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聴きあい、伝えあうことで 学びに向かっていく子どもの育成 

～「仲間との対話」の指導の工夫を通して～ 

周防大島町立久賀小学校  

 

１ 主題設定の理由 

本校では過去３年間、研究主題を「聴きあい、伝えあい、学びあう子どもの育成」と

し、関わり合いながら学ぶ児童の育成をめざして研修を進めてきた。アクティブラーニ

ング、特に友達、自分、教材といったものと関わり合いながら学ぶということをこれま

で以上に意識して実践研究をした。多くの成果があった一方で、主題解明に向けてはい

くつかの反省点が残された。まず、対話の概念を広げたことによって、焦点が絞りきれ

なかったことが挙げられる。「自分との対話、教材との対話」は視覚化しにくいため、実

際の授業を見る中で、全員が共通の認識を持つことが困難だった。次に、ペア学習、グ

ループ学習に取り組んだ場合も、学んだことがどう個に戻っていったのかを、明確にす

るのが難しかった点もある。そして、同時に基礎学力の定着を図ることができたかどう

か、不明確であった。そこで、本年度は、これまでの研修をさらに進めて、副主題を『「仲

間との対話」の指導の工夫を通して』とし、仲間と関わり合いながら学ぶ児童の育成を

めざして実践・研究していくこととした。ここでの「対話による学び」とは、単純にペ

アやグループで話し合えば良いというものではない。「一人ひとりの学び方の変化」、「一

人ひとりの思考の変化」や「一人ひとりの認識の変化」を私たちがより深く見取ってい

くことが求められる。 

さらに、学ぶことによって、学校教育目標に示された「豊かな人間性を備えた児童の

育成」へつなげていきたい。具体的には困難な課題に直面しても、あきらめたり、学び

から逃げたりするのではなく、仲間と励まし合いながら課題へ取り組んでいくという児

童の姿をめざしていきたいと考えている。 

 

２ 主題解明のために 

 (１) 研究の仮説 

仮説１（授業形態の工夫） 

ペア学習やグループ学習が必要になってくる場を設定し、学びに取り組む姿勢を身に

付けさせれば、主体的に仲間と関わり合いながら学ぶ児童を育てることができるのでは

ないか。 

 

仮説２（仲間との対話） 

仲間との関わりの中で、自分の考えを深める場を設定することで、自らの成長に気付

くような指導を続ければ、進んで学びに向かう児童を育てることができるのではないか

。 

 

仮説３（個に戻っての振り返り） 

ペアやグループによる学びを促し、終末時に一人で学びの振り返りを行うことで、全

ての児童の学力の向上を保障することができるのではないか。 
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(２) 解明の方途 

① 授業形態の工夫（主体的に仲間と関わり合いながら学ぶ児童をめざして） 

・キーワード「夢中」「一人残らず」「聴き合う」「アウトプット」「ジャンプ」 

・ペア学習 ・グループ学習 ・ユニット型研修（地域、中学校等との連携） 

・授業の視点 ・めあての達成 ・子どもたちは夢中か否か 

② 仲間との対話（自らの成長に気付き、進んで学びに向かう児童をめざして） 

・日常的指導 ・話し方・聞き方のスキル指導 

・自分の思いを表現できる指導の工夫と場作り 

・学習形態の工夫 ・グループづくり、グループワーク 

③ 個に戻っての振り返り（全ての児童の学力向上の保障をめざして） 

    ○日常的指導 ・毎時間の振り返り ・振り返りを書く視点を与える 

    ○考えを深める場づくり 

・自分の考えや振り返りをノートなどに書く場の設定 ・個に応じた指導の工夫 

 

３ 研修年間計画 

 

