
研究主題 思いを重ね，言葉をつなぎ，学びを積み上げていく児童の育成

横手市立山内小学校

Ⅰ 研究主題について
児童が自分たちで学習を進めていくという意識を共有しながら，言葉でのやりとりを通して基

礎的・基本的な知識・技能を習得しつつ，それらを活用した学習活動，探究活動へと発展させ，
思考力・判断力・表現力等を高めていく姿を目指し，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) ＰＤＣＡサイクルを意識した３部会による研究推進
これまで本校では，言語活動を通して児童の思考力・判断力・表現力等を高めていくために，

研究の重点に対応して次のように３部会を組織し，それぞれの部会において教師が協働しなが
ら研究推進に取り組んできた。新学習指導要領で目指す姿と本校での取組が合致し，各部会で
成果を実感してきた。そこで更なる向上をめざして，ＰＤＣＡサイクルを意識しながら，研究
を続けてきた。今年度，設定した研究の重点は以下の通りである。

(2) 研究の実際
○日々の授業における「山内スタンダー
ド」を基盤とした授業づくり
基本的・汎用的な授業モデルとして「山

内スタンダード」を策定した。「山内スタ
ンダード」は，児童相互の対話を中心と
した言語活動を通して，児童の主体的に
学習に取り組む態度，及び思考力・判断
力・表現力等を高めていくことをねらい
とした授業モデルである。（右資料）

昨年度は，学級担任８名全員が研究授
業を行い，指導主事から教えを受けたこ
とにより，「山内スタンダード」が「研究
授業」では充分に機能していることが検
証できた。そこで，教材研究の時間もな
かなかとれない日々の授業でいかに「山
内スタンダード」を実践していけるかが
鍵となる。昨年度の３部会での振り返り
から今年度は，自校の課題を解決するた
めに，「普段の授業で力を付ける」を目標

学習
児童の学習活動過程

○（前時の振り返りを基に）課題を設定する。
○課題を解決するための見通しを持つ。
○振り返りの視点を確認する。

○自力思考→集団思考
○ 対話１ （ペア・グループ）
・自分の考え・理解を深める。
・分かったこと・分からないこと，課題解決の方法
等を出し合い，主体的に課題に取り組む。

・相手の反応によって自分の考えや表現を調整する。
○ 対話２ （全体）

・自分の考え・理解を深める。
・多様な考えに触れる。
・学んだことを一般化する。

○個人・集団の学びを価値付ける。
※振り返りの視点の例

①何を学んだか ②どう学んだか ③次に向けて
○ 対話３
・全員が振り返りを表出する。
・振り返りを共有し，自他の認識の違いを知る。
・メタ認知・自己評価力の向上を図る。
・次時への意欲と見通しをもつ。

基本的・汎用的な授業モデル「山内スタンダード」
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授業改善部会 （子どもが主体的・協働的に学ぶ授業づくり）
○山内スタンダードを基盤とした児童が主体的・協働的に学ぶ授業づくり
・子どもの思いや言葉を基にした課題の設定
・課題を解決するための見通しのもたせ方の工夫
・思考を深め課題を解決するための対話
・個人及び集団の学びを価値付け，次時への意欲と見通しをもつための３文による振り返り
○ユニバーサルデザインの視点による授業づくりの推進

学校図書館利活用部会 （子どもの心を耕し，語彙を広げるための図書館の利活用）
○読書活動との関連を図った授業実践
○年間数値目標を設定しての読書習慣の育成
○家庭との連携を考慮した読書の習慣化

ＮＩＥ推進部会 （子どもの視野を広げ，社会参画への意識を高めるＮＩＥの推進）
○学年の発達段階に応じたＮＩＥの実践
○社会の出来事に目を向け自分なりの考えをもつための工夫
○ＮＩＥを授業に生かすための工夫
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に取り組んできた。そこで，「普段の授業を見合う」機会を定期的に設定し，お互いに授業の
良いところを学び合い，高め合う体制を作った。それ以外の研修は出来るだけ削減し，時間的
な面や量的な面で余裕を生み出すよう工夫し，普段の一時間一時間の授業で研究を積み重ねる
ことができるようにした。「普段の授業を見合う」では，研究協議会は行わず，下記のような
シートに決められた観点に従って各自記入することにした。

○研修コーナーの設置と研修記録のファイル化
参観記録カードは，研修コーナーを設け，全職員

で見合えるようにした。研修コーナーは，それぞれ
の「普段の授業を見合う」での授業の取組，それに
対する各先生方からの参観シート，次の授業の予定
や連絡などで構成した。

また，掲示が終わった後の記録は，すべてファイ
ルにストックし，いつでも閲覧できるようにした。
年度末までに積み重ねられたファイルは，研修のま
とめをする上でも有効であった。

○普段の授業の成果を出す場としての研究授業
指導主事訪問研究授業が，普段の授業を見合い高め合った力を発揮する場にもなった。研究

授業では，研究協議会での検討はもちろん，他校の先生方からのご指導も評価として今後に生
かした。他校の先生方からは，日頃から学校体制で「山内スタンダード」へ取り組んでいる点
など，高い評価をいただいた。

２ 学校図書館の利活用及びＮＩＥの推進について
(1) 児童の心を耕し，語彙を広げるための学校図書館の利活用

① 年間読書目標の提示と意欲喚起
年間読書目標を「低学年１００冊，中高学年１００００ページ」に設定し，全校を上げて

取り組んだ。年間読書目標達成者の表彰を図書委員会が年数回行い，校内に掲示をした。ま
た，学校図書館や本を，児童がこれまで以上に身近に感じ，活用を促進するために朝読書を

研修コーナー

－ 51 －



学校図書館で行うようにした。
② ボランティアによる読み聞かせ

秋田市のボランティア団体「風の会」にお願いし，年１回の読み聞かせ会を行った。また，
地域ボランティア「七色ハッピー」による読み聞かせを年５回行った。

(2) 児童の視野を広げ，社会参画への意識を高めるＮＩＥの推進
① 授業実践より

【２年生】 単元名「３けたの数（算数）」
数についての興味を広げるために，身の回りで使われている数字や新聞の中にある数字を

「ものの大きさを表している数字」と「表していない数字」に分類する活動を行った。児童
は，たくさんの数字を発見することに意欲的に取り組んでいた。数字は「ものの大きさを表
していない数字（番号）」としても多く使われており，便利なものであると気付くことができ
た。授業時間に留まらず，後日，算数の授業の中でも話題になるなど広がりがあったことが
よかった。
【４年生】 単元名「 大きな数（算数）」
日本の人口を紹介した新聞記事から，人口の読み方を

考えた。学習時期と新聞記事が同時期だったので，ちょ
うどよい教材にすることができた。大きな数は，新聞に
よく載っているので新聞を活用して学習を進めていきた
い。このようなすぐに使える記事をデータベース化して
おくことができればよいのだが，「いつだれがどうするの
か」を決めておくとより効果的だと思われた。

② 委員会を中心に取り組んだＮＩＥ集会
本校では，３年前から広報委員会を中心に「Ｎ

ＩＥ集会」を行っている。集会の内容は，１～
６年生までの縦割りのなかよし班ごとに新聞記
事を持ち寄り，切り抜き新聞作りを行うもので
ある。昨年度までは，１年生でも新聞に親しめ
るようにするため，テーマは全ての班統一にし，
「夏」や「秋」に設定していた。しかし今年度
は，広報委員会でいくつかのテーマを決め，そ
の中からなかよし班のリーダーである６年生に
選んでもらうことにした。そして，６年生が自
分のなかよし班のメンバーにテーマを伝え，集
会までに，そのテーマに関係のある記事を切り

「風の会」による読み聞かせ会後の児童の感想

なかよし班で新聞を作成

スポーツ 動 物
世 界 秋 田
自 然 季 節
すごい かわいい

【委員会児童が考えた

切り抜き新聞作りのテーマ】

目標達成児童の表彰・掲示

学校図書館での朝読書
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抜いておくように伝えた。下学年の児童は，教師から言われるのではなく，リーダーである
６年生に言われたことで，自分たちの集会という意識が強まったようである。集会までの期
間，自分のテーマに関係する記事を集めるために，児童一人一人が新聞をめくり，新聞を読
むきっかけになったことは間違いないであろう。
事前に自分たちでテーマを決めたことで，集会に対する意欲が高まり，バラエティに富ん

だ切り抜き新聞を作ることができた。また，記事に対す
るコメントを付箋に書く作業もスムーズに行うことがで
きた。児童の中には，記事の内容を踏まえ，自分の思い
や考えをしっかり書くことができていた児童がいるなど，
これまでのＮＩＥの取組の成果を実感することができた。
集会後は，完成

した切り抜き新聞
を玄関ホールに掲
示し，「新聞コンテ
スト」を行った。
お互いの切り抜き
新聞や記事に対す
るコメントを見合
うことで，集会後
も学びを継続する
ことができた。

Ⅲ 成果と課題
○今年度の「普段の授業で力を付ける」形の研修体制に関しては，自校の先生方からは次のような

評価があった。
・普段の授業の教材研究にかけられる時間が増えた。
・量的な負担が減り，落ち着いて子どもと向き合えるようになった。
・「研究授業」よりも，「普段の授業を見合う」方が，自身の日々の授業に取り入れられること
が多い。

・時間的・量的余裕が，質の向上へと向かわせる。
○ＰＤＣＡサイクルを機能させ，教師の意見をくみ上げながら工夫改善をしてきたことにより，よ

い研修となった。
○学校図書館の利活用及びＮＩＥの推進は，これまでの取組を基盤としながら，ＰＤＣＡサイクル

を意識して常に工夫・改善がなされている。また、委員会活動を通して児童の声が反映され，主
体的に取り組む姿がたくさん見られた。

●「普段の授業を見合う」ことに関しては，先生方の声を聞きながら無理なく行ってきた。しかし，
当初の予定よりも少なくなってしまった。普段，いかに先生方が忙しいか，行事が立て込んでい
るかが改めて感じられた。３部会での反省から，以下の改善策が出されたので検討していきたい。
・指導主事訪問の前後に同じ教科で「普段の授業を見合う」を設定する。指導主事訪問を含め，

３回をトータルで見て，目指す児童の姿に近づいているか評価する。
・年間の「普段の授業を見合う」を年度当初に割り振ってしまう。

●学校図書館の利活用及びＮＩＥの推進においては，教材化の難しさが課題として挙げられている。
来年度は，データベース化を進め，日常の教育活動の中に，無理なく効果的に新聞を取り入れら
れるよう，実践を積み重ねていきたい。

