
令和２年度 現職研修助成事業研修概要報告書 
 

光市立島田小学校  

１ 研究主題 

 

 

 

 

２ 研究の概要 

(1)  研究主題について 

本校では、基礎学力の定着状況に関して、個人差が大きいことが課題である。高学年になるにつれ、自

信をもてなくなるなど、学ぶ意欲にも差が見られる。また、授業の中で、主体的に自分の考えを表現でき

る児童は増えているが、教科用語を使って学んだことを適切に表現できない児童も多い。全国学力・学習

状況調査や山口県学力定着確認問題においても、その傾向が顕著である。 

そこで、学びの楽しさ、他者とともに学び合うよさに気づかせ、生涯にわたって、主体的に学び続ける

ことができる児童の姿をめざし、研究主題を設定した。 

なお、本校研修における「学習の基礎・基本」とは、どのようにとらえるかを述べておきたい。 

   新学習指導要領には、育成すべき資質・能力の柱として次の３つが挙げられている。 

 

 

 

 

そこで、本校の研修における「学習の基礎・基本」も、上記の資質・能力と同様と考えた。具体的には、

「教科の目標や指導事項」に表れている。授業を仕組む際に、その教科、単元でつけたい力は何かを見極

め、単元目標、本時の主眼をどのようなものにするのかを考えた上で、授業に臨むことを重視した。 

(2) 研究仮説 

   主題解明のために、次の２つの研究仮説を設定した。 

 

 

 

児童自身が「学びの楽しさ」に気付けるようにするためには、どのようにしたらよいだろう。昨年度ま

での授業研究を活かし、次のような手立てを考えた。 

 

 

 

 

また、昨年度の研修では、教師が「学びのつながり」を意識して手立てを工夫した授業実践が多く、「学

習の基礎・基本」を定着させるための有効な手段であることを共通理解できた。そこで、今年度は、さら

に、児童自身が、次の点に気付くことができるような手立てを工夫していった。 

 

 

 

 

そして、次のような手立てを考えた。 

 

 

 

 

 

 

上記の手立てを繰り返すことで、自ら見通しをもち、「前に学習した○○を使ったらできそう。」「前の

単元で使った□□という考え方が使えそう。」と、解決に向かって動き出せるようになると考えた。 

このように、児童が「学びの楽しさ、つながり」に気付ける授業を積み重ねることで、「学習の基礎・

基本」が身につきやすくなるのではないかと考えた。 

なお、主眼に到達した児童の表現を具体的にイメージした上で、児童の実態に即して、逆算的に授業を

仕組んでいくことも重視した。また、特別支援研修通し、ＵＤの視点も取り入れた授業改善に取り組んだ。 

学習の基礎・基本を身につけ、ともに学び合う子どもの育成 

～ わかる・できる・楽しい授業をめざして ～ 

・生きて働く「知識・技能」 
・未知の状況にも対応できる「思考力・判断力・表現力等」 
・学びを人生や社会に生かそうとする「学びに向かう力・人間性等」 

【仮説１】 学びの楽しさやつながりに気付くことができる手立てを工夫することで、「学習の基礎・

基本」が身につきやすくなるのではないか。 

未知・未習の課題であっても、既知・既習の基礎・基本（これまでの「学びのつながり」）を活用
すれば、解決に向かって動き出せる。 

・児童が「学びのつながり」に気付きやすくするための手がかりの提示 
・児童が「学びのつながり」を用いて解決したくなるような課題の提示 
・「どうやって解決したらよいだろう。」という教師の問い返し 
・児童自身の解決方法の見通しを共有する場の設定 
・児童から出た解決方法の中から、必要なものを取捨選択し、試す場の設定 
・本時の課題解決のために用いた学習方法の検証の場の設定       等 

・児童の学習意欲を引き出せるような課題設定の工夫 
・解決の見通しをもちやすくする手がかりの示し方の工夫 
・学習形態の工夫 



 

 

 

 

これまで本校では、「対話的な学び」での言語活動の工夫について研修を積み重ねてきた。これにより、

児童も、「ともに学び合うよさ」を気付き始めている。 

今年度は、さらに、｢ともに学び合う力｣を身につきやすくするために、「ふり返りの場」での言語活動

を次のように工夫した。 

・自分のものの見方・考え方の価値を自覚し、言葉で表現する活動 

 

