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Ⅰ 研究主題 
「夢をもち、夢を実現する子ども」 

～『つかむ・ふかめる・ふりかえる』１時間の授業づくり～ 

 

１ 研究主題設定の理由  
本校は、創立 137年の伝統をもつ学校である。みなとみらい地区が近くにあり、周辺には、横浜

市中央図書館、野毛山動物園などがあり教育施設に恵まれている。また、１年生でも５分で行ける
掃部山公園が近隣にあり、校庭の周りは大きな木に囲まれ、実をつける木も多く、緑豊かな環境が
ある。地域は住宅地が中心であるが、百年を越す歴史をもつ老舗があったり、伝統の技を受け継ぐ
職人がいたりと、昔ながらの雰囲気が残っている。地域には、子どもたちの登下校を見守りあいさ
つや会話を交わしてくださる方や、子どもたちの学習活動や発表に励ましの言葉をかけてくださる
方、子どもの質問や依頼に笑顔で答えてくださる方等、本校を卒業した保護者や学校と共に歩んで
きた地域の方々が多くいる。こうした恵まれた環境の中で、まちや人と関わることのよさを実感し、
子どもたち自身が戸部のまち、そこに住む人を中心に、自然・社会の事物現象に主体的に関わり、
自らが答えを求めて動く姿を期待し、研究主題を「自ら学びを創りだす子どもの育成」と設定し、
平成 15年より総合的な学習の時間（以下、総合）・生活科の研究に取り組んできた。その成果とし
て、地域との関わりを大切にしながら、そこに住む人々の幸せを願い、学級の仲間と共に、探究的・
協働的に学びを展開しようとする子どもの姿が見られるようになってきている。 
一方で、その間に子どもたちを取り巻く社会・環境が変わってきた。指導要領の改訂も含め、生

活科・総合に求められることやその在り方も、研究当初からは少しずつ変わってきている。そのよ
うな状況の中で改めて「学びを創りだす子どもの育成」という研究主題を見つめ直したいと考えた。
即ち、「子どもたちが創りだす『学び』は、学級・学校の中で完結させるものではなく、実際の生活
や地域における生き方・考え方へとつなげていくことこそが重要である」という考えに立つことが、
改めて重要であると考えたのである。 
そこで、これまでの研究の成果と課題を踏まえ、子どもたちが将来生きていくこれからの社会の

中で、夢をもち、その夢の実現に向かって考え、行動し続けようとする姿を目指し、研究主題を上
述のように設定した。 

 
２ 研究主題の意図 
（１）「夢をもつ子ども」とは 

現在の社会には多様な問題が存在する。環境・エネルギー・国際問題・少子高齢化・過疎化等々、
グローバル・ローカル、どちらの視点から見渡しても、解決の難しい問題が山積している。しか
し、今、目の前にいる子どもたちには、そうした問題としっかりと向き合い、そして解決してい
こうとする大人になっていってほしいと願っている。そして、その問題の解決にあたっては、自
分にとって、みんな（家族、友達、地域等の肌で感じることのできる隣人、ひいては社会、日本、
世界、さらには環境、未来）にとって、意味や価値のある、よりよい「～したい」という思いや
願いをもつことができること、即ち、夢を描けることが必要である。そのためには、様々なひと・
もの・ことと関わる中で、その対象のもつ意味や価値を子どもが実感をともなって自分事として
受け止めたり、自分とは異なる他者のものの見方や考え方等、多様な価値観を受け止めたりして
いくことが重要であると考えている。 

 

（２）「夢を実現する子ども」とは 

いくら素敵な「夢」を描くことができても、それが夢のままで終わっては子ども自身が生きて
いく生活や社会は子どもが願うものになっていかない。その夢を実現するための力を子どもたち
に確実に育てていきたい。具体的には、次のような資質・能力の育成を目指していきたい。 
ⅰ 戸部のまち（子どもたちの家庭・学校・地域における、実生活の営みや社会との関わり）に

