作成し，各教室に掲示し活用した。，

これまでは学び合いにおいて，自分の考えの表し方が分からなかったり友達の考えを受けて
も「似ている・違う 「付け足す」というつなぎ方しかできなかったりして，なかなか多面的」
な思考をもつことができずにいた。しかし，この掲示をヒントにすることで自分の考えを明確
にし，互いの思考を生かす姿が見られるようになってきた。

【意識調査から】

〈児童「学び合いのヒント｣を使うと自分の考えを

もったり交流したりしやすいか 〉。

4点満点中 7月 3.5 → 12月 3.7

～記述から～

・自分の考えや立場や言い方をはっきりさせ

ることができる。

・違いがよく分かって考えが広がる。

〈教師 ｢学び合いのヒント｣を活用すると考えをも

たせたり交流させたりするのによい。〉

4点満点中 7月 3.0 → 12月 3.8

～記述から～

・活用することで，学び合いに意味があるこ

とに児童が気付き始めている。
小学校は同形式を，中学校は，これを基に

して作成し各教室に掲示

(3) 既習を生かし，ステップアップする単元学習
日々の学習活動を重ねながら，一年後の児童の学びの姿を共有してきた。年間のそれぞれの

単元で，どのような学び方で，どのような知識・技能の習得を図るのかについてビジョンをも
つようにした。
【実践例 ４年 国語 文学的な文章を読むこと】

4月 教材名｢白いぼうし｣ 1C2T 学級全体で課題を挙げ全体で順に解決する。

7月 教材名｢一つの花｣ 1C2T 学級全体で課題を挙げグループ中心に解決する。

11月 教材名｢ごんぎつね」 2C3T 学年全体で課題を挙げた後，3つの課題別コースに

分かれて追究し，最後に学年全体で交流する。

12月 教材名｢ 1C2T 学級全体で課題を挙げた後，3つの課題別コースにプラタナスの木｣

分かれて追究し，最後に学級全体で交流する。

検討し2月 教材名｢初雪のふる日に｣  1C2T 個が課題を設定し，追究のための言語活動を

合い必要に応じて交流を図りながらゴールを目指す。

まず始めに，実態を考慮して学級全体で課題追究の仕方と言語活動の展開の仕方を学ぶこと
にした。次に，学級内のグループを中心に既習の学び方を生かしながら新たなる言語活動を展
開させた。三つ目の単元では，より多様な考えを求めて学年合同の学習へと広げていった。こ
の頃になると，課題のもち方や課題追究の仕方についても児童は理解し，進められるようにな

，。，っているため 課題別コース学習とした それぞれの課題追究の結果を最後に交流することで
自分のコースだけでは捉えられなかった物語の読みが得られ，深い学びの実感を得ることがで
きていた。４年生が終わる頃には，一人で課題を設定し追究していくことができるような学び
手に育てたいと考えていたため，12月の単元では，学級の中で三つの課題別コースに分かれ少
ない人数の中で，一人一人の考えを出し合い練り合うような展開にした。

文学的な文章での取組は，説明的な文章においても一人一人が課題を追究し，考えを寄せ合
いながらまとめていくことにつながっていた。多様な文章を読むことにおいても，めあてに応
じた言語活動を設定し，途中で修正しながらゴールを目指すところまで，ステップアップする
ことができてきた。
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(4) 言葉の力の内容を問う言語環境
児童の思考の一助となるよう言葉の力を付ける言語環境を整えるため「言葉の力育成部会」

の中に「言語環境部会」がある。これまで言語環境として，俳句など季節の言葉やことわざ・
四字熟語などを取り上げることが多かった。しかし今年度は，学び合いの質を高めようと取り
組んでおり，各階にある「言葉にのせて」コーナー等の掲示内容も工夫を加えた。

〈書写の学習から〉

～ビフォーアフターの作品の評価文～

・まるで見ちがえるようなアフターになり

ました。本当に同じ人が書いたのかと思

。 ， 。いました これには 言うことなしです

・まず最初にビフォーを見た時にバランス

が悪く，今にも左にくずれそうでした。

けれどもアフターを見たら,まるで別人

が書いたように上手に書 いていたので，

声が出ませんでした。

〈引退会見を終えた会場に温かい拍手が起きたそう

です。いったい何が そうさせたのか 〉の見出し。

に児童と教師が書き込んだ。

・稀勢の里は，横綱になってまだあまり経ってい

ません。でもここで自信をもって答えられたと

いうことは，それだけ今までの努力と成績にす

ばらしい重みがあったからだと思います。

・稀勢の里のすばらしさ，真摯な向かい方はみん

なの感想にあるとおり。全く同感である。視点

を変えてみると，記者会見であることから，聞

き手に注目してみたい。記者がいかに今の稀勢の里の気持ちやこれまでの生き方を敬い，質の

。 。 ， 。高い質問をしたか このことに心打たれる だからこそ 稀勢の里のよさが引き出されたのだ

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学校図書館の利活用

① 言葉に触れ，言葉から感じ，言葉を獲得する多読のすすめ
「 ， 。 。 。 。」そうそう そう言いたかったんだよ そうそう そうなんだ 言ってくれてありがとう

低学年のある児童が授業中に目を輝かせて，言ってくれた友達のそばに行き肩をぽんぽんと
叩いた。表したい言葉が見付けられず，言葉に詰まる場面を日常目にすることがある。たく
さんの言葉にあふれた図書に多く触れ，意味やニュアンスを感じ，いつの間にか自身の言葉
として蓄えられていく経験を多くさせたいと，今年度も全校100冊読破を目指してきた。

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 また 秋休み中の親子読書の推進 一人ずつの読書量の視覚化
学校司書による魅力的な環境づくりや図書館便り｢本の森｣における読書の薦めなど，様々な
取組により，今年度は昨年度以上の100冊読破の達成率となっている。

② 読書を通して自分の考えを語る機会の活用
読書の楽しみの一つに，いろいろな思いを巡らし

たり自分の考えを問い直したりすることが挙げられ
る。そこで，今年度は読後感を表すことを大切にし
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児童の育成
を目指してきた。読み聞かせ後の感想交流では，意
図的な関わりをもたせてきた。また，横手明峰中学

｢感想のもち方」図書ラウンジの掲示
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を今年度も行った。巡回の内容については，自分の考えと比較
したり見つめ直したりできるようにとの改善策も考えられている。
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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取組を行った。
一つ目は，継続的な取組である学習内容のまとめの掲示である。国語科を中心に，単元

を通して思考してきたことを特別支援学級も含め，各学年での取組を紹介した。図書ラウ
ンジのコーナーに掲示されている内容に足を止め，読み入る姿が多くあった。また，掲示
された既習事項を生かした次の単元への取組も見られた。前単元の課題解決の方策を生か
して次の課題をもち，児童が話し合って解決をしたり，図書ラウンジに掲示された言語活

。動を生かした取組をしたりより主体的に課題解決学習が展開される手掛かりとなっていた
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。一つの課題を追究するため

に使った図書資料の頁を開き，具体的に展示した。図書資料の具体を見ることで，どのよ
うな図書資料を活用すればよいのかが分かりやすく，置かれている書架に興味をもって向
かうこともあった。また，同じ図書資料を使っても，読み手の必要感に応じて，選ぶ項目
や内容が異なるということについても，調べ学習のまとめと共に解説を加えて提示した。
図書資料の多様な活用について，児童の学びを基に課題追究と関連させた取組を試みた。

(2) 多面的な考えをもたらすNIE
① 意図的・継続的な取組

今年度は，毎週金曜日朝の15分間に加え月曜日の昼の「学びの時間」を全校NIEタイム
として取り組んできた。児童と教師から，新聞を読んだ後の自分の考えをもつ時間の確保を
求められてのことである。このことにより，テーマごとあるいは同じ記事ごとに類型化され
た中での的を絞った感想交流や，記事を読み比べ再思考する十分な時間を設定することがで
きた。また，切り抜きコンクールや市の新聞コンクール等の多様な様式を活用しながら，じ
っくりと記事と向き合い思考することも可能となった。

横手明峰中学校区の「NIE推進部会」の取組による小・中４校の巡回が今年度も行われ，
他校の児童生徒の考えにふれることもできた。

② 各教科等におけるNIE
各学年の「NIEファイル」に，授業で活用した記事と関連資料を今年度も蓄積してきた。

単元や本時の導入で新聞記事を扱うことは児童の興味・関心を強く引く。また，課題追究の
際に生かす資料，発展的な学習に効果的な資料等，用途によって蓄積を試みてきた。

Ⅲ 成果と課題
○言語活動がねらいの達成に向けたものであること，その活動を通して具体的な評価規準を設定し

指導に生かすことを心がけてこれまで取り組んできた。しかし，日々の授業改善において言語活
動の質を問わなければならないという思いを強くしている。そこで，今年度の大きな取組として
自分の考えをもち多面的に学び合うこと，問いや自他と関わらせた読後感をもつこと，実感や次
の課題につながる振り返りの視点をもつことについて，具体例を挙げながら実践的に全校で取り
組んできた。言語活動の質を高めることは学びの質を高めることに結び付くので，今後も言語活
動をどのように行うのかに焦点を当て研究していきたい。