 

・他者のものの見方・考え方の価値を言葉で表現する活動 

・自己や他者のものの見方・考え方のよさを共有する活動 

児童が自己の変容に気付くためには、周囲の友達とのかかわりは欠かせない。自分と友達の考えを比較

することで、自分の見方・考え方だけでなく、友達の見方・考え方の価値にも気付くだろう。また、「友

達とともに学習したからこそ、変容できた自分」にも気付くであろう。そうした気付きを表現する場、自

己や他者のよさを共有する場を工夫することで、自他の肯定感が高まり、「ともに学び合う」力が身につ

きやすくなると考えた。また、「ともに学び合う力」を高めるために、学習規律の定着や温かい学級風土

は必要不可欠であると考えた。 

(3) 「わかる・できる・楽しい授業」と家庭学習とのツーウェイ化 

   授業におけるノート指導 

・児童が安心して授業に臨めるようにするために、算数科のノートの書き方を全教職員で共通理解し、

日々の指導にあたる。（詳細は、別紙参照） 

・他教科においても、算数科のノートの書き方を参考にしながら指導にあたる。 

・手本となるノートを取り上げ、良いところを具体的に示しながら学級で紹介するなどし、児童が目指す

ノートの姿をイメージしやすくする。 

・授業では、前時までのノートを参考にしながら自分の考えをつくるような声かけや、手本となる振り返

りの紹介などにより、授業の導入で見通しをもたせたい。これにより、「ノートは自分達の学びのため

にある。」ことを感じ取れるようにする。 

  自主学習 

・授業と自主学習をつなぐ手立てを仕組みたい。授業の終末部分を自主学習へつなげたり、児童が自主学

習で取り組んだ内容を授業中に紹介したりする。 

・めあてをもって取り組めるように、各学年に応じたノート提出やノート作りの指導と評価を行う。 

・自主学習ノートに必ず書くこと（「日にち」「めあて」「振り返り」）を指導する。 

・自主学習ノート展覧会は、10月と 2月の 2回実施する。 

・各学級の自主学習ノートをカラーコピーしたものを職員室横に掲示する。 

手本となる自主学習ノートを職員室横に掲示。参観日や行事ごとに掲示物を変える。 

その他 

・算数強化週間、九九の定着に向けた全校の取組等 

 

３ 研究計画 

(1)  授業研究について 

・全教員で主題の共通理解を図り、研究推進委員会を中心に低・中・高学年の 3 ブロックで児童の実態を

踏まえ、具体的な取組を話し合い、協働的に研究を進めていく。 

・各ブロックで一名、全体研修としての研究授業を行う。授業参観の視点をはっきりとさせ、研究協議に

生かすことができるようにする。授業には、指導者を招聘し、授業後の研究協議会を設ける。 

・全体授業者以外は、一人 1授業として行う。低学年・中学年・高学年ブロックにわかれて、一人 1授業

を中心に研究を深める。授業後は参観者でミニ研修を行い、成果と課題について話し合う。適切な時期

に計画し、実施する。 

・授業研究のまとめとして、授業研究集録を作成する。 

(2)  長期休業中の研修について 

長期休業中は、教員の基礎知識を高めるために、指導者を招聘しての学習会や活動を含めた研修会を

計画する。（内容によっては、長期休業中以外もあり） 

・特別支援研修（サテライト研修、地域コーディネーター、ビデオ利用等） 

・キャリア教育   ・外国語活動   ・道徳教育   ・視聴覚 

  ・教育課程や研究会への出張などの復伝         等 

【仮説２】 児童が自分や他者のものの見方・考え方が価値あるものと気付けるよう、言語活動を

工夫することで、自己や他者の肯定感が高まり、「ともに学び合う力」が身につきやす

くなるのではないか。 

・何が分かったのか。（できるようになったのか。） 
・どんな見方・考え方をすれば、解決できたのか。考えやすかったのか。活動しやすかったのか。 



４ 研究の全体構想 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 研究組織 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 研修の実際 

