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なぜか縁ある平鹿地区

横手市教育委員会

教育長 伊 藤 孝 俊

今年の公開地区は，平鹿中学校区でした。中学校1校，小学校3校の地区です。平鹿中学

校は，市町村合併以来，いの一番に文部科学省指定「学力向上拠点形成事業」の公開研究

会を平成19年度に実施しています。さらに同じく文部科学省指定「国語力向上モデル事業」

を平成20年度に，立て続けに実施しています。

これらの研究会の開催に当たり，当時の校長先生のご快諾と教職員の前向きな研究姿勢

には頭が下がったものでした。感謝の気持ちで一杯だったことを今でも覚えています。

横手市教育委員会では，当時，授業改善の方向性を探っていました。それまでの各教育

委員会のもとでの研究は，考え方や方法がまちまちで，とても一体感があるとは考えられ

なかったのです。そこで，平鹿中学校を通して，これからの授業改善の方向性を探ること

としたのでした。その結果，次のようなことが分かってきました。

① 言語を通して，認知したり，情報発信したりする力を付けなければ，授業改善は

もとより，学力向上には繋がらないのではないか。

② 言語の力を付けるための学校単位の取組が必要ではないか。

③ 平鹿中学校の生徒は，２年間の研究の中で，明らかに思考力や表現力に成長が見ら

れた。

④ 平鹿中学校の取組が，当該校の取組で終わっていないかの検証が必要だった。

⑤ 市全体の研究の取組にするには，どうしたらよいか。

以上の結果より，国語力向上の研究は，今後の研究の柱になるという確信が生まれまし

た。一方的に教員が教授するこれまでの授業を子どもたち主体の授業に変えていく。その

ためには，子どもたちが協働で話合い活動を充実させる中で，課題の解決に向かう横手ス

タイルの授業改善が進むこととなりました。「言語活動の充実」はそんな流れの中から生ま

れてきたものでした。そして，話合いや情報発信のためには，子どもたち自身にことばの

力がなければ，質の向上もないとの思いも同時にもつようになりました。それが，読書や

ＮＩＥに繋がりました。また一方，一校の研究だけでは，市全体の底上げには繋がらない

との思いも同時に生まれ，現在のような市独自の研究体制が築かれることとなりました。

時は過ぎ，今，平鹿中学校区で提示された研究の中心は，資質・能力の育成に関するも

のでした。かつて市の研究の方向性を示してくれたのが平鹿中学校の研究でした。時は巡

り，平鹿地区からまたまた，新時代の提案がなされました。有り難い巡り合わせと感じる

のは私だけではないように思います。感謝です。
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研究主題 わたしたちがつくる わたしたちの学び 

～ ことばをつなぐ 協働的な学びの追究 ～ 

横手市立横手南小学校 

Ⅰ 研究主題について

本校は各学年に 100 名近い子どもがおり，それぞれが多様な可能性やよさを秘めている。そのた

め学習の中で様々な考えを出し合って解決に向かうことができる環境下にあるといえる。そこで，

本校のよさを生かしつつ，子どもたちに将来にわたって学び続ける力を育成していくためには，学

習プロセスをさらに子ども主体としたものにしなければならないと考え，本年度より研究主題を「わ

たしたちがつくる わたしたちの学び」とした。

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) 主体的な学びを促す学習過程の工夫

  子どもが主体的に学んでいくためには，学習課題が子どもたちにとって追究したいものであ

ることが欠かせない。また，それと同時に，子ども自身がその解決に見通しをもっていなけれ

ばならない。そこで「興味・関心を引き出す導入の工夫」「子どもの願いや思考に寄り添った学

習過程」「学びに向かわせる見通しやゴールの提示」の３点を共通実践事項に挙げ学習過程の工

夫に取り組んだ。

【実践例１ ５年 図画工作科：鑑賞】 

「横手の宝物 再発見！ ～ 中山人形のよさは？ ～ 」

現在「中山人形」を制作している人形作家「樋渡さん」をお招き

し，これまでの人形作りのあゆみや思いを語っていただく。学習の

最後に樋渡さんからメッセージが伝えられる。

～課題に関わる動機付け～ 
みなさんにも，もっと「中山人形」のよさを

見付けて欲しいです。

今では，たった一人で中山人形を作っている樋渡さんの熱いメ

ッセージを受け，子どもたちは鑑賞会を実施。本時では，学習の

前半を，「中山人形」のよさを見付けるために自由に鑑賞し，後半 
は自分が見付けた「中山人形」のよさを全体で伝え合い，自分の見方や感じ方を広げたり，

深めたりした。人形作家との出会い，そしてその作家からのメッセージは，子どもたちにと

って強い動機付けとなり，主体的に鑑賞の学習に取り組んだ。

(2) 目的意識やことばをつなぐ必要感のある「ことばをつなぐ場」の組み立て

  子どもたちが主体的に，しかも協働的に課題を解決するためには，目的を共有したり，解決

のために対話する必要感が重要になる。そこで，「自分の考えを明らかにする考えの可視化」「協

働して思考を深めるための視点の明確化」の２点を挙げ，ことばをつなぎ思考を深める場の工

夫に取り組んだ。

人形作家 樋渡さん 

作品を手にとり思い思いに鑑賞 

－ 2－ － 3－



研究主題 わたしたちがつくる わたしたちの学び 

～ ことばをつなぐ 協働的な学びの追究 ～ 

横手市立横手南小学校 

Ⅰ 研究主題について

本校は各学年に 100 名近い子どもがおり，それぞれが多様な可能性やよさを秘めている。そのた

め学習の中で様々な考えを出し合って解決に向かうことができる環境下にあるといえる。そこで，

本校のよさを生かしつつ，子どもたちに将来にわたって学び続ける力を育成していくためには，学

習プロセスをさらに子ども主体としたものにしなければならないと考え，本年度より研究主題を「わ

たしたちがつくる わたしたちの学び」とした。

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) 主体的な学びを促す学習過程の工夫

  子どもが主体的に学んでいくためには，学習課題が子どもたちにとって追究したいものであ

ることが欠かせない。また，それと同時に，子ども自身がその解決に見通しをもっていなけれ

ばならない。そこで「興味・関心を引き出す導入の工夫」「子どもの願いや思考に寄り添った学

習過程」「学びに向かわせる見通しやゴールの提示」の３点を共通実践事項に挙げ学習過程の工

夫に取り組んだ。

【実践例１ ５年 図画工作科：鑑賞】 

「横手の宝物 再発見！ ～ 中山人形のよさは？ ～ 」

現在「中山人形」を制作している人形作家「樋渡さん」をお招き

し，これまでの人形作りのあゆみや思いを語っていただく。学習の

最後に樋渡さんからメッセージが伝えられる。

～課題に関わる動機付け～ 
みなさんにも，もっと「中山人形」のよさを

見付けて欲しいです。

今では，たった一人で中山人形を作っている樋渡さんの熱いメ

ッセージを受け，子どもたちは鑑賞会を実施。本時では，学習の

前半を，「中山人形」のよさを見付けるために自由に鑑賞し，後半 
は自分が見付けた「中山人形」のよさを全体で伝え合い，自分の見方や感じ方を広げたり，

深めたりした。人形作家との出会い，そしてその作家からのメッセージは，子どもたちにと

って強い動機付けとなり，主体的に鑑賞の学習に取り組んだ。

(2) 目的意識やことばをつなぐ必要感のある「ことばをつなぐ場」の組み立て

  子どもたちが主体的に，しかも協働的に課題を解決するためには，目的を共有したり，解決

のために対話する必要感が重要になる。そこで，「自分の考えを明らかにする考えの可視化」「協

働して思考を深めるための視点の明確化」の２点を挙げ，ことばをつなぎ思考を深める場の工

夫に取り組んだ。

人形作家 樋渡さん 

作品を手にとり思い思いに鑑賞 

【実践例１ ６年 外国語活動：友達のできることを紹介しよう。】

校長先生，教頭先生，話題の有名人などのできることを紹介するデモンストレーションで

興味を喚起し，「He」「She」の役割に気付くようにする。 
その後，友達のことを紹介するために，インタビューを行う活動をする。

      繰り返し

 スモールステップで繰り返し    難易度・自由度をアップして豊かなコミュニケーションへ

【実践例２ ４年 国語科：アップとルーズで伝えよう】

「アップとルーズで伝える」にはどんな工夫があるのだろうか。

筆者の伝える工夫を見付けるポイントを示し

自力思考からグループでの話合いへ。

～課題の焦点化～

グループでの話合いで解決できなかった

問題を取り上げ全員で話し合う

 段落のまとまりについて，正しく「中」のまとまりを把握でき

ていないグループもあったが，段落の役割やつながりを全員で話

し合うことで，文章全体の構成や分かりやすく伝えようとする筆

者の工夫に気付くことができた。 

【実践例３ ６年 道徳科：友のしょうぞう画】

事前のアンケートの結果を示し，本時で深める価値と向き合う。

「和也の正一に対する思いは，友情と言えるでしょうか。」

 自分達の考えを交流し合った後，「和也の流した涙に込められた思い」を語り合うことで真

の友情とはどんなものか考えを深める。そして，本時のテーマである「真の友情とはどんな

ものだろうか」について話し合った。

3 人グループでの話合い 

解決できなかった課題は全員で

自分には友情で結ばれた友達がいますか。

いる 28 人  いない 0 人 分からない 4 人
 

友達はいるけど友情で結ばれているか分からない。 
        相手がどう思っているか分からない。
       自分の思っている友情が友情なのか分からない。

自分との関わりで
問題意識をもつ

～考えの可視化～

自分の考えをもち
他者に明らかにする
そして考えの交流へ

席を移動し
て友達にイ
ンタビュー

ペアの友達に
インタビュー
の内容を紹介

自由に様々な友
達にできること
をインタビュー

参観していた大
人や ALT にイ
ンタビューの内
容を紹介
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【実践例４ ５年 図画工作科：鑑賞】