Ⅳ 来年度の取組に向けて
・日々の授業改善を通して，「山内スタンダード」が定着し，児童が主体的に授業を作り，対話を

通して高め合う姿が定着してきた。さらに，「山内スタンダード」の心臓とも言える「学び合い
・対話」に焦点を絞って授業改善を行い，日々「深い学び」に迫っていきたいと考える。

・これまで過去には，研修計画通りに進められなかったり，たとえできたとしても先生方の負担が
大きく，その後に生かされないケースを何度も見てきた。教員の働き方改革が叫ばれる今，今年
度の研修を新しい研修の形として今後も模索していきたい。

学びの継続「新聞コンテスト」

「すごい」をテーマにした新聞
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伝え合い 深め合い 確かな学びを獲得していく子どもの育成研究主題
～学びの充実感につながる「対話」を目指して～

横手市立大雄小学校

Ⅰ 研究主題について
横手明峰中学校区における共通課題から，小・中連携のもと９年間で育てていく児童生徒の姿

を求めて本研究主題を設定した。また，対話を通して思考を深めることが十分ではない，主体的
な学習態度の面で改善すべき点が見られるといった本校児童の実態を受け，上記の副題を掲げ，
研究に取り組んでいくことにした。

Ⅱ 研究の実際
１ 学びの質を高める「言語活動の充実」に向けて

言語活動を充実させ，学びの質を高めていくために，本校では以下の三つを授業者の「共通実
践事項」として設定し，校内研究授業を中心として授業改善に取り組んできた。

主体的に学習に向かうための手立ての工夫ⅰ)
考えを深めるための「全体対話」の充実ⅱ)

ⅲ) 「できる」を実感するまとめや振り返り，評価の工夫

以下に，これらに基づいて取り組んだ授業改善の具体について述べる。
(1) 「言語活動の充実」に焦点を当てた校内研修

① 児童一人一人の学びの見取り方
今年度の校内授業研究会では，授業を通して児童一人一人にどのような学びがあったのか

を明らかにするために，参観者の児童の見取り方を以下の(ｱ)(ｲ)(ｳ)のように工夫した。
なお，いずれの授業研究会でも，授業後の協議会は４～５名ずつのグループによる付箋紙法
で実施した。

(ｱ) 参観者が，学級全体を自由に参観する。
(ｲ) 参観者が，抽出児を中心にして参観する。
(ｳ) 参観者が，学級を３つのエリアで分担して参観する。

協議会での本校職員の様子を観察してみると 「(ｳ) 参観者が，学級を３つのエリアで分，
」 。 ，担して参観する 方法を採ったときが最も活発で具体性のある協議が成されていた これは

児童相互の対話を通して思考を深めていくことを本校の授業改善の柱としていることに起因
していると考える。協議会では，ペア・グループでの対話場面で児童がどのようなやりとり
をしていたのか，参観者が児童名を挙げながら具体的に見取ったことを語っていた。(ｳ)の
方法は，参観者が共通の場面に焦点を当て，児童の学びについて検討することに適したもの
であったと思う。

② 教育専門監に学ぶ授業づくり
本校３～６年生の国語科の授業では，佐藤利美教

育専門監に指導していただいている。そこで，どの
ように教材研究をして日頃の授業をつくっているの
か，どのような意図をもって授業の中に対話を位置
付けているのか，といった疑問に答えていただく内
容で教育専門監から学ぶ研修の機会を設けた。各学
級担任から普段の授業づくりで悩んでいることを質
問し，具体的な助言をいただくことで，取り組むべ
き手立てが明確になった。

また，教育専門監による日々の授業では，児童の
学習意欲を高めたり学習規律を形成したりする声か
け，学習の見通しや成果が明確になる板書，机間を回っての児童の学習支援や学習成果の見
取り方等，授業での教師の役割・立ち居振る舞いについて具体的に学んでいる。

③ 「できる」を実感させるための振り返りの充実
指導主事訪問や所長訪問等では 「深い学びに至るには丁寧な振り返りが欠かせない」と，

の助言をいただいた。そこで 「振り返り」に焦点を当てた校内研修を実施し，学年の発達，
段階に応じた振り返りの在り方について模索した。

佐藤教育専門監による「授業づくり講話」
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校内研修では，まず，各学年の児童の学習シートやノ
ート等に記載された各教科等での振り返りを職員で読み
合った。そして，どのような振り返りであれば，主体的
・対話的で深い学びが具現化されているのかを話し合っ
た。この研修の中では，学習を振り返る活動は必ずしも
全ての一単位時間内に位置付ける必要はなく単元の中で
適切に位置付けていくこと，単元の進展に伴って質的・
量的に豊かな振り返りができるようにすることなどを確
認した。また，この研修を通して，本校で目指す授業が
全学年で継続的に展開されるように，共通の「振り返り
の視点」を設定することが職員から提案された。その結
果，市内各校の取組を参考にしながら，右にあるような視点

。，を設定し 各学年の教室及び特別教室に掲示することにした
④本校で重視したい資質・能力について

学習状況調査や学校評価，児童アンケート，教師アンケー
ト等の今年度の取組を検証するデータがそろった２月，本校
児童の実態を把握した上で，今後重視していくべき資質・能
力を検討する研修を実施した。また，児童に身に付けさせた
い資質・能力について，児童も職員も共にその達成状況を把
握していくためには，どのような手立てが有効であるか検討
した。

(2) 校内研究授業を通しての取組
主体的に学習に向かうための手立ての工夫ⅰ)

【６年家庭科 衣服を快適に着よう～靴下の汚れをすっき
り落とす洗い方を探ろう～】

・事前アンケートの結果や児童の体験談等を生かしなが
ら 「自分の靴下を手洗いできれいにすること」を学習，
のゴールとして設定した。

・家族への聞き取り，教師による実験の演示，ハンカチの
洗濯実習などを通して，衣服への関心を高めたり，洗濯
の知識・技能を身に付けたりできるようにした。

，，・靴下を洗濯する実習を通して 知識・技能の定着を図り
生活を創意工夫する能力を高める。
考えを深めるための「全体対話」の充実ⅱ)

ふれあったどうぶつのことを【１年国語
おうちのひとにしらせよう

】，（ ）中心教材 しらせたいな 見せたいな
・グループや全体対話で，５つの観点から自

分との共通点や相違点を考えながら話し合
わせた。

・聞くときには友達の「いいなあ」を見付け
させ，互いの表現のよさや多様性に気付か
せた。

・時には，どうしてそのように考えたかを問
い返すなど，教師からの意図的な働きかけ
をした。

【５年外国語活動 できることを紹介しよう
She can run fast.He can jump high.】

・単元のゴールに向かうための１単位時間の学びの課
題について，児童同士が話し合いながら何ができれ
ばよいのか考えさせた。

・学習した表現を使って会話をするときに，どんな工
夫があればよりよいのか考えさせた。お手本となる
児童の会話の仕方を見せるなどして，よさを発見さ
せるような全体対話をしながら「よりよさ」を追究
した。

「できる」を実感！ふり返り

①できた！分かった
・～したら，～できるようになった。

・～したら，～が分かった。

②友達との関わり
・○○さんの～から，～と考えた。

・最初は～と考えたけど，○○さんの発

表を聞いて～と変わった。

③次に向けて
・次は，～したい。 ・～に活用できそう。

振り返りの視点（高学年）

本時の全体対話の板書

お手本となる会話の仕方を披露する児童

実験の結果を掲示

資質･能力を付箋で分類
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ⅲ) 「できる」を実感するまとめや振り返り，評価の工夫
【２年国語 おねえさんらしいすみれちゃんのことを教えよう

（中心教材 わたしはおねえさん 】）
・振り返りの場面では 「振り返りの，

視点」を明示し，本時のねらいに沿
って学習を価値付けた。

・本時案には，予想される児童の振り
返りの文章を記載し，教師がたどり
着くべき学習のゴールの姿を明確に
した。

・振り返りを全体で共有することで，
本時の学習の成果や次時へ向けての
課題を確認した。

２ 学校図書館の利活用及びＮＩＥの推進について
学校図書館の利活用(1)

日常的な読書指導の取組①
・毎日，朝読書の時間（ の 分間）を設定し，全校で８：０５～８：２０ １５
取り組んでいる。月曜日と水曜日を「図書室読書の日」とし，
１学年ずつ図書室で朝読書をする日を設けている。

・毎週木曜日は低・中・高学年ごとの輪番で，外部ボランティア
による読み聞かせを年間を通して行っている。

。，」「・ 読書貯金ファイル を用意し 読み終えた本を記録している
コモンホールに「読書の木」を作成し，年間 冊の目標に向１００
かって読書の足跡を確認できるようにした。

・市立図書館の巡回図書を活用し，読書活動への意欲の増進を図
った。

・冬季休業を利用して「親子読書」を実施した。読書の
大切さや意義を各家庭に伝え，親子で共通の本を読ん
でもらった。提出された読書カードは，児童の読書の
幅を広げられるように図書室に掲示した。

② 図書委員会としての取組
・毎日の図書の貸し出しを行った。
・図書集会を開催し，読み聞かせや図書クイズ，多読者
の表彰をした。

・読書スタンプラリーを実施し，楽しみながら図書に親
しむ機会を設けた。

③ 読書環境の充実
，・昨年度から１学級減ったことでできた広い空き教室を

図書室としてリニューアルした。本や本棚の移動等の
，，作業は 夏季休業中にＰＴＡ事業として児童と保護者

職員で取り組んだ。図書室が広くなったことで，学習
スペースを設置することができた。一斉指導の後，図
書を利用した個別での調査活動といった学習がスムー
ズにできるようになった。

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

④ 教科等の指導への活用
，・教科内容に関連する図書を学校司書に準備してもらい

教室でいつでも読めるようにした。
・高学年では，佐藤教育専門監の指導のもとビブリオバトルを開催し，学級のチャンプ本を

決めた。５年生のビブリオバトルには，６年生が審査員として参加した。
(2) ＮＩＥの推進

① 各学年の発達段階に応じた新聞活用

振り返りの視点まで明示された板書

学習スペースが設けられた図書室

６年生のビブリオバトル

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

・横手市の「みんなde読もう！新聞コンクール」に全
校児童が応募した。

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

② 環境委員会としての取組
・新聞記事を昼の放送で紹介した。記事に関するクイ

ズを出題することで，全校児童の新聞への興味・関心を高めた。

Ⅲ 成果と課題

○「大雄小の学習スタンダード」に表れ
た「授業は対話の連続による」という
授業観は，児童・教師共に定着してい
る。自己の変容を言葉で表現する，友
達の考えに反応したりつなげて話した
りするといった，主体的・対話的な学びの姿はどの
学年でも多く見られるようになった。