月 日 曜 研 究 の 内 容 

４ 11 水 研究主題の共通理解、全校授業者等の日程調整 研究組織と体制作り 

５ 9 

16 

30 

水 

水 

水 

学力向上プラン作成・エピペン研修 

小中連携合同研修会① 

「やまぐち学習支援プログラム確認問題」の検証と今後の取組 

６ 13 水 授業研究(２年 国語) 全体研修会 ユニット型研修 

７ 11 水 夏季研修の打ち合わせ 

８ 1 

20 

30 

水 

月 

木 

小中連携合同研修会②（午前）  図工技術講習会（午後） 

久賀小学校区 探訪（延命の滝ほか） 

復伝研修、各主任より 専門班による研修 

９ 12 

19 

水 

水 

生徒指導・児童理解研修 

授業研究(５年 算数) 全体研修会 町教委学校訪問 

１０ 

 

10 

17 

18 

水 

水 

木 

特別の教科 道徳 に関する研修 

授業研究(３年 道徳) 全体研修会 ユニット型研修 

学力向上推進リーダー訪問 

１１ 14 

21 

水 

水 

授業研究(１年 国語) 全体研修会 

授業研究(専科 理科) 全体研修会 

「やまぐち学習支援プログラム確認問題」の検証、今後の取組 

１２ 12 水 学力向上プラン反省 

１ 17 水 授業研究(６年 算数) 全体研修会 ユニット型研修 

２ 13 

20 

水 

水 

小中連携合同研修会③ 

研修のまとめ 研究集録作成 

３ 6 水 学力向上プラン反省 今年度の研修の反省 

来年度の研修についての方向性決定 
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４ 実践事例 第２学年 国語科（本時７／１２） 

（１）主眼 会話文を並べ替える活動を通して、中心人物の心情の変化とそのきっかけを読み取る

ことができる。 

（２）準備 センテンスカード(黒板用)、センテンスカード(児童用)、挿絵、ワークシート 

（３）展開 

前時の学習 最後の場面で、がまくんとかえるくんが幸せな気持ちになった理由を考え、話し合う。 

過
程 

学習活動・学習内容 予想される児童の反応 
主な発問(T)と教師の働きかけ(○) 
研究主題解明につながる手立て(◎) 

つ
か
む(

15
分)

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

／ 
 

ふ
か
め
る(
20
分) 

 

／ 
 

ま
と
め
る(

10
分) 

１．音読をし、「誰のセリフ
かな？」クイズをする。 

   ・登場人物 
   ・会話文と地の文 
 
２．ペアでセンテンスカード

を並びかえる。 
   ・話の流れ 
   ・気持ちの変化 
 
 
 
 
 
 
 
 
３．がまくんの気持ちが変化

した理由を考えて書き、
話し合う。 

   ・きっかけ 
 
 
 
 
 
 
４．「お手紙」がどんなお話
だったか、自分の言葉で書
きまとめる。 

   ・中心人物 
 
 
 
５．本時の学習を振り返る。 
 
 

・「 」がついていない文は
だれの言葉でもないよ。 

・あれ、順番がバラバラだな。 
 
 
・わかるぞ、ちょっと時間が
ほしいな。 

・友達と相談したいな。 
・水色は、悲しい気持ちで、
ピンクはうれしい気持ち
じゃないかな。 

・黄色は何かな。 
 
 
 
 
 
・かえるくんが手紙をくれた
からだよ。 

・かえるくんが、がまくんの
ために書いてくれたから
だよ。 

・親友って言ってもらえたか
らうれしかったんじゃな
いかな。 

 
 
・お手紙をもらえなくて悲し
かったがまくんが、かえる
くんが自分のためにお手
紙を書いてくれたことを
知って、幸せな気持ちにな
るお話。 

 
・中心人物という言葉がはじ
めてわかったよ。 

・がまくんは、かえるくんが
いてくれてよかったね。 

○会話文が誰の言葉かを意識でき
るように、役割読みやペア読み
などの音読を取り入れる。 

○クイズを通して、登場人物の確
認、「会話文」と「地の文(語り
手)」というキーワードを教え
る。 

T：アのカードとイのカードの順番
は、どちらが先でしょう。 

◎ペアでカードを並びかえさせる
ことで、全員が自信をもって学
習に取り組めるようにする。 

○気持ちの変化をとらえやすいよ
うに、最初から色をつけておく。 

 
 
