
主体的に学び、確かな学力を身につける児童の育成
～様々な人 とのかかわ りを通 して～

岩国市立川上小学校

1 研究主題設定の理由

確かな学力 とは、基礎的・基本的な知識や技能だけでなく、学ぶ意欲
や思考力、判断力、表現力、問題解決力な どを含 めた幅広い学力の こと
である。そ して、それ らが児童が主体的に判断 し、行動 し、よりよく問
題 を解決 しようとす る 「生きる力」へ とつながっていかなければな らな
い 。

本校の児童は、素直で、何事にも真面 目に取 り組む。異学年 とも仲がよ

く、互いに協力 し合って生活することができている。また、地域の方の温
かな支援を受け、餅つき交流会や しめ縄づ くりなどの様々な体験をするこ
とができている。

しか し、気心の知れた少人数での生活は、コミュニケーション能力を高
める場が少ないため、一旦外に出ると内向的にな り、自分の意見が言えな
くなって しま う傾向がある。児童に対 して、大人が手をかけすぎる面 もあ
り、大人への依存度 も高いЭそのため、受動的な場面が多 く、自ら考え、
物事に主体的に取 り組む姿勢には課題が見 られる。 このことは、これまで

も本校での大きな課題であった。そのため、昨年 。一昨年度 と、様々な体
験活動や発表の場を設け、児童が 自信をもつて自分を表現できる活動を仕
組んできた。それ らの活動を通 して、人前での発表において、表現す るこ

とへの抵抗感は薄れてきている。 しか し、コミュニケーション能力や主体
的に物事に関わる力にはまだ課題が残つている。

これまでの研修を踏まえ、課題を克服す るためには、児童の学ぶ意欲を

高めるための、学びの活性化が必要であると考えた。そのためには、教師
が 日々の授業改善を図つてい くことが大切である。 さらに、学校外の様々

な人 と関わ り、新 しい考えに触れた り、体験をした りするなどの、学びの

機会を創っていくことが必要であると考えた。多くの人と触れあう中で、
コミュニケーション能力も、さらに向上させることができるであろ う。

以上のことから、本年度は、主体的に学ぶ児童の育成を 目指 し、「児童
の学ぶ意欲 を高めるための授業改善」「様 々な人 とのかかわ りを通 しての
コミュニケーション能力の育成」に焦点をあて、研修に取 り組んでいきた
い と考えた。

2 研究仮説

① 児童の学ぶ意欲を高めるための授業改善を行 うことで、主体的に学び、
確かな学力を身につける児童を育成す ることができるのではないか。

・主体的・対話的で深い学びの実現に向けた指導方法の研究 と実践

(導入、展開、体験、振 り返 り等の工夫 )

・学力向上推進教員 との連携による授業改善
・ICT機器の活用
・学級会、児童会活動等における、児童主体の話 し合い活動の充実



② 様々な人 とのかかわ りを通 して、コミュニケーシ ョン能力を高める
ことで、学ぶ意欲 と創造力を培い、物事に主体的に取 り組む力を身に
つけることができるのではないか。
・同学年、異学年、他校の児童 との交流
・ゲス トテ ィーチャー、地域の人材を活用 した学習活動の設定
。ランチルームでのスピーチ、音楽会等の発表の場の設定

3 研修の取組 成果 と課題

(1)仮説①について

(低学年 )

。1年生では、動作化・劇化 を取 り入れた り、操作活動を十分に行つた り

して、机上の学習のみにならないようにした。
・ 2年生はそれに加 えて、少ないなが らも 2人が意見交換をす る場を多 く

設 けた り、時にはバーチャル クラスメイ トを活用 した りして指導を行つ

た。
・学力向上推進教員 との連携 によ り、客観的に授業を見てもらうことで授

業改善のポイ ン トが分かった。例えば 1年算数科 「3つ のかずのけいさ

んJでは、児童が事象を式に表せなかったが、数の増減を意識 していな

かった為 との指摘を受け、授業展開や操作活動に改善′像を見いだせた。
・国語科において、「話す」学習を した際に、練習の様子をタブ レッ トを使

つて録画 した。発表態度、話 し方等、児童 自身が客観的に見ることがで

き、発表の改善に役立てられた。
・体育科のマ ッ ト運動 。跳び箱運動においても同様のことがいえた。

(中学年 )

