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1 研究主題
生き生きと課題解決する児童の育成 (2年次)

～主体的・協働的な学び合いを通 して～

主題設定の理由

(1)学校の教育目標の具現化

本校は、「かしこく 。やさしく 。たくましく」の 3つの 「めざす児童像Jを掲げ、教育活動に取

り組んでいる。昨年度までの実践を踏まえ、「かしこくJと い う児童像の具現化には、本校では次

の力の育成が重要となってくると考えられる。それは、「問題を発見する力J「 自分の考えを持つ

力J「 自分の考えを表現する力J「知識を生活に結びつける力Jであろうcこ れらの力を育成する

ために、よりよい言語活動を進めて子供たち同士が学び合う環境を設定し、より確かな学力をつ

けていくことに取 り組んでいきたいと考える。

(2)研究の経過と今年度の取 り組み

本校では、昨年度 「生き生きと課題解決する児童の育成～主体的 。協働的な学び合いを通 して

～Jを めざして、授業研究部会・基礎学力部会を組織 し、学習力の向上を図ってきたc また、学

力定着状況調査から思考力や表現力についての課題が明らかになったため、子供たちが意欲的に

学び合 う場を大切にしてきた。児童全員が生き生きと課題解決できるように、学ぶ意欲をt)つ た

めの支援と、めあてが達成できるよりよい課題設定のあり方や学び合い活動のもち方に重点を置

き、学習指導にあたってきた。また、朝の会や朝学の時間をつかって全校的にフリー トーークを実

施 したことで、自分の思いを表現する経験を積み、意見をつなぐ意識をもつたりその手法を学ん

だりすることができた。その技能の習得が、学び合い活剪]の活性化へと繋がつた。

しかし、今年度の学力定着状況調査学習の結果をみると、基礎 となる知識・技能が伸び悩んで

いるのが現状である。よつて、今後は学び合いに参加 したり発展問題に取り組んだりするための

基礎学力・学習習慣を身に付けさせることに1)重′くを置いて学習指導にあたるべきだと考える。

そこで、 30年度も「生き生きと課題解決する児童の育成」を研修主題とし、「主体的・協働的

な学び合いを通 してJを副主題に設定し、そのための基礎学力の定着を図つていくことも視野に

いれて研修を深めていくこととする。

(3)児童の実態から

各学級での学習や学校行事での学習指導、生活指導を通して、人の話を目と心で問く態度が育

ってきた。聞く態度が育ったことによつて、言語によって感性豊かにコミュニケーションを取ろ

うという意欲 1)高 まつてきた.ま た、めあてからまとめまでの流れを意識 した課題設定や、主体

的・協働的な学び合いの場を工夫した授業づくりに取 り組んだ結果、さらに学習意欲を高め、友

達と積極的に意見を交流 しながら主体的に問題解決に取 り組む態度がみられるようになった。 し

かし、昨年度の全国学力状況調査において、問題解決に必要 /~k・ 「基礎的な計算技能J「読んで正し

く理解する力」や「学習したことを生活の中で活用し、さらに深く考え追及する力Jについては、

まだなお課題が見られた。その解決のためには、それ′ぞれの学年の実態や発達段階に応 じるだけ



でなく、その先の各教科の学習の系統性を意識 ヒンた研究の必要性や、より深 く「学び合 う力Jを

付けた児童の姿について共通理解 した上での言語活動の設定の2、要性が明らかになった。「学び合

う力Jと は、全ての児童が授業を作り上げていくという見通 しを t♪ ってめあてを理解 し、一人学

びだけでなく、とも学びの活動を通 して思考、判断、表現 しながら自分の学びを評価 していく力

だと考える。そのためには、まず全ての教科の基盤 となる 「確かな読みJの 力の育成 と基礎基本

の徹底、発達段階に応 じた言語活lllを 行 う能力の育成を目指 したい.

3 めざす子 どもの姿

低学年 中学年 高学年

めぜす響

(主題 )

生き生きと

課題解決す

る児童

言葉や数、道具などを使っ

て進んで自分の考えを説明

し、友達の考えに気づき、

めあてに沿つて伝え合 うこ

とができる子供

言葉や数、図などを使って

進んで 自分の考えを説明

し、友達 と自分の考えを比

べ、めあてに沿って気づき

を伝え合い、 自分の考えに

生かす子供

言葉や数、記号な どを使って根

拠を明確に して考えを説明 し、

友達 と自分の考えの違 いや よ

さを伝え合い、自分の考えを広

げた り深めた りできる子供

主題達成の

手段

(副主題)

主体的・協働

的な学び合

い

国
　
証
叩

科

話 。間 :挿絵や文章か

ら好きな ところを紹介

した り見つけたことを

報告 した りし、それを

聞いて感想を話す。

書 :伝えたいことや紹

介 したいことを書 くc

読 :好きなシ リーズを

見つけて楽 しみながら

読む。

話・聞 :好きな表現を紹介 し

た り感想や出来事を説明 し

た りし、それを聞いて感想や

意見を伝え合 う。

書 :想像 したことや調べた 二

とを基に物語や報告文を書

く。

読 : 物語を想像 した り疑問

や感想 をもつた りしながら

文章を読む。

話・聞 :調べたことやまとめた

ことをもとに討論を した り資

料を基に説明 した りし、それ を

聞いて感想や意見を交流 した

り自分の考えを深めた りす るЭ

書 :本 を推薦する文章や物事の

良さを伝えるための文章を書

くじ

読 :編集や書き方に着 曰して新

間を読んだ り表現に親 しみな

が ら多様な文章を読んだ りす

る。

一昇

数

科

。具体物や半具体物を

もとに式をイ乍り、 自分

の言葉で説明する。

・筆算の方法を友だち

に教えた り、友だちの

説明を聞いて式を作っ

た りするぃ

。算数的用語や話形を

使い、考えたことを話

した り書いた りする。

。具体物や半具体物をもとに

して、計算や作図の仕方につ

いて考え、書いたものを 1)と

に友だちと説明 し合 う。

。算数的用語や話形 を使い、

自分σ)考 えを表現す る.