○読書活動の推進により，児童の読書量が大幅に増え
た。児童の語彙力の高まりが見られた。

○ＮＩＥの継続により，児童が社会の出来事への関心
をもつようになった。

○今年度は国語の授業改善に向けた研修を多くもつこ
とができた。児童の国語への意欲の高まりが県学習
状況調査でも認められた。

●県学習状況調査の結果から，算数を苦手としていて，算数への意欲をもてない児童の割合が多い
ことが分かった。

●読書習慣の形成やデジタルメディアとの接し方，児童の自己肯定感の醸成等，家庭と学校との連
携を図って改善していくべき点が学校評価や児童質問紙から見出された。

●学びの質を高めていくため（学びに向かう力，人間性等を高めていくため）には，大雄小で重視
する資質・能力の育成に向けて，児童と教師が共に目指す姿を共有していくことが必要であると
感じている。身に付けさせたい資質・能力をどのように設定するのか，さらに資質・能力の達成
状況等をどのように共有していくのか，模索していかなくてはならない。

Ⅳ 来年度の取組に向けて
・中学校区内で連携を図りながら「主体的・対話的で深い学び」を具現化していくために，来年度

も「伝え合い 深め合い 確かな学びを獲得していく子どもの育成」という横手明峰中学校区の共
通研究主題を継承していきたい。

・本校で重視する資質・能力を明確にし，個々の児童や学年度ごとの取組の状況を可視化できるよ
うな仕組みを構築する。

・児童の自己肯定感を高められるように学級経営の充実を図る。授業においては自己の学びを価値
付けることができるように，学習を振り返る活動を重視していく。

国語の勉強が好きだ 好きな理由「 」
「 」の項目での肯定的評価 考えるのが楽しい

29 30 29 30Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ

82.8% 89.6% 13.8% 20.7%５年

86.2% 87% 8.7% 21.7%６年

感想カードを貼付した作品

県学習状況調査質問紙からの抜粋

大雄小の学習スタンダード（対話の連続による授業）

対話の目的 学びの充実感につながる「対話」を段
通した授業づくり（共通実践事項）階

課題把握・見通し ①主体的に学習に向かうための手立対
・既習事項との関連から課 ての工夫話

題を設定する。 ・児童の言葉を生かした課題設定１
・追究の見通しを得る。 ・ 対話」を通した追究への見通し「

課題追究 ②考えを深めるための「全体対話」対
・新たなものの見方を得る の充実話 。
・考え・理解を深める。 ・教科等横断的な視点に立った「学２
・相手の反応によって自分 び方」の習得

。 「 」の考えや表現を調整する ・各教科等における 見方・考え方
を働かせるための問い直し

まとめ・振り返り ③「できる」を実感するまとめや振対
・学んだことを一般化する り返り，評価の工夫話 。
・個人・集団の学びを価値 ・各教科等の特質に応じた振り返り３
付ける。 ・ねらいに沿った評価（自己評価・

・見通しと意欲をもつ。 相互評価，評価問題，表現物等）

大雄小の学習スタンダード

児童質問紙 対話的な学びに関する質問
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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
急速な情報化やグローバル化，ＡＩの発達など，変化の激しい社会に対応し，自己の在り方を

見つめ，よりよく生き抜いていける「生きる力」の育成が求められている。そのためには，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
変化の激しいこれからの時代に対応

していける「生きる力」を育てるため
に，新学習指導要領では「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イメー
ジできるようにしたのが右の図である。
これまで21世紀型学力をベースに研究
を進めてきた「底力のある生徒」の育
成に向けた学びのイメージをもとに，
新学習指導要領で求められている資質
･能力の三つの柱に沿って，資質･能力
を南中で目指す「底力」との関わりを
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

これまで重ねてきた実践を基に，新学習指導要領で求められている資質･能力を見据え，
「底力のある生徒」の育成のために全職員で毎時間の授業で取り組むべきことを検討して共
通実践事項「南中スタンダード」を設定した。

特に「主体的な学び」に大きく関わる「１direction」により，育てるべき資質･能力を明
確にして「めあて」や「課題」，「ゴール」の整合性を図るとともに，「振り返り」を単元に
適切に位置付けて学びの実感を確かなものにできるようにした。また，生徒の学びが豊かな
ものになるために必要不可欠であり，「対話的な学び」に大きく関わる「４thinking」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・表現力等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。
○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
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」の育成につながる。「南中スタンダード」の共通理解を図るとともに，
より効果的に実践できるようにするために，年度初めに複数の教科で授業提示をし，実践す
る上での疑問点や課題を協議して実践につなげられるようにした。略案等作成の際には「南
中スタンダード」の位置付けを明確にしたり，教科部会で互いの授業を検討し合ったりと，
日常的に「南中スタンダード」を意識したり改善したりできるようにした。

③ Key Actionを位置付けた「深い学び」につなげる授業デザイン
各教科等の学習を通して身に付いた知識や技能は，それを活用することで確かなものにな

り，生徒の「底力」の育成につながる。これまで，「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
の学びを引き出してきた。今年度は，これまで実践を重ねてきた「主体的･対話的な学び」
に加え，単元の中に教科等の特質に応じた「見方･考え方」を働かせて「深い学び」をつく
り出すためのアプローチとして「Key Action」を位置付けた授業づくりを進めた。

また，「深い学び」を生み出すためのカギになると示されているのが，教科等の特質に応
じた「見方･考え方」を働かせた授業づくりである。授業の中で，どのような「見方･考え方」
を働かせるか，教師が明確に意図して授業づくりを進められるようにした。

深い学び
各教科等の特質に応じた

「見方・考え方」を働かせながら
◇知識を相互に関連付けてより深く理解する。
◇情報を精査して考えを形成する。
◇問題を見い出して解決策を考える。
◇思いや考えを基に創造する。 など

「南中スタンダード」授業研修会

保健体育

英 語

「南中スタンダード」授業研修会略案

Key Action
生徒が豊かな思考をつくり出していくための

しかけや学習活動
豊かな思考とは･･･
☆協働して最適解・納得解を生み出す。
☆多面的・多角的な思考を生み出す。
☆身に付けた知識や技能を活用して

社会や生活と関連させて思考する。
☆学んだことのよさや価値を社会や

生活，自分に生かそうと思考する。 など

【実践例】 技術･家庭 題材名「家庭と社会のニーズに応える設計･製作」

「Key Action」

☆協働して最適解･納得解を

生み出す。

☆身に付けた知識や技能を

活用して社会や生活と関連

させて思考する。

働かせたい「見方や考え方」

「南中の中庭に新しいベンチをつくる」という課題に

ついて，社会的，環境的，経済的側面から材料や加

工法を検討し，最適解を考える。

◇情報を精査して考えを

形成する。

◇知識を相互に関連付けて

より深く理解する。

｢Key Action｣ 全体の話合い

お互いの提案を比較･検討する。

｢Key Action｣ ３人による話合い

３人で提案を組み立てる。
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２ 学校図書館の利活用及びＮＩＥの推進について
(1) 「ことば」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 生徒と「ことば」をつなぐ図書・学校図書館
生徒が図書に親しみ，「ことば」を豊かにしていくために，

図書館に足を運んだり，図書に関心を高めたりできるように学
校司書や図書活用推進担当が中心となり，様々な取組を行った。

図書委員会が主体となり，「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。「読書に関する標語」の募集，「しおりコンクール」，「こ
ころに残る言葉」文集作成，「読書集会」の際には「ビブリオ
バトル」を行い，全校生徒に投票してもらうなどの工夫により，
全校生徒が図書に関わる機会を増やしている。

廊下の「図書コーナー」の充実を図り，社会と関連のある本
を紹介したり，生徒おすすめの本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
授業において図書を効果的に活用するために，

学校司書が中心となって教科等の学習に関する
特設の図書コーナーの充実を図っている。生徒
が単元の学習に対する関心を高めたり，課題解
決に役立てたりすることができた。

また，図書活用推進担当が中心となり，授業
での図書･図書館活用の実践を積み重ねること
ができるようにしている。職員室のホワイトボ
ードを活用して，図書館利用の予約を職員全体
で確認できるようにした。また，実際に活用した実践を，教科名，単元名，図書名等を付箋
紙に書いて職員室内に掲示した。これらの見える化により，どのような授業で活用すれば効
果的か，職員間で情報交換する機会が増え，効果的な実践に役立てることができた。

図書館ライブ

廊下の「図書コーナー」と図書館の特設コーナー

辞書引きコンテスト

教科の学習への関心を高める図書コーナー

【実践例】 数学 単元名 「 確 率 」

「Key Action」

☆協働して最適解･納得解を

生み出す。

☆学んだことのよさや価値を

社会や自分，生活に生かそう

とする。

◇情報を精査して考えを

形成する。

◇問題を見い出して解決策を考える。

◇知識を相互に関連付けて

より深く理解する。

「Key Action」

「もっとよいプランを考えよう」

働かせたい「見方や考え方」

・さいころの目の種類や条件に応じて変化する表か

・さいころの目の種類や条件を変えて試行錯誤したり，

視点を変更して柔軟に考えたりすることを通して求

めた確率と自分の目的を関連させながら考える。

「Key Action」 全体の話合い

求めた確率と自分の目的を関連

させながら説明する。
学習課題に対して予想を立てる

３人による話合い

ら，起こり得る場合を捉える。
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(2) 「ことば」の力を支え，言語活動の充実につなげるＮＩＥ
① ＮＩＥの日常化と段階的指導

新聞を購読している家庭が減り，インターネット等から情報を得ている生徒が増えている
ことから，日常的に新聞に親しむことができる取組を，ＮＩＥ推進担当を中心に行っている。
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，生徒がいつ
でも新聞に触れることができ
るようにしている。さらに，
「南中ＮＩＥ」として，「世
界では今」「みんなでじっく
り考えたい」など，時期ごと
に設定したテーマに沿ってお
すすめ記事を新聞委員が選ん
でいる。担当グループが，そ
の記事について考えたことを
付箋紙に書き，記事の近くに
掲示している。生徒が社会問
題について幅広く目を向けて
自分の考えを深めたり，互いの考えを交流できるようにした。

「新聞の日」には，「切り抜き作品づくり」等の活動で，記事
を分析する視点を提示し，情報を精査したり，思考したことを
論理的に表現したりできるように段階的な指導を行った。

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，新聞を活用し，学習に対する関

心を高めたり，情報を集めて分析したり，論理的に思考したりできるように実践を積み重ね
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んだ。