 一人でじっくり人形と向き合ったり，友達同士で自由に語り合
ったりできるように場の設定を工夫した。ギャラリーのように人
形が展示された室内で，子どもたちは思い思いに人形を手にし，
対話が繰り広げられていった。

 人形から受ける様々な感覚や思いを語り合うとき，表現する

「ことば」をどのくらいもっているか，また理解できるかが大

事な鍵となる。そこでこれまでの鑑賞で学んだ「ことば」を掲

示し，全員で話し合う場面において活用した。本時で獲得した

新たなことばはまた子どもたちのことばの財産として蓄積さ

れていく。授業の振り返りで，「『中山人形』に感じた気持ちを

樋渡さんを始め，いろいろな人に感じて欲しい。地域の人，観光客，海外の人にも伝えたい。」

と願いをふくらませた子どもたち。学習は総合的な学習の時間に引き継がれていった。

２ 学校図書館の利活用及びＮＩＥの推進について 

(1) ことばの力を育む読書推進

① 図書館利用の推進

・「先生おすすめの本」コーナーの設置

 子どもたちに読書に対する興味をもたせるための手立

ての一つとして，図書室前に「先生方のおすすめの本」

コーナーを設けた。先生方一人一人が自分のことばで本の

面白さを紹介したポップは子どもたちの関心を集め，本を手にする子どもが増えた。

・英語の本コーナーの設置

高学年棟の一角に，英語の本コーナーを設置し，英語の絵本のＣＤを自由に聞くことが

できるようにＣＤプレイヤーやテーブル，ベンチをセットした。

・読書記録カードの活用

今年度は，１年間で一人 100 冊，学校全体で５万冊の読破を目指すよう働きかけた。（２月

４日現在，151 人が 100 冊を越え，全校で 52670 冊読破している。）記録カードへの書き忘れ

を防ぐため，記録カードの表紙に貸し出し用バーコードを印刷し，図書室に行くときは必ず

記録カードを持っていくようにした。また，意欲喚起のため年２回多読者を表彰した。

・委員会活動と連動した取組

市立図書館の協力を得て「スタンプラリー」を実施した。今年度は，市立図書館から 1 冊

借り，学校の図書室からは「物語」「科学」「歴史」など，各ジャンルの本を借りることとし

た。１冊借りるとスタンプ１個をもらい，スタンプがたまると記念のしおりがもらえるとい

う企画に全校の子どもたちが取り組んだ。

② 読書活動の推進と教科との関連

・読書感想文コーナーの設置

読書感想文コンクールで表彰を受けた作品を紹介し，読書感想文を書くためのヒントを掲

示した。また，読んだ本の紹介も一緒に行い，本に対する興味をもたせた。

・全校に呼びかけ開催したポップコンテスト

これまでに獲得した様々なことば 

自然にグループができ，話が弾む

対話が弾む場の工夫

1 年を６期に分けて，新たな先生のポップ

が加わる

－ 4－ － 5－
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(2) 社会との関わりや「ことば」の力を支えるＮＩＥの推進

① 環境の整備

・児童の手による「ＮＩＥコーナー」及び「新聞閲覧コーナー」

各学年棟や１階の大掲示板に「ＮＩＥコーナー」を設け，それ

ぞれの学年の取組を紹介してきた。今年はその他に情報委員会が

おすすめの記事を紹介するコーナーを図書室前に設け，新聞への

興味・関心を高めた。

② 日常的な活用

・新聞記事を使ったスピーチ活動

・ＮＩＥタイムの効果的活動

こども新聞やワークシートを発達段階に応じて活用し，全校で一

致したファイルに蓄積する。

・「みんな de 読もう！新聞コンクール」や「新聞きりぬきコンクール」

への取組

③ 授業での活用

・記事の収集

「産業」「地域」「歴史」等９つのジャンルと担当者を決め，自分の

ジャンルを中心に活用できそうな記事をスクラップしている。

・実践の共有

職員会議に合わせＮＩＥ通信を発行し，市内の小学校の実践や研

修会での話題を紹介した。

Ⅲ 成果と課題

○授業の「対話」を学習のねらいに迫る「深い学び」とするために，子どもの発言を記録する板書か

ら，子どもの思考を促す板書の研修が行われた。特に新学習指導要領の実施により教科化となった

道徳科で研修ができた。

○一人一授業を指導主事訪問と関連付け，有機的に実践することができた。また，1学年が複数学級あ

る本校の利点を生かし，学年部でできる限り事前授業を行い授業者の本時に備えた。一つの指導主

事訪問を通して深い研修が可能となった。

○グループの話合いと全体の話合いの目的をそれぞれ区別したり，全体の話合いで解決できないこと

をグループで話し合ったりするなど，目的意識と必要感の両面で工夫した結果，学級全体の場で意

欲的に発言する子どもが増えた。

●学びの主体を一層子どもにするために，子どもとつくる単元計画，子どもの願いを生かした学習問

題等の研修が必要である。

●話合いは目的ではなく手段である。ねらいを達成するために，適切な教師の出番を意識し，子ども

の意見をコーディネートする等，教師の授業力を高める必要がある。

Ⅳ 来年度の取組に向けて

・「言語活動の充実による学力向上推進事業」公開研究会に向けた，南中学校区小中連携での研修

・ねらいや付けたい力を明確にし，子どもが生き生きと学び進める単元構想と授業展開

・ことばの力や表現力を高めるＮＩＥと読書活動の推進，発信する場の設定

情報委員会のＮＩＥコーナー

ＮＩＥ通信で情報提供
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研究主題      みんないい顔 関わり合い 響き合う 朝倉っ子 

～「聴いて 考えて つなげて話す」ことを通して，考えを深める授業づくり～ 

横手市立朝倉小学校 

 
Ⅰ 研究主題について 
  本校はこれまで学習指導要領の重点と子どもたちの実態に即し，「聴いて 考えて つなげて話す」

ことを通して，子どもたちが言葉の力を身に付けることに取り組んできた。今年度は，他者と主体

的に関わり合い対話を通して学ぶ中で，自分の考えを深め，自己の成長を実感する授業づくりに力

を入れることにより，目指す子ども像の具現を図ることとした。 
 
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 深い学びへの教師の関わり方を追究する授業改善  
   ① 深い学びに向かう指導過程の工夫 
   ② 各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 
    
【実践例１】道徳 ３年 本当の友だち（友情，信頼）「ないた赤おに」 

          ６年 広い心で（相互理解，寛容）「ブランコ乗りとピエロ」 
  ○子ども自らが学びの深まりを実感できる単元構成や振り返りの工夫 

価値項目に関わる事前アンケートを行い，子どもの実態把握をしたり，子どもに問題

意識をもたせたりするとともに，授業の終末で同じ問いを投げかけ，子どもが自ら価値

理解を図り学びの深まりを実感できるようにした。 
  ○子ども自身の経験・生活との関連付け 
   ６年…登場人物「ピエロ」がリーダーでもあるということから，「みなさんもリーダーですが， 

サムを憎む気持ちは簡単になくなるものなのか。」と切り返して発問し，自分事として考 
えさせる場をつくった。 

  ○各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 
   ６年…同じ登場人物であっても，見方を変える手立てとしてサイコロを活用し，多面的・ 

多角的な考えを引き出す 
工夫をした。 

  ○構造的で分かりやすい板書 
   ３年…赤鬼と青鬼を対比し，心情 

グラフを活用するなど，視 
覚的にも分かりやすい板書 
を工夫した。 

 
 
【実践例２】国語 ２年 伝えたい！スイミーの心の声～音読劇をひらこう～ 「スイミー」 

          ４年 読書の世界を広げよう～動物記のおもしろさ つたえ隊～ 「かげ」 
  ○子どもが見通しをもつことができる課題，学習ゴールの提示 
   ２年…単元の導入で，教師が音読劇のモデルを演じ，学習の見通しをもたせた。また，学習発 

表会で発表することを単元のゴールとし，目的をもっ 
て学習に取り組めるようにした。 

   ４年…自分の読書生活を見直すことを単元のゴールとして 
設定し，各々の読書ファイルを基に，これまでの読書 
生活を振り返らせたり，新たに「動物記」というジャ 
ンルと出合わせ，読書の幅を広げたりした。また，自 
分が選んだ「動物記」をポスターで紹介し，全校児童 

心情が可視化された板書 

前時の学習と結び付けながら説明 
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表会で発表することを単元のゴールとし，目的をもっ 
て学習に取り組めるようにした。 

   ４年…自分の読書生活を見直すことを単元のゴールとして 
設定し，各々の読書ファイルを基に，これまでの読書 
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逆の発想をさ

  

 

た。

たことによって

 

  

（Let’s Try!  2）Unit5 Do you have a pen? 
 

