
学習指導 

自ら課題を見つけ，確かな学びを追究し合う子供の育成 

～自分の思いや考えをもち，伝え合う力を育てる授業の創造を通して～ 

函館市立旭岡小学校 

 

Ⅰ 研究主題設定の理由 

本校では，昨年度より，「確かな学力」の向上を図るために，授業づくりの基礎に立ち返り，「学ぶ喜びを

育てる授業づくり」や「基礎的・基本的内容の把握と定着のための学習のあり方」，「個に応じた指導方法・

支援・評価の充実」といった研究を推進してきた。結果，授業の流れの確立や繰り返しの学習を日常的に行

うことで学習の定着が見られ，児童の実態や発達段階にあった教材作りの大切さを改めて感じることができ

た。また，学ぶ喜びのある授業づくりを進めるためには，日常の学年・学級経営が土台となり，安心して学

べる学習環境づくりや個に応じた指導・支援・評価を継続的に行うことが必要であることを確かめ合うこと

ができた。そして，確かな学びを追究し合うためには，子供たち同士の学び合いを深めることが大切であり，

その学び合いを支える話し方・聞き方のスキルを定着させる必要があるといった課題が残った。 

そこで，本年度，本校では，学校教育目標である「明日を拓く旭岡の子」の具現化に迫るために，「確か

な学力」の向上と重点教育目標である「すすんで学ぶ子」の育成を目指し，家庭や地域社会と連携した教育

活動の推進，基礎的・基本的学力の定着のための授業づくりや個に応じた授業の工夫という実践課題に沿い，

校内研究として「自分の思いや考えをもち，伝え合う力（話す力・聞く力）を育てる授業の創造」に取り組

み，「自ら課題を見つけ，確かな学びを追究し合う子供」を育てることとした。 

 

Ⅱ 研究の全体構造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学 校 教 育 目 標   明日を拓く旭岡の子 

○明るく元気な子 （明るく元気で，ねばり強く取り組む子） 

○すすんで学ぶ子 （すすんで学び，工夫し，表現する子）  

○思いやりのある子（やさしく思いやりがあり，仲間と協力できる子） 

 重点教育目標  ◎すすんで 学ぶ子 

研 究 主 題 

『自ら課題を見つけ，確かな学びを追究し合う子供の育成』 

～自分の思いや考えをもち，伝え合う力を育てる授業の創造を通して～ 

〈目指す子供像〉 ○自ら課題を見つけ，ねばり強く追究する子供 

○自分の思いや考えを生き生きと表現する子供 

○友達のよさを認め，互いに学び合える子供 

研 究 の 仮 説 

「自分の思いや考えをもち，伝え合う力を育てる」教科等の学習を通して，基礎的･基本

的内容や一人一人の実態を把握し，関連した指導方法･支援･評価の工夫を計画的･継続的に

行うことによって，自ら課題を見つけ，確かな学びを追究し合う子供が育つであろう。 

 研 究 内 容 

○基礎的・基本的内容の把握と定着のための授業のあり方 

○学ぶ喜びのある学習活動の工夫 

◎自分の思いや考えをもち，伝え合う力（話す力・聞く力）を育てる授業づくり 

・学習習慣の定着化（朝自習，家庭学習） 

 
学年・学級経営 学校行事，児童会活動，クラブ活動，交流教育など  

＜自分の考えや思いをもち，伝え合う力を育てる教育活動＞ 



Ⅲ 研究計画 

1年次 

 

平成１９年度 

「自ら課題を見つけ，ねばり強く追究する子供」の育成に重点をおく。 

○基礎的・基本的内容の把握と定着のための授業のあり方 

◎学ぶ喜びを育てる学習活動の工夫 

○個に応じた指導方法・支援・評価の工夫 

・ 学習条規の作成と統一化 

2年次 

 

平成２０年度 

「自分の思いや考えを生き生きと表現する子供」の育成に重点をおく。 

○基礎的・基本的内容の把握と定着のための授業のあり方 

◎学ぶ喜びを育てる学習活動の工夫 

○自分の思いや考えをもち，伝え合う力（話す力・聞く力）を育てる授業づくり 

・ 学習習慣の定着化（朝自習，家庭学習） 

3年次 

 

平成２１年度 

「友達のよさを認め，互いに学び合える子供」の育成に重点をおく。 

○基礎的・基本的内容の把握と定着のための授業のあり方 

○学ぶ喜びのある学習活動の工夫 

◎コミュニケーション能力を育てる授業づくり→＊深め合い，練り合いを重視 

・ 総合的な学習の時間の指導計画の見直しと作成→＊現在作成中 

 

