










＜第４分科会：七飯町立峠下小学校＞

１　研究主題

『進んで自分の考えをもち、伝え合い、

高め合う子どもの育成』

 ～意欲を高める学習過程の工夫を通して～

２　研究仮説と成果

 仮説１ 「各教科において、課題を解決する過程

を工夫して提示することで、見通しをもって、課

題解決しようとする力が身につくであろう。」

　学習課程を「①つかむ・②考える・③たしかめ

る・④ひろげる・⑤ふり返る」の５つに区分した

「峠下サイクル」を導入した。児童アンケートや

授業の様子から、これらを意識して授業に取り組

み、着実に身についてきていると実感している。

 仮説２ 「各教科において、協同的な学びを通し

て、自らの考えを伝え合い、高め合う力が身につ

くであろう。」

　仮説検証のため

に授業において、

協同的な活動の場

面を意図的に設定

する工夫を行った。

具体例として、相

手に説明する場面

の設定や適応問題

を解くためにペア

学習を取り入れる

学習活動を設定し

た。アンケートの

結果から、一部学

年が自信をもって発表することへの苦手意識があ

ることがわかり、改善を進めている。

公開授業では、３・４年生は、２人がそれぞれの

相手の考え方を教師に説明することで協同的な学

びを行っていた。５年生は、マッチ棒で作った連

続した三角形の見通しをもたせたことで活発に活

動し、６年生は、６人が協力しないと解決できな

い問題を出すことで、協同的な学びが行われた。

研究協議では、協同的な学びの場面などでの間接

指導の在り方や、時間配分などについて多くのご

意見を頂き、交流を深めることができた。

３今後の課題

　複式授業での同時間接による見取りの工夫や、

学習リーダー育成などの自主的な学習活動を行う

ための工夫が必要である。また、児童アンケート

の結果から、一部学年が自信をもって発表するこ

とへの苦手意識があることがわかり、改善を進め

ていきたい。

〈第３分科会：北斗市立島川小学校〉

１　研究主題

『自分の思いや考えを深め、

豊かに表現する子どもの育成』

　～言語活動の充実を図り、

少人数における的確な支援を通して～

２　研究仮説と成果

 仮説１ 「的確に子どもの学習状況を見取り、子

ども一人一人に応じた支援を行うことで、自分の

思いや考えを深め広げる子どもに育つであろう」

　座席表に個々の考えを記録し、意図的・計画的

な指名計画を立てることやノートにヒントや励ま

しを書き添えること、評価規準に照らした個人支

援計画を立てることに取り組んだ。自信をもって

課題に向き合い、交流や話合いに深まりが見られ

るようになった。

 仮説２ 「子どもの思いや考えを深め、広げる課

題や発問を工夫することで自分たちの思いや考え

を深め、豊かに表現する子どもに育つであろう」

　思いや考えを広げるために発問を２つに絞るこ

とや、学習過程し･ま･か･わを提示し子ども自身

が授業の流れを意識し進められるようにすること

に取り組んだ。学習リーダー中心にした交流・話

合いが活発になり、主体的に課題解決できるよう

になった。　

　公開授業では、単元を通して指導したい言語活

動である物語紹介ポップやリーフレット作りをす

る目的意識をしっかり持ち、登場人物の心情を深

く読み取ろうとする姿が見られた。

　研究協議では、「学習スタンダードが定着して

おり、間接時や交流がスムーズに流れていた」

「支援計画

や可視化等

の個への配

慮がなされ

ていた」等、

意見が出さ

れた。また、

助言者から

は「子ども

たちがどんな学習をしたらよいか意識しており、

深い学びに繋がっていた」との講評をいただいた。

３　今後の課題

　授業全体を見通し、より深い学びにつながる

学習課題や発問の工夫が大切である。また、自

主的･自発的な『子ども思考が動く間接指導』の

充実を図りたい。
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＜第６分科会：森町立濁川小学校＞

１　研究主題

『自分の考えをもって主体的に学ぶ子供の育成』

 ～国語科における「読む力」を高める

授業づくりを通して～

２　研究仮説と成果

 仮説１ 「一単位時間の授業において、指導過程