 （We Can!  1） Unit5 She can run fast. He can jump high. 

 

友達の考えを説明し比較・検討

目的を明確にしたコミュニケーション
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(2) 協働的な校内研修

① 研究推進部の計画立案と実施

研究推進部を機能させ，協働的な研修が進められるよ

うにした。その一つとして，授業研究会の進め方を検討

し，段階を踏んでよりよい協議ができるようにワールド

カフェ方式を取り入れた。全職員が発言しやすく，また

全員が参加しないと成立しないような仕組みにすること

により，協議が活発になった。

② 共通実践事項「朝倉スタンダード」＜朝倉小授業スタイル＞の取組

共通実践事項「朝倉スタンダード」を設定し，日々の授業において，全職員で取り組むこ

とができるようにした。年度当初に，「朝倉スタンダード」による授業を提示し，実践するた

めの授業のイメージを共有し合った。また，月末に教師の振り返りを行い，「研修だより」を

通じて情報交換をしたり，自由記述を設けて各々の課題や他のクラスの取組を共有したりし

た。

２ 学校図書館の利活用及びＮＩＥの推進について

(1) 読書が大好きな子どもを育み，言語活動の充実につなげる学校図書館の利活用

① 読み聞かせにより読書の楽しさを味わう時間の設定

読み聞かせボランティア「お話大好きの会」，ＡＬＴ，子どもたちによる読み聞かせや，「よ

むよむ祭り」を実施することにより，読書の楽しさをみんなで味わうことができた。

② 図書委員会主催のビブリオバトル

５，６年生の図書委員の子どもたちが紹介したい本を選定し，朝読書の時間を活用してビ

ブリオバトルを開いた。本を紹介する図書委員は，３分間という制限時間の中で，本の魅力

を自分の言葉で友達に伝えた。その後，聞き手の質問を通してさらに深く本の魅力について

語り合うことができた。また，ビブリオバトルで紹介された本は，紹介文とともに図書館に

設置した。

③ 足を運びたくなる図書館環境

学校司書の協力により，毎日図書館が開館され，季節ごとに趣向を凝らした環境が整備さ

れている。その結果，連日図書館は子どもたちで賑わい，今年度も一人平均２００冊を達成

することができた。

ワールドカフェ風の協議で意見交換

ボランティアによる読み聞かせ 子どもたちによる読み聞かせ よむよむ祭り

ビブリオバトルで本を紹介した図書委員 本校図書館の様子
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  (2) ことばの力を支え，子どもが主体的に発信するＮＩＥの推進 
   ① 委員会活動による主体的な新聞活用 

新聞から放送委員がクイズを作成し，毎日のお昼の放送で出題している。特に，下学年の

子どもたちにとっては，新聞を読む必要感が生まれている。広報委員は，ＮＩＥ環境づくり

の一役を担い，今日のトピックコーナーや壁新聞の作成などを行い全校に向けて発信している。 
   ② モーニングＮＩＥタイムや授業における新聞活用 

毎週木曜日は，全校児童が朝に新聞を読んでいる。学年の実態に応じて，朝の会では新聞

を取り上げたスピーチを行い，感想を交流している。同じ記事であっても，違う考えをもっ

たり，自分の経験と関連付けたりなど，意見交換をする場となっている。 
月末には，ＮＩＥを活用した授業実践を記載してもらい，各学年の情報を共有している。

また，学習したことを新聞で表現するコーナーを設けている。他の学年の学習に触れたり，

前学年の子どもの作品を例にしたりすることによって，見通しをもたせると共に関心を高め

ながら学習に臨むことができている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ⅲ 成果と課題 
 ○校内研修の計画・体制については，７月と１２月に教師評価（４段階評価）で，いずれの項目も

３.５ポイント以上であった。研修の時間は，話合いの場を意図的につくり，「セバナントス」を

合言葉に全職員で研修を推進することができた。  
○指導案に「見方・考え方」を働かせる子どもの姿を位置付け，授業研究を重ねることによって，

各教科等の特質に応じた「見方・考え方」を働かせる具体のイメージを教師側がもつことができ

た。また，協議会では教師が子どもの姿に目を向け，話合いを進めることができた。 
 ○「朝倉スタンダード」について，共通理解を図る場を設けるとともに，月末の達成度や自由記述

による振り返りをしながら全職員で授業実践を重ねてきた。どの学級でも，どの教科でも同じ流

れで行うことによって，子どもたちは見通しをもって学習を進めることができるようになり，対

話や話合いによって，学びに楽しさを感じたり，考えの広がりや深まりが少しずつ見られたりす

るようになってきた。 
 ●少人数での話合いの位置付けとその目的の曖昧さが課題である。ペア，３人グループでの話合い

は行われているが，目的が明確でないために，ねらいに向かう全体での話合いの広がりや深まり

が十分とは言えない。今後も対話を通して，学びを深める具体的な実践を進めていく必要がある。 
 ●図書や新聞を読み親しんでいる子どもたちの言葉の力を高めるために，授業での積極的な活用や

学校としての組織的な取組が必要である。 
 
Ⅳ 来年度の取組に向けて 
 ・育成したい資質・能力をどのように子どもに示し，学校教育全体でどのように取り組むのかを具

体化する。 
・横手北中学校区での連携をより一層深め，言語活動の充実による学力向上推進事業の公開に向け

て，研究を推進する。 

４年社会科 種苗交換会に関する記事を活用した授業 新聞スピーチの掲示 広報委員による壁新聞 
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研究主題 共に関わり合い，学ぶ喜びを味わう子どもの育成
～対話を通して学びを深め，「分かる」「できる」を実感できる授業づくり～

横手市立旭小学校

Ⅰ 研究主題について
子ども同士が多様な考えを出し合い，交流することを通して，一人一人が新たな気付きや発見

をしたり，新しい見方や考え方に出会ったりすることにより，自分の変容を実感できるような授
業を目標にしていきたいと考える。それが，子どもたちの自尊感情や自己有用感を高めることに
つながっていくこと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) 授業改善
① 子どもの興味・関心を大切にした，子ども主体に学ぶ授業の構築
・ねらい，課題・めあて，まとめ・ゴール，評価の整合性の吟味
・魅力ある課題設定と導入の工夫

【実践例】
○３年生外国語活動「カードをおくろう ～ This is for you.～ 」

〈内容〉
身近な色や形の英語表現や，”What do you want?”“〇〇 please.”

の表現に慣れ親しむ単元である。日常生活の中で聞き慣れている言
葉も多く，外国語活動の始まりである３年生にとっては，適してい
る題材であるといえる。伝え合う活動を様々に工夫することにより，
楽しくコミュニケーションをとることができた。

〈 魅力ある課題設定と導入〉
単元のゴールを，カードを作って友達に送ることにした。２つ

のアクティビティを設定して，つながりをもたせたことにより，
子どもたちの思考が止まることなく活動を進めることができた。
初めに，グループで図形カードを用いて，欲しい色や形を尋ねた
り答えたりするマッチングゲームを行った。次に，その形を利用
した図形を作るために，グループごとに店を担当して，尋ねたり
答えたりする活動につなげた。一人一人に，受け答えする場面が
繰り返して設定されており，学びの深まりがあった。魅力的な課
題が，子どもたちの活動意欲につながっていた。

② 「対話による学び」と「深める学び」を位置付けた学習展開
・相手の気持ちを受け止めて聴き，自分の考えと比較して考え，伝え合う授業の充実
・対話を通して学びを深め，問題解決に向かう指導過程の工夫

【実践例１】
○４年理科「とじこめた空気と水」
〈内容〉

空気や水の性質に興味・関心をもって追究する活動を通
して，体積の変化や圧し返す力とその性質を，関連付けて
考えたり見方や考え方ができるようにしたりすることを目
指す単元である。トリオでの実験を基に，一人一人が考察
したことにより，個の学びの時間が保障された。

〈問題解決に向かう指導過程〉
個で考えた考察を付箋に書き，それを活用してグループ

ごとに対話をし，自分の考察を確かめたり広げたりした。
その後に全体の場で比べることにより，より妥当な考察に
なることを狙った。子どもたちは，しっかりと自分の考え
をもってから対話に臨んでいるので，他の考えと比べるこ
とができていた。必要な理科用語を用いて，より的確な答
えにたどり着こうとする姿が見られた。丁寧な指導過程が，
学習内容の定着に結び付いた。

魅力ある課題を提示

図形を作るための対話

グループでの対話

個の考察に結びつく実験
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【実践例２】
○６年道徳「かがやく命 ～負けないで～ 」
〈内容〉

