
研究主題           平鹿発！「学び合い」その先へ！ 

～言葉をつないで学び合い，学びを実感する授業づくり～ 

横手市立浅舞小学校 

 
Ⅰ 研究主題について 

 昨年度は，授業の中に浅小スタンダードを位置付け共通実践することで，子どもが見通しをもっ 
て学習に取り組めるようになった。今年度は，浅小スタンダードを見直し，学習過程を弾力的に扱 
い，学び合いの場で考えを広げたり深めたりすること，話合いのその先にある「学びの実感」を味 
わわせること，さらに９年間で身に付けさせたい資質・能力（アップルパワー）を明らかにし，一 
人一人の資質・能力を高めることを目指したいと考え，本主題を設定した。 

 
Ⅱ 研究の実際 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    浅小スタンダード 
 
１ 学びの質を高める「言語活動の充実」に向けて 
(1) 問いを引き出し，学ぶ意欲を支える課題設定の工夫 

        
 
 
 

新しい単元に入るときのオリエンテーションや事象提示の仕方を工夫してきた。子どもの意識

とのずれや疑問から課題を設定することで，意欲的・主体的に課題追究に向かえるようにした。 
 
【実践例１】 ２年算数科 単元名「カケルンジャーからの挑戦状①」 

単元の前半をかけ算の意味理解を図る「めざせ！ 
かけ算名人」， 後半を九九の構成や習熟を図る「九
九をつかっておやつパーティーをしよう」という子
どもたちが意欲的に最後までやり遂げることがで
きるような単元構成にした。単元を通してかけ算ヒ
ーロー「カケルンジャー」からの挑戦状を子どもた
ちに提示し，挑戦をクリアしていくことで達成感を 
味わわせることができた。                                    

【実践例２】 ４年道徳科 教材名 「いのりの手」 
道徳的価値を自分との関わりで考えさせるため

に，導入では，事前に行った価値に対する意識調

査の結果を提示することによって，子どもたちに

「友達との心のリボンをもっと強く結ぶために大

切な『心のかぎ』を見つけよう」という問題意識

をもたせ，教材の中から解決の手掛かりを見付け

ていこうとする意識付けを図ることができた。 

○子どもの問いを引き出す問題との出合わせ方の工夫 

○振り返りを生かした必要感のある学習課題 

○「ねらい」と整合性のある課題，学習活動，ゴールの設定と学習の見通しをもたせる工夫 
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(2) 互いの考えを言葉でつなぎ，全員で考えを深める学び合い 
     
     
     

 
 

言葉をつなぐために短冊やホワイトボードを使い，考えの可視化を図るようにしながら学び

合いを進めてきた。また，子どもたちが学習の見通しをもてるように「課題（めあて）」「か

く①」「まとめ」等のカードを黒板に掲示することに統一した。 
  
   【実践例１】 ６年外国語活動 単元名「町の魅力を紹介しよう。We love Hiraka Town.」 
    トリオの組み合わせを変えて，別の友達と考えを伝え合

い，アドバイスし合った。新しい考えにふれて町のよさに

ついて再確認したり，欲しいものは同じでも理由が異なる

ことに気付いたりした。また，発話の回数を重ね，友達か

らリアクションを受けて認めてもらうことによって自信を

もつことができた。特に全体の場で紹介したい友達を推薦

し合い，３人が発表した。「平鹿町にスキー場が欲しい」と

いった独創的な考えも出された。 
  【実践例２】 １年算数科 単元名「めざせ！ひきざんにんじゃ」 
     はじめに算数ブロックを操作したり，ホワイトボードに

矢印をかいたりしながら自分の考えをまとめた。次にトリ

オで実際に算数ブロックを動かしながら説明し，分かりや

すく伝えることができた。トリオで話し合ったことで自信

をもって全体での学び合いでも発表できていた。また，自

分の考えをしっかりもっているので，比べながら友達の考

えを聞くことができた。 
 

(3) 学びの実感と広がりのある振り返り 
 
 
 
 
     振り返りの視点をアップルパワーとして，各教室に「アップルパワー一覧表」を掲示した。

授業では，その時間の特に育てたいアップルパワーをはじめに提示するだけでなく，その力を      

使ってほしい学習過程の時に再度

確認し，子どもたちにも強く意識さ

せるようにした。 
「かく②」では，提示されている 

アップルパワーについて文章で振り 
返ることにした。書くときの参考に

低・中・高学年ごとに振り返りの文 
例を作成し配付した。 
 また，その時間に自分で使った，

あるいは身に付いたと思うアップ

ルパワーを，チェックカードに記入

することにした。自分の中にアップ

ルパワーがどれだけ積み重なって

きているかを視覚的に分かるよう

にして，学ぶ意欲の向上と学びの実

感を味わわせることを目指した。 
  

 

○ねらいの達成に向けた「かく①」「トリオでたいよっこ」「みんなでたいよっこ」の効果

的設定 
○学び合いを深めるための教師の指示や発問の工夫 
○言葉をつなぐために考えの可視化を図る工夫 

アドバイスし合うトリオでたいよっこ

トリオで記入したホワイトボードは，

みんなでたいよっこの時も活用 
○自分の考えの変容を自覚し，学びを実感する個による振り返りの設定「かく②」 
○振り返りの視点を明確にし，個の学びのよさを全体に広げたり，学びを認め合ったり，次の 

学習につなげたりできる振り返りの時間の保障 

○ねらいの達成に向けた「かく①」「トリオでたいよっこ」「みんなでたいよっこ」の効果的

設定 
○学び合いを深めるための教師の指示や発問の工夫 
○言葉をつなぐために考えの可視化を図る工夫 

一覧表 

振り返り文例 

アップルパワーチェックカード 
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【実践例】 ２年国語科 単元名「見つけたよ『おねえさん』のすみれちゃん」 
     振り返りで使いたい言葉の例などを示して視点を明確にしたり，授業の中

