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令和２年度 岐山小学校 学校教育目標

いっしょうけんめいがんばるきさん子

Ⅰ 研究主題

Ⅱ 研究主題設定の理由
本校では、平成２９年度の第５３回全国小学校道徳教育研究大会に向け、平成２５年から５年

間にわたり、「道徳の時間の授業づくり」を校内研修の柱とし、道徳教育の充実に関する研究に
取り組んできた。研究主題を「心を磨く道徳教育の在り方」とし、「特別の教科道徳」の実施に
向けての素地を築き、実践や成果を発表することができた。平成３０年度からは、それまで道徳
教育で培ってきた授業の在り方を生かし、副主題を「よりよい生き方を求め、他者とかかわり、
自己をみつめる授業づくり」とし、道徳教育を基盤とした研究を継承し、どの教科にも共通した
授業づくりの工夫を見出していった。「課題の設定や発問の工夫」「他者と関わる場や状況の設
定の工夫」「自己を見つめる振り返りの工夫」という３つの視点を意識した授業を行う中で、児
童は充実した学びの経験を繰り返し、さらに学びを追究していこうという思いをもつことにつな
がっていった。そして、学びに向かう前向きな姿は、よりよい生き方を求める姿そのものである
ことが明確になった。
一方取り組むべき課題として、振り返り活動をより一層充実させることが挙げられる。昨年度

の研究からも、道徳科での振り返りが他教科等で十分に生かしきれていない面があった。振り返
り活動の価値を再認識し、よりよい生き方を求める姿につなげるために、振り返り活動を充実さ
せる工夫を探っていく必要があると考える。さらに、新学習指導要領を受け、カリキュラムマネ
ジメントの視点をもち、よりよい生き方を求めるとはどういうことか、これから生きるために必
要な力を見い出すことが求められている。
現在、全世界において新型コロナウィルスによる感染症が拡大している。子どもたちが健全な

心と体を培い、未来や国際社会に向かって羽ばたくことができるようにすることが大切であるこ
とを改めて認識させられている。感染症拡大に伴い、分からないことが多いため、不安や恐れを
感じ振り回されてしまうことが現実的に起きている。何気ない言葉が拡散して、人を傷つけると
いう現状がある。言葉の力の重みに改めて気付かされる。また、感染症による長い期間の休校に
より、ストレスを抱えたり、生活のリズムや食生活が乱れたりしている児童も少なくない。児童
の心身の健康の回復は大きな課題である。
本校の児童は、道徳性に関する実態調査からも全体的にバランスのとれた道徳性が育まれてい

ることが分かる。特に生命の尊さへの意識が高く、素直で思いやりのある児童が多い。一方で、
自律性の弱さや粘り強さに欠ける面が見られる。自分に自信がもてない児童や、きまりやあいさ
つ、やるべきことなど、大切だと認識しつつもできていない児童の姿も見られる。学習面におい
ては、昨年１０月に行われた学力状況調査の結果によると、学習意欲に課題があり、難しい課題
に直面した際に、向き合えずあきらめてしまう児童が少なくない。自分を支える力はまだまだ弱
いと言えるだろう。
本校の学校教育目標は、「いっしょうけんめいがんばるきさん子」である。学びに向かう前向

きな姿は、まさにいっしょうけんめいがんばる姿である。道徳教育を基盤とし、自分に自信をも
ち、自分で考え、自分を支える力を高め、前向きに学びに向かう児童の育成を目指すために、今
年度の研究主題を「よりよい生き方を求める児童の育成」とした。
さて、新学習指導要領には、児童の言語活動など、学習の基盤を作る活動を充実することや、

食育の推進、また、心身の健康の保持増進に関する指導についても適切に努めることが示されて
いる。新学習指導要領やこれまでの研究の積み重ね、子どもたちの実態を踏まえ、「よりよい生
き方を求める」児童を育成するにあたり、本校では「口」をキーワードとして、「言葉」そして
「健康」を重要視することとした。
道徳科のみならず様々な授業実践の中で、話合い活動において表現することが難しい児童に出

会った。児童自ら健康面でよりよい生き方を選ぶ力をもてていない児童も実際に見られる。そこ
で、「口」を次の２つとして捉えた。１つ目は“口（話す）”２つ目は“口（食べる）”である。

１ 口（話す）に着目する

口（話す）とは、「伝える」すなわち「言葉の力」である。

よりよい生き方を求める児童の育成
～口に着目した教育の取組～
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「主体的・対話的で深い学び」の「深い学び」とは、知識を相互に関連づけてより深く理
解したり、問題を見いだして解決策を考えたりすることである。知識、技能の関連付けは、
思考したことを言語化する過程でなされる。話合いや書く活動を工夫することで深く学び、
そしてよりよい生き方を求めることにつながると考える。また、口（口を閉じる、黙る）こ
とは「聞く力」「考える力」に結びつく。

２ 口（食べる）に着目する

口（食べる）とは、「食育」及び「口腔衛生」である。

よりよく生きようとするうえでの原動力は健康な体である。食育や口腔衛生に関する授業
づくり等の研修を進め、児童が健康に過ごそうとする意欲、態度を養っていくことがよりよ
い生き方を求めることにつながると考える。