修学旅行で被災地を訪問するにあたって，震災について
学んだり，案内をしてくれたボランティアの思いについ
て考えたりする授業を行い，震災についての理解を深めた。

修学旅行での体験を軸に本時までの流れを構成したこと
や保護者からの手紙を授業の中に取り入れたことで，「命」
という大きな価値を自分のこととして捉えて考えることが
できた。

〈自分の考えと比較して考え伝え合う授業〉
「対話」を他者と話し合うことだけでなく，「自分自身と

の対話」が大切であると捉え，必要な時間を保障したり
自分との対話を深めるための学習環境づくりに努めたりした。

書かれたことを読み上げることからの脱却を図るために，
キーワードを書いて話す活動に取り組んだ。子どもたちは
自分の思いを一生懸命伝えようとしており，より丁寧な指
導を行うことで向上させていきたい。

③ 「分かった」「できた」を実感させるための振り返りの在り方
・満足感や自己有用感を感じることができるような振り返り場面の工夫

【実践例】
○５年算数「四角形と三角形の面積 ～面積の求め方を考えよう～ 」

〈内容〉
この単元は，前時の既習を活用して，本時

の課題を解決していくことをより楽しむこと
のできる展開が組みやすい学習である。本時
は，式と図を結びつけることと，等積・倍積
変形の方法の違いを話し合うことで，予定通
り学びを深めることができた。何について，
話し合い，どう深めさせたいかを，教師が強

く意識し，授業を組み立てることがやはり大切であった。
〈評価から振り返り場面〉

評価問題を２人の教師で役割分担しながら，定着度を把握することができた。評価問題
を終えた子どもから振り返りを行ったが，記入に個人差も生まれるので，スペシャル問題
も準備し，より多くの問題に取り組むことができるようにした。ほとんどの子どもが意欲
的にスペシャル問題にも挑戦することができた。

(2) 学びを支える言葉の力を付けるための言語活動の工夫
① 各教科等のねらいに基づいた言語活動の取組

〈外国語活動につながる掲示〉 〈「言葉を磨く」コーナー〉
２階と３階の多目的ホールに掲 各学年に一つの「言葉を磨く」コーナーを設置し，学年で取

示して，複数の学年で活用できる り組んだ言語活動の実践を掲示するようにした。作品を作る段
ようにした。楽しそうにカードを 階で，丁寧によいものを仕上げようとする，子どもたちの意欲
見上げる子どもたちの姿が見られ， の高まりがみられた。また，教師側が言語活動を意識して行う
意識の高まりが見られた。 ことにもつながった。

様々な評価問題の提示 評価問題から振り返りへ

外国語活動につながる掲示 「言葉を磨く」コーナー（２年） 「言葉を磨く」コーナー（６年）

友達との対話による学び

自分と対話する
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② 日常的な言語活動の推進
〈読み取り名人の道具〉

国語の学習につながるように，２階と３階の多目的ホー
ルに掲示し，学年に応じて活用できるようにした。言葉を
しっかり覚えて，国語の授業の時間に活用できる子どもも
いた。他教科においても，次の学年につなげたい内容を，
掲示物として共有していくことも有効であると考えられる
ので，工夫した取組へつなげていく。

〈子ども新聞，えい GO，
秋田のごはんの台所コーナー〉

秋田魁新報の日曜版や木曜版を活用
して，定期的に子どもたちの紹介したい新聞記事を掲示した。朝や休
み時間を利用して見ている子どもたちがおり，知識を増やすことにも
つながった。家庭科室には「秋田のごはんの台所」のコーナーを設置
し，食への意識付けとなるようにした。今年度から始まった３，４年
生の外国語活動への意識を高めるために，２階にも外国語コーナーを
増やし，ＡＬＴからのメッセージを伝えるようにした。

(3) 学びの基盤づくり
① 規律ある学習を積み重ねるための，学年に応じた統一感のある指導と環境

〈全学級に統一した掲示物（学年に応じて）〉
・全学級に２つの掲示物を貼ることによ

り，子どもたちの学び方を全校で統一
し，一丸となって学びを創り上げてい
く意識を高めた。子どもも教師も，や
らなければならない気持ちをもって，
授業に臨む姿が見られるようになって
きた。

・「算数のきらり・アイテム」は，算数の
授業を進める時に，子どもたちが思考

場面で活用したり，発表場面で振り返るときの観点にしたりすることができた。
・「言葉のバトン・心のバトン」は，言語活動の中で意識して活用することを目的とした。

対話において思考を深めるために，「自分の考えを，何と関わらせてどう表現するのか」
「何のために対話し，対話してどうなるのか」等を示した。自分の考えを深めるための，
道しるべとなった。

② 互いに認め合う学級集団の確立
〈学習見学会の実施〉

全学年で，お互いに授業を見合う「学習見学会」を行っ
た。１組は２組を，２組は１組の授業を見ることで，どん
な対話の姿があるのか，どのような言葉で発言をつないで
いくのか…など，子どもと教師が一緒に隣のクラスから学
ぶことができた取組であった。よい刺激を受けることので
きる時間となり，見学した後の子どもたちは，生き生きと，
はりきって授業に向かうことができた。見学した後には，
参観カードで感想を伝えた。学習見学会の様子は，研修便
りで紹介し，日々の授業での取組が大切であることを，教
師側が意識するようにした。

〈「反応しよう」の掲示〉
春の段階では，友達の発言になかなか

反応できない子どもたちの実態があり，
残念に思った。そこで，黒板の横に，邪
魔にならない程度の短い反応の言葉を掲
示して，気軽に活用できるようにしてみ
た。その言葉を頼りに，反応することに
気を付けるようになった。慣れてくると，自然な反応ができるようにな
ってきた。

算数のきらり・アイテム（２年） 言葉のバトン・心のバトン（２年））

学習見学会の様子（２年）

ハンドサイン，反応しよう

学習見学会の感想（１年）

読み取り名人の道具

「さきがけ子ども新聞」コーナー
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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 読書推進部や学校司書と連携した魅力ある図書館運営
・各教科の学習につながる図書の活用
・学校司書推薦「おすすめ 20 冊」
・図書委員会による「ブックフェス」

の開催
・季節感をもたせた展示の工夫
・「図書館とつながるＮＩＥ」の紹介
・学習した作品の展示
・ボランティアによる読み聞かせ
・３階食堂に図書館分館を設置

(2) 「ことば」の力を支え，情報活用能力の向上に資するＮＩＥの推進
① ＮＩＥ推進部と連携した「ＮＩＥコーナー」の工夫

〈気になるニュース〉
ＮＩＥを推進するにあたり，新聞が子

どもたちにとって身近なものとなるよう
に，分かりやすく，興味を引くような掲
示を目指した。ぜひ，子どもたちに知っ
てほしいニュースや，覚えておくとお得
なニュースを紹介した。

〈知ってるかい 横手のニュース〉
横手市の地図と色を合わせて掲示する

ことにより，地域の名前や市の形を覚えることにもつながるようにした。低学年でも，ふり
がなを読みながら最近のニュースに興味を示して見ている姿があった。今後の学習に活用で
きるように，ストックしておくことができるようにした。

② 「新聞の日」を活用した「ＮＩＥタイム」の設定と推進
・週末を活用して，新聞コンクールでの形式を活用した切り抜

き新聞の取組
・学年ごとの切り抜き新聞の掲示
・「新聞の日」の子ども新聞を活用した，対話による感想交流
・夏休み親子読書の実施

Ⅲ 成果と課題
○全職員が協力し，全校体制で授業に力を入れて子どもたちを育ててきたことで，子どもたちの学

校生活に落ち着きが見られ，授業に向かう学びの姿勢が整ってきた。
○全クラスが授業提案を行い，同じスタイルでの取組を進めることができた。また，学年に応じた

資料「言葉のバトン・心のバトン」と「算数のキラリ・算数のアイテム」を教室掲示して活用し
たことにより，学びのスタイルにも共通性をもたせることができた。そして，職員間の共通理解
や意思疎通を図ることにもつながった。

○指導主事訪問や校内研究会では，研究授業での成果と課題を話し合い，改善策を提示していく研
究協議会を行ってきた。改善策を示してもらうことによって，改善の努力をした授業を提案する
ことができるようになってきた。

●生活や学習の共通理解を図るためには，学年部会や教科部会の開催が不十分であった。また，学
校全体としての言語活動を活発にしていくために，領域部会を作り計画していく必要がある。

●共同研究に対する意識の温度差があり，なかなか埋めることができなかった。研究推進の最も求
められるところは，日常的な取組へと反映させていくことであると考える。さらなる向上を目指
すために，全職員が，チームで取り組むことの重要性を理解し，チーム意識を高めていきたい。

●子どもたちに，満足感や充実感を感じさせることが不十分であったので，方策を考えたい。

Ⅳ 来年度の取組に向けて
・「目指す子どもの姿」をしっかり見据えた学年・学級経営
・学びの基盤を作るための共通理解と実践
・研究推進を意識した，日常的な授業実践
・子どもたちに満足感や充実感を感じるさせるために，「振り返りまで」を意識した授業づくり