で視点に関わる言葉かけをしたりしていった。そうした振り返りを積み重ね

ることで，自分に付いた力を意識し，次の学習でも生かしていこうという意

欲の高まりにつながった。 
        学びの変容を意識した振り返りができるように，「かく①」で自分の考えを

しっかりもたせるとともに，「かく①」で書いた文と授業のまとめに書いた紹

介カードの文を比較させた。どんなことがはっきりしたか，どのようにした

ら新たに分かったかなど，その時間の学びを実感することができた。 
 
 ２ 学校図書館の利活用及びＮＩＥの推進について 

(1) 「ことば」を磨く学校図書館の利活用 
  ① 読書指導 「進んで本を手に取り，読書が好きな子ども」の実現のために 

・「朝読書」の時間の確保 

       毎朝 8:10～8:25 の 15 分間を月曜日から木曜日までは「朝読書」，金曜日は「新聞を読む

日」とした。読み物だけでなく新聞記事，図，表やグラフ，写真などにもふれる機会をもっ

た。 

・ボランティアによる読み聞かせ 

      平鹿図書館の司書やボランティアによる読み聞かせを年間に 18 回行った。ボランティア

が学年の発達段階や実施する時期にふさわしい本を選んで読んでくれるため，どの学年でも

読み聞かせを楽しみにしており，興味をもって聞いている姿が見られた。 

    ・「おすすめの 10 冊」「一人 100 冊」読破の意識付け 

昨年度に引き続き「おすすめの 10 冊」の読破を意識付ける「読書すごろく達成表」を活

用した。また，図書館前には，20 冊読むごとに子どもの名前を書いた葉と花が咲いていくデ

ザインの「あさまい読書の木」のコーナーをつくった。自分や友達の葉と花が増えていく掲

示に足を止める子どもの姿が多く見られた。 

    ・平鹿図書館訪問                           

1 年生が平鹿図書館を訪問し，館内の見学をして利用カードをつくったり，お話会を楽し

んだりした。 

② 情報活用 「図書資料を活用して，自らの問いを解決しようとする子ども」の実現のために 

・教科指導における図書館活用年間計画の活用 

図書館活用年間計画に基づき，国語科，社会科，総合的な学習の時間などを中心に授業の

中で図書資料を活用した学習活動の充実を目指してきた。その学習支援として平鹿図書館と

連携し必要な図書資料を確保し，並行読書や調べ学習を充実させてきた。また，学習で表現

した表現物と図書資料を「学習コーナー」に設置することで，どんな力を付けるためにどの

ような資料を使い，どんな表現様式でどう表現させるのかのイメージを共有することができ

た。 

・図書館利用指導の充実 

学校図書館利用について学校司書が年度初めに行うガイダンスの他に，国語の学習や学級

活動，総合的な学習の時間に図書館内の案内，図書の借り方に加え，学年に応じて情報の探

し方，資料活用の仕方について指導する機会をもつことができた。 

③ 図書館運営 進んで通いたくなる図書館にするために 

・図書委員による図書の貸し出し 

     パソコンソフトを使用し，子どもたちが操作して図書の貸し出

しを行った。毎日カウンターの前に行列ができ，図書委員も意欲

をもって貸し出し作業に取り組むことができた。  

・館内整備と図書の紹介 

    館内整備や図書の紹介，読書に関する取組の様子を伝える「図書館だより」を発行した。 

 
(2) 「ことば」の力を支えるＮＩＥの推進 

   ① 子どもたちが新聞や新聞を活用した活動に興味・関心をもてる環境づくりの工夫 

・「ほっとステーション」の整備と「ＮＩＥコーナー」の活用 

季節に合わせた本の展示 

アップルパワーの 

振り返り 
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より活用しやすくするために，１階のコモンホールに「ほっとステーション」の場を移動

した。一般向けの新聞や子ども新聞を置くコーナーをつくり，いつでも新聞に関われる環境

を整えた。環境美化委員会の子どもたちが，おすすめの記事や気になる記事が載っているペ

ージを開いて掲示したり，昼の放送で新聞記事のクイズを出題するなど，新聞を活用した活

動を工夫している。新聞はストックし，子どもの学習（家庭学習や調べ学習等）に使えるよ

うにまとめている。

・「 学級ＮＩＥコーナー」の設置

各学級の廊下にＮＩＥコーナーを設置し，同じ記事や写真に対しての考えを交流し合った。

一人一人の考えや感じ方が見えるように，全員のシートを掲示した。学年に応じたシートを

使って取り組んだ。同じ記事でも，一人一人の感じ方は多様であることを感じさせたり，語

彙を増やしたりすることを目指した。

・理科室，イングリッシュルーム，保健室前のＮＩＥコーナー

それぞれの特性に応じたコーナーを設置し，単元に関係のある内容や身近で驚きが感じら

れる記事を選定して掲示した。

② 新聞を活用した授業や諸活動の実践例の集積 

 ［１年］国語科｢カタカナをさがそう」・・・秋田魁新報，読売新聞，朝日新聞

カタカナを学習したあと，新聞の一面からカタカナをさがしてシートに書き写した。

意味について興味をもった言葉を取り上げ，確認し合った。

［２年］国語科「気づいたこと，思ったことを書こう」・・・読売ＫＯＤＯＭＯ新聞

記事を読み，分かったこと，思ったことをシートにまとめた。

［３年］理科「どれくらい育ったかな」・・・読売ＫＯＤＯＭＯ新聞

｢植物のからだのつくり」の比較をした。

［４年］国語科｢新聞を作ろう」・・・秋田魁新報（ザギトワ選手に

贈られた秋田犬について）

新聞の特徴を捉えるときに，記事を参考にした。

［５年］社会科｢水産業のさかんな地域」・・・さきがけこども新聞

北方領土問題について学んだことを新聞記事から見付け，

分かったことや考えたことを付箋に記入して掲示した。

［６年］道徳科「すがすがしい気持ち(手品師）」・・・中日新聞コラム

｢正直・誠実」に関する記事を紹介し，教材(手品師）との共通点を問うことで，

道徳的価値の理解を図った。

      ③  第２回横手市「みんな de読もう！」新聞コンクールへの全員参加

          家族にも同じ記事を読んで感想を書いてもらうなど，親子でＮＩＥを体験するよい機会にな

った。家族と新聞を通して思いや考えを伝え合うことができた。

Ⅲ 成果と課題 

○学び合いの場で「トリオでたいよっこ」「かく①」「みんなでたいよっこ」の学習活動を子どもの実

態やその時間のねらいに応じて弾力的に設定することにより，一人一人が何らかの自分の考えをも

って「みんなでたいよっこ」に向かい，ねらい達成に迫ることができた。また，子どもの振り返り

には，「友達の考えを聞いて分かった」「今度は自分も教えられるようになりたい」というものが多

く書かれ，全員で考えを深めようとする意識が高まっている。

○課題と合わせて提示したアップルパワーの取組により，互いに話し合う，関わり合う，生み出すこ

とを意識して学習でき，身に付いた力や使った力について実感することができるようになった。教

師からのめあての投げかけではなく，子ども自身が課題（めあて）を設定して学習する力も高まっ

ている。

●アップルパワー「○○の力」の捉え方について，教科や場面で具体的な子どもの姿のイメージをさ

らに広げたり共通理解を図ったりしていく必要がある。また，資質・能力（アップルパワー）がど

の程度身に付いているかの検証方法についてもこれからの課題である。

Ⅳ 来年度の取組に向けて 

・「たいよっこタイム」を充実させるための研究を継続する。 

・アップルパワーについて,具体的な子どもの姿のイメージをさらに広げ，共通理解を図る。 

新聞記事を活用した 

道徳の授業 

・「ことば」の力の育成のために，図書館の利活用，ＮＩＥの推進のための計画を改善していく。
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研究主題 平鹿発！「学び合い」その先へ！
～ひびき合い学習で学びの実感を～