Ⅲ 成果と課題
○「南中スタンダード」の共通実践事項を検討し直し，年度初めに授業提示や職員研修等で共通

理解を図り，全教員による実践で「底力のある生徒の育成」につなげることができた。学習ア
ンケートの結果からも，「主体的な学び」「対話的な学び」に対する生徒の意識が高いことが分
析でき，「南中スタンダード」の全教科による継続的な実践の成果であると考える。

○新学習指導要領で，すべての教科等において育成すべき資質･能力が３つの柱に整理されたこと
を踏まえ，３つの柱に沿って育成すべき資質･能力を明確にする授業づくりに取り組むことがで
きた。「Key Action」を位置付けることにより，「教科等の特質に応じた見方･考え方」を単元や
授業での具体的な姿として明確にし，深い学びを生み出す授業実践に取り組むことができた。

○小・中連携の取組により，南中学区として育てたい資質･能力を明らかにすることができた。
●「振り返り」が授業の中で日常的に実践されているが，深まった学びがさらに次の学びにつなが

っていく生徒の実感が十分でないことが，学習アンケートの結果から分析できる。
●グループの話合いが生徒の意欲や学びの深まりにつながっているものの，全体の話合いが十分に

学びの深まりにつながっていないことが生徒，教師どちらの学習アンケートの結果にもあらわれ
ている。「4thinking」を機能させ，どのような思考をさせるのか明確にすること，学習課題や
「Key Action」の内容を精査すること，生徒の学び合いのスキルアップを図ることが必要である。

●「深い学び」の鍵となる教科等の特性に応じた「見方･考え方」が、すべての教科において具体
化されるところまで至っていない。

●小・中共通して育てたい資質･能力と，学校として育てたい資質･能力の明確化を図り，具体的な
生徒の姿として実践化していく取組を進める必要がある。

Ⅳ 来年度の取組に向けて
・生徒の学びの実感，新たな学びへの意欲につながる効果的な振り返りの在り方や，生徒自身，生

徒同士が学びを深めていける力の育成を，小中連携の共通実践事項をもとに実践していく。
・新学習指導要領の全面実施に向けて，教科等の特質に応じた見方･考え方を働かせて「深い学び」

を生み出すために，働かせたい見方･考え方を生徒の姿として各教科等で具体化するとともに，
「Key Action」の単元への位置付け等の実践を進める。

・小・中連携によって南中学校区の生徒に育てたい資質･能力を，生徒の姿として明らかにすると
ともに，生徒の意識化を図り，生徒も教師も一体となって取り組めるようにする。

・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，段階的な指導ができ
るように計画を改善していく。

南中ＮＩＥ

新聞委員が選んだその日のおすすめ記事について，

生徒が考えたことを付箋紙に書いて掲示

新聞の日

情報を基に，視点に沿って

自分の考えを整理，表現
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研究主題 気付きをつなげて共に高め合う生徒の育成
～主体的に議論して思考を深め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
『Ｌｅｔ'ｓ ギロン！』を合い言葉に，全校で学習活動に取り組むことにより，多様な考えや

価値観を共有する態度が育ち，そこから新たな気付きが生まれ，生徒一人一人の思考が深まるの
ではないかという仮説のもと，生新トリオでのＫＫＴタイムを通して，発信力・傾聴力・柔軟性
を高め，全体の話合い活動で積極的に意見を発言し，議論し合い，仲間と協働して，しなり強く
課題追究しようとする生徒の育成を目指して本主題を設定した。

Ⅱ 研究の実際
１ 学びの質を高める「言語活動の充実」に向けて

(1) 研究の重点と共通実践事項

① ＫＫＴタイムにおける，“議論”の意識化

教師側の課題設定においても，生徒側の話合い活動への取組み姿勢についても「議論」を
通してお互いの考えを深め合う「ＫＫＴタイム」を意識する。

② 話合いを活性化し，ミドルリーダーを育む『生新トリオ』の活用
学級担任が，話しやすい人間関係を考慮して意図的に編成する「生新トリオ」を全教科横

断して話合い活動等に活用することにより，話合い活動での発話数を増やすとともに，司会
者，発表者，記録者等の役割分担を指示し，ミドルリーダーを育成することをねらいとする。
６月頃から学級担任が『生新トリオ』を編成し，それを全教科で活用する。その後の再編成
は学級担任の意思に任せるが，後期後半には学級のどんな人とでも小グループで主体的な話
合い活動ができ，全体ＫＫＴタイムでの深まりのある話合い活動ができる学級集団を目指す。

③ 全教科等で図書館の利活用とＮＩＥ等の積極的実践
生徒の語彙力を高め，社会性を広げ，発信力を高める生徒の育成につながる図書館の利活

用とＮＩＥ実践，映像資料の活用等を年間指導計画に沿って計画的に進める。
④ 『Ｌｅｔ'ｓ ギロン！』を意識した道徳・特別活動の実践

多様な道徳的価値観を共有し，自分の考えを深める年間３５時間の道徳実践。互いの立場
や考えの違いについて理解し合い，折り合いを付け集団決定や自己決定につなげる議論を重
視する特別活動の実践。

⑤ 聞き手を育てる「あたたかい聴き方」「やさしい話し方」の指導

(2) 取組の実際（研究授業より）

３学年国語 単元名：ふるさとの未来を拓こう ～Ｌｅt's Ｐ＆Ｐ座談会～

◇指導で工夫した点
Ⅰ 主体的な学びの実現に向けて

・単元の導入で，単元を通してどんなこと
をどのようにできるようになればよい
のか，その具体的な姿を示した。

・自己の学習を振り返ったり，自分の課題
を意識したりできるように，学習計画表
を作成した。各時間の終末に学習の振り
返りを記述することで，生徒自身による
一時間ごとの自分の課題の確認と，次の
めあての明確化につなげていった。

Ⅱ 対話的な学びの実現に向けて
・「ふるさと横手」の未来への提言をテーマ
に，相互の考えをつなげながら個々の提

ゲストティーチャーを交えての座談会
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言をより具体的現実的なものに高めることを目指した。そのために，新聞等から収
集した材料を活用して自分の考えを明確にしておき，互いの発言を共感的に受け止
めつつ自分の考えにはない視点や不足していたことなどを明確にして聞き，土台と
なった提言に加筆修正できるシートを準備し，聞いてメモすることで自分の考えの
広がりや深まりを視覚的に捉えられるようにした。

・意見交流の際には，中学生的な視野にとどめないように，実際に横手に生き，横手
のために主体的に活動している横手青年会議所の方々を交えて話合いを行った。

Ⅲ 深い学びの実現に向けて
・多くの問題を抱えるふるさとへの提言集「＃秋田の解答」が５月16日付けの魁新報
に掲載された。それを活用して自分の考えの土台を構成し，お互いの意見をプラス
にして新たなものを創り出したり，自分の考えがさらに深まったりする希望的な時
間を目指した。

◇成果（○）と課題（●）
○多様な考えに対応できる話す力，話された内容を評価しながら受け止め，自分の考え

を広げたり深めたりする聞く力を付けるには，社会的問題について，社会で活躍する
など自分たちとは異なる立場の人々に考えを伝える活動が求められる。今回は，自分
の経験とそれを基に様々な視点から集めた資料を活用したが，そこにふるさとへの思
いが加わって，学習者自身の「発信したい」という意欲につながったと実感している。

○新聞記事やＴＶの報道などと自分の知識や経験を結び付けた提言や，他の生徒の意見
に関連させながら発言したり，それを基に自分の考えを広げられたりしたことは，情
報活用能力や問題発見・解決能力など，豊かな人生の実現や現代的な諸課題に対応し
て，求められる力の習得につながるものと考えている。

●「話すこと・聞くこと」にどのような評価の仕方があるのか，どのようなものが適し
ているかを考えること，また，「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改
善として，「話すこと・聞くこと」での深い学びの実現状況とはどのようなものかを
考えていくことが必要である。

２学年社会 単元名：世界から見た日本の自然環境

◇指導で工夫した点
・自然災害に対しての防災・減災への取組について，

これは有効だろうと思うものを自分なりの理由付
けをして考えさせた。その後，確実性があり，専
門性の高い防災マップや新聞記事で実際行われて
いる現実を知り，これまでの認識から新たな課題
に気付いたり，ずれに気付いたりしながら，自分
の考えを形成したことで，深い学びにつながった。

・防災マップや新聞記事で調べた防災・減災の取組
を紹介するだけではなく，そのよさや課題を考え
たり，自分なりの提言を入れることで，一層深い
学びになった。

・個の学びを基にして協働的に課題を追究していく
ために，グルーピングを工夫した。調べた災害ご
とに分けることで話合いの視点を合わせ，防災と
減災を分類して，多様な方法に触れるようにした。

・グループでの発表や話合い時に，ホワイトボード
にキーワードでまとめ，それを可視化することで，
互いの意見を比較したり，関連付けたりできるよ
うにした。

◇成果（〇）と課題（●）
○「日本にはこんなになぜ，災害が多いのか？」
「それは日本の自然環境や気候が影響している
のではないか？」というところをメインに捉え，
単元構成をしたことが生徒の興味・関心を高め，防災マップや新聞，ゲストティーチ
ャーを効果的に活用したことが深い学びにつながった。

班での話合いのまとめの提示

全体ＫＫＴタイムでの話合い
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●地域の防災についての学習を考えたとき，身近な地域の観察と調査などを絡めた学習
も考えられる。それらを通して得られた地理的な事象を防災マップと照らし合わせて，
地図などに分かりやすくまとめ，発表し合う学習も効果的だったのではないか。

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

◇毎日の朝読書（15分間：金曜日は除く）
◇図書室，図書室前廊下の特設コーナーの活用

・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。
・「話題の本」「映画化された作品」「季節に応じたおすすめ本」の紹介。

◇「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。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。

◇「読書リレー」の実施
・各クラスに１冊を配付。それをリレー形式で貸し出す。同じ本を読むことで，感想を交流

できるし，あまり学校の図書室を利用していない生徒にも興味をもってもらうことをねら
いとした。

◇「本の福袋」の企画
・新しく北中に赴任した先生方に，「生徒に読ま

せたいおすすめの本」を紹介してもらい，先生
方のメッセージとともに袋に入れ，どんな本が
入っているのか分からない形で貸し出しをする。
普段は手に取らない，新しいジャンルの本との
出合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と読書集会
◇今年度で実施３年目となった。昨年度からチャン
ピオン大会も含め，４回実施した。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，
年間行事予定にも組み込んだことで，とても充実
した取組にすることができた。