「気になるニュース」コーナー 「横手のニュース」コーナー

対話による感想交流

「図書館とつながるNIE」国語の学習につながる図書
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研究主題 共に学びを創り上げていく子どもの育成

横手市立栄小学校

Ⅰ 研究主題について
「もの・こと」と対話しながら「価値ある問い」をもち，明確な目的をもって様々な「人」と

の必然性のある対話を積み重ねることで，主体的・対話的で深い学びが促され，共に学びを創り
上げていく子どもが育成できる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：栄小の課題解決学習（基本形）の実践

＊教科の特質に応じて１時間あるいは単元レベルで行う
学 習 過 程 と 教 師 の 関 わ り

「もの・こと」との対話１ 問いをもつ

しかける ①既習内容やそれまでの認識とのずれを生じるような資料や事象を提示し，問題状況に対する違和感を創る。

②学習意欲を喚起するゴールモデルを示すなどして，理想状況に対する憧れをもたせる。

２ 見通しをもつ

「自分」との対話 ＊静的な自己内対話を行い，課題にじっくり向き合わせる。３ 自力思考する

見取る ①個がどんな情報をもっているか，座席表等でしっかりチェックする。

②個の考えの背景，真意を探っておく。

③考えをもてない子を把握しておく。

「子ども同士」の対話…「和談」タイム 小集団⇔全体４ 音声言語で学び合う

＊動的な他者との対話を行い，思考の外言化を図る。小集団で自分の考えを述べる場面を設定することで，自ずと課題に関わり，自分の

考えをもたざるを得ない状況や発言をしなければならない状況に追い込み，一人一人の主体性，思考力・判断力，表現力（発言力）を

高めていく。

（小集団で） ○役割分担させる ・司会者 ・ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞにｷｰﾜｰﾄﾞでまとめる人

○考えが思いつかない，分からない，途中までしか解決できなかった人から発言をさせる。

○友達の考えにつないで発言させる。 ・似ていて ・違って ・付け足して ・感想 ・その考えに賛同など

○ｷｰﾜｰﾄﾞでまとめた内容（ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ）を掲示して，それぞれで話し合った内容を可視化する。

＊個々に，対話の目的を確認しておく

問う ①教科のねらいに到達するために問う。

（全体で） ②理解を深めるために問い返す。

③個別の知識を「つなげる」ために問い直したり，問い返したりする。

④トリオの話合いの二番煎じにならないようにする。すなわち報告会ではなく，一つステップアップした対話ができるよう

に，発問を準備する。

５ まとめる

「自分」との対話６ 文字言語で振り返る

①「新しい自分に出会う」の観点から，自己の変容（学び）について振り返りをさせる

○どのような学びがあったか ～分かった，できた，もっとよく分かった，気付いた，考えが固まった，考えが広がったことなど～

○どのように学んだか（何をきっかけに学んだか） （例）友達のあの発言で考えが深まった

＊１時間あるいは単元の中で，自分がどのように成長し，どんな学びがあったかという「自己変容」を子どもたちが自分で気付き，自

らのものにしていく。

②１時間または単元の「ねらい」に即した振り返りをさせる【めあてや課題に対して】

・知識・技能 ・思考力・判断力・表現力 ・学びに向かう力

③新たな問い（次への意欲）

(2) 取組の実際
【実践例１】３年国語「とどけよう！どきどき，わくわくの物語～中心教材『たから島のぼうけん 」』

・ねらい 読み手にとってより楽しめる文章にするために必要な内容を考える活動を通して，
物語のもつ特徴を生かして書くことのよさに気付くことができる。

キーワード 教師の「しかけ」による「問い」の醸成 思考の焦点化を図るための意図的な「問い」

① 主体的な課題解決に向かうために
単元を通して，相手意識や目的意識を明確にし，表現を工夫する必然性をもたせるようにし
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に書いてもらい，それに沿った食材集めをするようにした。「何のために」という「目的意識」

た。以前，紙芝居の読み聞かせをした経験から，
再び１年生から依頼があり，今度は，自作の冒険

物語を作って，読み聞かせをするという学習のゴ
ールを設定した。相手が１年生であることや，今
回は紙芝居ではなく，絵がない物語であるという

ことから，内容を分かりやすく伝えられるように，
どんな工夫が必要かを常に意識しながら物語を書

き進めていくことができた。
　また，不十分なモデル文を提示することによっ
て，問題意識をもたせた。これまで学習した物語

文と比べて，教師から提示された文章には大きな
違和感を感じ，「どうしたらおもしろく分かりやす
くなるか考えたい」という子ども

たちの学習に対する意欲と，教師
の身に付けさせたい力が一致し，

主体的な学びにつながった。
② 対話の活性化のために

　単元全体を通して，対話する時

間を意図的に設定するようにした。
ペアやグループなど，様々な形態

で交流し，互いの文章を読んで助
言し合ったり，よいところを自分
の文章に反映させたりしながら物語を作っていくことができた。

　本時では，物語に必要な内容を考える学習だったが，個々が自分の考えをしっかりもって，
グループでの話合いに臨んだ。付箋や短冊，ホワイトボードなどを活用しながら，それぞれの
考えを分類・整理した。そして全体の場面では，「出された内容があることによって，物語が

分かりやすくなったり，おもしろくなったりするか」と問うことによって，考える視点を明確
にしながら，内容を検討させた。さらに，「考えた内容を文の組立てのどこに書けばいいか」

と問うことによって，内容同士のつながりに着目させた。それにより，「登場人物はそれぞれ
役割を持っている」「冒頭部に，状況や登場人物が設定され，事件とその解決がくり返される
ように，発端から結末へと至る事件展開によって構成されている」という物語がもつ特徴に気

付いた。

【実践例２】４ 「ほしいものは何かな？～What do you want?～」年外国語活動
・ねらい よりよいコミュニケーションの仕方でフルーツパフェ作りのために欲しいものを

尋ねたり要求したりする。
キーワード 教師の「しかけ」による「問い」の醸成 「相手意識 「目的意識」の明確化による主体性の喚起」

① 主体的な課題解決に向かうために

　単元初めに，単元のゴールモデルを児童の前で実演したことで，児童は理想状況への憧れを
もつことができた。また，そのゴールモデルに向けてどのような語彙や表現が必要か，児童自

身が考える時間を設けたことにより，見通しをもって１時間１時間の活動に取り組むことがで
きた。自信をもって主体的にスペシャルピザ作りのためのコミュニケーションができた。
　また，「誰に」という「相手意識」をもって学習に取り組むことができるように，フルーツ

パフェは「友達に」，スペシャルピザは「栄小の先生方に」作るという設定をした。さらに，
「栄小の先生方」の好みや希望（例えば彩りが豊かなピザが欲しいなど）をあらかじめカード

が明確になり，学習意欲が喚起され，「どのような食材を集めると適切なのか」という思考を
働かせることができた。

　発話への自信と意欲があまり高くないという実態があり，本単元でも，主体性を大きく欠い
てしまう児童が出ることが予想された。そのために，「慣れ親しむ」学習に力を入れていった。

「英語を聞いて，英語を認識する」というインプットを多くし，全体での Activity の前に「全

体で発話→小集団で発話→小集団内で個の発話」というステップで，自信を付けていくように
した。そうすることで「友達や先生に進んで話そうとする」姿が少しずつ見られるようになっ
た。

不十分なモデル文と児童の感想

付箋や短冊を使って「和談タイム」
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② 必然性のある対話をするために
　「今のコミュニケーション能力をさらに伸ばす」「相手に心地よく思

そのための対話を位置付けた。具体的には，グループ内で店員と客に
なり切って行う「やり取り」を見合うようにし，「双方が嬉しくなる」

コミュニケーションにしていくためには，今のやり取りにどんなこと
を付け加えていけばよいかと問うことで，必然的に対話に向かうこと

ができた。児童は，笑顔で話すとよい，一言添えて食材を渡すとよい，
感謝の言葉を述べるとよいなどを指摘し合った。友達との対話によっ
て，自分の気付かなかったことに気付いたり，大切と考えていたこと

に改めて気付いたりする学びができた。
　また，「コミュニケーションにとって大切なこと」は，事前の意識調
査で既に気付いていたので，このことをもう一度想起させた。Activity

の途中でこの結果を提示して，友達からのアドバイスにはなかったこ
とに付加させたり，改めて大切なことであると確認させたりした。

　さらに，Activity をする前に，不完全で問題のあるコミュニケーシ
ョン（ＨＲＴとＡＬＴのやり取り）を見せた。児童は批判的に見て，
そのようなコミュニケーションにならないためにどうすればよいかと