○本校の研修の特色は，チームによる授業づくりである。年代構成，専門性，校務分掌を生かし，
，，。補完し合って全体の授業力を高めている また お互いの授業づくりに実践や資料を提供し合い

各教科等の資料がファイルに蓄積されている。
●主体的に思考・判断し自らの思いをもつことの喜びを感じている児童であるが，自らの思いや考

えを表現することのできる言葉の力とコミュニケーション能力を養っていきたい。
●「主体的・対話的で深い学び」の「対話的で深い学び」については，CPを適切に位置付けながら

言語活動の質の向上を図り，互いの異同や多様性を生かすような学び合いをこの後も重ねていき
たい。

Ⅳ 来年度の取組に向けて
・短期・長期のPDCAを活用しながら，各教科等の基礎的・基本的知識及び技能の活用を図る学習

活動を充実させる授業の具体を展開し，共有していく。
・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・表現力等

を駆使するような質的向上を図る。

－ 29 －



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 

横手明峰中学区の共通研究主題「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」

を受け，「❶「話すこと」「聞くこと」を重視する，❷学びを深める振り返りを重視すること」の

２点を本校の重点とする。この２点を意識化し“共に”学ぶことで，児童一人一人が自分の変容

や伸びに気付き，学びの実感がさらに深まるのではないかと考え，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) 対話を生み出す学び 

言うまでもなく「対話的な学び」とは，「子ども同士の協働，教職員や地域の人との対話，

先哲の考え方を手掛かりに考えること等を通じ，自己の考えを広げ深めること。」を意味して

いる。これらの過程を意図的・計画的に仕掛けとして与えることが指導者に求められている

ことであるという視点から，研究を進めてきた。 

① 指導者のコーディネート力を磨く 

【実践例：４年生国語 動いて，考えて，また動く】 

本実践では，「意欲的・主体的に学習に取り組ませ

るためには，児童一人一人が目的意識をもって学習に

取り組むことが大切である。」との認識のもと，学習

の導入場面において，教材文に関連するスポーツ選手

の動きの様子を写真で見せたり，関連する読み物を紹

介したりして，興味・関心を高める工夫をした。さら

に，単元を通して，「教材文から興味をもったところ

を引用する。」「互いの考えを交流させ，自分の考え

を加除修正する。」という学習に一

貫性をもたせた学習展開とした。 

児童の学びを「見取る」ことが対

話を生み出す大前提である。このこ

とに加え，「捉える」「解釈する」

「照合する」「判断する」「振る舞

う」という，話合いのコーディネー

トに欠かすことのできない一連のス

キルを磨き続けることの重要性を，

チーム学校として共有化することができた実践であった。 

② トリオでの学びに明確な意味付けをする 

これまでの研究において，トリオでの学習という形態は

為していたものの，明確な意味付けのために「トリオの構

成と視点」「トリオのもち方」についての検討が必要である

との共通認識が得られていた。そこで，今年度は“トリオ”

を明確なねらいのもとに授業展開の中に組み込むというこ

とにも目を向けてきた。 

研究・検証過程ではあるが，トリオ活用の効果が次の２

点において顕著に見られている。 

 

児童の学習シート 

全文掲示に児童の考えを記入し，可視化 

基本的なトリオでの学び合い 
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児童の課題から葛藤場面を経て主題へ向かう 

じっくりと対話して書く 
キーワードを短冊に 

しっかりと伝える 

「身に付けたい力」として掲示 

A)関わり合いとしてのトリオ（対話的な学び重視） 

B)深め合うためのトリオ（深い学び重視） 

どちらの場合も,「教え合い（学び合い）の成立→全体での

深まり→個へ返して再考→意欲の高まり」というサイクルに

おいて，重視するポイントを明確にすることが必要である。 

 

(2) 学びに必然性をもたせる 

① 方向付けとなる課題づくり 

【実践例：２年生道徳 モムンとヘーテ】 

② 自分の考えを「深める」ための「話す・聞く」 

 

(3) 資質・能力を意識した授業づくり 

① 森の子Ｐの深部にせまる 

昨年度より取り組んでいる「森の子Ｐ」のさらなる

充実のため，中・高学年において，Ｐに含まれる資質・

能力を児童にも意識化させる試みを行った。特に必要

とされる資質・能力（「〇〇の力」と板書）を児童が選

学年に応じてマニュアル化 

び，意識した上で授業に臨む形態をとっている。

　「主体的な学び」「秋田の探究型学習」を成

立させるにあたり，児童の言葉や声で課題づく

りを行うことが大切になる。しかしながら，そ

こには指導者の明確な意図による方向付けが必

要である。本実践においては「道徳科」にもこ

の原則を当てはめている。 主題である「友情

・信頼」について子どもたちの考えや思い，経

験についての事前の実態把握をしている。そし

て，結果をもとに『仲良しの友だちとはどんな

友だちか』『意地悪や仲間はずれをされたら，

もう仲良しの友だちではないのか』と導入段階

で問題提起することで，ねらいとする価値への方向付けをした。加えて，資料の中から気に

なったことや感想などを語らせながら発言を焦点化する。こうすることで，児童自身で話合

いの方向性を定めていくことができ，本時の学びに必然性をもたせることが可能になる。 

　中心発問の場面では考えをシー

トに書く時間を保障し，自分自身

との関わりで考えることができる

ように配慮した。その後トリオで

の対話を設定し，一人一人が自分

の考えをより確かなものにした

り，友達の気付きからの学びがで

きるようにした。この形式の継続

により，児童は対話を通して多面

的・多角的なものの見方ができる

ようになってきている。 

　全体での話合いでは短冊に自分の考えをキーワードでまとめ，紹介し合う活動を取り入れ

た。みんなでじっくりと考えることで，ねらいに対する主題・価値に迫ることができた。補

助効果として，自分の考えをよりはっきりと確かなものにし，自分とは違った価値観にふれ

たり，今までとは違った価値の深まりに気付いたり自覚したりできた児童が増えたものと考

える。 
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②  

んなで学習したことの成果として価値

付けるようにした。また，資質・能力

るように指導をしてきている。 

 

２  

(1)  

①  

A)  

 

  中学年 高学年 

 50冊 50冊 30冊 

 100冊 70冊 50冊 

 150冊 100冊 100冊 

B)  

10

 

 

 

C)  

 

 

②  

A)  

 

 

B)  

 

 

  

・高学年では，学級でのミニビブリオバトルに挑戦した。様々な捉え方や考え方にふれる

ことができたのではないかと考えている。

 

ＮＩＥ
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「メディアとの付き合い方」  記事と実態調査結

(2) “つぶやき”をつなぐＮＩＥの推進

① 新聞との意図的な出合い 

A)「全校新聞の日」の設定 

・月１回の「横手市新聞の日」を「全校新聞の日」として設定

した。朝読書の時間を中心として，全校児童が新聞にふれる

機会をもつことができた。配布された読売 KODOMO新聞は，新

聞切り抜きをしたり，付箋紙交流をしたりするなどして，各

学級で活用した。
 

B)「森の子ＮＩＥコーナー」の整備 

・1F 会議室前廊下に「森の子ＮＩＥコーナー」設置した。「毎日

小学生新聞」や「さきがけこども新聞」から記事を拡大して

掲示したり，新聞スクラップなどの作品などを掲示したりし

て，全校児童に紹介した。また，「つぶやきＮＩＥ」として，記

事の感想を付箋に書いて貼り出す活動も実施した。

 ・横手明峰中学校区の「ＮＩＥ推進部会」の取組に

よる小・中４校の巡回においては，他校児童生

徒の考えから学ぶことも大きかった。 

・横手明峰中学校区の懸案事項である「メディア

との付き合い方」についての特集を組み，本校児

童の実態を貼り出すことで意識の高揚を図った。

 ② 児童の手によるＮＩＥコーナー 

・今年度は，読売中高生新聞を金曜日に年間 34回 10部ずつ，毎日小

学生新聞を木曜日に年間 28回 10部ずつ定期購読した。各学級に配

布するだけでなく，各階ホールに掲示・閲覧する新聞コーナーを設

置した。この新聞コーナーは，ＮＩＥ広報委員会に所属する児童の手

によって管理・整備されている。またＮＩＥ広報委員会では，児童玄

関に新聞記事を貼り出し，その中からクイズを作って全校児童に答

えてもらう，２階廊下側の壁を使い，クイズや冬のイルミネーショ

ンの記事から気に入った写真の投票をしてもらうなどの取組も行っ

た。  

 

Ⅲ  成果と課題 

○教職員への「児童の学びアンケート」の結果より「森の子パワーズ」の活用の評価が 3.2p(４月)