横手市立吉田小学校

Ⅰ 研究主題について

本校では，学校教育目標「心響かせ，ともに伸びる ～なかよく かしこく すこやかに～」
のもと，相手のよさ（持ち味や豊かな感性）に学び，自分のよさを伸ばしていく児童の育成に力
を入れてきた。今年度は，平鹿中学校区共通の研究主題“平鹿発！「学び合い」その先へ！”を

受け，豊かな関わり合いのある人間関係を基盤に，主体的に課題解決し，自己の成長や変容に気
付くことでより深い学びに向かうことができ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) 研究の重点
① 主体的に問題解決する子ども

② 対話を通して，より深い学びを探る子ども
③ 自分(自分たち)の変容に気付く振り返り活動

(2) 具体的な小・中連携共通実践事項 土台「学ぶ力」と「は・か・せ」の３本柱
【言語活動 ひびきタイム】の 時間内で 変容の見取り
必然性と整合性を「はっきり」 「完結」 「成果がわかる」

ア プランシートの活用 ア 学習活動の精選 ア 自分の見方考え方の表現
イ めあてとゴール・まとめの イ 教師による発話の精選 イ ひびきタイムで新たな見方

提示方法 ウ 時間の構造化を含むユニ を発見し，①の再構成を図る。

ウ ねらいに迫る発問の工夫・ バーサルデザイン化 ウ 共通の視点による振り返り
言語活動の選択 エ 指導案への時間見通しの シートの活用

エ 「これでいいのかな？」「もっ 記載 エ アップルパワーの成長が実
とよくならないかな？」とい 感できる取組
う内省的思考への働きかけ

(3) 具体的実践

① 主体的に問題解決する子どもを目指して
【授業プランシートの活用 （「は・か・せ」の「は」）】

単元で身に付けさせたい力の明確化・焦点化，言語活動・学習課題の必然性・整合性を図

るために，授業プランシートで単元構想を立てた。児童の実態から付けたい力（学習指導要
領指導事項）を見極め，その付けたい力にふさわしい言語活動を位置付けるというステップ
を踏むことで，焦点化された授業を構想することができた。

【アップルパワー（身に付けさせたい資質・能力）の活用 （「は・か・せ」の「は」）】
平鹿中学校区共通のアップルパワーを，導入での解決の見通しやその時間にパワーアップ

させたい力を意識付けるとき，または，終末の振り返りに提示した。本校では，振り返りの
視点と照合しやすくするために資質・能力の三つの柱ごとに色分けした。
A何を理解しているか，何ができるか［知識・技能］…緑のリンゴ

B理解していること・できることをどう使うか［思考力・判断力・表現力等］
…赤のリンゴ

C どのように社会・世界と関わり，よりよい人生を送るか［学びに向かう力・人間性等］
…黄色のリンゴ

このように視覚的に判断しやすくすることで，その時間に身に付けさせたいアップルパワー

を教師が焦点化しやすくなるとともに，児童も選択しやすくなった。また，学校全体で見合
う「吉田っ子アップルパワーの木」のコーナーを設定した。単元全体で力を付けたアップル
パワーと，その中の１時間を取り上げ，どのような言語活動を行い，どのアップルパワー

を使ったかを掲示することで，他学年の学習を教師も児童も参考にすることができた。

学ぶ力 「ひらかの子の学びの姿」をもとにした共通の「学習習慣」づくり

「学校図書・ＮＩＥ」を活用した「学びを支える言葉の力」の育成

道徳教育の充実を拠点とした，意欲や素直さなど，学びに必要な「人間性」の育成
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【２年 全体の話合いの様子】

【３年・６年トリオの話合い】

② 対話を通して，より深い学びを探る子どもを
目指して

【全員が活躍するひびきタイム
（「は・か・せ」の「か・せ」）】

友達の「分からない」をみんなで「分かる」に変えて

いくために，分からない・困ったが言える学級づくりを大切にしている。ペアやトリオで考
えを出し合い，解決できないときは全体で解決していく姿を目指した。また，課題に対して

自分の考えをもつ時間を保障し，分かったこと，まだ分からないことをはっきりさせてから
ひびきタイムに入ることも大切にした。時間内で考えがまとまらなくても，協働で学び合う
ことで，最終的に解決できれば，自己の変容・成長に結び付く。また，考えをもてた児童は，

交流し合うことで新たな考えにふれ，思考を深めることができる。時間内で学び合い，学び
の質を高めるために，分からないを伝えることは大事な役割であり，伝えられた児童を賞賛
し，安心感をもたせていった。

＜１年国語「じどう車くらべ」の実践＞
めあて「『しごと』にぴったりな『つくり』をみつけよう」

始めに「しごと」「つくり」「写真」の短冊を各自組み合わせ，ト
リオで，次に全体で整合性を確かめ合った。「組合せの理由となった
言葉や写真，本やミニカーを教えてください。」と尋ね合うことで，

言葉に注目した話合いができた。
＜２年道徳「一まいのしゃしん」の実践＞
テーマ「元気でいられるのはどうしてだろう」

主発問「たかしくんが助かったのは，
だれのおかげでしょうか。」について，

個人で考え，その後トリオで紹介し合い，
全体で話し合った。全体では，生きる力
を２つに分類していった。

＜３年道徳「いのちのまつり」の実践＞
テーマ「いのちのつながりについて考えよう」

主発問「コウちゃんは，どんな気持ちで『いのちをありがとう』

と言ったのだろう。」について，個人で考えを書き，その後トリオで
発表し合った。自分の考えとの類似点相違点を比較しながら感想を

交流した。他のトリオとも交流した後，全体では，お勧めの考えを
リレー形式で紹介し合った。
＜６年国語「『鳥獣戯画』を読む」の実践＞

課題「なぜ，筆者は『鳥獣戯画は人類の宝なのだ』と言っているの
だろうか。」

付箋に書いた個人の考えをグループで話し合い，他のグループに

紹介したい考えを短冊に整理した。自分たちが見付けた根拠から，「祖
先が大切に守ってきたから」「日本が世界に誇る文化の特徴だから」

「世界のどこにもない自由闊達さがあるから」といった筆者の主張
に迫る意見が出された。筆者の考えに対して自分が感じたことを交
流することで，深い読みにすることができた。

