
１ 研究主題       

 

 

２ 主題設定の理由 

  令和２年度から全面実施される新学習指導要領では，将来の予測が困難で複雑な変化の激しい社会

において，「何を知っているか」という知識・理解中心の力を付けるのではなく，「知っていること・

できることをどのように使うか」という思考・判断・表現力等や，「どのように学びや社会に関わる

か」という学びに向かう力や人間性等を育むことが重視されている。各教科の見方・考え方を働かせ

て，このような資質・能力を育てるために，「主体的・対話的で深い学び」による授業改善が求めら

れる。子どもたちが学習の意義やよさを理解しながら，仲間や自己と対話し，主体的に学習に取り組

んでいくことができるような授業づくりが課題である。 

本校では，平成 27 年度～29 年度までの３年間，「かかわり合い，わかる喜びを感じる子どもの育

成」という研究主題に取り組んだ。主な成果として，子どもたちは学習の中で話すことに慣れ，少し

ずつ自分の思いや考えを発表できるようになってきた。平成３０年度は，新学習指導要領の趣旨を踏

まえて「主体的に表現していく子どもの育成～自分の思い・考えを伝えたくなる授業づくりを通して

～」を研究主題とし，表現の必然性を設定し，子どもが必要感をもって主体的に表現できるような授

業づくりを求めてきた。教科や教材の特性を生かし，対話したくなるような発問や課題を工夫するこ

とで，問いに向き合い，ペアやグループなどの話合い活動に意欲的に取り組むことができるようにな

った。その一方で，友達の見方・考え方を受け止めたり,自分の考えとつなげて表現したりすること

には課題が残った。 

そこで，今年度は，「主体的に表現できる子どもの育成～問いや思いが膨らむ・つながる対話的な

学びづくり～」を研究主題とする。問題解決的な学習過程を重視し，学習仲間と考えや思いをアウト

プットする場面を意図的に設定することで，新たな問いや気付きが生まれたり，考えが深まったりす

るだろう。そのためには，本校の「みすゞ教育」を基盤とした温かな学習仲間づくりが土台となり，

これまでの研究で大切にしてきた必要感・必然性のある問いや学習課題づくりの工夫は欠かせない。

さらに，自己の考えを広げたり再構築したりしたことを丁寧に振り返り，教師が価値付け・意味付け

をすることで，一人ひとりの学びが深まるのではないかと考える。このような対話的な学びを通して，

集団と個がつながり，「仲間と学ぶことでわかるようになった，できるようになった」という学びの

よさや楽しさを実感できるだろう。目の前の子どもの姿や思いを大切して，全教職員が同じ方向性で

授業改善を図り，主体的に表現できる子どもを育てたい 

 

３ 研究仮説 

温かな学習集団づくりを基盤にして，学習課題の設定

や振り返りを工夫し，子どもの意識の流れを重視した授

業をデザインすることで，子どもの問いや思いが膨らむ・

つながる対話的な学びが実現し，主体的に表現できる

子どもが育つであろう。 

 

 

主体的に表現できる子どもの育成 
～問いや思いが膨らむ・つながる対話的な学びづくり～ 

 



４ めざす子どもの姿  

「主体的に表現できる子ども」の具体的な姿を各ブロックで設定した。 

 

 

 

 

５ 研究の方向性（研究内容） 

（１） 対話が生まれる問い・学習課題の工夫 

   ・ 必要感・必然性のある学習課題の設定の工夫（課題を子どもに届ける） 

・ 課題を追究する問い・ゆさぶる問いの工夫 

 （２）  対話的な学びづくり 

・ 効果的なペア・グループ学習 

・ 反応すること・聴く態度を育てる（上手な話し方・聴き方の日常的な指導） 

   ・ 思考ツールを活用した自分の考えの形成 

（３）  授業と授業をつなぐ振り返りの工夫 

   ・ 学習課題に対応した振り返りの場 

・ 子どもの学びを見取り，子どもの思考や思いを授業展開に生かす 

・ 問題解決型の学習過程・単元構想 

 