から 3.5p(12 月)に上昇した。理由として「児童の選択力の高まり」「さらに深化させた資質の選

択能力」という点が挙げられている。このことから，「目的意識」「課題意識」をもって児童が

授業に参加しているものと考えられる。 

○話合いに関わる「トリオやペアでの話合いの充実」の評価が 2.4p(４月)から 3.3p(12月)に上昇

した。理由として「伝え方，聴き方のスキルアップ」「話合い後の書き加えや修正する力の向上」

が挙げられている。このことから，「話合いをもとに，自分の考えや思いを再構築する力」が育

ちつつあるものと考えられる。 

●「森の子Ｐ」を介しての学習スタイルは定着しているものと考えられる。しかし汎用性の高い「資

質・能力」を育てるためには，各教科の特質に応じた「見方・考え方」の視点を加味した，カリ

キュラム・マネジメントに取り組む必要がある。 

児童のつぶやきや感想を掲示 

友達の意見から学ぶ 

児童作成の NIEコーナー 

 

Ⅳ  来年度の取組に向けて 

・森の子Ｐについて，各教科等における資質・能力（「見方・考え方」）との関連を図ることにより，

より汎用性の高いものへ改善する。 

・読書活動やＮＩＥの推進をベースとして「思考力・判断力・表現力等」それぞれの「すべ」を児

童に獲得させるための授業改善（授業の質的向上）を組織的に取り組む。 
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研究主題       豊かな関わりの中で，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 

     一昨年度に引き続き，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，

対話の広がりを深まりに結び付けた「ジャンプアップタイム」は効果的であった。そこで今年度は，「学びの

深まりを学力向上に結び付けること」を意識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】 １年国語 単元名「おしえるよ！この車のじまん～じどう車ずかんでしょうかいしよう」  

中心教材『じどう車くらべ』 

    本単元では，様々な自動車の「しごと」と「つくり」を見付け，「しごとに合ったつくり」であることを

捉え，それを「じまん」として家族に自動車図鑑で紹介するという言語活動を行った。単元の一次では中

心教材である「じどう車くらべ」で「しごと」と「つくり」を見付け，「じまん」を書き加える図鑑作りを

積み重ねた。その学習を生かして並行読書として児童が読んでいた様々な自動車図鑑から，自分が家族に

知らせたい自動車を選び，「しごと」に合った「つくり」を見付け，「じまん」として紹介した。以下は，

一次最後の６／11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。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「しごと」や「つくり」「じまん」を伝えるシートの工夫】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【三つの自動車を一目で比べられる教室掲示】 

めあて  クレーン車の「しごと」にぴったりの「つくり」を見つけ，「じまん」をかこう。 

○本時の課題とゴールを確認した。 

 ・めあてである「しごとにぴったり」の意味を問いかけ，その仕事だ

からある「つくり」（特徴）であることを確認した。 

○見付けた「つくり」を絵と照応させながら「しごと」に合

った「つくり」かどうか話し合い，まとめた。  

  ・動作化を交えながらクレーン車の「つり上げる」という仕事につい

て具体的に捉えさせた。また模型を使って「あし」の役割を確か

め，クレーン車の「じまん」をクレーン車になりきって書き，伝

え合った。 

〔深めるための発問〕  

「三つの自動車の『つくり』が違うのはどうしてでしょ

う。」 

 ・小単元の最後の時間のため，これまで学習した「バス・乗用車」「ト

ラック」「クレーン車」の三つの「つくり」を比較させることによ

り，「しごと」に合った「つくり」であることを総合的に理解した。 

○本時を振り返り，次時への見通しをもった。 

・三つの自動車を比較したことにより，「しごと」に合った「つく

り」の大切さについて振り返ることができた。

 

・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（児童にも知らせる） 

 →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等による， 

深い学びに結び付けるための対話の重視（ジャンプの時間の設定，座席表による意図的指名）   

 →対話の深まりを個々の考えに結び付けるための，対話プロセスの可視化（特に板書構成の工夫） 
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【実践例２】 ４年道徳 主題名 「本当の親切，思いやり」Ｂ（６）親切，思いやり】 

    本実践は，総合的な学習の時間で取り組んでいる福祉施設「アヴェク・トワ」の入所者の方々とのふれ

合いと結び付けて考えたり，役割演技を取り入れ，「自分だったらどうするか」を考えたりすることを通し

て，親切，思いやりについて，自分の体験と重ね合わせながら深く考えることを目指した取組である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【総合的な学習の時間の活動・想起できるための写真の提示】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【役割演技による場面理解・実体験の想起】 

 

 (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】 ４年図工 単元名 「もしもアーティスト」～こんなタイトルつけたいな～」 

    本単元では，福田豊四郎の作品を鑑賞したり，作品のイメージから物語やタイトルを考えたりして，作

品のよさや面白さを感じ取ることができることをねらいとしている。そのために，形や色，イメージ等の

造形要素を視点に，それぞれが付けたタイトルを交流させることによって，見方や感じ方を広げ，自分の

作品の見方や感じ方がどのように変容したかを発表し合い，自分の見方や感じ方を再構築することができ

るようにした。以下は，１／１時間目，対話を通して確かになった考えを再構築したまとめである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・対話を通して確かになった考えを表現できるまとめ（キーワードや条件，具体例の提示，単元評価問題

の活用，考えを再構築し表現する場の重視） 

・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（視点に沿った振り返り，単元の中での軽

重を付けた計画的な振り返り） 

めあて  お互いの見方や感じ方を伝え合いながら，作品のよさや面白さを感じ取ろう。 

○福田豊四郎の作品を鑑賞し，気付いたり感じたりしたこ

とを発表し合った。 

・「その人物になったように見る」「その風景に入っていくように

見る」など，鑑賞の切り口を引き出した。 

○自分なりのストーリーやタイトルを考えて，紹介し合っ

た。 

・なぜそのようなタイトルを付けたか，形や色，イメージなどの視

点に添って根拠を説明させた。 

○自分の見方や感じ方がどのように変容したか，考えを再

構築し，振り返った。 

・話合いから自分の見方や感じ方の変容が見られた児童を指名し，

発表させた。 【学習シート 太枠は再構築した考えを表現】 

○障がい者交流の成果と課題を振り返り，問題の意識化を図った。 
○資料を読み，「本当の親切，思いやり」について話し合った。 

 「もし電車の乗車口に白い杖を持っている人を見かけたらどうし

ますか。それはなぜですか」 

 ・役割演技を取り入れ，これまでの経験と重ね合わせながら伝えることがで

きるようにした。「Ａ声をかける」「Ｂ席に連れて行く」「Ｃ相談する」「Ｄ

見守る」の４通りから行為を選択し，意見交換を通して感じ方や考え方を比

較・検討し，道徳的価値をより深く考える場面を設定した。 

 「なぜ杖を持ったおじさんの顔が明るくなったのでしょうか」 

・親切や思いやりの行為の裏側には，相手の気持ちを理解し尊重しようとする

心があることに気付くことができるようにした。 

〔深めるための発問〕  

「思いやりのある行動をするために大切なことは何でしょうか」 

・これまでの体験や役割演技を通して，戸惑う気持ちを理解しながらも，相手

の立場や気持ちを思いやる大切さに気付くことができるようにした。 

○「アヴェク・トワ」の社長の話を聞いた。 
 ・交流した入所者の方からの手紙を紹介し，障がいの有無にかかわらず一人の

人間として相手を理解し，尊重することの大切さや，児童の戸惑いや思いや

りの気持ちを認めてもらい，実践意欲を高めた。 

研究主題       豊かな関わりの中で，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 

     一昨年度に引き続き，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，

対話の広がりを深まりに結び付けた「ジャンプアップタイム」は効果的であった。そこで今年度は，「学びの

深まりを学力向上に結び付けること」を意識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】 １年国語 単元名「おしえるよ！この車のじまん～じどう車ずかんでしょうかいしよう」  

中心教材『じどう車くらべ』 

    本単元では，様々な自動車の「しごと」と「つくり」を見付け，「しごとに合ったつくり」であることを

捉え，それを「じまん」として家族に自動車図鑑で紹介するという言語活動を行った。単元の一次では中

心教材である「じどう車くらべ」で「しごと」と「つくり」を見付け，「じまん」を書き加える図鑑作りを

積み重ねた。その学習を生かして並行読書として児童が読んでいた様々な自動車図鑑から，自分が家族に

知らせたい自動車を選び，「しごと」に合った「つくり」を見付け，「じまん」として紹介した。以下は，

一次最後の６／11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。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「しごと」や「つくり」「じまん」を伝えるシートの工夫】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【三つの自動車を一目で比べられる教室掲示】 