【振り返りの視点とアップルパワー】

【吉田っ子アップルパワーの木コーナー】

【１年 トリオの話合い】

生きる力

泣く力

我慢する力

ふんばる力

自分の力

守ってくれる力

安心させてくれる力

助けてくれる力

心のテレパシーで支える力

周りの人の力
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【４年 友達と尋ね合う様子】

【教師用授業改善シート】

＜５年外国語活動「一日の生活を紹介しよう」の実践＞
Today's Goal：「どれくらい～」を付け加えて，生活の様子を聞き

合おう。
単元の最後にWho am I ? クイズを行うためには，always / usually /

sometimes / never等，頻度を表す語を使って尋ね合うことが必要に

なる。そこで，表現の意味理解を図ることを中心にひびきタイムを構
成した。絵カードやポインティングゲームで習熟を図り，単元のゴ

ールに向けて，見通しをもたせることができた。
【話し方聞き方名人シートの活用 （「は・か・せ」の「か」）】

話し方・聞き方のステップを表したシートを全児童に配付した。低・中・高学年のおおよ

その目安となるステップ表である。本校の課題である説明する力・語彙力を向上させるため
に活用した。話すときの参考に使用するだけでなく，どこまでできるようになったかを振り
返り，自己の向上に取り組ませた。

【授業改善シートの活用 （「は・か・せ」の「か」）】
時間内で完結させるためには，

教師側のコーディネート力の向
上と発問の精選も重要になって
くる。そこで「教師用授業改善

シート」を作成し，ユニバーサ
ルデザインに配慮した教室環境

づくり，教師が黒子になる立ち
位置，教師が聴き上手になる問
いかけや切り返し等を意識して

授業を進めるようにした。全員
で向上を目指し，共通実践事項
として毎月振り返り，確認し合

った。

③ 自分(自分たち)の変容に気付く子どもを目指して
【変容が分かる振り返りの視点の提示

（「は・か・せ」の「せ」）】
アップルパワーと関連させた「振り返りシート」を

参考にしながら振り返りを行った。「今日のアップルパ
ワーは４の関わる力だから，友達と話し合って分かった
ことを書こう」というように，その時間の自己の変容や成長が確認できた。

＜４年外国語活動「おすすめの文房具セットをつくろう」の実践＞

Today's Goal：おすすめの文房具セットをつくるために，友達のこのみをた
ず ね合おう。

身に付けさせたいアップルパワー：４関わる力
○児童の振り返りから

・話していくうちに，英語で言うのになれてきました。いろんな人と関わ
れたからもっともっとやりたいです。

・Ｙさんは赤がすきだと思っていたけど緑色がすきだと言っていて，このみ

が分かりました。家族にもしつ問して，もっとおぼえたいです。

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 多読の推奨

読書記録ファイルを用い，読んだ本の題名を「読書貯金」として記録し，読書の足跡を残
している。冊数が増え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のを楽
しみにしている。また，「読書カード」にシールを貼り，教室内に掲示して見える化を図り，

【４項目を色分けし，系統付けして掲示

した道徳「あったかコーナー」】

【５年 ALTとの練習の

様子】
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意欲の喚起を促している。読書カードには，10 冊ごとに職員がシールを貼
り，読んだ本についての話題を児童と共有することができた。また，読書

カード裏面の「わたしの読書メモ」に，読んだ本の中で出会った言葉や印
象に残ったフレーズを記入できるようにした。自分の読書生活を振り返る
ときに活用できた。

② 図書委員会の活動
全校児童に読書に親しんでもらえ

るようにと，委員会主催の図書集会
を開催した。多読者の表彰の他，今年度は縦割り班で
のスタンプラリーを行った。図書のクイズやしおり作

りなど，異学年で交流しながら楽しく活動した。また，
読んだ本の感想などを送り合う読書郵便も実施した。

(2) ＮＩＥの推進
① 新聞の日

毎週木曜日を「新聞の日」とし，主に「読売こど
も新聞」を読んでいる。学年に応じて「秋田魁新報」
「さきがけこども新聞」「読売新聞」等にも挑戦し

ている。高学年では，自分が気になった記事に対し
ての考えを付箋に書いて貼ることで，友達と考えを

交流することにも取り組んでいる。
② ＮＩＥコーナー

高学年が多く通る２階の階段横のスペースに新聞台を置き，毎日２社の新聞を読むことが

できるようにした（「よってこコーナー」）。過去数ヶ月間の新聞は図書室の棚にストックし，
いつでも手にとることができるようにしている。また，「見でごコーナー」を全学年が多く
通る体育館前掲示板に設け，各学年の取組を紹介している。情報委員会では，昼の放送のプ

ログラムに，子ども新聞の記事からクイズを出題する日を取り入れた。また，見でごコーナ
ーへのコメントの書き込みも行っている。

Ⅲ 成果と課題

①アップルパワーを意識して学 ％ H30 ②アップルパワーが役に立った・ ％ H30
習に取り組んでいますか。 7月→12月 力が付いたと思いますか。 7月→12月

いつも意識している 52→49 いつもそう思う 43→48
どちらかといえば意識している 42→44 どちらかといえばそう思う 49→50

①自分の考えを友達に話すこと
％ ②友達の話を(H29…話す人を見 ％

はできますか。
H29 H30 て，H30…反応しながら）聞い H29 H30

12月→12月 ていますか。 12月→ 12月

できる・どちらかといえばできる 79→93 できる・どちらかといえばできる 92→93

○今年度スタートしたアップルパワーに意欲的に取り組み，力が付いたと思っている児童が多い。
「今日はアップル２だ！」等の発言が自然に聞かれるようになった。また，話す・聞くにも意欲
的に取り組む児童が増えている。自己の変容に気付く振り返りができるようになり，主体的な学

びと自己肯定感・有用感が向上している。
○アップルパワーと振り返りの視点を関連させた振り返りシートの作成，日々の授業との関連を全

体で見合う「吉田っ子アップルパワーの木」のコーナーの設置，友達とどのような言葉で関われ
ば学び合いが深まるかを“見える化”した「吉小話し方聞き方名人」シート，授業のどこを改善
するかをまとめた「教師用授業改善シート」等，児童に求める姿を“見える化”して分かりやす

く示し，新たな活動に学校全体で取り組めたことが，成果につながったと考える。
●複数のアップルパワーが関係してくる場合もあり，単元構想で焦点化し提示しているが，低学年

児童には学習課題とアップルパワーとの関連を捉えるのが難しい。また，より深く解決できる話

合いにするために，全員が活躍するひびきタイムの内容を今後も工夫していきたい。

Ⅳ 来年度の取組に向けて
・今年度の活動を継続し，アップルパワーの定着を図るとともに，アップルパワーを教育活動全体

に広げ，カリキュラムデザインを作成する。

【読書カードコーナー】

【図書集会の様子・読書郵便】

【見でごコーナー】
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研究主題 平鹿発！「学び合い」その先へ！
～自ら学ぶ喜びを味わうことのできる授業を目指して～