◇ビブリオバトルと合わせて，読書集会を２回実施
できた。（生徒による絵本の読み聞かせ，○×読
書クイズ）

(3) 新聞活用（ＮＩＥ）
◇職員に向けて

・毎月の職員会議で，新聞活用に関わる情報を提
示（Newspaper In Education）

◇生徒に向けて
・図書室前にＮＩＥコーナーを設置（ＨＡＰＰＹ

ＮＥＷＳシートや新聞各紙の一面記事の掲示）
・横手北中 Morning NIEの実施（毎週金曜日の朝
15分間）

・「横手市新聞の日」を活用したＮＩＥの取組（年
間８回）

・新聞各紙からＨＡＰＰＹＮＥＷＳを探そう！
・横手市「みんなで読もう！新聞コンクール」へ
の応募

・「生新トリオでＮＩＥ」の実施（集めたＨＡＰ
ＰＹＮＥＷＳを紹介し合う）

ビブリオバトルチャンピオン大会の一場面

盛り上がった読書集会

「ＨＡＰＰＹＮＥＷＳを探そう！」コーナー
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Ⅲ 成果（○）と課題（●）
・前期（７月）と後期（12月）に行った授業に関する生徒アンケートと指導の検証の結果の前後期

比較は以下のようになった。

質 問 項 目 前期 後期 比較

①ＫＫＴタイムで，「Let'sギロン！」を意識した話合いができている。 3.20 3.35 ＋0.15

②ＫＫＴタイムは，自分の表現力を高めたり，考えを広げたり，深めた 3.43 3.52 ＋0.09
りすることに効果がある。

③生新トリオでの話合い活動は，自分の考えに自信をもったり，考えを 3.48 3.55 ＋0.07
広げたり，深めたりすることに効果がある。

④授業では，自分の意見や考えを発表する機会が与えられていると思う。 3.54 3.50 －0.04

①話合いの仕方を生徒が十分に身に付けているか(話合いについての指 2.55 2.71 ＋0.16
示や助言は最小限にできていたか)。

②生新トリオの活用など，学習形態の工夫や支援の計画を立てていたか。 2.59 2.71 ＋0.12
また，それぞれの話合いが見通せていたか。

③「Let'sギロン」を意識した話合いのテーマ設定をし，生徒の多様な 2.36 2.43 ＋0.07
考えや意見の価値観を共有する活動がイメージできていたか。

④ＫＫＴタイムを通して，深い学びにつなげる授業コーディネートがで 2.45 2.67 ＋0.22
きていたか。また，それを実現するために十分な時間が確保できてい
たか。

○生徒アンケートの質問項目①，②，③が前期よりも後期の方が数値が高まっていることより，
生新トリオの全教科横断活用が機能し，生徒一人一人の考えを広げたり深めたりすることにつ
ながっていると思われる。

○教師側のアンケートでは，全ての質問項目が前期の数値を後期が上回っており，後期に入り各
教科の中でＫＫＴタイムを授業のどのような場面で活用するかという学習スタイルが確立され，
教師の指示も少なくなってきていると考えられる。議論を通して考えを深めるためのテーマの
設定はなかなか難しいが，生徒たちがお互いの多様な意見や価値観を共有し合おうとする授業
スタイルはできつつあると思われる.

●生徒アンケート質問項目④で後期の方の数値が低くなっている。各教科で生新トリオでの話合
い活動の機会が多くなった分，全体での発表の機会が少なくなったと捉えているのかもしれな
い。また，全体でのＫＫＴタイムで話合いがなかなか活発にできない状況である。その理由と
して，生新トリオで話し合って発言意欲が終息してしまい，改めて全体の場で発表しようとし
ない雰囲気が感じられる。生新トリオで話し合ったことを「トリオのＢさんが発表してくださ
い。」というように生新トリオ→全体での話合いにつなげ，深めていく授業展開を目指したい。

●生新トリオで話合いをさせて，Ａさん→Ｂさん→Ｃさんと発言してもそれに対して意見を述べ
たり，問い直したりすることがなく，生新トリオでの話合いに深まりが見られないと感じてい
る教師も多かった。その原因として生徒たちに深めようつなげようとする意識が薄いこともあ
るし，教師側の発問の仕方にも課題があることが考えられる。生徒のよい発言があっても，周
りの反応が薄いので，話し手が育たない。そんなときにやはり教師がもう少しその生徒の意見
を取り上げ，問い直しの発問や切り返しの発問をするなどのコーディネートが必要だと感じる。
また，ＫＫＴタイムにおける生新トリオなどのグループＫＫＴと全体ＫＫＴタイムの視点や目
的を明確にすることが大切である。

Ⅳ 来年度の取組に向けて
・今後も対話や議論を通して，自分の考えを根拠とともに他者に伝えたり，他者の考えを理解する

ことで，自分の考えを広げ深めたり，集団としての考えを発展させたり，協働して物事を解決し
たりする資質・能力を言語活動を通して高めていきたい。そのために，来年度も『Let's ギロン』
を意識した授業改善を全校で推進していきたい。

・お互いの意見を受容し，発言しやすい人間関係を育むために生新トリオの全教科横断的な活用を
図って発信力を高めるとともに，話合いの基礎となる「言葉の力」を育む図書館活用とＮＩＥの
推進をさらに図っていきたい。
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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
～生徒に必要感と達成感をもた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
「学びの質」を高めるためには，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「習得・共有」「話合い」「追究」することで学ぶ喜びを実感させると
ともに，その喜びを原動力として新たな「問い」が湧出され，自ら学び続けることのできる生徒
の育成を目指し研究を進めていかなければならないと考えた。また，授業を構築する上での教師
側の意識としては，生徒にとって“必要感”のある学びをつくること，授業を通して“成就感”
を味わわせることが必要だと考え，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) 「関わりタイ❤夢」を核とした授業改善
本校では，生徒による言語活動，対話的な学び

を「関わりタイ❤夢」と呼んでいる。教科等の授
業はもちろん，全校集会・学年集会の際にも，時
間を設定し，自分と異なる他の見方・考え方を知
り，自分の考えを深めるために活用している。「関
わりタイ❤夢」は，生徒の願いを具現化するため
の手立てである。生徒の「関わりたい」「自分の
考えを広げたい・深めたい」「確かな考えに組み
立てたい」という要望をかなえるために設定して
いる。
① “必要感”のある学習課題の設定

・生徒の疑問や気付き，生活経験及び既有の知
識を基にして，生徒にとって「自分事」の学
習課題・めあてを設定するように心がけた。

・学習課題・めあてに到達したときの具体的な姿を明示した。
・生徒が，学習課題・めあてに到達するための方法を考える時間を設けた。
・必要感のある学習課題設定のための教科の取組
〈実践１〉（国語／星の花が降るころに［文学的文章］）

ⅰ 物語のあらましを理解する。
ⅱ 生徒自身の感想を基に，疑問点や考えを深めてみたいこ

とを出し合い，学習計画を立てる。
ⅲ 自分たちで立てた計画に沿って学習を進める。

〈実践２〉（理科／天気とその変化）
ⅰ 天気について知りたいことはどんなことか，授業の振り

返りの場面で記述する。
ⅱ 生徒の記述（秋田はなぜ雪が多いのか）を紹介する。
ⅲ 生徒の考えを生かして，学習課題（冬は日本海側で雪が多く，太平洋側で晴れる日が

多いのはなぜだろうか）を設定する。
〈実践３〉（技術・家庭 家庭分野／スマイル住まい）

ⅰ 高齢者や幼児に対する安全対策を実感できるような実践的・体験的な学習をしたり，
専門家から話を聞いたりしながら，知識を習得し，住まいに対する考えを醸成する。

ⅱ 「我が家の改善点は何か？」「どうしたら，より安全で快適に住まうことができるか？」
という問いについて，家族と話し合いながら，解決策を探る。

ⅲ 具体的な解決の方法をレポートにまとめる。
② 学習課題に対する自力思考の場

・活発な話合いのためには，個々が確かな考えをもち，自信をもって発言することが必要だ。
自分の考えをまとめる時間を十分に保障した上で，話合いに向かわせた。

③ “必要感”のある言語活動の場
・生徒の“必要感”に応える場として，「関わりタイ❤夢」を設定した。「何のために話し
合うのか」という点について，全員で確認するように心がけた。

「関わりタイ❤夢」のイメージ

国語の授業の様子
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［各教科における「関わりタイ❤夢」の位置付け］
国語 独りよがりな考えになっていないか，他にもっとよい考え方がないかを検証する機会として「関

わりタイ❤夢」を設定する。また，表現・述べ方を学ぶ場としても活用する。
社会 生徒たちが，「広げタイ」「深めタイ」と思うような議題で話合いを設定する。他の生徒たちの意

見を聞いて参考にしながら，再度，意見を「組み立てタイ」と思うような活動にしていきたい。
数学 数学においては，自力思考と集団思考をつなぐものとして「関

わりタイ❤夢」を設定する。
理科 問題解決学習において，意味付けの予想の段階や考察を経て価

値付けるときに「関わりタイ❤夢」を設定する。また，自分の
学びをペアで振り返るという形の「関わりタイ❤夢」も設定す
る。

英語 本来，生徒同士がコミュニケーションをとることの多い教科で
あるが，ペアやトリオで英語で意見交換をしたり，生徒に「ミ
ニティーチャー」という役割を担当させたりして，理解を深め
ていくために設定する。

音楽 生徒全員にとって，「めあて」や「学習課題」に向けた話合いに
なるように考えて設定する。発表するだけではなく，考えの行き
来がある場になるように配慮する。

美術 他の生徒の作品を鑑賞し，感想を述べたり，アドバイスしたりする時間を設ける。その時間を経
て，よりよい作品に手直ししたり，新たな視点を得たりすることを期待したい。

保体 「めあて」や生徒それぞれの課題に向けた改善策やアドバイスをする機会を設ける。
技家 協力し合ったり，教え合ったりしていく機会を設けるようにする。他の生徒の考えを聞いて，自

分の考えや作品に生かすことを期待したい。

④ “成就感”のもてる「まとめ」「振り返り」を工夫することで，新たな「問い」が湧出さ
れ，連続して次の学びにつながる授業

・その時間の学びの意義を実感できる場として，そして，生徒が自身の考えの広がりや深ま
りを認識する場として「振り返り・まとめ」を捉えている。

・振り返り・まとめの際に，生徒が書いたり話したりしたことを基にして，授業改善をした
り，生徒の興味・関心を踏まえた授業構想を立てたりするように努めた。

２ 学校図書館の利活用及びＮＩＥの推進について
(1) 学校図書館の利活用
① 本に親しむ機会を広げる活動

・図書委員会発行の図書だより「本のきもち」
・図書委員会主催の「しおりコンクール」
・学校司書による広報「白猫と本」の発行
・公立図書館の巡回図書を各学級に設置
・担任の蔵書を学級に設置
・図書室を利用した朝の読書