めあて  クレーン車の「しごと」にぴったりの「つくり」を見つけ，「じまん」をかこう。 

○本時の課題とゴールを確認した。 

 ・めあてである「しごとにぴったり」の意味を問いかけ，その仕事だ

からある「つくり」（特徴）であることを確認した。 

○見付けた「つくり」を絵と照応させながら「しごと」に合

った「つくり」かどうか話し合い，まとめた。  

  ・動作化を交えながらクレーン車の「つり上げる」という仕事につい

て具体的に捉えさせた。また模型を使って「あし」の役割を確か

め，クレーン車の「じまん」をクレーン車になりきって書き，伝

え合った。 

〔深めるための発問〕  

「三つの自動車の『つくり』が違うのはどうしてでしょ

う。」 

 ・小単元の最後の時間のため，これまで学習した「バス・乗用車」「ト

ラック」「クレーン車」の三つの「つくり」を比較させることによ

り，「しごと」に合った「つくり」であることを総合的に理解した。 

○本時を振り返り，次時への見通しをもった。 

・三つの自動車を比較したことにより，「しごと」に合った「つく

り」の大切さについて振り返ることができた。

 

・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（児童にも知らせる） 

 →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等による， 

深い学びに結び付けるための対話の重視（ジャンプの時間の設定，座席表による意図的指名）   

 →対話の深まりを個々の考えに結び付けるための，対話プロセスの可視化（特に板書構成の工夫） 
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【実践例４】 ５年算数 単元名 「比べ方を考えよう(1)」】

本単元では，「平均」の意味とその求め方について理解することをねらいとしている。そのために，「合

計÷個数＝平均」の「合計」の意味について考え，式に表して平均で求めることのよさについて実感的に

捉えられるようにした。また，評価問題に取り組ませたり，学習内容に関わる振り返りをさせたりするこ

とによって，学習内容の確実な定着を図り，自己の変容や成長に気付くことができるようにする。以下は

２／14時間目，「何が分かったか，何ができるようになったか」という視点での振り返りである。

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

　調べ学習の際には，分類カードを見て必要な資料のある本棚に行き，

自分で資料を探すことができるようになってきている。また，「学習

の足あとコーナー」も設置した。図書館で本を借りる楽しみと併せて，

他学年の学習の様子を見る楽しみも増えた。

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

・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

年が様々な教科や領域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。その実践は，カリキュラムデザインに朱書きし，次年度

の取組に生かしている。

④ その他

・読書の量は増えてきているが，「質」という点においては課題が残る。また，自分の思いを自分の言葉で

表現することに難儀する児童が少なくない。そこで，読書感想文コンクールの優秀作品を紹介し，全校

に見える形で書き方のポイントを示し，よい表現にふれる機会を設けた。

（対話によって深まった考えを再構築した児童の振り返り）

私は，初めは色や形にしか注目してなかったけれど，ＳさんやＹさんのタイトルを聞いて，絵の見方が広がりました。Ｓ

さんのように，木の葉と虫と人物を関連付けて音を感じ取ったり，Ｙさんのように人物の服装や足元から戦時中の物語を想

像したりしてすると絵が全然違って見えるようになりました。深い緑から大自然の音を感じていたけれど，物語が違うと，

緑の色もみずみずしく感じたり暗いイメージに感じたりするんだなあと思いました。

（児童の振り返りより）

かさの違うものでもＩさん方式，

Ａさん方式のように，一つにまとめて

から分けると同じかさにすることが

できることが分かりました。この「全

部÷人数」は「平均」ということも分

かりました。次の学習では，平均が使

えるか試してみたいと思います。

【６年生の作品の展示

各学年の取組を定期的に図書室に展示】

課題 かさがちがうものを，同じ

かさにするにはどうしたら

よいか。

○本時の問題を確認し自力思考をした。

○考えを発表し，そのよさや有効性について話し合った。

・平均の式の意味（合計の意味）を理解させるため，式，グラフ，操作を関連

付けて考えさせた。

・それぞれの考え方に付けたタイトルや話合いから導かれたキーワードを板書

し，まとめに結び付けられるようにした。

○仮平均を使って求める方法について考えた。

・グループに１部ずつ棒グラフを描いたシートを配付し，自由に書き込ませた

り，話合いの内容を可視化したりすることにより，式の意味を理解できるよ

うにした。

○本時のまとめをし，振り返りをした。

・学習内容について「何が分かったか」について振り返るように示した。「誰

のの考えで」「今後の学習で」については自由に振り返らせた。
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【実践例４】 ５年算数 単元名 「比べ方を考えよう(1)」】

本単元では，「平均」の意味とその求め方について理解することをねらいとしている。そのために，「合

計÷個数＝平均」の「合計」の意味について考え，式に表して平均で求めることのよさについて実感的に

捉えられるようにした。また，評価問題に取り組ませたり，学習内容に関わる振り返りをさせたりするこ

とによって，学習内容の確実な定着を図り，自己の変容や成長に気付くことができるようにする。以下は

２／14時間目，「何が分かったか，何ができるようになったか」という視点での振り返りである。

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

　調べ学習の際には，分類カードを見て必要な資料のある本棚に行き，

自分で資料を探すことができるようになってきている。また，「学習

の足あとコーナー」も設置した。図書館で本を借りる楽しみと併せて，

他学年の学習の様子を見る楽しみも増えた。

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

・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

年が様々な教科や領域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。その実践は，カリキュラムデザインに朱書きし，次年度

の取組に生かしている。

④ その他

・読書の量は増えてきているが，「質」という点においては課題が残る。また，自分の思いを自分の言葉で

表現することに難儀する児童が少なくない。そこで，読書感想文コンクールの優秀作品を紹介し，全校

に見える形で書き方のポイントを示し，よい表現にふれる機会を設けた。

（対話によって深まった考えを再構築した児童の振り返り）

私は，初めは色や形にしか注目してなかったけれど，ＳさんやＹさんのタイトルを聞いて，絵の見方が広がりました。Ｓ

さんのように，木の葉と虫と人物を関連付けて音を感じ取ったり，Ｙさんのように人物の服装や足元から戦時中の物語を想

像したりしてすると絵が全然違って見えるようになりました。深い緑から大自然の音を感じていたけれど，物語が違うと，

緑の色もみずみずしく感じたり暗いイメージに感じたりするんだなあと思いました。

（児童の振り返りより）

かさの違うものでもＩさん方式，

Ａさん方式のように，一つにまとめて

から分けると同じかさにすることが

できることが分かりました。この「全

部÷人数」は「平均」ということも分

かりました。次の学習では，平均が使

えるか試してみたいと思います。

【６年生の作品の展示

各学年の取組を定期的に図書室に展示】

課題 かさがちがうものを，同じ

かさにするにはどうしたら

よいか。

○本時の問題を確認し自力思考をした。

○考えを発表し，そのよさや有効性について話し合った。

・平均の式の意味（合計の意味）を理解させるため，式，グラフ，操作を関連

付けて考えさせた。

・それぞれの考え方に付けたタイトルや話合いから導かれたキーワードを板書

し，まとめに結び付けられるようにした。

○仮平均を使って求める方法について考えた。

・グループに１部ずつ棒グラフを描いたシートを配付し，自由に書き込ませた

り，話合いの内容を可視化したりすることにより，式の意味を理解できるよ

うにした。

○本時のまとめをし，振り返りをした。

・学習内容について「何が分かったか」について振り返るように示した。「誰

のの考えで」「今後の学習で」については自由に振り返らせた。

(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 「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 
・児童が毎日通る階段に，全学年の「みんなde読もうシート」と「先生方の

おすすめ記事」を掲示した。児童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るようにした。ま

た，職員が児童の書く力の系統性を具体的に確認できる

場としての機能もあった。 

・先生のおすすめ記事コーナーでは，授業で扱った記事や，

授業の内容から発展させて考えさせたい内容を重点的に

掲示した。また，児童玄関前に「よこてだいすきコーナ

ー」を設置した。横手の農業や産業、文化などの記事を

掲示し，地域の話題に注目できるようにした。 

  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，ＮＩＥ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。全ての学年が様々な教科や領域において新聞を活用した授業づくりに取り

組んだ。その実践は，カリキュラムデザインに朱書きし，次年度の取組に生かしている。 

 

Ⅲ 成果と課題 

 ○「対話」については，深い学びの姿を日常的に話し合ったり，指導案検討会で重点的に検討したりした。そ

して，その姿を明確にすることにより，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，座席表を活用し，事前に児童の考えを把握したり，同じ考えの児童を近く

にするなど座席の工夫をしたりし，教師が意図的に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。 

○対話で深まった学びを個々の学びに結び付け，学びの実感を味わわせるために，一人でまとめられるように

様々な手立てを講じた。そうすることにより，徐々に自力でまとめられる児童が増えた。また，県の単元評

価問題を活用することにより，単元構成に工夫が見られ，児童に力を付けようとする教師の意識も高まった。

振り返りについては，単元の中で，簡単に振り返る，じっくり振り返る時間を計画的に設定することにより，

対話する時間や実験する時間を保障することができた。また，単元を通した振り返りの時間を設定すること

により，単元を通しての成長を実感することができたと考える。 

●話合いで深まった学びが個の力の定着に徐々に結び付いてはいるものの，十分とはいえない。学びの深まり

に応じた，知識・技能の習得が必要である。基礎的・基本的な学習内容の定着を図るチャレンジタイムの活

用の仕方について共通理解を図っていく。さらなる学びの実感を味わわせるために，軽重を付けた振り返り

を，単元の中でさらに計画的に行っていく。 

●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。しかし，どんな力を付けるために図書や新聞を活用するのかについてか明確ではなかっ