横手市立醍醐小学校

Ⅰ 研究主題について
本校では，平鹿地区共通の主題にある「学び合い」を，自己との対話を重ねつつ他者と相互

に関わりながら，自分の考えや集団の考えを発展させていくことと考えた。「学び合い」という
形で終わらず，個々の考えを再構成し，その変容をそれぞれが実感していく姿を「その先へ」
と捉え，児童の資質・能力（アップルパワー）を身に付けさせていくことにつながる授業改善
を目指し，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) 基礎・基本を身に付け活かすことのできる授業づくり（醍小スタイルをベースに）
① 児童の実態把握とそれに応じた授業スタイルの工夫
② 単元・題材全体の構想を大切にした，指導計画・プランシートの作成と検討会
③ 問いを見付け，課題解決の必要感をもつことができるような導入の工夫

【実践例１ ２年算数科「形をしらべよう～長方形と正方形～」】
本単元では，８つのパズルピースを２つの箱に片付けなければという必要感から，「どこに

目をつけるか？」というキーワードをもとに，子どもたちが課題解決していった。見通し，自
力思考，アップルタイム，まとめ，振り返りという醍小スタイルに基づいた授業を子どもたち
自身で進めていくことができた。

【実践例２ ５年算数科「こみぐあいを調べよう～単位量あ
たりの大きさ～」】

プランシートによる検討会，さらにそれをもとにした指導
案検討会を重ねていく中で，授業の組み立てを練り直した。
より子どもたちの実態に合うように単元導入時を大切にし，
既習事項やこれまでの学習経験を活用して，課題を追究して
いけるようにした。また，６年生で事前の授業をしてみて，
アップルタイムの方法を変更し，より主体的な話合いになる
流れを考えていった。

【実践例３ ３年外国語活動「ALPHABETとなかよし」】
Today's goalを設定するにあたって，ＡＬＴ，ＨＲＴの

パスポートを提示し，名前をアルファベットで表すことの
必要感，生活への結び付きをもたせる導入を工夫した。そ
れにより，その後の子どもたちの活動は，必要感にあふれ，
何度も声に出して，お互いのアルファベットを紹介できる
ようになっていた。

醍小スタイルを基にした板書

プランシート

実際のパスポートを拡大して
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(2) 一人一人の考えを広げ，深める「学び合い（アップルタイム）」からその先へ
① ５つの視点（比べる・仲間に分ける・絞る・確かにする・広げる）を基にした話合いの見

える化
② 一人一人の知識の再構成を図る時間や場の確保（そのための教師の発話の精選）

【実践例４ ４年道徳科「本当の思いやりとは」】
アップルタイムには，ネームプレートを使って自分

の立場を明らかにした。そして，その根拠を説明した
り，話合いの中で変容したこともその移動により可視
化したりした。さらに，変容の理由を述べることで，
全体の学びの深まりにもつながっていった。

【実践例５ ６年外国語活動「夢宣言をしよう」】
アップルタイムは，トリオから全体への紹介，さら

に違うメンバーでのトリオという形態の工夫を取り入
れた。それにより，子どもたち自身がよりよく伝わる
工夫をお互いに学び合うことでレベルアップし，再構
成していく場を確保できた。

(3) 学びによる自己の変容が実感でき，次へとつながる振り返り
① アップルパワー（身に付けさせたい資質・能力）を基にした視点からの振り返りの継続
② 振り返りの共有化や蓄積と分析

【実践例６ １年道徳科「わたしはどんなひと」】
事前のアンケートを活用し，それと比較した学習後の振り返りをすることで，自分の変容

に気付くことができた。また，アップルパワーを基にした振り返りポイントを使って，振り
返りを記述することもできてきた。

【実践例７ 全校での取組「真っ赤に実れアップルパワーカード」の掲示】
８つのアップルパワーをりんごで示し，個人の振り返りを蓄積カードとして活用した。子

どもたちは，授業後や行事，係や委員会活動，または，日常の生活の中から，自分が身に付
いた力を赤いシールを貼っていくことで自己評価していった。このカードがあることで，資
質・能力を意識しながら学習や活動に取り組むことができたと感じる。

自分の立場の根拠を説明

ジェスチャーや目線，表情などの工夫を入れて

スピーチし合う

自己評価としてアップルパワーを見える化

事前のアンケートをもとにした振り返りによる変容の自覚
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２ 学校図書館の利活用及びＮＩＥの推進について
(1) 「ことば」を磨く学校図書館の利活用

① 日常実践
【本を読みたくなる環境づくり】

読みたい本を自分で選んで読むことができるように内容ご
とに分類して本を並べ，新刊コーナーや季節にちなんだ本コ
ーナーを設置している。その他に図書委員や学年によるおす
すめの本コーナーを設置し，児童と一緒に環境づくりを目指
している。また，図書館を活用した授業実践での作品やシー
ト等を展示し，紹介している。

【多読のすすめ】
・めざせ「読書プリンス」「年間読書冊数18000冊」

昨年の年間目標読書冊数は児童一人100冊であったが，図
書委員会で読書冊数をもっと増やしたいという意見が出た。
そこで，今年度は児童一人120冊，全校18000冊を目標に設
定した。読んだ本は読書ファイルに記録し，30冊読むと「読
書プリンス」, 100冊読むと「読書キング」， 120冊以上
読むと「読書ゴッド」として，昼の放送で表彰している。
・学年対抗読書冊数

読書冊数に学年差や個人差があるという昨年の課題か
ら，今年度は学年対抗読書冊数コーナーを設けた。10 冊
読むごとにリンゴジュースのペットボトルに名前を書い
たシールを貼り，視覚化するようにした。その結果を昼
の放送で図書委員が発表している。
・「家族で読書」「ペア読書」の実施

夏休みに家族で同じ本を読み，感想を書くという活動
に取り組み，家庭での読書を奨励した。家族で同じ本につ
いて感想を交流することができた。また，朝の読書タイム
に，図書館を開放し，縦割りのペア学年が一緒に読書をする
活動も行った。上学年の児童が下学年の児童に読んで聞かせ
ている姿などが見られた。

② 授業での実践
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

くりに取り組んできた。活用場面は，「授業の導入」，「単元
全体」，「単元の発展」と多岐にわたった。学びを深めたり広
げたりすることができる一つの手段として有効であった。

(2) 「ことば」の力を支えるＮＩＥの推進
① 日常実践

・ＮＩＥタイムの設定
新聞を読んで，関心をもった記事について感想を

書き留めたり，それをもとに友達と意見を交流した
りする時間を月２回設定している。低学年は担任の
読み聞かせを聞いたり，写真に着目して読んだりす
るなど，学年に応じた活動を行っている。また，発
達段階に応じて選択できるワークシートを用意して
記入，交流し，その中のいくつかをＮＩＥコーナー
に掲示している。同じ日の新聞でも，学年によって
注目する記事が異なるため，他の学年のシートを読
むことを楽しむなど，多様な考えにふれる機会を広
げている。

冬休み明け図書室掲示

返却おみくじ

１・６年のペア読書

６年宮沢賢治作品をポスターに

３年ＮＩＥシート

「どちらが読みたい？」
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・新聞を取り入れたスピーチや自主学習への取組
朝の会に日直が関心をもった新聞記事を紹介し，それに対