考えていくことができた。

２ 学校図書館の利活用及びＮＩＥの推進について
(1) 「ことば」の力を高め，言語活動の充実につなげる学校図書館の活用

① 日常的な読書推進～図書委員会を中心として～

・多読のすすめ
今年度も継続して行っている100冊読破の目標達成者を，図

書委員が表彰し全校に紹介している。また，図書委員による

「おすすめの本の紹介」を実施し，図書室にコーナーも設置
した。さらには，図書室以外の廊下等に移動本棚を設置し，

司書教諭が中心となって子どもの興味関心を高めるための図
書展示も行っている。

・図書まつり（読書集会の実施）

これまで休み時間に行ってきた図書委員による催しを，今年度は時間を設定し，図書委
員が企画準備した「読み聞かせ 「図書クイズ 「栞作り」のコーナーを縦割班で全員が」 」
体験する形の集会として実施した。それぞれのコーナーで図書に親しみ，読書の楽しさを

全校で共有することができた。

② 授業での活用

，，各学年が学校司書と連携して 学校図書館や市内各図書館より学習内容に関わる本を集め
学習に活用している。子どもたちにとって学習と図書館との
関わりは大きなものとして意識付けられてきている。

【実践例：１年 国語『よんでわかるぞ！じどう車のひみつ 】』
　教材文「じどう車くらべ」を読んで，説明されているじどう
車の仕事とつくりについて，じどう車カードにまとめ，さらに

自分で選んだ自動車についてカードにまとめる学習活動を進め
た。教材文での学習を生かし，選んだ自動車についての説明を

一生懸命読んで言葉でまとめようとする姿が見られた。
(2) 「ことば」の力を支え，読解力向上に資するＮＩＥ

① ＮＩＥタイムの設定

移動式本棚の図書展示

図書委員による読み聞かせ 図書クイズ しおり作り

じどう車カード

アシスタントが付いて

アクティビティ

よりよいｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝをして

いるペアを紹介

ってもらえるよりよいコミュニケーションを追究する」姿を目指した。
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　毎週金曜日をＮＩＥタイムと設定し，新聞記事に触れ，「親しむ，読む・知る，考える」時
間としている。子ども新聞が届けられる新聞の日には「読売 KODOMO 新聞」，その他の日には各

学年で読売新聞社から配信されるシートを利用したり，日々の新聞を利用したりしている。新
聞から切り取った記事に対して学年に応じて，記事の概要，そこから分かること，感じたこと
や考えたことなどをシートにまとめている。

② ＮＩＥコーナーの設置
・各学年で個人で掲示ホルダーに取り組んだシートをストックしている。互いに読み合い，直

接，あるいは付箋に書いて感想を交換している。また，校舎中央のホールに各学年からの紹
介コーナーを設け，全校での交流も行うようにしている。

・ホールに設置している新聞閲覧コーナーには，新聞３紙（本日・昨日）を常に閲覧できるよ

うにしている。過去の新聞もストックし，すぐに閲覧できる。また，このコーナーには，書
棚に辞書や各辞典も備えている。子どもたちが新聞を読んで疑問に思ったことがすぐ調べら
れるようになっている。

・子どもたちがより新聞に関心を寄せるように新聞記事掲示の工夫を行っている。今，注目を
集めている記事を数種類並べて掲示したり，地元の出来事に目を向けるように今年度も「ニ

ュース・横手市発」コーナーを設置して，横手市の８地区の新聞記事を紹介している。

③ 授業等における新聞の活用
１年…国語の学習で，新聞から片仮名を表記する語句を集める。

２年…「新聞で変身！」紙面を生かしながら，図工の学習に活用。
３年…国語の学習で，新聞の中から同じへんやつくりの漢字を探し，分類する。
４年…話合いスキルタイムに新聞記事を取り上げ，賛成・反対の立場から議論をする。

５年…社会科でマスメディアの情報の受け取り方の学習に数紙を比べて利用した。
６年…国語で説得力のある文章を書くために自分の考えの根拠となる記事を探し，活用した。

社会科の政治学習の際に現在問題となっていることを新聞から取り上げた。

５，６年…朝の会でニュースの紹介。朝の会のスピーチの題材に新聞記事を使う。

Ⅲ 成果と課題
○対話的な学びを促すために，本校で推奨してきた「価値ある問い」をもつことが重要になる。こ

の問いをもつことで，協働，対話する必然性や必要感が出てきたり，児童の興味・関心・意欲が

引き出され，本気で考えたくなったりして，自然発生的に対話が生まれた。また 「価値ある問，
い」は，主体的な学びに向かうことにもつながった。

○単元の初めに「理想状況に対する憧れ」をもつことができるような「しかけ」をすることはもち

ろんのこと，本時の導入においても「問題状況に対する違和感」をもつことができるような，い
わゆる二重の「しかけ」をすることが，後の主体的な「対話」に結び付いていくことが確認でき

た。
○本校では，児童自身で深めていくような学びがまだできていない。そこで 「深い学び」を促す，

意図的な「問い返し 「問い直し （発問）や，さらなる問いを引き出す「資料や事象の投げか」 」

け」等，指導者の積極的な関わりが有効であることが再確認できた。
●全職員が「栄小の課題解決学習（基本形 」を実践していると，自信をもって言うことは未だ）

できない。来年度の公開に向けて，公開教科を中心に据えて「共通実践」していくことが求めら

れる。

Ⅳ 来年度の取組に向けて
・児童の「上質の問い」と教師の「意図的な問い」を中心に据えた授業改善
・話合いスキルトレーニングのさらなる実施

新聞閲覧コーナー ＮＩＥ掲示コーナー
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研究主題 主体的に判断し，協働して新たな価値を生み出す力の育成
～「インタラクション」の充実と資質・能力の活用による「対話的で深い学び」の実現 ～

横手市立横手北小学校

Ⅰ 研究主題について
本校では，考えを積極的に発信し合うこと，協働や対話により自己の考えを広げ深める「対

話的な学び」や知識を相互に関連付けてより深く理解したり，情報を精査して考えを形成した
りすることに向かう「深い学び」の実現に課題がある。そこで，目指す子ども像を「他との関わ
りを通して協働的に学び，自分の思いや考えを広げ深めたり，より深く理解したりしながら，積
極的に発信しようとする子ども」として，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) 「３つの視点」による授業の実践と改善
①授業改善の３つの視点について

主体的・対話的で深い学びを実現するために，授業改善の３つの視点として「プロセス」
「インタラクション」「リフレクション」を設定した。今年度は特に，教科等の特質に応じ
た「見方・考え方」を働かせるような，教師のコーディネート力等の向上によるインタラク
ションの充実を図った。３つの視点それぞれに月ごとの重点実践事項を設け，共通実践を心
がけて授業改善に臨んだ。

②取組の実際
プロセス ○何をどのように学ぶか，学習を見通す授業

〈５年算数 小数のかけ算〉
学習問題提示の後，子どもたちと課題を作った。そして，

既習事項等を想起させ，考え方，数直線や式など使いたいア
イテム，式や答えの見当等，学習の見通しをもたせてから自
力解決の時間へと進めた。

〈１年道徳 ともだちのきもちを おもうこころ〉
学習を見通し，課題意識をもって考えることがで

きるよう，導入で具体的な生活場面を想起させた。

〈２年道徳 生きているって うれしいな〉
何を，どのように学ぶか，見通すことができるよ

う構成的な板書を心がけた。

主体的な学びの

過程の実現

対話的な学びの

過程の実現

深い学びの

過程の実現

終末展開導入授業構想

プロセス
①何をどのように学ぶか，

学習を見通す授業

②学習課題を子どもと共に

つくる授業

インタラクション
①「聴いて 考えて つな

げる」思考・発信型の授業

②教師のコーディネートに

より，教科等の特質に応じ

た「見方・考え方」を働か

せる授業

リフレクション
①身に付けたい力を明確に

した授業

②身に付けた力や学び方

を実感する授業
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どんな力を付けるために（目標），どんな活動に取り組むか
（学び方）を子どもと共有し，見通しや目的意識をもたせるこ

とができた。

プロセス ○学習課題を子どもと共につくる授業
〈２年道徳 だれとでも なかよく〉

事前のアンケートを活用し，学習課題を子どもと共に作った。

〈２年国語 伝えよう ぼくのわたしの お気に入り〉
初めの感想を基に学習課題を設定した。「なぜ 暗い感

じがするのかな。スイミーのようすや気持ちをそうぞうしよう。」という課題は，子ども
たちにとって考えようとする意欲を呼び起こすものであり，必要感のある課題だった。ま
た，何について，どのように考えればよいのか，明快な問いでもあった。

これらの実践のように，子どもたちの気付きや疑問等を基にした課題を，子どもたちと
共に設定することで，学ぶ意欲を喚起することができた。

インタラクション ○「聴いて 考えて つなげる」思考・発信型の授業
〈５年理科 花粉のひみつ〉
学習課題に対して，自分なりの考えを持つ時間を保障するよ
うにした。これにより，子どもたちは，分かったことは何か，
まだ分かっていないことは何かをはっきりさせることができ
た。この後，自分の考えを見直し，全員が納得する実験方法
を選択することを目的として，グループでの話合いの場を設
定した。ここでは，自分の考えに自信のない子どもから順に
紹介することで， グループ内で検討していきたいことが，焦
点化されていった。「聴いて 考えて つなげる」ことで，「分
からない」が「分かる」に変わっていく姿が見られた。