を明確にし、ずらしや間接指導時のあり方を工夫

することにより、主体的に学ぶ子供が育成できる

であろう」

一単位時間の指導過程を４段階（つかむ・考え

る・まとめる・広げる）とし、ずらしの工夫とし

て一単位時間の始めを上学年は「考える」から、

下学年は「つかむ」からとした。また、取組カー

ドの使用や、リーダー学習を取り入れることによ

って、授業の見通しが持てるようになり、自ら学

習に参加していく姿が見られるようになった。

 仮説２  「一人学びにおいて、『自分の読みを書

く活動』を適切に位置づけ、書く観点を明確にす

ることにより、「読む力」を身につけさせること

ができるであろう。」

　書く活動１では、自分の読みを書き、書く活動

２では深まった自

分の読みと工夫し

た音読の仕方を書

き、また、読む活

動（音読活動）も

効果的に取り入れ、

学習プリントなど

教材の工夫もする

ことによって、各自の「読む力」が高まっていく

ことができた。

 仮説３  「子供の実態を把握し、言語環境を工夫

し、単元の指導に役立てることにより、『読む力』

を身につけさせることができるであろう。」

　読解力診断検査によって、読字力、語彙力、文

法力、読解力を把握し、授業づくりの参考にした。

また、朝のチャレンジ学習に取組み、音読、暗唱、

速読、朗読に取り組むことなどによって、主体的

に学ぶ態度が育ち、国語の授業中でも進んで音読

する態度が見られるようになり、「読む力」を高

めるのに役立った。

３今後の課題

　一人学年の、一人学びの子供への支援の在り方

の工夫、読むこと・書くことを苦手としている子

への支援の工夫、読む力を身につけさせるための

言語活動の工夫、等が今後の課題として残ってい

る。

〈第５分科会：七飯町立大沼小学校〉

１　研究主題

『主体的に学び、ともに考え、伝え合う子の育成』

　～教科・領域における言語活動の充実を通して～

２　研究仮説と成果

 仮 説　 「課題解決の過程において、考える場と

時間を充分に保障し、個に応じた指導を行い、適

切な評価をすることにより、主体的に学び、自ら

表現しようとする意欲が高まり、考えを伝え合う

子が育つであろう。」

　①「考える場と時間を保障し、意欲を高める学習過程

　のあり方」について

　　個の能力差が大きいことから、多様なワークシ

　ートを準備したり、学習の進め方を事前に示した

　りした。そのことにより、児童は学習の見通しを持ち、

　自分の考えを持つ手立てがしっかりとし、意欲をも

　って学習に臨むことができた。

　　学習の後半では、交流の時間を通して他児の考

　えを学ぶ時間を取ることで、全員がいろいろな考

　え方を知る時間となり、学習を深めることにつなが

　った。

　　また、ｉＰａｄや実物投影機を活用することで、

　自他の考えをわかりやすく説明したり聞いたりする

　ことができ、学習へ主体的に参加し、表現しよう

　とする意欲につながっていた。

　②「個に応じた指導と適切な評価のあり方」について

　　指導計画を立てる段階で、児童の実態と身に

　付けさせたい力を明記し、学習中も机間指導を通し

　て、学習状況を把握していた。活動への取り組みが

　難しい児童には、アドバイスを与え、頑張っている

　ところはしっかりと全体の場で認めほめてあげるこ

　とで、一人一人の励まし

　となり、よりよい次への

　活動へとつながってい

　た。TTで学習を進めた

　際には、綿密な打ち合

　わせのもと指導にあた

　り、学習状況を確認し合いながら、個々に対して適

　切な指導ができるよう連携を図った。

３　今後の課題

　言語活動を充実させていくために、授業導入時の効

果的な言語活動のアクティビティの実施、「話し方・聞き

方名人」の活用、ポイントを絞ってメモをさせる取組や、

自分の考えをノートに書くことの習慣化への取組をしてい

くことで、より言語の力を高めていきたい。また発表の

場面では、現在の型に沿った発表の仕方、お互いの意

見交換がより活発にでき、伝え合う力をさらにつけてい

けるよう、研修を深めていきたい。
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＜第８分科会：八雲町立野田生小学校＞