言葉を通しての学びの工夫や、食育への新たな取組を行っていくことを踏まえ、副主題を「口
に着目した教育の取組」とした。

Ⅲ 主題解明にあたって
○授業づくりの視点
本年度は特に３つの視点の中の「振り返り活動」をより充実させ、よりよい生き方を求める

姿につなげるために、道徳教育を基盤とした研究で取り組み続けてきた成果を生かし、振り返
りに方法やそれを生かした授業改善の在り方を追究していきたいと考える。
そこで、主題解明にあたって授業づくりの視点を「自己を見つめる振り返りの工夫」とする。

○研究の方法
１ 授業研究（一人一授業） ２ 同じ指導案による複数回の授業実践
３ 参観者からのメッセージカードの活用 ４ 日常的な相互授業参観
５ 研究授業・研究協議会（可能であれば講師招聘）

○研究授業の手順
① 指導案作成 ② 隣学年部会での検討
③ 研修推進委員会での検討（必要に応じて） ④ 指導案の全体検討
⑤ 研究授業・記録の整理 ⑥ 研究授業のまとめ

○研究協議会
参観の視点（授業づくりの視点）、授業者及び参観者の疑問点などを中心に、論点を絞った

協議会にする。また、会の運営（会場準備、片付け、司会進行等）については、隣学年（低・
中・高）で行うものとする。（指導案検討時も同様に行う。）

Ⅳ 研究の組織
校長

教頭

学力向上担当 研究推進委員会 道徳教育推進教師
（研修担当・知部会）

食育担当 健康教育担当
全体会
校内研修

低学年 中学年 高学年
１，２年 ３，４年 ５，６年
専科 専科 専科

特別支援 特別支援 特別支援

栄養教諭
養護教諭 等※ ※それぞれの立場から助言
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Ⅴ 1年間の取組
月 日 研修様式 研修内容

４月２０日 月 全体研修 ○研究主題、副主題決定
※コロナによる在宅勤務が 21 日から始まるため予定を繰り上げ、今年
度の研修の方向性を全体で確認。

６月３日 水 全体研修 ○今年度の校内研修について
※６月中に授業研究に関する希望調査を実施

○研修会復伝（教務から）
○特別支援について（特別支援コーディネーターから）

６月２４日 水 全体研修 ○道徳科の授業についての共通理解（道徳教育推進教師から）
○全体での公開授業者決定

７月８日 水 一人一授業 第３学年 理科「チョウを育てよう」
７月２１日 火 全体研修 〇「学習指導要領の３つの観点について」

講師：周南市教育委員会 指導主事 中野一法 先生
〇生徒指導研修
〇綱紀保持研修

７月２２日 水 全体研修 〇人権教育研修
「なくそう！新型コロナウィルス感染症にかかる偏見・い
じめ・差別」 講師： 三奈木 正紀 先生

〇新型コロナウィルス感染対策に伴う児童生徒の学習時間確
保に向けたカリキュラムマネジメント

〇道徳研修
７月２７日 月 全体研修 〇プログラミング研修
９月９日 水 全体研修 〇教育課程復伝（道徳、生活科、特別活動）

〇人権ＤＶＤ研修
９月１０日 木 一人一授業 第６学年 外国語科「Summer Vacation in the World」
９月１５日 火 一人一授業 第２学年 学級活動「かむことのひみつをみつけよう」

（栄養教諭とのＴＴ授業）
９月３０日 水 全体研修 〇 ICT研修 ・プログラミング・iPadを使った授業について
１０月１３日 火 一人一授業 第１学年 国語科「いろいろなふね」
１０月２８日 水 全体研修 〇食育推進のために

「食育を通していっしょうけんめいがんばるきさん子を育てる」
講師：山口県教育庁 学校安全体育課 こども元気づくり班

主査 舩木 隆司 先生
参加者 本校教職員 30名 地域関係者 7名

１１月 ２日 月 一人一授業 第６学年 外国語科「Let's think about our food」
１１月１１日 水 全体研修 公開授業 第１学年 算数科「ひき算」

（一人一授業） 授業者：平田 浩子 教諭
１１月１７日 火 一人一授業 第５学年 算数科「単位量あたりの大きさ」
１１月１８日 水 一人一授業 第３学年 社会科「火事からくらしを守る」
１１月１９日 木 一人一授業 第４学年 理科「ものの温度と体積」
１１月２４日 火 一人一授業 第６学年 家庭科「まかせてね 今日の食事」
１１月２４日 火 全体研修 公開授業 第３学年 外国語活動「What's this?」