実施月 研修内容 

４月 特別支援研修 外国語研修 

５月 
研究主題・研究内容・研究の進め方・研究組織・目標などの決定 
授業研究の計画（全体授業・一人１授業、指導案形式など） 

６月 特別支援研修 

７月 基礎・基本の定着(自主学習､九九への取組)をめざし各クラスの取組について情報交換 

８月 
新学習指導要領に即した体育科授業の仕組み方について 
【指導者 山口県教育庁学校安全体育課 学校体育班 指導主事  田中 大輔 様】 

９月 
高学年ブロック授業研究 
５年外国語科「Ｍｙ Ｈｅｒｏ」   授業者 武下教諭 
【指導者 山口市立白石中学校  教頭 福岡 栄治 様】 

１１月 

低学年ブロック授業研究  
１年国語科「図鑑を作って、自動車のしごととつくりを知らせよう」授業者 牧野教諭 
【指導者 やまぐち総合教育支援センター教育支援部学校支援班 

研究指導主事 住江 めぐみ 様】 

１２月 

体育科授業研究(ゲーム領域の授業の仕組み方について) 
  師範授業 ３年体育科 「打って！守って！島田っ子 みんなでベースボール」 
  【指導者 光市立浅江小学校体育授業マイスター 教諭 門岡 裕二 様】 
３年体育科全校授業指導案検討 
  【指導者 光市立浅江小学校体育授業マイスター 教諭 門岡 裕二 様】 
体育科ブロック授業参観・ミニ研修 
  ６年 体育科「タグラグビー～力を合わせてトライしよう」 授業者 上川教諭 