た実践もあった。 

 

Ⅳ 来年度の取組に向けて 

・今年度に引き続き，対話からまとめや評価問題に結び付ける手立てを工夫していく。単元評価問題を活用し

た授業づくりが浸透し成果が表れているため，継続する。また，考え表現する力を付けるために，様々な教

科において，一人一人が学びを再構成したり，評価問題を解いたりするなど終末の時間を大切にする。さら

に，各自がまとめたり，解いたりしたことの妥当性を吟味する時間を意図的に設定し個々の力を付けていく。 

・学びの実感を味わうことができるように，単元の中での振り返りを重視するポイントをさらに吟味し，「何

が分かったか」「何ができるようになったか」を積み重ねることにより，学びの実感を高めていく。 

・図書資料の活用，ＮＩＥについては，どんな力を付けるために，継続的に何を積み重ねていくことが大切な

のか全体で話し合い，共有する必要がある。そして，系統性を考慮し計画的な取組ができるようにしていく。 

【毎月の各学年による授業実践での積み重ね】 

【先生のおすすめ記事】 
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研究主題
豊かな関わりの中で，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。
語彙力を増やし，言葉の力を高めながら 「学び合い」のモデルを共有し実践を重ねることに(1) ，

より，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ることにより，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
思考力・判断力・表現力等を高める「学び合い」①

② 学びの高まりが実感できる「振り返り」
「学び合い」と「振り返り」の目指す児童の姿を具体的に示した指標（学びのさく

らんぼ）と, それを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
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践した。

出し合って整理し，さらに新たな考えを出すことができるように 「思考ツール（さくら，
んぼツール 」を活用した。学習内容に合ったツールを教師が指定したり，児童が自由に）
選択したりして活用した。

(2) 取組の実際
博士になって自動車クイズブックを作ろう」【実践例１】１年国語 単元名「

中心教材「じどう車くらべ」
・ 文章と挿絵 「自動車の説明の仕方 「教科書の説明とお気に入りの自動車」を自分で比「 」 」
べて考えてから，友達と対話することで，絵には文を補足する役割があり，文には伝えた
い内容を明確にする役割があることに気付かせた。

・ つくり」が必要な理由を，思考ツールを手がかりにトリオで対話し，１年生なりに仕事「
と作りの関係を考えた。これらの学習を時間ごとに繰り返すことによりさらなる高まりを
ねらった。

・振り返りの際に学びの高まりや自己有用感の高まりを子どもたちが実感できるように，課
題のもたせ方に気を配り，分かりそうで分からない子どもの迷いを基に学習課題を設定し
た。

【 心にのこったことを伝えよう ～すてきな心をもったヒー実践例２】３年国語 単元名「
ロー～」中心教材「モチモチの木」

・小グループでの話合いから全体の話合いにつなげた。話合いでは，根拠を基に自分の考え
を述べたり，友達の考えに質問したり共感したりする場をつくった。聞き手が相手の話を
理解し，自分の考えとの共通点や相違点に気付くことができ，考えを広げたり深めたりす
ることができた。

さくらんぼツールで分類 書いたクイズを交流他の図鑑と比べて読む
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課題に対する考えと，話合いで練り上げた考えとを比べて自分の変容を見つめ, グルー・
プや全体で話し合ったことを通して，気付いたことや分かったことなどから振り返りをし
た。また，毎時間の振り返り場面において，リーフレットに自分の思いが鮮明なうちに書
き入れるようにし，完成していく様子が分かるようにした。

【 涼しい暮らしをプロデュース（暑い季節を快適に 」実践例３】６年家庭科 題材名「 ）
・涼しく快適に住まうための工夫について，課題別グループで観察や実習をして明らかにな

った結果を伝え合い，新たな課題を見付けたり，組み合わせて活用する方法を考えたりし
た。

・実践した結果と効果を関連付けて生活方法の工夫のよさを実感したり，自分の家庭の生活
課題と関連付けて方法を工夫したりし 「これからの生活に生かす」などの視点に沿って，
振り返らせた。

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（主に授業での実践）

① １年生：国語「海の生き物図鑑を作ろう」
海の生き物の図鑑を見ながら，海の生き物の特徴や生態

に関する情報を調べ 「海の生き物図鑑」を作った。色を，
変えて隠れる生き物・変身して隠れる生き物・砂の中に隠
れる生き物などが比較でき，隠れ方がそれぞれ違うことを
発見できた。
【使用した図書「さがそう うみのかくれんぼ」あかね書

房「うみのかくれんぼ」金の星社 等】
② ２年生：国語「きいて たのしもう」

知っている昔話や神話について出し合い，神話を聞く
意欲を高め，様々な読み聞かせを聞いたり，学校図書館などで昔話の本を探して読んだりし
た。様々な登場人物に親しみ，読書紹介カードにまとめた。
【使用した図書「かえる女房」無明舎「さだ子沼」無明舎「ふるやのもり」福音館書店等】

③ ３年生：国語「食べ物の秘密を教えます」
身の回りの食べ物を振り返ったり，食べ物について書かれた本を読んだりして，身近な食

べ物の秘密について調べたことをパンフレットにまとめ，交流した。
【使用した図書「大豆 まるごと図鑑 「すがたをかえる食べものずかん」等】」

④ ４年生：社会「私たちの秋田県」

グループの話合いを全体で共有する

ために，ホワイトボードにまとめた

グループで，心情曲線をツールとして

用いて話し合う様子

リーフレットに本時の学習のまと

めを書かせ，評価につなげた

涼しくするための工夫を付箋で整理し，

題材を通しての課題づくりをした

窓の開け方による風通しの違いを，

模型を使って説明した

家庭で取り組めるかをレーダー

チャートで自己評価した

図鑑を調べる子どもたち
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秋田県の文化・歴史・産業・祭りなどを調べ，ガイドブ
ックを作成し，友達と作品交流をした。
【使用した図書「横手大好き 「秋田県に関するパンフレ」
ット・子ども日本地図」永岡書店「しらべよう47都道府
県の果物・野菜」等】

⑤ ５年生：国語「伝記を読んで，自分の生き方について考え
よう」

自分の選んだ人物の伝記を読み，自分の生き方や生活を
考え，原稿用紙にまとめた。
【使用した図書女性の生き方シリーズ「ココシャネル 「今」
井通子」等】

⑥ ６年生：国語「自分で考えたことを朗読で表現しよう」
宮沢賢治の伝記や作品を読み 「生き方や考え方」を探，

る参考にし，リーフレットにまとめた。
【使用した図書「賢治童話ビジュアル事典」岩崎書店等】

(2) の取組（主に授業での実践）ＮＩＥ
① １年：国語『ちがいをかんがえてよもう 「どうぶつの赤』

ちゃん」
読売KODOMO新聞の動物に関する記事から動物の赤ちゃんの

ことを調べ，動物の赤ちゃんについて関心をもたせた。
② ２年：国語『かたかなで書くことば』

読売KODOMO新聞，さきがけ子ども新聞，毎日小学生新聞か
ら片仮名で表わす言葉を探し，どのような言葉に仮名が使わ
ているかをまとめた。

③ ３年：社会『働く人とわたしたちのくらし 「食べ物工で』
働く人々 「農家の仕事」」

ヤマダフーズに行き工場の様子を見学したり，そこで働
く人々の仕事の仕方，仕事に対する願いなどについて聞いた
り調べたりしたことを新聞にまとめた。また，農家の仕事に
ついての工夫や願いについて，聞いたり調べたりしたことを
新聞にまとめた。新聞を基に説明をし，それに対して質疑応
答しながら全体で交流した。

④ ４年：国語『調べたことを整理して書こう 「新聞をつく』
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
参考にさせた。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。

５年：総合『確かめ合おう，大切なもの，光と風と緑の⑤
中で』

新聞を比較して読み，見出しやリード文の効果等を学習
し，それを活用して４校交流の宿泊学習の出来事を新聞に
まとめた。

⑥ ６年：学活『まわし読み新聞をつくろう』
同じ日の新聞記事の社会面から，それぞれが気に入った記

事を選んで切り抜き，グループで１枚の台紙に貼り，見出し
やリード文などを書いて「まわし読み新聞」をつくった。１
回目は児童のみで行い，２回目はＰＴＡの際に保護者と一緒
に行った。 の実際を保護者に体験してもらうことがＮＩＥ
できた。

⑦ 委員会活動
ＮＩＥコーナーを整備している。毎朝，委員会活動で

おすすめの記事を紹介したり，複数の紙面の同じ記事を
比較することができるように印を付けたりしている。授
業で新聞を活用する場合に ＮＩＥコーナーで調べること

来年度は， ウィークができるように整備している。 ＮＩＥ
を設定し，じっくり読む日，おすすめの記事について 話し
合う日，言葉を集めて調べる日，言葉を使ってみる日（クイ
ズ作り・切り抜き）等活動を工夫する。