（一人一授業） 授業者：梅田 祐太朗 教諭
１１月２５日 水 全体研修 研究協議会

グループ協議（平田浩子教諭・梅田祐太朗教諭の授業実践について）
１１月２７日 金 一人一授業 第４学年 国語科「読んで考えたことを伝え合おう（ごんぎ

つね）」
１２月 １日 火 一人一授業 たんぽぽ 自立活動「相手を意識して聞いたり伝えたりしよう」
１２月 １日 火 一人一授業 すみれ 自立活動「言われた言葉をよく聞こう」
１２月 １日 火 一人一授業 第２学年 生活科「いっぱいつくって いっぱいあそぼう」
１２月 ３日 木 一人一授業 第６学年 算数科「比例と反比例」
１２月 ４日 金 一人一授業 第３学年 学級活動「２学期がんばったね集会を開こう」
１２月 ４日 金 一人一授業 第５学年 家庭科「持続可能なくらしへ 物やお金の使い方」
１２月 ８日 火 一人一授業 第１学年 図画工作科「〇や△や□で わくわくワールド」
１２月１０日 木 一人一授業 第４学年 学級活動「じょうぶな歯で健康になろう」

（栄養教諭、養護教諭とのＴＴ授業）
１２月１０日 木 一人一授業 第５学年 算数科「割合」
１２月２２日 火 一人一授業 ひまわり 自立活動「ひまわり学級のイメージキャラクター
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を作ろう！」
１２月２２日 火 一人一授業 第６学年 社会科「世界に歩み出した日本」
１月 ７日 木 全体研修 ○来年度の研修について

グループ協議「１０年後、２０年後、子どもたちが幸せを
つかむために必要な力とは？」

１月２０日 水 全体研修 公開授業 第６学年 体育「相手のコートに倍返し」
（一人一授業） 授業者：辻 伸也 教諭

研究協議会（グループ協議）
１月２８日 木 一人一授業 第６学年 家庭科「Let's My best Memory」
２月 ２日 火 一人一授業 第６学年 理科「てこのはたらき」
２月１０日 水 全体研修 ○来年度に向けての準備（アンケート実施等）・研修の方向

性についての話合い
○グループ協議「これから求められる教師の力」
○道徳科別葉等の見直し、訂正・進度表見直し

３月 ３日 水 全体研修 ○来年度に向けての共通理解・研究集録配布

Ⅵ 研究の成果
〇各教科における振り返り活動が活性化し、系統性のある振り返りが構築されてきたこと
今年度、道徳科で培ってきた振り返りの方法を生かし、その他の教科においても、それぞれ

の学年や知部会で試行錯誤しながら、振り返りの改善に取り組んだ。その際、視点を明確にし
て振り返りを行ったことで、子どもたちが学習者として自分を見つめ直すことができた。そし
て、振り返りの視点を明確にする中で、振り返りが授業改善につながるものともなっていった。
新学習指導要領のもと、計画的、意図的に仕組んだことで、子どもの学びを見取り、支援して
いくことができた。これから求められる子どもたちに必要な力が少しずつ見えてきた。
〇“口”をキーワードに授業実践に取り組んだことで、今後向かう方向性が見えたこと
＜口…話す＞
話合いについては、どの教員も日々の取組の中で大事にしてきた。どんなに技術が進んだと

しても、ＩＣＴ機器が入りデジタルの時代になろうとも、お互いの思いを生でぶつけ合うこと
でさらなる新しい価値が生まれることを確かめることができた。実際に人間同士の対面で生ま
れるものの値打ちを知った。子どもたちは考えたことを言語化する過程で、自分のもつ知識、
技能を総動員して相手に伝えたり書いたりしていた。そこには、子どもたちの深く学ぶ姿があ
った。何のために話し合わせるのか、どこに向かっていくのか、教科にとらわれず“口”に焦
点を当てて取り組んだことで成果が見えた。
＜口…食べる＞
健康な体づくりに向け、今年度は、食育や口腔衛生の授業実践を栄養教諭や養護教諭を交え

て行った。担任のみならず、専門性を生かしたそれぞれの立場での授業への参加は、健康な体
を作るための知識を習得するだけでなく、子どもたちが健康に過ごそうという意識につながっ
た。さらに、その意識は授業だけに終わらず、その後の生活の中で、健康であり続けるために
自分でできることをしようとする意欲や態度につながっていった。

Ⅶ 次年度に向けて
今年度は、“口”に着目して教育に取り組んでいった。コロナ禍で様々な制約がある中、試行

錯誤しながら、口に着目するとはどういうことか探ってきた。学力だけでなく、栄養教諭や養護
教諭も一緒に関わりながら、共に学年に応じた取組を行う中、健康や食育、言葉の力（コミュニ
ケーション力）にまで研究の範囲を広げて取り組むことができた。
様々な取組を行い、教員同士で話合いを行う中で、将来を見据え、先を見通しながら、子ども

たちが幸せをつかむために必要な力を身につけさせることが大切だということが見えてきた。急
速な変化を迎え予測が困難な時代になっている今、これからの時代を生きていくためにも、学び
続ける人間を育てていかなければならない。学び続けるためには、自分のもつ知識、技能、思考
力、判断力、表現力すべてを総動員して学び続けようとする意志が大切である。それはよりよい
生き方を求めようとする強い意志だといえるだろう。子どもたちが持続可能な社会の創り手とな
ることができるように、我々教師も殻を破る力が求められているのではないか。今まさに、教師
の力が問われている。新たな方向性が見えてきたといえよう。今後は、今年度の実践をもとに、
集約しながら意図的にかつ戦略的に理論としてつなげていくことが必要と考える。