。中学年では、「学習の進め方カー ド」を毎時間作成することで、間接時に

も自分たちで学習を進めることができるように してきた。 4年生は、ガ

イ ドに沿つて、 自分たちで話 し合つて学習を進めていくことができる。
3年生は、 1人であるが、ガイ ドを見て、学習を進めることができた。

・学習に理解がかかる児童がいる 4年生については、具体物操作や体験的

活動を取 り入れ、理解が深まるように心がけた。
。今年度は学力向上推進教員来校の 日は、全職員で授業後に研修を行った。

他の学年の状況や取組について知ることができ、授業に役立てることが

できた。
・夏期休業中に、外部講師を招聘 し、タブ レッ トやデジタル教科書の使い

方 を学んだ。デ ジタル教科書は、一部分を大きく拡大 した り、書き込ん

だ りが手軽にできるので、大変便利であ り、児童の理解 にも役だった。

また、詩の朗読等をタブ レッ トで録画 し、動画を見て研究をするなど、

自分を客観視 して考えることができた。理科でも必要なときに、教室で、
NHKの 放映を見て、学習に役立てることができたc

(高学年 )

・導入で問題提示 をプ リン トで行 うことに した結果、自分たちで話 し合い

を進め、解決 しようとする姿勢が育ってきた。 一人学びか ら共学びに移

行 し、 自分の考 えを説明 した り、友達の考えと比較することで自分の考



えをより深めることもできるようになつてきた。
・各学年のデジタル教科書を導入 した ことで、算数や社会、理科な どでは

課題 を共通認識 しやす くな り、児童が意欲的に取 り組むよ うになってき

た。提示装置が 1台 しかないので使 わない学年への提示の仕方が課題で

あるЭ
・復習のプ リン トな どを定期的に行つてきたが、小数の計算で小数点の位

置を間違っていた り、四捨五入をす る位 を間違 えた りすることがあ り、

学力の定着 とい観点か ら見るとまだまだ課題がある。反復練習が必、要 と

思われ るので、課題が早 く解決 したときの過 ごし方などを工夫 したい。

(1)仮説②について

(低学年 )

・周北小 。修成小の児童 との作品 (作 文、詩、動物 クイズ)や算数の問題

を交換することで、 自分たちには出なかったアイデアに触れ ることがで

きた。それが学ぶ意欲 にもつながった。時々、感想 を互いに文章で送 り

合 うことも行った。
。高森小での交流学習においても、大人数の中に入つて積極的に学習す る

ことができるようになっている。
・少ない人数なので、担任以外の教職員にも児童の発表の間き役になって

もらった り、国語科の授業で作った クイズに答 えてもらった りした。発

表後の ミニコメン トが児童の意欲・喜び となった。
・授業参観の折には、保護者や地域の方に加わって頂 き、算数科のゲーム

を何度か行った。 日頃 より多い人数、きちん と正確 にゲームや作業を行

う大人に刺激を受けた。
・生活科の町探検において、訪問 したお店の人にインタビューを行った。

事前に考えていた質問を上手に行 っただけでな く、 2年生は聞いた話 を

もとに、さらに新 しく質問をする力が身に付いてきた。

(中学年 )