秋田のことを調べて，

ガイドブックを作成

５年「保呂羽山新聞」

６年「まわし読み新聞を作ろう」

３年 社会科見学新聞
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Ⅲ 成果と課題
目指す児童像に導くための「学び合い 「振り返り」についてその有効性を検証するために，」

９月と12月に児童アンケートを実施した。４～６年生43名を対象としたアンケートの結果と児童
の様子についての教師の見取り，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
○前期よりも後期の方がポイントが

よくなっている項目が多く，授業
の中で「学び合い」と「振り返
り」がしっかり位置付けられ，児
童も意識して学習に臨んでいるこ
とが分かる。

○どの学年も４段階評価で平均２ポ
イント未満となり，研修や研究協
議会などで共通理解を図った結果
学習スタイルが定着したことが分
かる。

○「学び合い」をより活性化させる
ために，思考ツールの活用方法を
目的に合わせて工夫し，個々の考
えを整理すると共に，全体の場で
表現する際にも活用することがで
きた。

●相手の考えを受け止めて，理解す
る力をさらに育てたい。聞いて，
分からなければ聞き返す。話し手
の言いたいことをくみ取って言ったり，自分の考えと比べて判断したりすることができる力
を個々の児童に育てることが大切である。

●思いや願いをもって，主体的に学習をつくる力を育てたい。思いをもつ力，思いを実現させ
る力を育てるために，どんな学びが必要かを児童自身が意識しすることができるように，見
通しをもった単元構想や，年間計画の見直しが必要である。

(2)「振り返り」について
○全学年でポイントが上昇し 「学びのさくらんぼ」を基に，課題に照らしながら振り返りを，

する習慣が定着した。
○自分の学びを確認したり，友達の学びのよさを見付けたり，次時につながる新たな課題を書

いたりと，いくつかの振り返りの項目を関連付けて書くことができた。
●学習内容が理解できたかを見取るためには，授業前半のコンパクト化が必要である。算数は

評価問題まで，他教科は，学習のスタート時に確認したゴールまで達成できたかを教師も児
童もチェックできるように，振り返りやまとめの内容も検討が必要である。

●どこでどのように振り返らせることで児童の達成度を見取れるかを考え，計画的に振り返り
の場を設定することが大切である。教科や単元によって振り返りの仕方を工夫し，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
１年間の成長を見取ることができるように，・各教科や単元に合わせた振り返りを工夫する。

学年に応じた形式でポートフォリオ化する。
・思いや願いをもって主体的に学習をつくる力を育てるための研修を充実させる。
・総合的な学習の時間，生活科を中心にしたカリキュラム・マネジメントを実践する。

前期 1.6 0.3 1.8 0.6 1.5 0.1 

後期 1.3 1 .5 1.2 1 .5 1.4 1 .5 

前期 1.3 0.3 2.1 0.6 1.3 0.0 

後期 1.0 1 .2 1.5 1 .8 1.3 1 .3 

前期 1.3 0.3 1.7 0.5 1.5 0.2 

後期 1.0 1 .2 1.2 1 .5 1.3 1 .4 

前期 1.2 0.2 2.1 0.6 1.3 0.0 

後期 1.0 1 .1 1.5 1 .8 1.3 1 .3 

増減 太字は前・後期の平均

４年 ５年 ６年

１：あてはまる　２：どちらかといえばあてはまる　３：どちらかといえばあてはまらない　４：あてはまらない

普段の授業では，自分の

考えを発表する機会があ

ると思う

普段の授業では，学校の
友達との間で話し合う活動

をよく行っていると思う（さく

らんぼタイム等）

普段の授業では，はじめ

に授業の目標(めあて・課
題など)を立てて取り組ん

でいると思う

普段の授業では，最後に
学習活動を振り返る活動

をよく行っていると思う

児童への「学習に関するアンケート」より（表１）
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（十文字地区共通）研究主題 豊かな関わりの中で，自ら学びを高める児童・生徒の育成
「自己の成長を実感できる授業づくり」

～対話の深まりと振り返りの積み重ねを通して～

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ＮＩＥ

を推進する さらに ねらいを明確にした 対話 とポートフォリオや中・長期的なスパンでの 振。 ， 「 」 「
他と関わりながり返り」を積み重ねていくことを，工夫を凝らしながら継続することによって，

，ら確かに学び 自己の成長を実感し 自己実現を図っていこうとする子ども， ， が育成されると考え
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) 総合的な学習の時間と生活科を核としたカリキュラム・マネジメント
① 「横手」を対象とした学年テーマの設定

本校では，総合的な学習の時間と生活科を核としたカリキュラム・マネジメントの実践
に力を入れた。新たな体験や人との出会いの機会を設け，地域や横手市全体を視野に入れ
た試みである。

テーマの対象を「横手」とすることで，学習が広く，深く，スパイラルに展開された。つ
まり，既習の知識及び技能が，次の学習に生かされていくことで，主体的・対話的で深い学
びにつなげていくことができた。
○学年テーマ（・主な単元 ，☆ゴール）

３ 年 ４ 年 ５ 年 ６ 年

○横手大好き大発見！ ○とことん横手 ○横手いいとこ応援隊 ○修学旅行から広げよう

～まちづくりと ～産業から探ろう～ ～横手活性化プラン～・植田のまち探検

・横手を大きく見る ・農業（稲作，畑作） ・特産品の販売体験人を探ろう～

・横手の伝統行事や文 ・災害，ゴミ処理 ・地場産業（製造業） ・地域への報告

化，産業 ・植田をつくってきた人 ・レポート作成 ・市議会・市役所見学

・リーフレット作成 ・伝統工芸 十文字和紙 ・横手市活性化プラン（ ）

・リーフレット作成 作成

☆調べたことを生かして ☆植田や横手のまちづくり ☆農業や地元の産業につ ☆修学旅行と市議会見学，

横手の魅力を紹介する について調べたことを再 いて学習したことを再 などと関連して学んだ

リーフレットを作成し 構成してリーフレットを 構成し，社会に関わる ことを生かして，横手，

それを発表する。 作成し それを発表する ことについてレポート 市活性化プランを作成， 。

でまとめ発表する。 し，発表する。

② 体験活動や新たな人との出会いから生まれる対話の深まり
カリキュラム・マネジメントを進める中で，児童は多くの人と関わり，自分や自分たち

の考えを伝えようとしてきた。そのことが，児童が地域や社会との関わりに目を向けるこ
とへつながり，社会への参画や自己の生き方について考えることができるようになってき
ている。

また，教科横断的に単元や授業を組み立て，体験活動や新たな人との出会いの場が必然
的に生まれてくるように計画する。その時，なぜ，その体験が必要なのか，児童にとって
そこで得られるものは何か，そして，そのことによって本当にねらいが達成されるのかと

， ， 。いうことを 担任に任せっきりにするのではなく 常に複数で吟味することが大切である
複数の中に，必ず研究主任が含まれていなくてもよい。近似学年だったり，管理職だった
り，様々な職員が関わることが日々の意識化につながった。

(2) 中・長期的な振り返り
① ポートフォリオを活用した振り返り

一単位時間毎の振り返りはもちろんであるが，本校では今年度からポートフォリオを中
心に据え，中・長期的な振り返りによる児童の変容を見取ることに取り組んだ。例えば，
一つの単元をスパンとし，学習前と学習後の変容を比較する。また，体験活動後に書かせ
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た振り返りを蓄積し，自己の変容を児童自らが確かめることができるようにすることなど
である。６年生の社会科「新しい時代の幕開け」での児童の振り返りを紹介する。

学習前 学習後

・新しい時代とは，いったい 私は，江戸時代が終わって，それこそ平和な世の中になるだろうと思ってい
何が起こるのだろう。 ました。だけど，不平等条約があったり，西南戦争が起きたりして，江戸時代

・日本は江戸時代が終わって より生活が苦しくなってしまったことに驚きました。
大丈夫なのだろうか。 時代が変わり，人々が困難を乗り越えようとして活動しました。そこから日

本の歯車が大きく動き出し，今の日本につながっているんだなと思いました。

（長期休みにはポートフォリオのファイルを保護者にも見てもらい，児童の成長を伝えている）

学習前のものは，次の単元名や既存の知識からの想像である。言葉からくる印象や既習
の時代を基にして考えた事柄が書かれる。学習前に抱いたイメージと実際に学習していく
過程で，自分の想像したものと史実にはギャップが生まれる。そのギャップを通して何を

。，，感じ どのような学びをし 獲得した知識や技能は何かを振り返りに書かせるようにした
これまで行ってきた，一単位時間毎の振り返りをその都度文字に起こさなくても，単元