このように，自分の考えとの共通点や相違点を比べながら聴き，感じたことや考えたこ
とを伝え合う場，聴いたことに絡ませて，自分の言葉で説明する場を設定した。そして，
個々の考えを広げたり深めたりし，友達の「分からない」を「分かる」に変えていくため
に，子どもたちにとって必要感のあるときに，ペアやグループ，全体での思考の場を効果
的に取り入れた。「聴いて 考えて つなげる」話し方や聴き方，その土台となる「あた
たかい聴き方」「やさしい話し方」を昨年度までの実践を継続しながら指導した。

インタラクション ○教師のコーディネートにより，
教科等の特質に応じた「見方・考え方」を働かせる授業

〈２年国語 伝えよう ぼくのわたしの お気に入り〉
まぐろがおそってきたときの様子やスイミーの様子を想像して話し合ったり，動作化を

取り入れたりした後で，指導者は，「『にげたのは，スイミーだけ』と『スイミーだけに
げた』では，どのように違いますか。」と発問した。この発問により，子どもたちは，倒
置法による表現の感じ方について考え，おそってきたまぐろの様子やスイミーの様子をよ
り深く想像することができた。
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〈５年理科 花粉のひみつ〉
理科の「見方・考え方」を働かせている子どもの姿は，どのような姿かを授業構想時に

考えておいた。（「原因と結果」という見方を使って，条件制御を考えている。本時では，
「受粉させる・させない」ということを，突き詰めて考えている姿。）そして，全体での
話合いの場において，「どうして受粉させた後，袋をかぶせるのでしょう。」と切り返し
の発問をした。この発問により，子どもたちは，グループの話合いでの「分かった」が，
より確かなものになった。

〈１年道徳 ともだちのきもちを おもうこころ〉
３人組での役割演技を取り入れた。さらに焦点化して考

えることができるように，台詞を書いた台本を活用させた。
これにより，子どもたちは，みそさざいと自分を重ねなが
ら考えることができた。

〈５年道徳 思いやりの心〉
一瞬躊躇し，いろいろな思いが錯綜したであろう「ほんの数秒」に着目させ，そのとき

の思いをじっくり考えることで，自己を見つめさせた。一人一人が，自分の考えを書く場，
それを基に全体での話し合う場を設定した。個々のシートの内容を把握し，意図的指名に
生かすようにもした。

授業構想において，教科の見方・考え方を働かせ，学びの質を深めている子どもの姿を，
より具体的にイメージし，それが実現できるような発問を工夫した。また，授業中の子ど
もの思考を見取り，意図的指名に生かすことができた。

リフレクション ○身に付けたい力を明確にした授業
以下のような視点で，授業を構想するように心がけた。

①子どもの実態 ②単元や本時の目標とそれを達成した子どもの姿
③目標と評価規準の整合性
④教科等，単元，本時の「見方・考え方」とは何か
⑤その「見方・考え方」を働かせるとは，

どんな授業のイメージか・どんな子どもの姿か

リフレクション ○身に付けた力や学び方を実感する授業
振り返りの視点を大きく以下の３点と考え，学年の実態や学習に応じて提示した。

①学習内容を確認する振り返り
②学習内容を現在や過去の学習内容と関連付けたり，一般化したりする振り返り
③自己変容を自覚する振り返り

(2) 資質・能力の活用
本校の実態から育成を目指す資質・能力を以下のように絞り込み，全教育活動において，

その活用を図ることで学習のねらいを達成し，付けたい資質・能力をさらに鍛えながら研究
主題の実現を目指したいと考えた。子どもたちには，「４つの力」として提案した。

創造「よさに気付く力」･･･基本的な知識・技能，自分や友達のよさや可能性への気付き
発信「伝える力」･････････相手や状況に応じた表現で発信する力，自分で判断し意志決定する力

協働「関わる力」･････････言葉の力を付けながら心を耕し，他と折り合いを付け協働する力

挑戦「挑戦し，やりぬく力」･･主体的に物事に取り組む力，夢の実現に向けて粘り強く努力する力

授業においては，導入時の学習の見通しをもつ場面で子どもと共に選択したり，教師側から
提示したりして，活用を意識付けた。１時間の学習や単元の終末において，自分の変容を振り
返るときの視点の一つとすることもあった。

２ 学校図書館の利活用及びＮＩＥの推進について
(1) 学校図書館の利活用

① 日常的な読書指導
「本に親しみ，読書の大切さや喜びを感じることで心豊かな子どもを育てる」ことを目

標に，「全校一斉朝読書」の時間・学級毎の「図書ラウンジ朝読書」を設定した。
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その他に，各学年１０冊の「北小おすすめの本」の選定，読書貯金ファイルの活用，大
森図書館からの借り入れ図書の利用，読み聞かせの実施，夏休み中の「親子読書」の実施
等を行った。

読み聞かせは，ボランティアによるものだけでなく，学級担任・子どもたち自身による
ものへと広がりが見られた。「親子読書」への取組は，開校以来３年目を迎え，親子で読書
の大切さや喜びを分かち合う機会となっている。

② 読書環境の充実
学校司書や図書ボランティア，PTA研修文化部と連携し，図書館内の掲示・展示の工夫，

書架整理等を行った。テーマ設定による図書館内の本の紹介コーナーや，２階読書スペース
「ごろりんコーナー」，階段の図書展示等において，魅力ある本と出合い，進んで読書する
子どもたちの姿が見られた。

③ 図書資料の活用
図書資料を効果的に活用できるよう，学校司書と連携し，年度初めに「並行読書・図書

活用年間計画」を作成した。今年度新たに活用した図書資料も加筆している。また，授業
での図書資料の活用について，研修便りを通して実践紹介をした。

(２) ＮＩＥの実践
① ＮＩＥの日の実施

毎週木曜日を「ＮＩＥの日」とし，朝の活動の時間に全校児童が読売KODOMO新聞を読んで
いる。学年の実態に応じて，関心をもった記事を切り抜いたり，内容をまとめて感想を書い
たりした。１１月には，市の「みんなde読もう新聞コンクール」にも取り組んだ。子ども新
聞だけでなく一般紙から記事を選んでいる子どもも見られた。

② 新聞への興味・関心を高めるための環境整備
ＮＩＥコーナーには，各学年で「ＮＩＥの日」に取り組

んだシートを掲示した。付箋による感想交流も行った。広
報委員は，おすすめ記事にマークを付けて閲覧コーナーに
新聞を置いたり，昼の放送時に新聞クイズを出したりし，
全校児童の新聞への興味・関心を高める活動を工夫した。
玄関ホールには，読売新聞「みんなのポエム」への投稿ポ
ストを置き，掲載された本校児童の詩も掲示した。

③ 授業における新聞の活用
社会や国語，道徳等の授業における実践があり，研修便

りで紹介した。

Ⅲ 成果と課題
○学習課題を子どもと共に設定したり，見通しの時間を大切にしたりしたことにより，学ぶことに

興味や関心をもち，見通しをもって学ぶ子どもたちの姿が見られた。
○学級の実態をとらえて学習の目標や評価規準を設定し，目指す子どもの姿は，どのような姿かを

具体的にイメージして授業構想したり，子どもの姿で検証したりすることができた。
○年２回実施した児童アンケートの数値や学習・行事等の振り返りの記述を見ると，育成を目指す

資質・能力（「４つの力」）の有用性を子どもたちが実感していた。
●県学習状況調査結果において，各教科の思考力・判断力・表現力の観点の問題や“「問い」を発

する子ども”の基盤づくりに資する問題に目を向けると，学年や教科によって十分とはいえない
ものがある。教科等の特質に応じた「見方・考え方」を働かせて，学びの質を高める授業改善を
さらに推進していく必要がある。

●「全教育活動において，資質・能力（「４つの力」）の育成を目指す」として，共通実践してき
たが，それぞれの資質・能力の捉え方や振り返りのさせ方等に，共通理解が必要であった。

Ⅳ 来年度の取組に向けて
・学習課題の発見や解決に用いる教科等の特質に応じた「見方・考え方」，それを働かせる授業に

ついて，さらに研修する。また，子どもたちが，より深く理解したり，より豊かに表現したりす
るための学習活動を工夫し，展開における教師のコーディネート力を高めていく。

・目指す子どもの姿を基に，育成を目指す資質・能力（「４つの力」）の見直しと共通理解を図る。
活用や振り返りのさせ方等について研修する。

・主体的に思考・判断・表現する子どもたちを目指し，「言葉の力を育む」という視点で図書館の
利活用や ＮＩＥの実践を行う。子どもたちの実態をとらえて，それぞれの目標を見直し，共通
実践していく。
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研究主題 豊かに関わり合い，問いを追究する児童の育成
～「分かった」「できた」「もっと」と学ぶ喜びのある授業づくりを目指して～