 研究の３つの視点を授業モデル

（左図）に具現化することで，授業

のイメージの共有化を図った。 

 

○ 考えのズレを引き出すような  

学習課題を提示する。 

○ まとめと振り返りを区別し， 

 丁寧な振り返りを行う。 

 

 

 

 

 

６ 研究の方法 

（１）公開授業 

   ○ 指導者を招聘する全校授業・・・３回（低学年・中学年・高学年）      

   ○ 一人一授業（全員公開授業）・・・所属ブロックで授業公開を行い，放課後ミニ研修を行う。 

研究主題・めざす子どもの姿を意識した学習指導案の作成と授業評価 

（２）学年・ブロック間による教材研究・授業研究 

（３）児童や外部による授業評価・・・学期に１回 

（４）学力定着問題や，やまぐち学習支援プログラム学期末評価問題の評価・分析 

低学年ブロック  友達の考えに反応したり，自分の考えを伝えたりできる子ども 

中学年ブロック  友達の考えにつなげながら，自分の考えを表現できる子ども 

高学年ブロック  相手意識をもって伝え合うことができる子ども 

特別支援ブロック じっくり聞いて，しっかり反応し合うことができる子ども 

◆振り返りの観点 

①学習内容について（対事象） 

自分が学んだことや分かったこと 

②友達のこと（対他） 

友達の考えのよさ 

③自分のこと（対自） 

新たな問いや自分の思い 

 



７ 研究の実際  
月 日 研修内容 

４月 

 
５日（金） 

１０日（水）
１８日（木） 

◎ 子どもの実態把握・めざす授業観の共有 
・学習の構えについて（共通理解事項） 
・教師の子ども観・授業観のヒアリング 
・全国学力・学習状況調査，県確認問題の採点と考察 

５月 

 
 
１５月（水） 
 
２９日（水） 
 

◎ 主題について共通理解を図り，授業づくりの方向性をそろえる 
第１回校内研修会 
・研究主題，研究内容，指導案形式の提案 

第２回校内研修会 
・独立行政法人教職員支援機構（校内研修シリーズ） 動画視聴 
「主体的・対話的で深い学びの実現に向けて」 

・学習課題の設定，振り返りの工夫について 
・めざす子どもの姿の決定 

６月 

 
１１日（火） 
２８日（金） 

◎ 授業の具体の研修を深める 
第１回みすゞ学園合同研修会（仙崎中公開授業） 
第３回校内研修会 校内授業研究【社会科】 
授業者 ５年１組 山本 舞衣 教諭 
講師  下関市阿川小学校 教頭 石村 和代 様 

７月 
１０日（水） 
 

第４回校内研修会 校内授業研究【外国語】 
授業者 外国語専科 石津 友美恵 教諭（５年２組） 
講師  長門市立深川小学校 教諭  寺澤 ゆかり 様 

８月 

５日（月） 
 
 
２８日（水） 
２９日（木） 

○人権教育(サテライト研修)   
講師 山口県教育委員会 人権教育課 指導主事 戸坂 由紀子 様 

○特別支援教育 
○ＩＣＴ研修（講師 奥屋校長）  ○フリートークの提案 
○外国語研修（講師 石津教諭）  ○教育課程復伝 

９月 
 
１１日（水） 

◎ 取組の改善・子どもを鍛える 
第５回校内研修会 
・中学年ブロック研究授業の指導案検討（模擬授業形式） 

１０月 

１６日（水） 
 
 
２３日（水） 

第６回校内研修会 校内授業研究【算数科】 
授業者 ３年２組 桑原 佑樹 教諭 
講師  吉野 浩美 教頭 

・県学力定着状況確認問題の採点と考察 

１１月 

 １日（金） 
 
２０日（水） 

長門市教育委員会 研修訪問（※全学級公開授業） 
 
第 7回校内研修会 (第２回みすゞ学園合同研修会) ３本公開授業 
授業者  ３年２組 片山 詩都 教諭   【学級活動】 
授業者  ５年２組 金川ひろ江 教諭   【道徳科】 
授業者  ６年１組 飯田 将之 教諭   【社会科】 