Ⅳ 研究の内容と取り組み 

 

 １ 研究内容に関わって 

(１) 基礎的・基本的内容の把握と定着のための授業のあり方 

 昨年度の継続で，学習内容の基礎・基本は何かを把握し，その定着を図る。繰り返しの学習，個に応

じた指導・支援を大切にする。時間を要する場合は，学習指導計画の中で重点とする内容の精選を図り

ながら取り組む。 

(２) 学ぶ喜びのある学習活動の工夫 

 昨年度の継続で，「わかる・できる」喜びを大切にした授業づくりを進める。学ぶ意欲を引き出す，

また，意欲を持続できるような授業づくりに努める。 

(３) 自分の思いや考えをもち，伝え合う力(話す力・聞く力)を育てる授業づくり 

 話し合い（ディスカッション）や取り組みの発表（調べ学習や総合等のまとめの発表）ではなく，授

業過程で自分の思いや考えをしっかりと話す力，仲間の思いや考えを聞く力を育てる。発達段階に合わ

せた話し方・聞き方の基本を検討し，指導に生かす。 

(４) 学習習慣の定着化について 

   各学年の朝自習・家庭学習の取り組み方を集約し，資料として交流する。学年×１０分の家庭学習を

推進する。 

 

 ２ 授業研究の取り組み 

(１)  共同研究を進める 
   全校研，ブロック研を低・中・高で各１本とブロック研修が中心となり進めるが，同学年で同じ授業(プ

レ研)を行い，改善点を探る。もしくは，同じ教科で取り組み，学年毎の系統性などからより具体的な

指導方法を探るなど共同研究を進める。 

  また，全員が授業を公開することで，教師間の授業の学び合いにつなげる。 

(２)  教科・単元の設定 
 今年度は話す力・聞く力を重点に取り組むため，全校研，ブロック研については４教科(国語・算数・

理科・社会)に絞って取り組む。 

(３)  計画的・継続的な指導を 
   学級(学年)の実態や個に応じた指導方法・支援・評価を工夫し，計画的・継続的に取り組んできたこ

とが見えるように指導計画を立案する。 

 

 



３ 本校における「話すこと・聞くこと」 

・低学年⇒話す・聞く楽しさを大切にする。（話し方・聞き方の基礎を大切にする） 

・中学年⇒聞き手を意識して話す。話し手を意識して聞く。 

・高学年⇒聞き手の意向をとらえて話す。話し手の意向をとらえて聞く。 

  

Ⅴ 授業の実践 

伝え合う力を育てるためには，まず，自分の思いや考えをもつことが必要となる。児童の実態を把握し， 

自分の思いや考えをもつための手立て（土台），また，話す力・聞く力を育て，伝え合いにつなげていくため

の手立て（実践）を各ブロックで検討し，授業づくりを進めた。 

 