② 教科等の授業における図書室利用
〈実践１〉（国語）読書感想文作成に向けた図書室の活用

今年度，本に親しむとともに，本から感じた
ことや影響を受けたことを整理する目的で，夏休
み中に全校生徒が読書感想文を書くこととした。
「何を読んだらいいのか分からない」と話す生徒が思った以上にいたことから，国語の教科
書に掲載されている「読書活動」の学習材と結び付けながら，読書感想文に適した本を選ん
だり，読書感想文の書き方を学んだりする授業を行った。図書室に置いてある「横手市読書
感想文集」を見ながら，優れた感想文の書き方を考えた。また，「横手市おすすめの本100
選」や国語の教科書に載っている推薦図書のリストを参考にしながら，実際に手に取って中
身を確認しながら夏休み中に読む本を選んだ。夏休み明けに提出された読書感想文は，読書
感想文に適した本を読んで，書き方・述べ方を工夫して書こうとしていたので，生徒の感じ
たことがよく伝わってくるものも多いように感じた。

〈実践２〉（学活）職業調べ
改装工事を経て，新しくなった図書室で，職業について調べる活動を行った。本校の図書

室には，職業・仕事に関わる本が豊富にあり，かなり効率よく調べ学習を進めることができ
た。また，個別に利用できる机が備え付けられているので，調べ学習に集中することもでき
た。生徒それぞれが，少なくとも二つの職業を調べた上に，友達同士で調べた内容を交流し
たことから，多くの職業について，その概略を知ることができた。

(2) ＮＩＥの推進
① 全校としての取組

ⅰ 「新聞きりぬきコンクール」への全校生徒による参加

改装した本校図書室

「関わりタイ❤夢」の様子
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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」に生徒全員が作品を出品
することを確認し，自分のテーマに基づいて，
新聞記事を集める期間を設定した。家庭で新
聞を購読していない生徒も少なくないので，
先生方に新聞の寄贈をお願いし，必要な生徒
に配った。夏休み明けに，それまでに集めた
記事を模造紙に貼り付け，見出しを書いて，
記事ごとに自分の感想や意見，提言等を考え，
記述した。この取組により，生徒は必然的に
たくさんの記事を読むことになった。テーマ
に合った記事を探す過程で，自分のテーマに
は含まれない記事も目にとまり，関心をもっ
て読むことことがあったと話す生徒もいた。
社会情勢を知るきっかけにもなったようだ。

また，記事を読むことを通して，分かりや
すい書き方を学ぶことができた。論理的な述
べ方や，数値等を示したり，エピソードを挿
入したりする具体的な表現は，生徒がこれか
ら文章を書くときに活用できるものであろう。
思考を鍛え，分かりやすい表現を学ぶよい機
会だったと思う。
ⅱ 新聞記事を基にしたスピーチ

朝の会において，毎日１名ずつ，自分が気
になった新聞記事の内容と記事を読んで考えた
ことをスピーチした。新聞を家で購読していない生徒は，学校の新聞を活用して，発表原稿
を作った。だいたい月に一度，自分の番が回ってくるので，日頃から新聞に目を通すように
なった生徒も多いという。さらに，毎日，他の生徒のスピーチを聞き，新聞の読み取り方を
学ぶ機会にもなった。新聞を読むことで，それまであまり目にすることがなか った言葉に
触れ，語彙を増やすことにも役立った。
ⅲ 「ハッピーニュース」の掲示

新聞から心温まる記事を見つけ，コメントを添えて掲
示する活動を行った。この活動は，生徒ばかりではなく，
教師も行った。新聞というと，「難しいもの」「暗い出来
事，恐ろしい事件を報道するもの」という印象をもって
いる生徒も少なくない中で，新聞の多様性に気付き，楽し
くおもしろい記事も載っていることを改めて感じる機会に
できた。新聞に対する抵抗感を払拭する取組として，効果があったと感じている。

② 教科等の取組
〈実践１〉（国語）新聞記事に合った写真を選ぼう

角館の花見の様子を紹介する新聞記事（文章だけ）を読んで，グループで，その記事に合
う写真について話し合った。記事を丹念に読めば，どの写真が適切なのかが分かることから，
新聞制作の際の留意点や写真，見出しを含めた記事全体の構成の仕方を学ぶことができた。
新聞の読み方を学ぶことにもつながった。
〈実践２〉（国語）社説を比べてみよう

同じ出来事について書かれた異なる新聞社２社の社説を比べ，その共通点・相違点を整理
するとともに，どちらの記事に説得力があるかを考えた。説得力があると考えるポイントは，
生徒によって違った。そこで，グループでの意見交流を通して，自分の考えの妥当性をはか
り，修正を加えた。こうした活動は，文章の要旨をまとめる力，本質を捉える力を養うこと
ができると感じた。

③ 専門委員会での取組
保体委員会で，生徒が印象的だったスポーツに関わる記事を切り抜いて，簡潔にコメント

を書き，掲示するという活動を行った。スポーツに関心がある生徒は多く，廊下の掲示を立
ち止まって読んでいる姿が見られた。その掲示を目にしたことをきっかけとして，家でも新
聞を開くようになることを期待している。

廊下の新聞記事とスピーチ原稿

コンクールで入賞したした作品
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Ⅲ 成果と課題
○「関わりタイ❤夢」を軸とした授業づくりを各教科等で実践したことにより，生徒は，話合いの

楽しさや意義を感じ，進んで活動に取り組んだ。そして，話し合う目的を意識して，短時間で効
果的な話合いができるようになってきつつある。あわせて，司会として話合いをリードする力や
他の生徒の話を聞き取る力も徐々に付いてきたと感じている。

○ほとんどの生徒は，基本的・基礎的な知識や技能を身に付けている。授業での確実な指導と「関
わりタイ❤夢」での学び合い，基礎テストに向けた取組等が要因として考えられる。また，他の
生徒に解き方ややり方を尋ねたり，教えたりすることがごく自然にできるような雰囲気をどのク
ラスももっていることがよく作用したのだと考えられる。学習集団にふさわしい人間関係を構築
できたことが今年度の好結果につながった。

○生徒の思いや考え，興味・関心をできるだけ生かしながら授業を組み立てようと心がけてきたこ
とで，生徒は，これまで以上に主体的な態度で授業に臨むようになったと感じている。授業中，
話し手から目をそらさずに集中して話を聞くとともに，その時間の学習をより意義深いものにし
ようと生徒自身が努めているのがうかがえる。

○言葉の力を付けるために，今年度も，「ことば貯金ノート」の活用とＮＩＥを実践した。「こと
ば貯金ノート」は，広報委員会が活用を呼びかけ，定期的にそのノートを集め，全校集会で紹介
したりしたことを通して，さまざまな語彙や表現の仕方に触れることができた。ＮＩＥとしては，
個人テーマを決めて記事を集め，小見出しやコメントを記入する活動を行った。必然的にたくさ
んの新聞記事を読まなければならなかったこの活動は，生徒に新聞の面白さや多彩な表現方法，
論理的な述べ方を教えてくれた。また，月に一度の「横手市新聞の日」は，生徒全員に「読売中
高生新聞」が配付されるが，全体に目を通して，特に印象に残った記事を選び，感想や考えを記
述することを通して，自分の考えを端的にまとめる力を養うことができたと思う。こうした活動
を経て，「授業で話す生徒の様子から，語彙力が付いてきたことがうかがえた。」と評価する声
もあがった。目的をもって活字に目を通したり，言葉の意味や文脈における効果に注目したりす
る活動は，生徒たちの言葉の力を高めることにつながるものであることが分かった。

●本校では，今年度，７月と12月に生徒対象の「学習アンケート」を実施した。ＮＩＥについての
質問項目を二つ設けたが，「一週間に，何日程度新聞を読みますか」という質問に対しては，1.
7（最高値4.0），「私は，新聞を読むことが好きだ」という質問に対しては，2.4と，他の質問項
目と比べると明らかに数値が低かった。その要因の一つとしては，家庭で新聞を購読していない
生徒が一定数いることが挙げられると思う。学校で気軽に新聞を閲覧できるように環境を整える
こと，もっと教科等の授業で教材として取り上げることが必要だと考える。

●振り返りをする時間も含めて一単位時間で完結する授業を目指しているが，作業や活動に時間を
要し，振り返りをする時間を設けられないこともあった。その時間の学びを価値付けたり，自分
に不足する力を認識したり，次の時間への意欲をもたせたりする上で有効であることを考えれば，
振り返りは欠かすことができない。生徒の実情をよく考えつつ，活動内容を精選して，振り返り
の時間を確保できるように努めたい。また，ただ単に感想を書かせるだけの振り返りではなく，
めあてや学習課題に即して，焦点を絞って考えられるような工夫も必要であろうと思う。

●自分の考えや思いをもっていても，全体の場で積極的に発言できない生徒もまだ見受けられる。
また，話合いや共同での作業の際に，グループの他のメンバーに頼ってしまいがちな生徒もいる。
「関わりタイ❤夢」で学び合ったり，教え合ったりする活動をする一方で，個の考えを確かなも
のにするために教師が働きかけたり，個の考えで試行してみる機会をもったりする必要を感じて
いる。

Ⅳ 来年度の取組に向けて
・毎時間，振り返りの時間を確保できるように，授業での学習内容を精選するとともに，それぞれ

の学習活動の想定時間を設定した上で授業に臨むこととする。また，振り返りでは，生徒が「分
かった」「できた」を実感すること，自分に不足している力を把握すること，次の学びへの意欲
をもつことを常に念頭に置き，振り返りの際の視点を与えたり，振り返りの形（記述，他の生徒
に話す等）をその都度工夫したりしたい。

・ペアやトリオといった形態では，自分の意見を臆せずに話せるのに，全体の場では，なかなか発
言できないのは，「間違っていたら恥ずかしい」「自分が言わなくてもだれかが言ってくれるは
ず」といった思いがあるからではないかと考えられる。すべての発言が全体の学びを高めること，
活発な話合いが多様な見方・考え方の習得につながることを伝え，旺盛な発言を促していきたい。

・本校生徒の実態を分析し，これから付けていかなければならない資質・能力を整理し，学校にお
けるすべての活動を通して，その資質・能力の育成に努める。
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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，副題とした。また，研究の重点に「主体的な関わり合いを促す Meiho Method の充実」
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) 主体的な関わりを促す
① CTR・主体的に課題解決に向かう授業