する自分の意見を述べる。自主学習の取組の一つとして，新
聞記事をスクラップし，自分の考えを記録する。学年の発達
段階に応じて，日常的に新聞にふれる活動を称揚し，それを
広げることで社会に対する見方や考え方を育てることにつな
げたいと考えている。

② 授業での実践
「学年別年間新聞活用計画」をもとに，各学年で

授業の中での新聞の活用を計画的に実施した。
【１年】 国語科「どうぶつの赤ちゃん」…動物

の写真を新聞から収集し関心を高める。
【２年】 生活科「だいごサンサンニュース」…

地域探検で見付けたことをグループ新
聞にまとめる。

【３年】 社会科「探ってみよう昔のくらし」…
横手市に伝わる年中行事についての新
聞記事を探し，調べるきっかけとする。

【４年】 社会科「わたしたちの秋田県」…秋田
県の様子が分かる新聞記事を集める。

【５年】 社会科「くらしを支える情報」…複数の新聞記事を比較し，情報の活用につい
て考える。

【６年】 社会科「暮らしの中の政治」…記事を活用して，今の政治の動きや問題点など
について考える。

Ⅲ 成果と課題
○研修を通して，「醍小スタイルをもとにした授業展開」，「アップルタイムによる学び合い」，「ア

ップルパワーをもとにした振り返り」という３つの共通実践事項を全教員が共通理解し，同じベ
クトルで取り組むことができたことが目指す子どもの姿に近付くことにつながった。

○読書推進活動及びＮＩＥ実践を，計画的・組織的に進めることができ，言語環境も整えてきた。
これが，アップルパワー（育成すべき資質・能力）の獲得や学びに向かう力の基盤となった。

●自らの課題を仲間と共有し，互いのもつよさや既習事項を活用して考えを出し合い，深める授業
へとさらに近付けるためにも，単元や授業の構想，子どもが協働するための教員のコーディネー
ト力の向上を目指さなければならない。

●資質・能力において，知識・理解の面は可視化しやすいが，思考力・判断力・表現力等及び学び
に向かう力については，それが難しい。今年度の評価は子どもの自己評価を中心に行ってきたが，
信頼性の担保は十分ではない。そのため，教員が定期的に評価していくことが次年度の研究として
必要である。

Ⅳ 来年度の取組に向けて
・個々の教員における主体的・対話的で深い学びを目指すための授業改善は難しい。そのため，よ

りチームとしての取組を次年度も継続したい。
・アップルパワーについては，今年度の成果をもとに，継続した見直しが必要である。特に，本校

の児童の実態に合ったアップルパワーの重点化及びそれに基づくカリキュラム・マネジメントの
推進により，全教育活動を通して実践していく必要がある。

４年 ＮＩＥ「朝のスピーチ」原稿

職員室前の廊下には校長先生によるＮＩＥ掲示

５年 新聞社による記事の違いを見付け合う
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研究主題 平鹿発！「学び合い」その先へ！
【共生タイム】と学びの実感が育てる一流の学びを身に付けた生徒

横手市立平鹿中学校

Ⅰ 研究主題について
平鹿中学校区小・中学校連携教育では，各校で対話的な学習を推進してきたが，話合いそのも

のが目的化してしまうことがあった。そこで，付けたい資質・能力を明らかにし，言語活動の「そ
の先」にある「学びの実感」にたどり着き，学び方を身に付けさせることこそ，最も大事にした

いことと捉え直し，上記の研究主題を設定した。
Ⅱ 研究の実際

１ 学びの質を高める「言語活動の充実」に向けて
(1) 身に付けさせたい資質・能力の明確化

① アップルパワー系統表の作成と利用
平鹿中学校区全体で身に付けさせたい資質・能

力をアップルパワー系統表として作成することで

明確化し，全教育活動を通して育成に努めた。
② アップルパワーの掲示を通した意識化

アップルパワーの右図の表を教室に掲示すると

ともに，生徒一人一人，各教科のノートやファイ
ルにも同様に添付することで，意識化と振り返り

の際の活用を図った。
③ アップルパワー収穫 BOXの取組

アップルパワーについて振り返った記述を，各

学年棟に用意した収穫 BOX（下画像）に蓄積して
いくことで，学びの実感の醸成や，生徒同士の共

有化を図った。

(2) 学びの実感を高める授業改善に向けて

① 平鹿中学校区全体で取り組んだ授業改善「は・
か・せ」

授業改善を進めるために，「はっきり」「かんけ

つ」「せいかがわかる」（頭文字で「は・か・せ」）
という３つの重点事項を設け，それぞれの実現に
向けた共通実践事項を設定した。

② 学ぶ力を高める土台づくり
授業改善とともに，言語活動を通して児童・生

徒が互いに学び合えるよう，学習習慣や人間性を
高めたり，語彙を豊富にしたりするなどの学びの土台づくりに力を入れた。

収
穫B

O
X

内
の
ア
ッ
プ
ル
パ
ワ
ー

学年棟廊下に掲示したアップルパワー収穫BOX
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③ 土台づくりに関する具体的な取組

・「平鹿中生の学びの姿」をベースに「平鹿中生八つの進化アイテム」を設定し，それを学
習アンケートで自己評価してＰＤＣＡサイクルを回すことで学習習慣の定着を図った。

・全員が参加し，全員が理解できる授業を目指して，

「平鹿の UD 加工１０箇条」を制定し，学年ごとに
重点指導事項を決めて指導を徹底した。

・「一流シート」「一流ノート」を活用した読書・ＮＩ
Ｅ活動を推進して，「言葉の力」の育成を図った。

・読書をして心に残った言葉や言葉の意味，初めて知

ったことなどを記録させて読書意欲を喚起した。
・新聞を読むことにより，生徒が社会に関心をもち幅
広い知識とものの見方を身に付けることができるよ

うにした。

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

① 各学年毎に「必読30冊」をそれぞれ10冊ずつ設置し，読書生活の質の向上を図った。

② 職員室に学校図書館利用表を設置し，どの時間に学校図書館を利用できるのか周知した。
③ 各教科の授業に併せて学校図書館内に関連の書籍を集めた特設コーナーを設置するとともに，