 １ 各ブロックの授業研究 

 教材名 児童の実態 主題に迫るための具体的な手立て 

低学年 

国語科 

「けんかした山」 

（第１学年） 

 自分の思いや考えを積極的に発表

したいという意欲が高い。しかし，自

分の意見だけで満足している児童が

多く，仲間の意見を聞く力をつけてい

く必要がある。 

 聞く力を育てるために取り組みで

は，朝のスピーチでの質問のやり取

り，授業の中での聞き方の指導を行っ

ている。 

① 子供の思考に沿った発問の工夫をす 
ることで，より確かな自分の思いや考

えをもつことができるであろう。 

② 自分の思いや考えをワークシート 
に記入することで，思考を整理するこ

とができ，生き生きと表現することが

できるであろう。  

③ 動作化を取り入れることで，自分の 
考えをより深め，表現することができ

るであろう。 

中学年 

国語科 

「わすれられない 

おくりもの」 

（第３学年） 

 自分の考えを，全体の場で進んで発

表する児童は限られている。進んで話

すことは難しくても，思いや考えはも

っているので，文章で表す機会を設け

てきた。その文章化したものを発表す

ることに抵抗がなくなってきた。 

 聞くことについては，向上が見ら

れ，学習の場面を聞くとき，考えると

き，書くとき，と捉えられるようにな

ってきている。相手を意識して聞く，

大事なことを落とさないで聞くまで

には至っていない。 

① ワークシートに自分の考えを整理さ 
せることで，自分の思いや考えを明確

にし，自信をもって表現することがで

きるであろう。 

② ワークシートに書いた自分の考えを 
小グループで交流させることで，自分

の思いや考えを意欲的に発表するこ

とができるであろう。 

③ グループの意見を全体の場で交流さ 
せることで，自分や自分たちのグルー

プの意見と比べながら聞いたり考え

たりできるであろう。 

高学年 

国語科 

「きつねの窓」 

（第６学年） 

 男子は，普段から発表することに積

極的な児童が目立つ。女子は，発表に

消極的であり，自分の考えを伝えるこ

とを苦手としているように思われる。 

 そこで，日常の様々な場面で発言の

機会を設けてきた。少しずつではある

が積極性が見られてきた。ワークシー

トなど自分の考えをまとめる準備が

あると，自信をもって発表することが

できる。 

① 情景描写や心情描写を探しながら 
主人公の心の動きを読み取る過程で，

「ここが大事，必要」と思うところに

線を引くことで，自分の考えをもつこ

とができるであろう。 

② 主人公の心の動きを心情曲線に表わ 
すことで，物語の展開や文の構成に気

付き，人物の心の動きについて自分の

考えを整理することができるであろ

う。 

③ 自分の作成した心情曲線をもとに， 
整理した自分の考えを伝え，他の意見

を聞き，参考にしながら感想をまとめ

ることで，自分の考えをさらに深める

ことができるであろう。  



 ２ 授業実践より  第１学年 国語科「けんかした山」 

学習活動 教師の支援（◇）評価規準【 】 

１． （一）～（三）の学習を振り返る 

２． 学習のめあてを確認する 

  

３．（四）の場面を音読する 

  ・一人読み  ・一斉読み 

◇（一）～（三）の場面の掲示物を使って想起さ

せる。 

 

 

◇自分のペースで各自が読めるよう，十分に時間

をとる。 
 

５．（四）の場面の登場人物の言葉や気持ちを考える 

○火の消えた山の気持ちや言葉を考え，意見を交流

する。 

 『火が消えても二つの山はけんかしていますか。』 

『けんかをやめてどうしていますか。まだおこって

いますか。』 

『みなさんは，どんな時にしょんぼりしましたか。』 

・経験談を話す 

『しょんぼりとは，どんな様子ですか。』 

・動作化 

『二つの山はしょんぼりと，どうしましたか。』 

『顔を見合わせるとは，どんな様子ですか。』 

・動作化 

 

『顔を見合わせて山はなんといったでしょう。ワー

クシートに書きましょう。山の気持ちも考えた人

は，気持ちを書く枠に書いてみましょう。』 

 

６．役割を決めて動作化する 

 『山や雲やお日さまになって気持ちをたしかめみま 

しょう。』 

 

 

 

 

 

 

◇教科書の様子を表す言葉「しょんぼり」に線を

引かせる。 

◇動作化や友達の発表から，言葉の意味や場面の

様子について興味を持たせ，山の気持ちを考える

活動につなげる。 

◇教科書の様子を表す言葉「みあわせ」に線を引

かせる。 

 

 

◇山の様子から，言葉を考えさせる。 

◇児童の発言は，山の言葉や気持ちが混沌として 

場合が考えられるので，確認し板書で整理し，児 

童の思考を整理していく。 

 

 

Ⅵ 研究の成果と課題 

 １ 成果 

○ 児童の実態や発達段階を踏まえた学習活動の工夫や手立てを講じることで，話す・聞くことへの意欲 

を引き出すとともに，自分の思いや考えの伝え合い（話す力・聞く力の向上）につなげることができた。 

・ 発問の工夫やワークシートの活用，手がかりとなる言葉に線を引くといった手立てが，自分の思いや

考えをもつことにつながり，伝え合うための土台作りとなった。 

・ 学習形態の工夫（話し合いのしやすい学習環境），学習方法の工夫（動作化，心情曲線）を通して，

比較して聞いたり，自分の考えを友達の考えと関連付けて話したりすることにより，伝え合う力（話す

力・聞く力）を高めることができた。 

２ 課題 

○ 伝え合う場を設定しても，書く時間，伝え合う時間の保障が難しい。自分の思いや考えをもつ力（書

く力，語彙力）を高めること，伝え合う力を高めるための教材の精選を図ること，単元の指導計画の時

間配分を工夫することといった取り組みが必要である。また，伝え合いを通して，学びの練り合いや深

め合いに広げていけるような授業づくりを進める必要がある。 

○ 教材の読み込みをしっかりと行い，授業研究の上で共通理解を図る必要がある。児童理解をより深め

るとともに，多様な児童の意見をまとめていく授業力も高める必要がある。 

 

火がきえたあとの山のきもちをかんがえよう。 

【読む】お日さま，雲，火の消えた山の気持ちを読み取る

ことができたか。（発表） 

【書く】登場人物の言葉や気持ちを想像しワークシートに