「主体的な関わり合いを促すMeiho Method」の重点であり，昨年度の研究の成果である
CTRを今年度は継続研究とした。

① 教材・資料，今までの学びとの対話
（教科書や補助資料の内容をとらえ，既習事
項や既有の体験を想起する）

② 学習課題（めあて）との対話
（課題の把握，ゴールの理解，学習を見通す）

③ 学習課題（めあて）と自己との対話
（自分の考えを明らかにし，表現する）
④ 学びの中での自己との対話
（教材・資料，学び合いを通し自分の考えを
再構築する）

⑤ 他者との対話
（トリオ学習・対話等の協働学習などで自分
の考えを伝える，他の考えとつなぐ）

⑥ 学びを通した自己との対話
（学びによる変容を自覚する・自己や他者へ
の気付きを整理する）

「問い」をもち，主体的に学習課題やめあてをたてる
授業を見通し，ゴールの姿が分かる

生徒が・・・自分の思いや考えを明らかにし，表現できる            ・・・授業をつくる
自分の思いや考えと，他者の思いや考えを考えをつなぐ
自分の学びや他者への気付きを含め振り返る

特に，年度当初は「そろえる」ということを意識し，次の点を共通実践とした。

ａ 生徒に「問い」をもたせ，生徒の声を生かした学習課題（めあて）の設定

ｂ ねらいとゴールが明確な授業
ｃ 学びの実感を引き出し，自己や他者への気付きを含んだ振り返りの工夫

Meiho Method
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また，教師や生徒のアンケート等から，ｂ，ｃの授業実践が進んでいるとの評価がなされ

たことから，後期には「CTRタイム」（他者の思いや考えをとらえ，考え，自分の思いや考
えをつなぐトリオ・小グループ等での学び合い，協働学習できる場）も加えて共通実践する
こととした。

② CTR，CTRタイムの共通実践

まず，CTRのC（とらえる）。生徒が，学習を自分のものとして捉え，主体的に授業に
向かうことができるように，生徒の疑問や，つぶやきを生かして「学習課題」「めあて」
を設定することにした。また，学習課題やめあてに対応したまとめ方や今日のゴールを
授業の初めに示し，生徒が授業の見通しをもち，授業のゴールに向かって，主体的・意
欲的に学習に取り組めるようにしてきた。

次に，T（考える）。教科の見方・考え方を生かし深い学びに至るために，CTRタイ
ムを授業の中に位置付けることにした。

そして，Ｒ（つなぐ）。学習課題に正対
したまとめをしたり，めあてに正対した
今日のゴールに達したりした後に，自分
自身への気付き，他者への気付きを，よ
さや改善点も含めて振り返る時間を設定。
次の学習に向かう意欲や新たなる関心を
高めることができた。

③ 共通実践のために
全職員での共通実践を進めるために，年間を通し一人一

研究授業を行うこととした。校内研究会の特定授業だけで
はなく，授業を見る会としてお互いに授業を見合う機会も
設けた。また，校内研究会は原則全職員協議を進めること
とした。

授業を提示する機会には事前に教科部会も設定した。板
書計画を持ち寄り，学習課題やめあて，まとめや今日のゴ
ールの整合性，発問や指
示，CTRタイムの設定な
ど授業の流し方等を検討
した。

また，職員の毎月の授
業アンケートを活用し，
研究通信で共通実践の状
況をフィードバックした。

(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
① NIE
【国語科】

１学年の国語の授業「わかりやすく伝えよう」という単元で，自分の興味・関心のあるこ
とについてまとめた作文を，さきがけ新聞Voiceのコーナーに投稿した。

【数学科】
１年比例と反比例の単元で，古紙のリサイクル，鮭の稚魚の放流の記事を取り上げ，

データ関係を比例と見なして考察させた。
【理科】

理科室前に学習内容に関わる新聞記事を掲示して，日常生活や自然環境，先端の科学
技術などを紹介することで関心をもって記事を読むようにさせた。

授業を見る会の略案と考察
板書計画を持ち寄り検討

国語科の振り返りシートの一部
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【保健体育科】
タイムリーな世界大会の新聞報道や，健

康被害に関する特集記事などを活用し，学
びと実際の社会生活との関連を図った。

② 図書活用
【国語科】

歌や俳句，古典学習，戦争教材において，
情景や心情，時代背景を理解するための手
立てとして，図書や新聞を活用した。

【理科】
植物や動物の体に関する調べ学習などで，資料として図書を活用し，内容を深めたり

関心を広げたりできた。
③ 「横手を学ぶ郷土学」
【社会科】

「よこてだいすき」や「横手市の文化財」を活用し，歴史的な事象を身近なものと認
識させることで自分との関わりで捉えさせた。

【理科】
「よこてだいすき」を活用し，気象学習では雪との関わり，還元の学習では発電所や

鉱山について調べるなど，郷土との関わりを意識させる学習を取り入れた。
【美術】

「ご当地キャラクター誕生」の単元では，自分の住んでいる地区以外の特色について
各地区ごとにグループを作り，キャラクターのヒントとなる地域素材を「よこてだいすき」
を使いながら考えさせた。

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 生徒会活動との連携
秋の読書週間に合わせて「読書集会」を開

催した。今年度は図書委員による「ブックト
ーク」，横手市のおすすめの本100選から出題
の「図書クイズ」，そして全校生徒参加の「ビ
ブリオバトル」，横手市教育委員会の奥山先
生による「本についての講話」と盛りだくさ
んな内容とした。特に「ビブリオバトル」は，
朝読書の時間や３Ｃタイムを活用した班での
予選，学級での予選，学年での予選を勝ち上
がった６名のバトラーによるプレゼンテーシ
ョンを行い，全校生徒が最も読みたい本に投
票できた。

② 朝読書の充実
年間を通して朝読書の時間を設定し，学年部の協力を得て，開

始時間には全員が読書を始めているという体制を取った。また，
担任や学年部の職員による選書指導も適宜行った。

③ 館内の整備
図書館を活用しやすいように，机を新たに購入。四人掛けの机

で，グループ学習や調べ学習の効率がアップした。総合的な学習
の時間を初め，国語，社会等で活用した。

また，話題の図書だけでなく，ノーベル賞など話
題になった事柄に関係した特設コーナーを設置した。
目に付きやすく手に取りやすくして，新たなジャン
ルに興味をもたせるようにしている。また，友達に
おすすめの本を紹介する読書紹介カードも展示した。

④ その他の取組
横手明峰中学校区小・中連携教育推進委員会読書活動推進部会の事業として，読書紹介カ 

ードによる交流を行った。おすすめの本を読書カードに書き校内で生徒同士交流。また，代
表生徒のカードは小学生の分と一緒に各小・中学校を巡回させ互いに読み合った。

ビブリオバトル学級

予選

全校生徒が、読書

の魅力を発信。友達

のプレゼンを聞い

て、これまでの読書

経験とは違う本を選

ぶ生徒が増えた。
読書集会

学級，学年予選を

勝ち抜いたバトラー

によるビブリオバト

ルのプレゼン。どの

生徒も聞き入ってい

た。

特設コーナー

話題の本や

時期や季節に

あった特設コ

ーナーを設

置。
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(2) NIEの推進
① 「NIEday」の設定

年８回の横手市新聞の日とリンクさせた。NIEday当日，生徒は朝読書時に読売中高生新聞
を読み，印象に残った記事をスクラップし，その日の３Ｃタイムで，記事の内容，記事を選
んだ理由，感じたことや考えたことをシートにまとめる。ワークシートはクラス代表作品を
学年のNIEコーナーに掲示。事後，ワークシートは，NIEファイルに蓄積し，読み返すことで，
自分の考えや心の成長を見つめ直す機会とした。

② 「NIEスピーチリレー」の実践
全学級短学活の中で，新聞記事を題材にした１分間ス

ピーチを行った。「感動をくれた新聞記事」「私が注目し
た出来事・事件」「教科の視点で取り上げた記事」など，
時期ごとにテーマを変化させた。生徒は，テーマに合っ
た記事を探し，内容をワークシートにまとめ，自分の考
えを発表した。クラスメイトからコメントを記入しても
らったワークシートを学年のNIEコーナーに掲示した。
仲間からコメントをもらったり，他のスピーチにふれた
りすることで社会的視野が広がってきている。

③ その他の取組
横手明峰中学校区小・中連携教育推進委員会NIE推進部会の事業として，新聞感想（コメ

ント記入）による小学生と中学生の交流を行った。感想交流のもとになるシートは，横手市
の「みんなde 読もう！新聞コンクール」の応募シートを使用した。市のコンクールにも学
級代表作品をクラス数分提出した。

Ⅲ 成果と課題 （○成果，●課題）

○生徒の学習アンケート(12月実施４件法）の関連事項は次の通りであった。「自分から進んで授
業のめあてや学習課題をとらえ，見通しをもって授業に参加していますか。」大変よい・よいの
合計93％。「授業で友達と話し合う活動(小グループ・全体)に積極的に取り組み考えを広げたり
深めたりするなど自分の学びに役立てていますか。」同93％。「授業の終わりに，自分の言葉で
『まとめ』をしたり，自分が学んだことや友達から学んだことについての『振り返り』をしてい
ますか。」同91％。このことから，全職員で共通実践として行ってきたことを，生徒が意識して
授業に参加していることが分かった。

○職員の授業アンケート（毎月実施４件法）を実施し，研究通信で研究の重点についての現状を毎
月フィードバックできたこと，校内研究会・授業を見る会でCTRについての職員の共通理解が図ら
れたこと，教科部会で継続して板書計画を検討してきたことにより，学校全体で授業の進め方に
関し同じベクトルで共通実践することができた。どの教科も同じ方法での授業となり，生徒も安
心して授業を受けることができていた。

○図書や新聞を活用した授業が増え，生徒が教科書だけでなく様々な情報を活用して学習する時間
が増加した。

●研究の共通実践がなされ成果も確認されたが，職員アンケートに，導入で生徒の問いや声を生か
した学習課題やめあてを設定することに時間がかかりすぎ，展開や終末の時間配分に苦労したと

時間を設定したり，振り返りを確実に行うための時間を確保したりするために，何を教えて，ど
んな活動をさせるのか，何を考えさせるのか等，授業内容の精選を今まで以上に図ることが必要
である。

●CTRタイム等を通して，思考力・判断力・表現力等は高まってきたが，活用するための知識・技
能を今まで以上に定着させる方策が求められる。

Ⅳ 来年度に向けて
・ を継続研究すると共に，学校として育みたい資質・能力を，生徒の姿から設定した

い。その上で教育活動全体で資質・能力の育成ができるようカリキュラムデザインを行う必要が
ある。また，資質・能力の育成という視点から，学習課題・めあての設定や，振り返りの在り方
など授業の構造についても検討していきたい。