。作図の仕方や面積の求め

方を、具体物や図、言葉を

使って考え説明す る.

・具体物や 半具体物を もとに し

て、式や図、言葉、数、数直線

を用いて考え、友だち と説明 し

合 う.

・算数的用語や記号を適切に使

い、自分の考えを筋道 立てて表

現する.

。様 々な意見を比較・分離 しな

が ら情報を整理 し、よ りよい方

法を選択 。決定する.



4 研究の焦 点化

|  まとめ・振 り返 り

研究の視点と本年度の取組

(1)「学び合うJ力 を育てる言語環境の充実 業研究部

〇主体的・協働的な学びを大切に した授業づ くりの推進

※児童が主体的に学ぶことができる課題設定のI夫

※全ての 了供が見通 しを 1)っ て学び合 う授業

※より深い学びヘ

〇より楽 しい表現活動の工夫

※フ リー トーク

※ ICTの 活用

○ 「話 し合いの しかた」についての共 i通 のllBり 組み

※話 し合いの しかたの検討

・ 外国語科の授業研究会の開催 (ミ ニ研修 )

・ 特別の教科 「道徳Jの授業研究会の開催 (ミ ニ研修 )

(2)基礎学力定着の達成感をもたせる学習活動の推進

O基礎学力の定着に向けた取 り組み

礎学力部

※家庭学習 。自主学習の推進 (手引き等の再検討 )

※全校での共通の取 り組み

※各学年の学力の分析

※読書活動の推進

O学習支援プログラムの活用

※学習支援プログラムの さらなる活用とファイ リングの推進

○ 「や さしい話 し方J「 あたたかい聞き方Jな ど学習規律の徹底

※学習規律の再検討

めあて



6 成果 と課題

○「学び合 う力」を育てる言語活動の研究

【主体的・協働的な学びを大切にした授業づくり】

学習の見通 しを立てる工夫として、単元全体の流れやその時間の流れを提示 しておくことでゴール

を明確することで、学習意欲の継続を図つた。また、思考の補助となるように、国語コーナー (学習

の足跡が見える掲示物)を設置 したり、実物を用いた活動を取 り入れたりしたことで、児童が主体的

に学習を進めることができるようになった。 しかし、教師側のねらいが児童に伝わりにくいことも多

く、今後は、めあて (そ の日の学習活動)に必然性を持たせる工夫を考えていく必要がある。

【学習規律の定着】

1分前に着席 し、教科書を読むなど予習をして待つことを徹底 したことで、落ち着いた雰囲気で学

習にすぐに入ることができた。また、学習が苦手な児童にとって、事前に教科書を読んでおくことは、

読むこと自体に慣れた り、本時の見通しを t)っ て安′とヽして学習に取り組めたりと、良い影響を与えた.

IICTの活用】

「ロイロノー ドJ等の活用を積極的に進めた。大変便利なものであるが、目的や効果を考えて、必要

に応 じてねらいに沿つた使い方で補助的に使用することが大切であると感 じた。また、コンピュータ

の基礎的な力を身につけさせる点から、ローマ宇入力やインターネット検索等の基礎的な技能は身に

つけさせておく必要がある。その他に1)、 星座の観沢1な ど授業中に実際には体験できないことを疑似

体験するために動画を使ったり、学習の様子を動画に撮って振 り返 りに使用 したりするなど、高度な

ことではなく、使える場面で補助的に使用することtD考 えていきたい。

【フリー トークの充実】

2学期から、月 1回ないし2回 の縦割 り班フリー トークを行った。今年度は、自分の考えを表出す

る機会を与えることで、話すことへの抵抗をなくすことを第一の目標とした。その結果、話すこと。

聞くことには慣れてきた。次年度は、回数を週 1回へと増や し、意見を付け加えたり質問を したりし

て考えを深めていくための手法を追求していきたいc

【ミニ研修の開催 l

l人 1授業研究の他に、特別の教科道徳や外国語活動・外国語科のミニ研修を学期に 3回程度行っ

た。研修の機会を多くもつことで、他教員の手法を授業に取 り入れたり、新 しい学習指導法を学んだ

りすることができ、教員の授業力向上へとつながった.

○基礎学力定着の達成感をもたせる学習活動の推進

【基礎学力の定着に向けた取 り組み】

学習支援プログラムを計画的に活用するために、進度表を作成 しファイリングをしたc進度表に達

成度を書き込むことで児童に達成感を味わわせることができたG今後は、そのファイルを定期的に家

庭に持ち帰るようにすることで、家庭学習で復習をしたり家庭との連携を図ったりすることに役tて

ていきたい。また、学力定着状況確認問題の過去間を活用 して、問題の解き方を学んだり、長文や複

数の資料から必、要な内容を読み取つたりする経験を与えることt,必要だと考える]

【読書活動の推進】

高学年υD区1書利用が少ないことや家庭で本を読まないことが課題として見えてきた,そ こで、本に

出会わせ興味を tっ たせる工夫として、担任による長丈の読み開かせや図書委員会による読書 ビンゴを

行つたり、わくわく号 。図書室の本の活用を呼びかけたりした。図書室の整備 も行ったことで、図書

室の利用数も着実に増えてきている。次年度 t)よ り興味を引く工夫を考えていきたい.