 
T：がまくんは、最初悲しかったの
に、どうして最後はうれしい気
持ちになったのでしょう。 

◎個人で考える時間をとることで
グループ活動を活発にさせ、グ
ループ活動によって全員が考え
を表現できる場を保障する。 

○考えが深められるよう、児童の
実態に合わせて問い返す。 

 
◎話し合いの後、自分の言葉でノ
ートにまとめることで、個人の
読み取りの差を確認する。【評
価】 

 
 
 
○単元始めに書いた「どんなお
話？」と比較させることで、本
時の学びを実感させる。 

○振り返りに使ってほしいキーワ
ードを板書に残す。 

次時の学習 主題の意味を知り、作者がこの物語文を通して伝えたいことについて話し合う。 

はじめかなしかったがまくんが、とてもしあわせな気もちになったわけを考え、話しあおう。 
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（４）評価 

観点 読む能力     （ ）は評価方法 【 】手立て 

評 

価 

・がまくんの気持ちの変化に気付き、変化ときっかけを自分の言葉で説明することがで
きる。(発言・ノート) 

A 十分満足 B おおむね満足 C 努力を要する 

「～だったがまくんが、～
によって、～になった話」
という話形に合わせて、「お
手紙」の物語のあらすじを
書くことができる。 
（ワークシート） 

【①はじめがまくんはどん
な気持ちだったの？②最後
はどんな気持ちだったの？
③なんでそう変わった
の？」という声かけ】によ
って、気持ちの変化ときっ
かけを書くことができる。 
（ワークシート） 

何を書いてよいかわからな
い。 
【友達の考えを聞いて、一
番納得した考えを選んでま
ねをして書いてもいいよと
声かけをする。】 
（ワークシート） 

 

６ 考察及び反省 

（１）個で考える時間 
 話し合い活動の前に、課題に対する自分の考えを書く時間
をとったことで、そのあとのペアでの交流や、全体での話し
合いに、全員がスムーズに参加することができていた。なか

なか書き出しが書けない児童がいたが、声かけによって考え
を引き出すことで、全員がプリントに考えを書くことができ
ていた。 

 

（２）ペアでの交流 
 全体で話し合う前に、ペア交流を取り入れた。グループでは
なくペアにすることによって、話す・聞くの役割がはっきりし、
全員が自分の考えを伝え、友達の考えを聞くことができていた。

また、友達の考えを自分の考えと比べながら聞き、「ちょっと
似ています。」「なるほどね。」「よくわかりません。」「(拍手)」
といった反応をする児童も見られるようになった。そして、友
達に意見を聞いてもらうことで、全体での話し合いでも、自信
をもって発表することができた。 

 

（３）全体での話し合い（聴き合い、伝え合う場） 
自分の考えと友達の考えを比べながら聴き、反応したり自分

の考えを述べたりする練習を４月から積み重ねていた。まだま
だ、つなげて話すことが上手にはできないが、「質問がありま
す。」といった発言も見られ、友達の考えを聴こうとしている
児童が増えてきた。 

 

（４）今後の課題 
本時の活動では、全体の話し合いを充実させるために、個で考えて書く時間をとること

と、ペアでの交流を取り入れることを意識した。そうすることで、全体の話し合いを活発
にすることができた。しかし、めあてを提示するまでの活動が多く時間がかかってしまい、
個で考える時間と話し合いの時間を十分にとることができなかった。これからは、学習活
動の精選と、主活動は何かを明確にした授業づくりに取り組んでいきたい。そうすること
で、進んで「聴き合い、伝え合う」児童を育んでいきたい。 

個で考える時間 

ペアでの交流 

全体での話し合い 