・知識・技能の定着のために，言葉の力の育成，授業の在り方，基礎テストや定期テストの関連，
家庭学習等の取り組み方等について，トータルな計画を立案し取り組みたい。

NIEコーナーの掲示

Meiho Method

いう反省もみられた。生徒の問いや声を生かして学習課題やめあてを設定したり，CTRタイムの
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３人による話し合い〈家〉

クロストーク話形モデル

研究主題 豊かな関わりの中で，自ら学びを高める生徒の育成
～「話して聞いて考えて みんなのことばで学びを深める」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
「話して聞いて考え合う」双方向の言語活動において，対話の深め方と有意性の意識化，振り返
りの行い方について，職員間また小・中で方向性と課題を共有しながら研究実践を積み重ねて学
習の質的向上を図る。その対話と振り返りによって創造する学びと，豊かな言語環境を融合させ
た学習活動｢J-tiveラーニング｣を本校の旗印として推進していく。

Ⅱ 研究の実際
１ 学びの質を高める「言語活動の充実」に向けて

(1) 考える力をつけるために
① 話型モデルの活用

昨年度から引き続き｢話合い100時間宣言｣を合い言
葉に，生徒が主体的に思考，判断し，課題解決のた
めに言語表現していく話合い〈クロストーク〉を設
定している。「ルーレット形式」「対話型」「マーケテ
ィングディスカッション〈MD〉形式」の話型モデル
を全教室に掲示することで，共通理解をした。

② 学びを深めるクロストーク
課題解決のプロセスにおいて，多面的・多角的な視

点で考えて，関連付けたり思考を深めたりするために，
３人での話合いやMD形式などのグループ同士の交流を
各教科・領域で取り入れた（クロストーク）。その際，
ホワイトボードを活用したり，思考ツールを使ったり
しながら伝え合いやまとめを行った。これらを用いる
ことで，まず論点の整理がなされ，思考力に差がある
場合でも，教師側は見方・考え方を磨く具体的な指導が
できるようになり，その場の議論も活発化した。グループ交流の仕方もMD方式のみならず多
様な形態で行われた。

「共躍学習」では，クロストークを学年全体で行ったり，異学年でグループをつくって全
校一斉に行ったりした。様々な情報や考えを交流させながら主体的に学習を進める姿が見ら
れた。

ホワイトボード・思考ツールの活用〈社〉 体育館でのクロストーク模擬授業〈国〉 異学年でクロストーク〈共躍学習〉

③ 話し方・聞き方スキルアップトレーニング
クロストークの充実に向けて，いろいろな話合いの型を身に付ける「スキルアップトレー

ニング」を大志の時間に行った。時間は15分間，月に２回のペースで全校一斉に実施した。
Ⅰ期は学習スタイル・クロストークの定着，Ⅱ期は合意形成力向上，Ⅲ期は学級熟議の向上
をねらいとし，計画的・継続的に行った。11月中旬には「学び合いクロストーク」として10
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コマを一ｶ月かけて行い，課題に対して自分だけ分かって完結するのでなく，「仲間と共に
解決に向かう学び合い」を最終目的として，一緒に手順を考えたり教え合ったりする活動を
意図的に設定した。

④ 共躍学習の取組
「よこてだいすき」テキスト活用の仕方に課題が残った昨年度の反省から，また総合的な

学習の時間やキャリア教育の学習がセパレートで進められていた経緯から，今年度は「横手
を学ぶ郷土学」と，総合的な学習の時間，キャリア教育の三者を横断的に捉え，「共躍学習」
と称して推進を図った。

それぞれのねらいの達成に向けた学習活動でも，他に関連させながら進めることで効率化
が図られた。また，こうした横断的な考え方が，職員に「教科指導でも活用できる」実感を
与えられたと考えている。

修学旅行先での本市紹介のパンフレット作成の手引きとしたり，その冊子を活用して，全
校で回文・俳句・クイズ作成に取り組んだりした。社会科では，「よこてだいすき」を活用し
ながら，農業・高齢者福祉・子育て支援・観光・環境などの面から，市の活性化を図るため
の提言をまとめ，さらにそれを市に提出するなど，主体的に社会に関わろうとするする態度
を育む機会とした。他教科においても，英語科，技術家庭科等でも活用した。
「横手を学ぶ郷土学」を教科領域と柔軟に関連させることで生徒たちは，横手という自分が
住む地域の新たな発見をするとともに，多面的・多角的な考察や深い理解につながるいった
実感を得ることができたと捉えている。

⑤ 振り返り活動

学んだことを別の視点で考え直して一層理解を深め，

新たな思考･表現に広げ深めるための「問い直し」を授業

後半に位置付けている。その問い直し，まとめ，自己評価

等を一連の学習活動と捉え，「振り返り活動」として設定

した。これは自己を見つめることにとどまらずに，新た

な概念または充実した思考・表現を表出させるとともに，

主体的な学習の構築をねらったものである。

授業のまとめを色分けされた付箋にポートフォリオ式

に書きためていったり，生徒の考察から次時の学習課題

を設定したりした。また，学習のま

とめをパフォーマンス課題として言

語化して，他者に説明するなど，学

習内容や教科ごとに多様な取組が見

られた。

振り返り活動のイメージ

検証した内容，考察を話す〈理〉

(2) 学びに向かう力を付けるために

学習課題とともに，キャリア的な視点で十中力（次頁）を生徒に意識させ自覚させる積み
じつりよく

重ねを共通実践してきた（キャリアeye）。十中力は，本校が身に付けさせたい資質・能力
じつりよく

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，学習課題と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

文型・表現を色別に書き記したシート〈英〉

－ 75 －



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

覚しながら活動に取り組めるよ

うにした。生徒は協力して活動

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。学

習過程に沿ってキャリアeyeの

短冊を数枚使用したり，また本

時の学習のポイントやまとめを

生徒が語ったり，さらには「問

い直し」の内容を生徒が考え出

したりするなど，生徒が主体的に授業をマネジメントする姿が見ら

れるようになった。

教師は１時間の学習の成果や取り組み方のよいところを付箋に書

いて教室に掲示している（Good-Job Notes）。これは学習委員会の

企画で生まれ，学習に向かう姿勢等についてそのよさをクラスごと

に積み重ねている。その内容は導入で提示される「キャリアeye」

に関するもので，生徒の取組へのフィードバックにもなっている。

クロストークの質を上げようといった意識は生徒側にもあり，学習

委員会の話合いでは，授業に向かう姿勢の他，クロストークの仕方，

ノートの使い方についても建設的な意見が多く出された。

委員会の企画による「Good-Job Notes」 学習の見通しを話す生徒〈数〉 活動別に貼られたキャリアeye〈国〉

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・読み聞かせ
毎朝15分間，学級担任も一緒に朝読書に取り組んでいる。ま

た，毎週水曜日のオアシスタイムは，ゆとりをもって自由に読
書を楽しむ時間となっている。

地域ボランティア「おはなしぽぽポ」の皆さんに，朝読書の
時間に来校いただき，学級ごとに絵本の読み聞かせを実施して
いる。

② 読書ポスター・「ことばの樹」の掲示
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や，生活ノートや新聞スクラップ等で見
つけたフレーズ等を付箋に書いて各自「ことばの樹」に貼り，
掲示している。

年間35冊の目標を提示して読書啓発を進め，本の貸出冊数についてはクラスごとにグラフ
化して随時全校に紹介している。

③ 図書館の環境整備・委員会の活動
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」を発行したりしている。

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の短冊

読書ポスター・ことばの樹
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委員会の活動として，図書委員が推薦する「おすすめの一
冊」コーナーを設置し，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
開催し，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，ビブリオバトル等を行った。

④ 教科，総合的な学習の時間での図書館活用
理科の遺伝の単元，国語の「社説を比較して読もう」，保

体の体育理論などにおいて，図書を活用しながら議論し合っ
て深める授業を行った。その際は，学校司書と生徒が交流し
ながら適当な書籍や資料を選択し，学習を深めるために有効
活用された。

総合的な学習の時間においては，新聞や書籍から自分が興
味のある情報を選んで，研究テーマを決定するための材料と
した。また探究活動では資料や情報を豊富に集め，自分の活
動の方向やまとめ方を吟味した。

(2) 新聞活用
① 新聞・ＮＩＥコーナー

図書館には毎月，新聞社ごとに新聞を整理してアーカイブ
とし，過去の記事も自由に閲覧したり，切り取って使えるよ
うにしたりしている。さらに十文字中学校に関わる記事につ
いては生徒の目に触れやすいように廊下の中央に閲覧コーナ
ーを設けている。学年ホールには，ＮＩＥタイムで記事につ
いての考えをまとめたシートを常時展示して，クラスや学年
を越えて見合えるようにしている。

② ＮＩＥタイム
毎週木曜日の朝読書の時間と大志の時間（帰りの15分）を

ＮＩＥタイムとしている。各自が持参した新聞を読み，気に
なる記事を切り取って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た。
また，全校で同じ記事について考えたりする活動も行った。

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，気になる記事につ
いて，自分の考えをまとめた。水曜日のオアシスタイムには，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。

Ⅲ 成果と課題
○全教科領域においてクロストークが定着し，多様な形態や人数，場面でスムーズに話合いを進め

ることができるようになった。それによって授業が活性化し，生徒の主体性が各教科で随所に見
られるようになった。

○共通実践された話合い活動や振り返り活動において，教科や学習内容に応じた特徴的な取組がな
された。

●クロストークにおいて，特定の生徒の意見に流されたり，主体的に関われなかったりする生徒も
いる。生徒の語彙や表現を豊かにし，仲間と共に思考を広げ深める言語活動の在り方，実態に応
じた教材の選択について研修を深める必要がある。

●教科における資質・能力を，学校全体で身に付けさせたい資質・能力とどう関連付けていくかを
明確にするとともに，全職員で共通理解を図る必要を感じている。

●新聞や図書の利活用，また「ことばの樹」については，年間計画にそった計画的・継続的な指導
とともに，新たな視点での活用方法に関する施策が必要である。

Ⅳ 来年度の取組に向けて
本校生徒に身に付けさせたい資質・能力を明確にし，これまでの積み重ねを生かしながら，新

たな十中力（じつりょく）育成のための方策を検討していく。またそれを全職員で意欲的に協働
するための手立てを講じていきたい。

「おすすめの一冊」コーナー

読書集会

廊下の新聞コーナー
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