１２月 
 ・２学期の研究の振り返り 

・指導案検討 
 

１月 

 
１５日（木） 

・研究紀要作成について提案 
第８回校内研修会 校内授業研究【学級活動】 
授業者 ２年２組 中島 優 教諭 
講師  防府市立中関小学校 教頭 吉田 哲朗 様 

２月 
 
１２日（水） 

◎ 研究のまとめ 
第９回校内研修会 
・研究の振り返り（成果と課題の整理） 

３月 
４日（水） 第１０回校内研修会 

・研究紀要の作成 

 



８ 研究の成果と課題 

（１） 成果 

   研究内容の３つの視点から成果を整理する。 

  ① 対話が生まれる問い・学習課題の工夫 

 

    

 

 

 

 

②  対話的な学びづくり 

○ ペアやグループ学習を意図的・効果的に取り入れた。ペア学習になると，子どもたちはすぐ

に話し始めることができ，定着してきたと言える。友達と話し合う活動が楽しいと感じる子が

増えてきた。 

○ ペアやグループ学習では，ホワイトボードの活用や役割の輪番制がよくなされていて，子ど

もにも浸透しつつある。 

○ 全員参加型の授業をめざして、①一人学び ②ペアで話し合い ③グループで話し合いと学

習形態を工夫することで、自分の考えを友達に伝えることができる子が増えてきた。 
    

③ 授業と授業をつなぐ振り返りの工夫 

○ どういう視点で書くのか，まとめと振り返りの違いが明確になってきた。 

○ １時間のみではなく，単元構成にも力が入ってきた。 

○ 振り返りが定着し，１時間を３文程度でまとめる力が付いてきた。 

○ 授業の終わりに，日直が振り返りを発表することを全校で共通して取り組んだ。１時間の授

業や単元の中で振り返りの時間を確保し，繰り返して行うことで，どの子も振り返りで表現で

きるようになり，その質も高まってきた。 

    

また，今年度から「フリートーク」の研究・実践に新たに取り組んだ。温かな学級の雰囲気が生

まれ，友達と楽しみながら交流することができるようになり，一定の成果が見られた。対話的な学

びづくりには，土台となる学級づくりが大切であることを再確認した。 

 

（２） 課題 

来年度の課題は，次の３点である。 

① 仲間の考えや発言に反応する・つなげられる子どもを育てる 

② 必然性のある学習課題や学びを深める発問づくり 

③ まとめと振り返りの充実 

 

よい聴き手を育て，ねらいに向かう対話的な学びづくりを追求し

ていきたい。そのためには，教科の本質や学習内容を重視し，必然

性のある学習課題や授業の山場に向かう発問の研究が重要である。

また，まとめと振り返りを充実することで子どもが学びを自覚化し，

深い学びが実現できるようにしたい。 

今後も，子どもの事実や思いを大切にして，子どもに力がつく研  

修を進めていきたいと考える。 

○ 学習課題の文末表現について共通理解を図ったことで，次第に課題が精選されてきた。 

○ 「～考えよう」などのめあてを避け，何を考えればよいか分かりやすく，議論が生まれるよ

うな疑問形のめあて（「～かな」「どちらが～かな」）を提示した。 

○ 数を限定したり，選択させたりする学習課題，ズレが生まれる対立する問いをつくるよって，

子どもが参加意識をもって意欲的に話し合う姿が生まれた。 

○ 子どもから，「えー」という声（感嘆詞）が上がるような資料や課題を提示するなど，学習

対象との出合わせ方を工夫することで，子どもの意欲や問題意識を喚起することができた。 