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

【言語活動－○○タイム】

の必然性と整合性を

「はっきり」

ア ﾌﾟﾗﾝｼｰﾄで整合性のと

れた単元構想を図る。

イ めあてとゴール・まと

めの提示を共通実践する。

ウ ねらいに迫る発問の工

夫と言語活動の位置付け

を図る。

エ 「これでいいのかな？」

「もっとよくならないか

な？」という内省的思考

への働きかけをする。

時間内で

「完結」

ア 児童・生徒の実態把

握を的確に行うことと，

成果を何で見取るか焦

点化することで，学習

活動を精選していく。

イ 発問の工夫等によって

教師による発話の精選

に取り組む。

ウ 時間の構造化を含む

UD 化を推進する。

変容の見取り

「成果がわかる」

ア 個①で，かくなどの表

現をさせる

イ 個②で，個①の再構成

を図る。

ウ 具体物により変容を見

取る。

エ 共通の視点による振り

返り活動を確実に行う。

オ アップルパワーをどう

身に付けたか振り返りの

記述等を通して自覚を促

す。

《土 台》

「ひらかの子の学びの姿」をもとにした共通の学習習慣づくり

「学校図書・ＮＩＥ」を活用した「学ぶ力」を支える言葉の力の育成

道徳教育の充実と「あったかコーナー」の共通実践
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⑥ 全校読書集会を開き，多読者の表彰を行ったり読書クイズ大会を開いたりして読書への関心
を高めた。

⑦ 教室の前に授業に関する本のコーナーを設置し，授業と読書活動のリンクを図った。

(2) 「ことば」の力を支えるＮＩＥの推進
① 各新聞の設置による校内ＮＩＥ環境の整備に努めた。

・週刊ＮＩＥコーナーの設置 ・秋田魁新報「週刊ＮＩＥ」の掲示
・秋田魁新報「Let's えいGo!」の掲示 ・読売新聞と読売中高生新聞の掲示

② 各学年の廊下環境にＮＩＥのコーナーを設置した。
③ 校長室前に「てつやが読む！」と名付けた特設コーナーをつくり，校長自ら生徒に記事を紹

介して，新聞に対する生徒の興味・関心を高めた。

④ 毎週火曜日の朝の時間に，新聞のコラム（読売新聞の編集手帳）を視写して感想をまとめる
「一流シート」を実施し，全学級の取組を廊下に掲示することで，学年を超えて互いの考え
や感想を交流できる環境を整えた。

⑤ 「切り抜き新聞」コンテストを実施して学校祭で展示するなど，テーマに沿って新聞記事を
集めたり，記事に対して自分の考えを表現したりする機会を設けた。

⑥ 新聞記事を利用したスピーチを朝の会で全学級が取り組み，その記事とスピーチ原稿を廊下
に掲示することで学年全体が共有できるようにした。

⑦ 図書室で「切り抜き新聞情報誌」を定期購読し，授業で活用した。

⑧ 今年度は上記の取組に加えて「みんなで読もう切り抜き新聞コンテスト」にも，全校を上げ
て参加した。生徒同士で呼びかけも行い，応募率は約97％となった。その取組については，日

常の取組と併せて日本新聞協会からＮＩＥ推進優秀校として表彰されるばかりでなく，優秀校
15校の代表として表彰式に招待され，日頃の取組等をスピーチするという栄誉にもあずかるこ
とができた。

読書集会での様子

校長先生による「てつやが読む！」

切り抜き新聞

切り抜き新聞情報誌

授業に関する本のコーナー
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(3) 新聞を活用した授業実践
・国語科における，読み比べ新聞「○○が読む！」を作る授業 （プランシートと生徒作品）

Ⅲ 成果と課題

１ 学校評価アンケートの結果（抜粋）
設問項目 平成２９年度 平成３０年度

目指す姿の実現状況 ３．５ ３．７ （+0.2）

本年度の重点の実現状況 ３．４ ３．６ （+0.2）

本年度の実践項目の実現状況 ３．３ ３．６ （+0.3）

２ 成果と課題
○アップルパワーの設定により目指す生徒像がより具体化され，教師も生徒も伸びが実感できる

ようになった。

○共生タイムの取組と，学校図書館・ＮＩＥ活動の推進で生徒の語彙が豊富になり，話し合う力
が伸びてきた。（全教科足並みをそろえた取組が功を奏している）

○アップルパワーを教科だけでなく，全教育活動を通した取組として位置付け，教科等や総合，
委員会活動，行事等にもねらいとして入れたことは非常に効果的であった。

○授業改善のポイントが教師の中で明確になり授業スタイルが確実に変わってきている。それと

同時に，生徒も楽しく授業に参加できるようになった。
●学校で取り組んでいる授業改善等の取組が家庭によく伝わっていなかったり，授業は楽しいが

テストの成績が伸びなかったりすることから，保護者アンケートの結果において授業への満足

度があまりよくない。今後各教科等で身に付けさせる資質・能力と，アップルパワーをいかに
両立させていくか。「共生タイム」の位置付け方にさらなる研修が必要。

●今後カリキュラム・マネジメントが重要になるので，教科の枠を超えた取組として，アップル
パワーの配当表を作成することが必要。

●アップルパワー系統表については，より使いやすくなるよう見直し続ける必要がある。

Ⅳ 来年度の取組に向けて
・アップルパワー系統表をもとにしたカリキュラムデザインの明確化を図る。
・生徒の課題を的確に把握して，全教育活動でその解決に向かうカリキュラムマネジメントと学習

活動配当表の構築を進める。

学校に届く複数の新聞を利用した作品
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＜横手市いじめ防止等対策事業実践報告＞

いきいきＪプロジェクト

～よりよい仲間づくり，学校づくりを目指して～

横手市立十文字中学校区

Ⅰ テーマについて

現在小学６年生の児童が中学３年生になる2021年に，十文字第一小学校・十文字第二小学校・植

田小学校・睦合小学校が統合する。この統合を見据えて，それぞれの小学校のよい伝統を新しい小

学校に引き継ぐことを考えながら，小学校と中学校とで協力し，諸活動を展開していくことによって，

さらによい仲間，そしてよい学校をつくっていけると考える。そのために本活動のねらいを以下の

３点とした。

・十文字中学校区の児童生徒であるという自覚をもち，それぞれの学校でよりよい仲間づくり，

学校づくりを目指して活動していこうとする意欲を高める。

・３年後に小学校の統合を控えていることから，一小・二小・植田小・睦合小のよさや伝統を共

有し，十文字中学校とも連携しながら新しい伝統の礎を築こうとする意識をもたせる。

・十文字中学校区の異年齢の児童・生徒が話合いを通して，人との関わりを大切にしながら，い

きいきと学校生活を送ろうとする態度を養う。

これらのねらいの達成に向けて活動していくことで，十文字地区の児童生徒が気持ちよく，安心

して，そして自分たちの学校に誇りをもって生活できると考え，本テーマを設定した。

Ⅱ 活動の実際

１ 小・中連携や地域連携による生徒指導推進の組織体制の構築

（１）十文字地区小・中連携教育協議会

十文字中学校区小・中学校連絡協議会の生徒指導部会において，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ために，「いじめ防止基本方針」や「情報モラル指導計画」を