横手市立増田小学校

Ⅰ 研究主題について
昨年度までの研究から，自己肯定感の高まりにより互いのよさや考えを認め合おうとする学習

環境の土台は形成されつつある。しかし，困難な状況に粘り強く取り組んだり，全体の場で自分

の考えを発信したりすることにやや消極的な児童もいる。そこで，魅力的な対象との出合わせ方
を工夫したり，学び合いの充実を図ったりする授業を展開することで，相互の関わり合いを大事

にした学びが自分の答えを生み出すことにつながり，本校の目指す児童の姿の実現につながると
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) 問いのある導入

① 前時の振り返りを生かして
児童の「面白い話だった。」「すごい山だっ

た。」という初発の感想から「どうしてそう思

ったのかな，そう思った根拠がありそうだね。」
と問いかけて本時の課題を作り学習を展開した。

（３年国語「おもしろいと思うところをしょうかいしよう」～三年とうげ～）
② アンケートの活用

「やさしい人」を「～してくれる人」と捉えてい

る児童が多いこと，「分からない」と感じている児
童がいることが分かるアンケート結果を提示し，課
題意識を引き出した。

（１年道徳「やさしいこころ」～はしのうえのおおかみ～）

③ 題材名の工夫
変身という言葉は児童にとって，新しい表現をするというわくわく感が高まる言葉である。

「へんしん紙パック」という題材名は，紙パックや紙コップから自分で新しい形をつくり出

すというイメージと結び付けることができた。
切り開いて変身させた実物を見せるところからスタートしたところ，どうやって切ったの

か，どうやって形を変えたのか，どうやってとめたのかに興味をもって見て，活動のねらい
とつかみ、見通しをもつことができた。

（２年図画工作「切って，ひねって，つなげると」～へんしん紙パック～）

(2) 「伝えたいむ」「深めたいむ」のある授業の展開
① プランシートと話合いモデルの活用

トリオで何を話合い，全体の場での話し合いにどう生か
していくか，プランシートに記入することで目的を明確に
することができた。

２つの話合いの関連を図った上で，ねらいにせまる話合
いを展開することが可能になった。トリオでの「問い返す」
「意見に対する感想を伝える」「まとめる」といった関わり
合いが全体の場に生かされるようになった。

初発の感想から課題をつくり学習を展開した板書

活動のねらいや見通しをもたせる板書と協働して作品をつくっている様子

プランシート例（一部）

アンケート結果と役割演技の様子
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② ツールの活用
ホワイトボードなどのツールを活用し，全体の場での話合いを展開する。どの情報が大切

なのか考えて書く，見やすい大きさで分かりやすく書くなど，工夫できるようになってきた。
トリオで話すことで全体の場でも自信をもって話すようになった。自分以外の考えを説明さ
せる方法も取り入れることで，友達の考えをよく聞いたり見たりするようにもなった。

（６年算数「速さの表し方を考えよう」）

③ トリオの活動の充実

全体の場ではなかなか話せない児童も３人組で安心して話合いをしている。メンバーを入
れ替えてアドバイスし合いながら，話す活動を多く取り入れたことで，自信をもって話す姿

が見られるようになった。
（５年外国語活動「What do you have on Monday」）

(3) 学びを実感し，次時につながる振り返りの充実
① ネームプレートの活用

ネームプレートを貼ることで生まれる指導上の効果には，次のようなものがあった。

①学習前と学習後の変容が，視覚化できる。
②学級の傾向が捉えやすくなる。

③指名しやすい。
④同じ考え同士，違う考え同士など，考えの組み合わせに応じたグループ構成が可能

である。

さらに児童については，「前は～だったけれど，今は～だ。」のような自分の変容にふれた
振り返りを書いたり，「自分は～だけど，みんなは～と考える人が多い。」のような比較した
記述をしたりする児童が増えてきた。こうした考え方は，発言の中にも見られ，学習の深ま

りにつながった。

６年道徳「六千人の命を救った決断」のネームプレートを活用した板書とトリオの活動

ホワイトボードを活用した板書とホワイトボードを活用した発表

トリオでの活動と活動の手順を示した板書
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② 変容の可視化
赤鬼と青鬼の思いを矢印の向きや大きさを用いて板書することで，物語の始まりでは矢印

の向きや大きさの釣り合いが取れていなかった二人が，終わりの場面で合致することを手が
かりに，二人の物理的な距離は離れているのに，お互いの心が寄り添っていることに気付か

せることができた。

③ 振り返りの視点の明確化
｢振り返り｣では，児童が本時の学習を通してどう変わったかが文章の中に表れるように，

｢これまでの自分｣と｢これからの自分｣についてという２つの視点を示した。
振り返りを書くことにより，児童はもう一度心の中を整理し，学んだことを確かめ，自己

の変容に気付き，本時のねらいに迫ることができた。こうして児童は，今の自分について見
つめたり，これからの自分について考えたりしながら「問い」続けていくのではないかと
考えた。

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

① 国語科並行読書
新開孝の「いのちのカプセルまゆ」を読み聞かせし，児童の興

味を引き出せるような導入にした。「まゆを作っていたのは，幼
虫なんだ。」「まゆの作り方や形は違うんだな。」等，科学読み物
の面白さに気付くことができた。その後，「ありの行列」を読ん
だことを生かし，自分選んだ科学読み物の内容の紹介，感想，感
想の理由という構成でまとめた。

一人一人の感じ方が違うことを大事にしながら紹介し合い，進
んで読書しようとしたり，読書を楽しんだりしようとすることに
つなげることができた。増田図書館とも連携し，十分な冊数を確保することができた。
（３年国語「考えの進め方をとらえて，科学読み物をしょうかいしよう」～ありの行列～）

４年道徳「かさ」のネームプレートを活用した板書と「深めたいむ」の様子

３年道徳「ないた赤おに」の矢印の向きや大きさを用いた板書

３年道徳「ないた赤おに」の視点を明確にして書かせた振り返り

紹介カード

－ 24 － － 25 －



② 社会科調べ学習
古くから残る暮らしに関わる道具や，それら

を使っていた頃の様子について調べ，地域の人
々の生活の変化や願いに気付かせるために，イ
ンターネットや図鑑を用いて情報を集めた。

（３年社会「昔の道具とくらし」）

(2) ＮＩＥの推進
① 新聞の日

新聞の日にお気に入りの記事を選び，ＮＩＥノ
ートに貼る。翌週の新聞の日には，選んだ記事を
友達に紹介したり，感想を書き込んだりする。

長期休みには，保護者のコメントをもらうなど，
自分とは違った気付きにふれることができるよう
にした。

② スクラップ記事の利活用
取りためていた新聞記事を基に，その市町村に

はどんな特色ある行事や祭りがあるのか，横手市
とどんな違いがあるのか調べてみたいなという動
機付けにした。また，効果的なタイトルや写真の
配置等を新聞を読みながら学習し，調べたことを
新聞にまとめた。新聞の利活用の積み重ねによっ
て，表現する力が身に付いてきている。

（４年社会「県の地図を広げて」）

Ⅲ 成果と課題
○生活場面を取り入れた問題を設定することで児童の学習意欲が増し，身近で具体的なイメージを

つかむことができたため，解決方法等を自分の言葉で説明できる児童が多くなった。

○昨年度児童アンケートにおいて肯定的な回答をした児童は，「友達の考えにつなげて，自分の考
えを話す」全校で71％「考えを出し合って問題を解決する」全校で87.3％だった。今年度は「し

っかり話す」全校で91％「課題を解決している」全校で89％「粘り強く解決する」全校で93％だ
った。教師アンケートにおいても，「自分の考えをもち友達と学び合い，自分の考えを表現して
いる」の項目において全ての担任が概ね満足と回答しており，本校の目指す児童の姿に近付くこ

とができたのではないかと考える。
○導入時に示したアンケートを「深めたいむ」や「振り返り」にも生かすことは，自分の考えを深

めていくための手立てとして有効だった。

○視覚的に板書を構造化することは，板書そのものを思考ツールとすることになり，児童の考えを
深める上で効果的であった。

○振り返りの視点を明確にしたことで，学習感想に終わらず，学んだことを確かめたり，自己の変
容に気付いたりすることができたとともに，次時の学習につながるような振り返りにすることが
できた。

●児童に自分の考えを書かせた上で「伝えたいむ」を設定している授業が多い。書くことで自分の
考えに固執し，他の考えを受け入れにくい場面もあった。児童の実態や課題等に合わせた多様な
活動を検討する必要がある。

●「伝えたいむ」を生かし，児童の考えを一層深めていくことができる「深めたいむ」になるよう
な発問や手立てを工夫していかなくてはならない。

Ⅳ 来年度の取組に向けて
・学ぶ必然性を生み出す「問いのある導入」，学び合いの充実を図る「伝えたいむ」と「深めたい

む」を位置付けた授業の展開，児童に学びを実感させ「もっと」につながる「振り返りの充実」
の３本柱を継続し，児童の深い学びが実現できるようその精度を高めていきたい。

・本校の児童の実態等を分析し，育てたい資質・能力を明確にし，全教育活動を通して育成してい

くことができるようカリキュラム等について見直していきたい。

４年のＮＩＥノート

学習したことをもとに表現した作品

道具調べカード
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