１　研究主題

『自分の考えをもち、進んで伝え合う子どもの育成』

 ～算数科の基礎・基本となる学習を通して～

２　研究仮説と成果

 仮説１  「問題解決に結びつく算数的活動、ノー

ト指導を充実させることにより、自分の考えをよ

りよく伝える力が育つのではないか。」

　ノート指導に力を入れることにより全児童が丁

寧なノートづくりができるようになった。伝え合

う場面においてもノートが大きな手掛かりとなっ

ていて、成果を感じている。全学年共通のノート

指導を行うことにより進級時に混乱なく取り組め

ることも利点であった。また、個々の振り返りから、

理解の程度や成長なども読み取ることができるよ

さも確認されている。

 仮説２  「筋道を立てて考え、表現する場の工夫

をすることにより、伝え合う力が育ち、学び合い、

高め合うことができるのではないか。」

　説明したり表現したりする算数的活動を重要視

するための１つの取り組みとして記述式の振り返

り活動を行うこととした。自分が思考して表現し

たことを

見つめ直

すことに

より、数

学的な表

現の方法

のよさに

気づき、

それらを

用いて表現することができるようになってきた。

　参加者からは「主体的で対話的な深い学びがで

きている。」「自分の考えをもち、進んで表現する

児童が育っている。」「振り返り活動は取り入れる

べきだと学んだ。」と意見をいただいた。助言者

からは、「振り返り時にどんな力が身についたか

を書けるようにすると次の学びに繋がる。」「見通

しに軽重をつけた指導計画の工夫をすることによ

り根拠をみつけていく力が身につく。」ことなど

を助言していただいた。

３今後の課題

　「根拠をもとにした話し合い」がほぼ身につい

てきている。今後は、「根拠を見つけていく力」

の育成へ重点を置いて指導していくことも重要と

なる。そのためには、年間指導計画で軽重をつけ、

思考・判断・表現力を身につけさせる時間を確保

することが大切となる。

〈第７分科会：八雲町立東野小学校〉

１　研究主題

『自ら考え、自らの学びを高めていく子どもの育成』

　～算数科における学び方の指導の工夫を通して～

２　研究仮説と成果

 仮説１  「学びの見通しを持たせる工夫をするこ

とにより、意欲的に学習に取り組み、自らの学び

をふり返ることができる子どもが育つだろう。」

　継続して自力解決前に既習内容からヒントを得

られないかを考えさせることで、既習内容を使え

ないかという思考の感覚が個々に身についてきた。

　また、学習過程を日常的に統一することで、確

認の多さが改善され、安心して学習に向かうよう

になってきた。

 仮説２  「自分の考えを整理し、まとめる力を定

着させるノート指導をすることによって、自分の

考えに自信をもって相手に伝えようとする子ども

が育つだろう。」

　ノートの基本指導を継続することで、書く内容、

書き方のルールが定着してきた。ノート交換会を

行い、ノートの基本ポイントを確認することで、

交換した際にほめるポイントを焦点化させた。他

者から褒めてもらえることで継続しようとする意

識が高まっている。他者のノートを見ることで、

よりよいノートづくりのポイントを学び、自分に

生かす姿が見られた。

　研究協議における討議の柱を①「学びの見通し

を持たせる工夫をし、意欲的に学習に取り組ませ

る手立ては子どもにとって有効であったか」②「自

分の考えを整理し、まとめる力を定着させるノー

ト指導は子どもにとって有効であったか」とした。

　①について「見通しを持たせる日常的な取組の

効果を見ることができた」「子どもたちの言葉を

拾い課題を設定していてよかった」などの意見が

出された。②について「子どもはノートをもとに

考えていた」「ノートは交流で使うために有効で

あった」などの意見が出された。

３　今後の課題

　見通しをどこまで持たせるべきなのか、振り返

りは児童にどう活かされているのかを検証する。 

「きれいなノー

ト」より「使え

るノート」を目

指して、ノート

ルーブリックを

使った自己評価

や相互評価の実

践に取り組む。
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