共有するとともに，授業参観や先に記述した小・中合同の活動を企画し，児童生徒の状況把握

や共通理解を図った。

（２）民生委員・生徒指導部会との連携【６月４日（月）】

十文字中学校において，民生児童委員・ＰＴＡ生活指導部員・教職員情報交換会を開催し，

地域での様子や気になることなどについて話し合うとともに，危険箇所等に関わる情報・行

政機関への依頼事項について情報を共有した。

２ ＰＴＣＡ小・中合同ボランティア【７月１０日（火）】

各小学校区に分かれて，各校ごとに考えたボランティア活動

を実施した。小学生・中学生の他，ＰＴＡの生活指導部員，

民生児童委員の方々にも参加していただいての活動であった。

活動後の振り返りからは，「地域のために活動することが

できてよかった」「これからもこのような活動を大切にして

いきたい」など，地域の一員としての自覚を深めることが

できる活動となった。

※植田小学校区では「地域に元気を届けようプロジェクト」として一人暮らしのお年寄りにプラン

ターをプレゼントする活動も実施した。

【十文字第一小学校…ゴミ拾い清掃活動】

【十文字第二小学校…資源回収活動】 【植田小学校…カーブミラー清掃活動】 【睦合小学校…睦合小学校清掃活動】
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３ いきいきＪプロジェクト集会（小・中合同集会）【１１月１９日（月）】

（１）主な内容

①事前アンケート報告と集会の趣旨説明

②パネルディスカッション

□各校のよりよい仲間・学校づくりなどに関する取組の紹介

□意見交換（各校代表児童・生徒とフロアの児童生徒の意見交流）

・フロアでの話合いのテーマ

「新しい友達や仲間とふれあい，仲良くしていくとき，あなたはどんなことをしますか？」

③人間関係づくりについての講話

講師：国立大学法人秋田大学教育文化学部 教授 柴田 健 先生

（２）集会の実際

事前にとった児童生徒アンケートを基に，児童・生徒の

実態を共有した。アンケート結果から，行事を通して，地

域や仲間とともに学校を盛り上げていこうとする気持ちを

多くの児童生徒がもっていることが分かった。また，人と

の関わり方では，「言葉づかい」や「友達のいいところを見

つける」，「困っていたら助ける」など，他を気遣いながら

積極的に関わっていこうとする意見が多く見られた。

続いて，よりよい仲間づくり・学校づくりに関する各校

の取組を紹介し，各校のよさを共有した後，フロアでの

話合い活動を行った。新しい仲間とふれあうときに心がけ

ていることをグループで話し合い，それを全体に紹介し合った。「自分から話しかけるのは苦手

だが，機会があるときに進んで物事に取り組むようにしている」，「友達のいいところを見つけ

て，積極的に関わろうとしている」など，それぞれの経験を通した意見を自分の言葉で伝えよう

とする児童生徒の姿が印象的であった。

講話では，物の見方は人によって違うことを「錯視」などの例を挙げ，児童生徒の興味を惹き

ながらお話いただいた。また「いじめは０にならない」という印象的な言葉を用いて，いじめの

構造や自分が行動を起こすことで何かが変わるということを分かりやすく伝えていただいた。

集会後の生徒の振り返りからも，「各校で人との関わりを大切にした取組がされていたことが

分かった」「『いじめは０にならない』と言っていたが，自分が行動することでいじめを０に近

付けるようにしていきたい」「この集会を通して，友達のよさを見付けながら，よりよい学校に

していきたい」など，前向きな感想をもつことができていた。

（３）缶バッジの制作【１２月】

十文字中学校の生徒会企画部がデザインし，小・中学生がランドセルな

どに付ける缶バッジの制作を行った。十文字中学校区の児童生徒であると

いう自覚をもち，よりよい仲間づくり・学校づくりに向かって，仲間とと

もにいきいきと学校生活を送ろうとする意欲を高めることをねらいとした。

Ⅲ 成果（○）と課題（△）

○ボランティア活動では，各地区や各小学校の実態にあった活動が計画され、充実感を感じる活動

がなされた。各小学校の児童会が活動内容を企画したことで，地域にあった活動になった。

○集会では，特徴的な取組を紹介することで各校のよさを共有することができた。また，パネルデ

ィスカッションでの話合いがとても活発で，児童生徒が自分たちの言葉で意欲的に話をする姿が

見られた。言語活動の充実に関わる取組を通じて児童生徒が育っていることを実感できた。

△いずれの活動も今後継続して取り組んでいく際に，テーマや活動内容を工夫しながら，生徒の実

態を捉え，ねらいを明確にした活動にして行くことが一層求められる。

Ⅳ 来年度に向けて

今年度初めての取組としてボランティア活動と集会活動を行い，一定の成果を得ることができた。

さらに日常的な活動の中にも小・中連携を意識した取組を組み入れていくことで，十文字地区

の児童生徒が一体感をもって，いきいきと学校生活を送ることにつながると考える。そのためにも

今後も児童生徒の課題を共有しながら，具体的な実践事項を設定し，よりよい仲間づくり・学校

づくりのために活動していきたい。

【缶バッジ】

【フロアでの意見交流】
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【編集後記】

次期学習指導要領では学習内容（コンテンツ）だけでなく，それを学ぶことによって「何

ができるようになるか」（コンピテンシー）という視点で，児童生徒に身に付けさせるべ

き資質・能力の３つの柱（「学びに向かう力・人間性等」「知識・理解」「思考力・判断力

・表現力等」）が提示されました。これからは児童生徒に求められる資質・能力とは何か

を各校が教育課程に明確化することが求められます。この研究紀要にもすでに「資質・能

力」の育成を目指した各校の研究実践が数多く掲載されています。本研究主任部会はこれ

まで，８月と２月の年２回研修会を行ってきましたが，今年度は特別に11月の下旬に秋季

研究主任部会を開催し，児童生徒の「資質・能力」に関する系統表の作成について，これ

まで実践研究を重ねてきた雄物川小学校と平鹿中学校の研究説明を聞いて研鑽を積むこと

ができました。

これまで度々，伊藤教育長からは，横手市の児童生徒に対して，どこの学校で学んでも

同レベルの学力を付けることができるように，力量のある教員の力に頼るのではなく，全

員で「１時間に１回は話合い活動を取り入れる」などの，誰でもできる共通実践を積み重

ねていくことによって確かな学力を付けていくことの大切さを求められてきました。これ

からは，各地区の児童生徒の実態に合った「資質・能力」の育成に向けて，いかに教師集

団が同じベクトルで共通実践していくかということがキーポイントです。よく「チーム○

○小」「チーム○○中」ということばを耳にしますが，横手市全教員が「チーム横手！」

という意識で，本市の児童生徒全員に基礎・基本を確実に身に付けさせ，いかに社会が変

化しようと，自ら課題を見つけ，自ら学び，自ら考え，主体的に判断し，行動し，よりよ

く問題を解決する「資質・能力」を身に付けさせることを目指していきたいものです。

（研究主任部会長 横手北中学校 村上弘美）
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