全体を通した児童の変容を把握することに有効であった。

② ポートフォリオを活用した振り返りから見えてきた変容とその要因の分析
中・長期的な振り返りは，社会科だけでなく，他の教科等でも実施した。特にカリキュ

ラム・マネジメントの核として行った生活科や総合では，ポートフォリオに蓄積した振り
返りを他教科との関連を図りながら各学年で次のように分析した。

ポートフォリオから見えてきた児童の変容（１年の例）

１： 平成30年6月 生活科「ざりがにつり」の振り返り前 半

２： 平成30年6月 国 語「あさがおのかんさつ （書くこと）」

１ 「ざりがにつり」 ２ 「あさがおのかんさつ」

げんきなざりがにでした。 はっぱのせんは，ほそいです。はっぱのふたば

えさは，ちくわでした。 は，つるつるしています。はっぱのほんばは，ざ

ざりがにつりは，おもしろいでした。 らざらしています。

つるは，もうちょっとでながくなります。

１：平成30年11月 生活科「にこにこだいさくせん おひさまランドへようこそ」の振り返り後 半

２：平成30年12月 国 語「しらせたいな みせたいな （書くこと）」

１ 「おひさまランド」

ばらくみさんは，げんきでした。ばらくみさんがくるまで，どきどきしました。ばらくみさんはえら

かったです。ばらくみさんがきてよかったです。ばらくみさんがよろこんでくれて，よかったです。ば

らくみさんたちが，はやくみつけてよかったです。

， ， ， 。 ， ， 。ぼくは かいちくんに まっててね っていいました それで かいちくんは はいっていいました

まえでことばをいうとき，きんちょうしました。

わくわくランドでかぜでうごくおもちゃがおもしろかったです。いぶきくんとやって，まけました。

ぼくは，レザせんせいにポップコーンをわたしました。わらっていました。

じしゃくであそぶおもちゃであおににつかまりました。

ゴムでとぶおもちゃで，ろけっとがとぶおもちゃで，いっぱいとびました。

ポップコーンがおいしかったです。ちょこあじがおいしかったです。

ポップコーンのみをとるときが，かたかったです。

あさがおのたねが，大きかったです。

（本人が思い出しながら書いた，そのままの文章）

２ 「リトルゴジラ」

学校に，ふじいせんせいがゴジラのセットをもってきてくれました。ぼくが一ばんすきなのは，リト

ルゴジラです。

せなかは，しろい山みたいです。まん中は，たかいです。

おなかは，うすいきいろです。おなかは，ハートみたいです。

目は，くろとオレンジいろです。よく見るとかわいいです。

みみは，小さいです。

手とあしに，つめがあります。つめは，きいろです。

ぼくは，リトルゴジラのかおがかわいくて，すきです。

），，（視点に沿って 文の形式を整えながら書き 完成させた文章
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考察（変容と要因）

【変容】

書で字な寧丁，文３～１てっ沿に題課の習学，りあで期時るす，は半前 文字を書くこと自体に難儀

けることでめあてを達成している。後半は，学習で自分が実際に活動したこと，自分の思い，人との

いてきてっなにうよるきでがとこるす，ていつに等とこたじ感らかりわ関 自分なりに生き生きと表現

る。

【要因】

○普段から，文字を書くことや文を書くことに関心をもち，楽しいと感じられるような学習を継続し

たこと。

○自分の思いをもつことが大切な学習では，文の形式や，出来事の順番などには拘らず，思いついた

ことをどんどん書くように指示した。課題から大きく逸れていない限り，出来事や自分の思いに気

付いたこと，それを文に書けたことを誉め，励ましながら学習を進めた。少しずつ 「書ける，で，

きる」自分を実感し，自信につなげながら学習することができたこと。

○「どこが，どんな様子なのか」等，観察を基に文を書く学習では，まず「どこ」の様子について表

現するのかという視点を一点決めさせ，そこを「よく見る，見付けたことを話す，文の形式を確認

する，見付けたことを書く」と一つずつ作業させた。その作業に，落ち着いて，繰り返し取り組む

ことで，少しずつ文章ができ上がっていく楽しさを実感しながら学習できたこと。

子どもがどのように変容したのか，またその要因は何だったかを分析することは，授業
改善と密接につながる。上記のような分析を各学年ごとに行うことで，授業改善のＰＤＣ
Ａサイクルが機能すると考えられる。よい変容を遂げた子どもとそうでない子どもを比較
し，なぜその差が生じたのかを分析することも，次の授業改善につながった。

③ 「発」から生まれる価値ある学び
総合的な学習の時間を核としたカリキュラム・マネジメ

総合でいう「まとめ・表ントのゴールは 「発信」になる。，
現」の段階である 「発信」することで学習内容を改めて振。
り返り，内容を吟味・精査し，自分の考えを伝える研ぎ澄ま
された言葉を子どもたちは紡いで発信する場面に臨んだ。そ
れは，年度末に行われた，全校ＰＴＡでの発表会である。子

小・保連携（１・２年生活科）どもたちは，保護者・地域の方々や学習を通して出会った多
くの方々の前で発表した。そこでのキーワードは「発」であ
った。
◇低学年：子どもの内なる力を引き出し，存分に「発揮」さ

せる
◇中学年： 発表」という形にすることで，荒削りの力を一「

定の方向に導いたりそろえたりしながら，質を高
交流センターまつり（３・４年総合）めていく

◇高学年：様々な学習や体験を再構成しながら吟味し，価値
あることを地域社会に「発信」し自分の生き方に
つなげていく

各学年の発達段階に即して行われていく「発 。連続性と」
学びの質の高まりを考えながら発信していくことが，学習が
スパイラルに展開していく鍵になることを感じた。

社会福祉大会（５・６年総合）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の推進(1)

朝の一斉読書（水曜日は「図書館で朝読書 ）① 」
月～木曜日は朝8 05～8 20の15分間，一斉読書の時間を設定している。木曜日は「図書館で: :

朝読書」として，上学年・下学年が交互に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する姿が見られたりして，充実

」「，。した読書の時間となっている 後期に入り 児童から 図書館読書の時間を増やしてほしい
との要望が出され，月～水曜日も低・中・高学年ごとに曜日を決め，朝読書に図書館を活用
した。主体的に子どもが図書館を利用したいと思い始めていること，本に囲まれて読書をす
ることが心地よいと感じ集中して読書に取り組む姿が見られることなど 「図書館で朝読書」，
を継続して行うことによって，各教科等の学習によい影響が出始めている。

② 図書委員会の活動…「めざせ！図書館マスター」 「全校で12,000冊！」多読の推奨
○読書集会（ビブリオバトルの開催）

，，全校のみんなに本の楽しさを知ってもらい 読書により親しんでもらえるようにと
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「 」 。 ，図書委員会の子どもたちが自ら計画・準備を進めて 読書集会 を開いている 本年度は
例年，行われているスタンプラリーの他に，成長段階に合わせたビブリオバトルに挑戦し
た。下学年では図書委員によるテーマに沿ったブックトークを行いシールで投票するかた
ちで，上学年ではバトラーを募集し３分程度で本を紹介し，投票用紙で投票するかたちで
行った。ビブリオバトルで紹介される本は，児童にとって新鮮だったようで，読書の本選
びの幅を広げてくれた。また，ビブリオバトルのバトラーから推薦された４名が公民館主
催の行事でビブリオトークを披露した。公民館主催の行事で地域の人たちにも読書活動の
取組を発表したことで，読書の楽しさを地域や家庭にも広める機会となった。

○冬休み明け「お年玉読書」
12月に先生たちにオススメの本を選んでいただき冬休み中に準備した。後期後半が始ま

った日にお年玉として本が入った袋を選ばせた。児童は，どの先生からの推薦本なのかワ
クワクして本を選び，休み明けの読書活動を意欲的に始めるきっかけとなった。読んだ後
は推薦してくれた先生にお手紙を書いた。友達とだけでなく異年齢の読書交流を通し，選
書の幅がさらに広がった。

推進(2) ＮＩＥ活動の
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の朝活動の時間に設定していた

「植田っ子新聞の日」を，今年度から金曜日の朝に変更した。
木曜日に発行された新聞を教師が読み，自由に読ませ感想を書
かせるか，特定の記事に絞るか，授業で活用できる記事がない
かなどについて吟味する時間を確保するためである。

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）実施している「植田っ子新聞の日」は，１年生から６年
生まで着実に定着している。金曜日の朝は，児童自ら職員室に
新聞を取りに来て，担任が教室に行く前に読み始めている。各
学年の発達段階に合った感想を書く力も向上してきている。

新聞コーナー

○朝の会での記事紹介
朝の会で，日直が毎日，新聞記事を紹介している。発達段階に応じて，記事を読む習慣

付けから始まり，記事に関するクイズを出したり，自分なりの感想を発表したりする時間
として活用している。

紹介する記事は，主に小学生新聞から準備され，各学級の日直が職員室前の机に取りに
来る。４種類の記事の中で，どの記事を紹介するかは日直に任されている。日直は朝読書
の時間に記事を読み，紹介する記事を決める。