１月 

中学年ブロック授業研究 
３年 体育科「みんなの力でまわしてずらしてゴーシュート！」 

(サイドマンつきラインサッカー) 授業者 髙森教諭 
【指導者 山口県教育庁学校安全体育課 学校体育班 指導主事  田中 大輔 様】 

研究の振り返り（取組の成果と今後の課題） 

２月 
研究のまとめと次年度の研究についての見通し 研究集録作成 
・年間 一人１授業、ＩＣＴ研修の実施 

＜学校教育目標＞ 
島田が好き、共に学び合う子どもの育成 ～みんな輝け とりどりに咲こう～ 

＜めざす児童像＞ 
      清く（徳）       正しく（知）      たくましく（体） 

〇思いやりのある子   〇自ら学ぶ子      〇ねばり強い子 

＜研究主題＞ 
学習の基礎・基本を身につけ、ともに学び合う子どもの育成 

～ わかる・できる・楽しい授業をめざして ～ 

研修企画委員会 
校長・教頭・教務・研修主任・（各主任） 

研修推進委員会(兼：学力向上対策委員会) 
校長・教頭・教務・研修主任・低中高ブロック代表 

学力向上 
対策委員会 

全体研修会 

学年部（４部会） 

なかよし 
ブロック 

低学年ブロック 
推進委員 

中学年ブロック 
推進委員 

高学年ブロック 
推進委員 



７ 今年度の成果と今後の課題 

本校では、平成３０年度から研究主題を「学習の基礎・基本を身につけ、ともに学び合う子どもの育成」

とし、研修を進めてきた。今年度は、昨年度に引き続き、副主題を「わかる・できる・楽しい授業をめざし

て」とし、２つの仮説をもとに、授業研究を進めてきた。 

(1)  仮説１を意識した授業研究について 

本校では、本時の終末部分で主眼に到達した児童の表現を具体的にイメージし、逆算的に手立てを仕組

むという方法で授業研究を行っており、１単位時間のゴールの児童の姿だけでなく、単元のゴールでの児

童の具体的な姿をイメージした上で単元構成を工夫した授業が多かった。教師が単元全体の見通しをもっ

た上で授業を仕組むと、各単位時間でつけたい力がより明確になる。その上で、授業を仕組むと、児童の

「学習の基礎・基本」の定着につながりやすかった。具体的には、次のような手立てが見られた。 

・児童にとって必要感のある単元を貫く課題の設定 

・単元を貫く課題解決に向けた児童の意欲を引き出せるような単元導入時の手立ての工夫 

・スモールステップで基礎・基本を習得し、その力を活用しながら課題を解決する場の設定 

・児童が既習事項を活用しやすくする掲示の工夫 

・学びの楽しさを感じ取ったり基礎・基本の定着につながったりする体験活動や操作活動の工夫等 

また、特徴的だったのは、ＩＣＴを活用した授業が多かったことである。解決の見通しをもたせる動画

を提示したり、グループの動きをタブレットで撮影し、それを見ながら話し合ったりする授業も見られた。

一人１台のタブレット導入に備え、年間を通してＩＣＴ研修を行う中で、授業におけるＩＣＴの効果的な

活用が、児童の「分かった。できた。だから、楽しい。」という思いにつながることも見えてきた。 

上記のように、今年度の研修を通して多くの成果があったが、次のような課題も出された。 

・教師のねらいと児童の必要感が一致するような授業を仕組むこと 

・目の前の児童の実態に即した手立てを仕組むこと 

・他の単元、他教科・領域と関連づけた単元を構成する必要性 

   「学ぶことが楽しい。」「今まで学習したことを使ったら分かった。できた。」という思いを児童にもた

せられるような授業を仕組むことで、基礎・基本の定着はもちろんであるが、将来にわたって、未知・未

習の課題にも主体的に解決しようとする力を育むことができるのではないだろうか。 

(2)  仮説２を意識した授業研究について 

  全校授業、一人一授業などの対話活動で、下記のように様々な工夫が見られた。 

  ・目的意識・相手意識を明確にもてるような対話の場の設定 

・自分の立場を明確にして考えを表現させることで、他者との共通点・差異点に気付きやすくする工夫 

・タブレットやボードを用いるなど、児童が自然に話し合いたくなるような教具の工夫等 

公開授業では、全児童が自分の考えをもち、相手に伝える場を意図的に仕組んだ授業が多かった。相手

に伝え経験が、一人ひとりの自信につながる。自分の考えに対し、相手が反応してくれたり、認めてくれ

たりすると、さらに、自己肯定感が高まり、学習意欲も向上していくだろう。また、小集団や全体の場で、

友達の考えのよさへの気付きを書いて振り返る活動等を仕組んだ授業も見られた。児童の自己肯定感、他

者肯定感を高めるために、教師の受容的な態度、温かい学級風土が大切であるという意見も出された。 

今年度の反省点として、教師は意図的に対話活動を仕組んだものの、児童にとって必要感のある対話活

動にするのは難しかったという意見も出された。教師の思いと児童の思いが一致するような対話ができる

よう、課題や発問の工夫を行う必要があろう。 

仮説２では、対話活動だけでなく、「ふり返り活動」も重視してくことを 年度当初に共通理解した。

そのため、授業の導入で、前時の児童のふり返りを価値づけた後、それを活かして本時の課題を提示する

など、児童の願いや思いに寄り添った課題提示の工夫も見られた。これにより、互いの学びのよさに気付

き、自分達で学びをつくっているという意識にもつながったようである。共生の態度を育てることは、児

童が将来にわたって生きてはたらく力となるだろう。また、児童が自分の言葉で 1時間の学びを整理する

ことで、それが、次の学習の理解や意欲につながっていくため、どの教科でも大切にしたいところである。 

ふり返りについての反省点として、45 分間の中で、ふり返りの場の時間を確保できなかったという反

省も見られた。限られた時間の中でふり返りの場を仕組むために、活動を精選していく必要があるだろう。

また、「めあて」と「ふり返り」のつながりも、今後の授業改善の大切なポイントとなるだろう。 

(3) 来年度の研修の方向性について 

   本校は、第６０回中・四国小学校体育研究大会山口大会の会場校であり、来年度はプレ大会、令和４年

度は本大会を控えている。そして、研究発表大会の実践研究を「子どもの振り返り活動での意識を手がか

りにして課題解決の質を高める」ことで進めていくこととしている。 

授業のゴールでの児童の姿をイメージし、逆算的に授業を仕組むことや、児童の振り返りをもとに、児

童の思いや願いに寄り添った授業を構成していくことは、今年度、本校で行ってきた研究の方向性とつな

がるところである。 

そこで、これまでの研究を活かしながら、来年度は、体育科の授業研究を中心に研修を進めたい。 