。今年度は、三校交流会、二校交流会、六校交流会 と様々な学校 との交流

を行った。児童は、交流を通 して、他校の多 くの児童 と知 り合 うことが

できた。また、他校で過 ごす ことで、 自校 との違いに気づいた り、他校
の良い ところを取 り入れた りしようとしていた。いつ もと違 う日を設け

ることで、生活に張 りが出て、 自校で学習 した以上に、学習内容を身に

付 けることができたよ うに感 じる。特に、いつ も 1人 で学習 している 3

年生にとっては、大変 よい体験になっている。
・総合の学習等で、地域の方をゲス トテ ィーチャー として招聘 し、学習に

取 り組んだ。本やイ ンターネ ッ トでは分か らなかった、地域のことを丁

寧に教えていただき、児童は興味をもって学習に取 り組むことができた。

また、地域の方が 自分たちの学習のために、いろいろと準備 して くだ さ

つたことに気付き、感謝の気持ちをもつことができた。
。道徳の研究授業では、地域の方に授業に参加 していただいた。大人の立

場か らの考えも出 してもらい、様々な考えに触れ ることで、考えを深 め

ることができた。道徳的価値は、普遍的なものなので、だれでも一緒に

考 えることができ、地域の方にも参加 していただきやすい教科であると

感 じた c



(高学年 )

・交流学習では、他校の同学年児童 と関わる機会 を昨年度 よ り多 くもつて

きた。その際、児童は同規模校でも大規模校で も交流授業に意欲的に参

加 してきた。 コミュニケーシ ョン能力を高める段階に至っているかはわ

か らないが、刺激を受けていることは間違いな く、それが意欲につなが

つていると思われる。
・外国語活動に地域の方を招いて、児童 と一緒に活動す る研究授業を行 っ

た。普段は少人数で活動 しているので、インタビューをす る活動がマン

ネ リ化 していたが、地域の方に参力日していただ くことで新 しい情報を得

る喜び もあ り、積極的にコ ミュニケーシ ョンを とろ うとす る態度が見 ら

れた。
。小 さな音楽会では、 リーダーを決めて練習計画 を立て させた り、東京で

の集団行動の計画を立て させた りした。その際、一部の児童に責任 を持

たせ るのでな く、複数の児童に責任 を持たせたので、学ぶ意欲や主体的

に取 り組む力が全体的に身についてきた。

4 今年度を振 り返って

今年度は、児童が主体的な学びへ と向か うための、授業改革を試行錯誤 し

なが ら、行ってきたDま た、他校 との交流学習、地域の方 との交流など、多

くの人 とのかかわ りを通 して、学びの場を仕組んできた。

学力向上推進教員を初め、外部講師から、ア ドバイスをいただくことで、

授業改善へとつなげることができたcま た、 日頃か ら学びたい と感 じている

事柄について講師を招聘 し、研修を行つた。学んだことは、す ぐに学習に生

かす ことができ、大変に役に立った。研修に出かけていき、新 しいことを学
ぶ ことも大切であるが、自分たちが必要 と感 じていることをダイ レク トに教

えていただくことは、効率的であ り、教師 としての実カア ップ、意欲向上に

もつながった。

今年度は、各学年の研究授業を始め、地域の方に、授業に入つていただい

た り、講師となっていただいた りす る機会を設けた。授業の中で多様な意見

をいただくことで、授業が活性化 され、温かい雰囲気の中での楽 しい授業 と

な り、児童の学習意欲は高まったと考える。また、様々な分野で活躍 されて

いる方や、地域の事をよく知ってお られる方か ら話をしていただ くことで、

児童は様々なことを知った り、体験をした りして、「生きる力」を身に付け

ることができている。
また、他校 との交流学習が、児童に刺激を与え、いつ t)と は違 う環境であ

つても、自分の考えを言えるようにな り、内弁慶を少 しずつ克服 しつつある。

今年、有効であったと感 じた試みを、さらに効果的に進めてい くためには、
これから計画性 をもつて取 り組んでいくことが必要 と思われるЭ
主体的に物事に取 り組み、自分の考えを表現豊かに伝えられる児童を目指

して、どのような取組をすればいいか、今年度の取組や反省を元に、これか

らさらに研修を重ねていきたい。