② 新聞コンクールへの参加
○「全国新聞コンクール」学校奨励賞受賞

「第９回一緒に読もう！新聞コンクール」に，４年生以上の全児童が応募した。４年生
以上は毎週，新聞コンクールの応募用紙を活用し記事への感想を書いている。４月から書
きためたものの中から，自分で出品作品を選び応募したものである。家庭の協力も仰ぎな
がら進めている。

その結果，２年連続で学校奨励賞を受賞することができた。県内の小学校では本校だけ
の受賞であった。この結果を児童に知らせると，児童の読む意欲や書く意欲に向上が見ら
れた。コンクール参加は，日常の活動を外部から評価してもらう好機ともなっている。

Ⅲ 成果と課題
○カリキュラム・マネジメントの中で，新たな体験や人との出会いを意図的に設定してきた。いず

れも学習過程の中に適切に位置付けられ，効果を上げている。事前・事後の学習は，当然，他の
教科等と関連付けられ，自然な形でカリキュラム・マネジメントが進んだ。

○中・長期的な振り返りへの取組として，ポートフォリオを活用した。その中から児童の変容を見
取り，その要因を分析したことで来年度につながる振り返りの在り方が見えてきた。

●移行期２年目の来年度は，各教科等における特有の見方・考え方の理解と，それを生かした教
科等の学びを社会に結び付け，深い学びにしていくことが課題である。

Ⅳ 来年度の取組に向けて
・総合的な学習の時間，生活科を核としたカリキュラム・マネジメントにおける他教科等の関連部

分をより緊密なものとし，学びの質の向上に向けた取組を充実させていくこと。
・新学習指導要領の全面実施に向けた研修の充実。特に 「特別の教科 道徳」と外国語活動（外，
国語科）について，研修を深めていくこと。
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研究主題 豊かな関わりの中で，自らの学びを高める児童・生徒の育成
～関わりから新たな自分を創る「睦合スタンダード」による授業づくり～

横手市立睦合小学校

Ⅰ 研究主題について
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「睦合スタンダード」による授業づくりを通して，本校教育
目標の「自分磨き」と「ともに生きる」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場（むつみあい）の設定
ペア，トリオ，グループ，バズ，全体）
「むつみあい」… 和気あいあいと話す中でワイワイガヤガヤと
仲間と考えを比べたり，まとめたりする場。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場。

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）の設定
「やなぎ」…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，今の自分の学びを見つめる場。次の学びへのステップア
ップの場。

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
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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
○「睦合スタンダード」の定着

(3) 取組の実際（①②は協議の視点）
実践例1 第６学年 外国語活動 「友達を旅行にさそおう ～Let's go to Itary.～」

① 今回の子ども同士のやりとりは，子どもたちにとって
必要感があり，コミュニケーションの楽しさを味わうこ
とができるものだったか。
・本時は「話すこと（やりとり）」の言語活動を中心に

行い，次時は「話すこと（発表）」を中心に行う。本
時は次の時間のタスクに向け，発表に必要な言葉に慣
れ親しむ活動を行った。

・子ども同士のやりとりに必要感をもたせるために，「行
きたい国ランキング」を考える活動を取り入れた。順
位を当てるためだけならば，行きたい理由は必要ない
のだが，自分の気持ちや考えを伝えるために理由も付け
たやりとりを行った。

② 本時の振り返り(やなぎ)は，学びが実感でき，次の学習
につながるものだったか。
・活動を一端切って，よいモデルを紹介した。声だけではなく，動作や笑顔も意識させたい

と考えた。よいやりとりを行うためには，聞く側の反応も重要であると考えている。
・５分間のボーナスタイムで，より意欲的にインタビューをし合うことができたと感じた。
・授業の最後の「やなぎ」の前に，ＡＬＴからアドバイスをしてもらったことで，その視点

に沿った振り返りができていた。

実践例２ 第１学年 国語科「しょうかいするね このおはなしのこと」
① 今回の子ども同士の話合い（むつみあい）は，自分の考えを広

げたり深めたりすることに有効だったか。
・全文を掲示したことで，部分的なことに目を向けて考えるとと

もに，全文を通しての気持ちの移り変わりにも目を向けた感想
をもつことができていた。

・本文の言葉を自分なりの表現に言い換える場面もあり，それを
取り上げることで，語彙が広がり内容理解が深まった。

・「キーワード」という言葉を使い，「キーワード」を見付ける活
動は，1年生でも可能だった。

・「ぼく」の気持ちだけではなく，「エルフ」の気持ちを考えさせ
る時間が必要だった。

② 本時の振り返り（やなぎ）は，学びが実感でき，次の学習や日常の言語活動につながるも
のだったか。
・学習の始めに振り返りの視点を確認することで，「話合い」で学習を深めることができた
かに絞って振り返ることができた。

・「振り返り」は，終わった後の子どものイメージをしっかりもつことが大事である。学習
の過程でどんな思いをもったかについて振り返らせることが大切である。

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。

「図書委員おすすめコーナー」を設置し，課題図書の紹介ポスターを作成したり，おす
すめの本のポップをかいたりするなど，子どもたちの手でも環境を整備している。

ホワイトボードにキーワード

を書いての話合い

自分の気持ちや考えを伝えながらの

英語でのやりとり

学習の進め方シート

－ 47 －



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階段に名前が貼られる。そ
の中に「おすすめの本」が紹介されている。このことも多読
に対する意欲を高めている。

・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し
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

や慣用句の一部を空欄にしたものや，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。

⑤ 全校ビブリオトーク
・11月，祖父母参観の際，全校でビブリオトークを行った。縦

割り班ごとに順番を決めて，自分のお薦めの本を紹介し合っ
た。友達の発表に対し，質問や感想を交流することで読書の
幅を広げるきっかけになった。また，祖父母や保護者のみな
さんからも感想を話していただいたことが，家族で読書に親しむきっかけづくりとなっ
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」）
・学校図書館の新聞閲覧コーナーの設置
① ＮＩＥタイムの継続

・毎週木曜日のチャレンジタイムに，校長が作成した「新聞
から見える世界を楽しもう」のシートに取り組んでいる。
記事から問題の答えを見付けたり，自分の考えを書いたり
するなど，毎週楽しんで取り組んでいる。

・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を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
・４年生の実践 国語「『４年生』を発信するためには？」より

本単元で身に付けさせたい力は，「段落の役割に注目して説明文を読み取り，説明の仕
方の工夫を見付けること」である。本教材文は，「アップ」と「ルーズ」の効果について
説明された文章であり，写真と文章の対応を理解させるのに適した教材である。そこで，
教材文で写真と文章を対応させた説明の仕方を学ばせたあと，次単元の効果的に相手に伝
える文章を書く活動へとつなげていく。その導入の学習で，今年度話題となった金足農業
ナインが紹介されている二つの記事を活用した。写真と記事を合わせていく活動を通して，
写真と文章の大切さについて考えを深めることができた。

祖父母参観日

全校ビブリオトーク

校長室前のＮＩＥコーナー

子どもたちと同じシートを活用

100冊を達成した人が

おすすめの本を紹介

課題図書と必読書の

イラストパズル
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Ⅲ 成果と課題
○昨年度作成した「むつみあいステップアップシート」を学年団で見直した。学級担任が見直すこ

とによって，どのように発言をつなげていくのかをイメージできた。
○授業研究会では，「むつみあい」と「やなぎ」の二つの視点から協議会を行った。どの授業も，

ホワイトボード等をどのように活用すると，より効果的な話合い活動になるのかが提示された。
また，振り返りの視点の与え方などについても効果的な方法が提案された。

○ユニバーサルデザインの視点による教室環境づくりとして，全教室の前面に「むつみあい」と「や
なぎ」のシート（Ａ１版）を貼っている。全教室の前面が統一されたものになり，子どもへの定
着につながっている。

○子どもたちは，「学習の進め方シート」と「むつみあいステップアップシート」を手元に置き，
下敷きとして活用している。普段から，十分にできることをチェックすることで，自分の聴き方
や話し方を確認できている。

○「研修だより」は研究主任だけでなく，授業研究会が行われたときに，授業者と協議会記録者に
お願いして発行している。研修だよりを研究主任からの一方的なものではなく，全職員で作成し
ているという意識をもつことができている。

○十文字中学校区で「児童・生徒に身に付けさせたい力（資質・能力）」について研究主任部会で
方向付けを図った。各校の共通課題から，「こんな児童・生徒に」という共通の姿を設定した。

●６回の指導主事訪問が終わった後に，「あきた型学校評価」の学習部会を行った。その中で，小
集団での話合いの目的を明確にすること（「出し合う」「比べる」「まとめる」）や話合いを活性
化するためには，課題や発問を十分に吟味することが大切だということを再確認した。今後の課
題として全学級で取り組んでいるところである。

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。来年度もこの旗印を継続しながら，子ども

たちに付けるべき資質・能力は何かを明確にしながら，「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，十文字地区の共通のテーマの実現に向けた授業づくりを行っていき
たい。
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