対して夢をもち、その実現に向けて粘り強く取り組む資質・能力 
ⅱ 夢の実現に向けて、課題を見出し、その解決に向けて構想を立てて、全身を使って情報を収

集し、それをもとに、分析的に思考し、判断したり表現したりする資質・能力 
ⅲ あらゆる他者と対話を通して双方向的に関わり、信頼し合いながら力を合わせて取り組む資

質・能力 
ⅳ 対象のもつ意味や価値を理解し、戸部のまちには魅力的な対象がたくさんあることや、自分

たちを受け止め、支えてくれる大人の存在を感じ取ったり、自分自身の成長や変容に気付い
たりし、戸部のまちに対して、よりよい夢を描こうとする資質・能力 



- 3 - 

 

Ⅱ 研究内容～研究主題の実現に向けて～ 
  

研究主題に示した、「夢をもち、夢を
実現する子ども」の具現化に向けて、「単
元構想・小単元構想・授業づくり」の三
つの柱で研究に取り組む。 
 まずは戸部のまちと子どもたちの関
わりを見つめ直し、子どもの思い・願い
に沿って学習材を選定し、活動の目的
（＝夢）を設定し、単元を構想する。 
次に、その実現に向けて解決すべき課
題を明確にし、育てたい資質・能力を具
体化しながら、他教科との関連も踏ま
え、小単元を構想する。 
そして、その課題の解決に向けて、前
時までのみとりをもとに期待する変容
を明確にし、その変容に向けた手だてや
授業の組み立てを考え、１時間１時間の
授業づくりに取り組む。 
そこで見られた子どもの具体の姿をも
とに子どもの育ちや思い・願いをみと
り、必要に応じて見直しを図りながら、
単元・小単元を構想し直していく。 
 以上のプロセスを通して、資質・能力
の育成、そして子どもの夢の実現を目指
していく。そのような学びを成立させる
ための具体的な視点として、三つの柱に
沿って研究内容を整理する 

 
１ 単元構想 
  子どもの思い・願いに沿って学習材を選定し、子どもとともに活動の目的（＝夢）を設定し、その

追究の過程で、子どもに育てたい資質・能力を明らかにし、子どもが大きく変容する「学びどころ」
を意識しながら学習活動の流れを組み立てる。 

 
（１）子どもの実態 

□戸部のまち（子どもたちの・家庭・学校・地域における実生活の営みや実社会との関わり）に
対する興味・関心、思い・願いをみとり、分析しているか。 

□子どもが生活科や総合で目指したい自分や学級について考えているか。 
   □子どもが材に対して強い思いや願いをもっているか。 
（２）学習材について 
  □学習材及びテーマ（＝単元を通して実現を目指すの活動目的）が明確になっているか。 

   □子どもにとって身近で繰り返し関わることができる対象か。 
   □材に対して造詣の深い、関わりが期待できる「人」がいるか。 
   □子どもにとって学ぶべき意味・価値のある内容があるか。また、教育課題や生活科の内容が明

確になっているか。 
   □内容に迫る子どもの姿が記述や発言等のレベルで具体的に分析されているか。 
   □多面的・発展的に分析されているか。 
（３）単元目標 

   □（１）（２）の内容に基づき、単元を通して達成を目指す活動の目的（＝夢）、子どもに育てた
いものの見方や考え方・生き方が分析されているか。 

（４）単元で育てたい資質・能力 
   □「育てたい資質・能力」に迫る学習活動が明確になっているか。 
   □「それぞれが飛べ」「みんなで翔べ」「ゆめいっぱい戸部」の三つの子ども像をもとに具体化さ

れているか。 
   □戸部のまちとのつながりが見えるように具体化されているか。 
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 （５）単元の学習活動の流れ（生活科：本単元の位置づけ） 
□子どもにとって新たなものの見方や考え方、生き方に迫るような変容が見られる「学びどころ」
が分析されているか。 

 □各小単元（生活科は単元）の課題が、学習活動の流れに沿った、子どもにとって切実なものに
なっているか。 

 □生活科では、学習対象が子どもに身近な地域の固有のものとして分析されているか。 
   □期待する子どもの変容が、迫りたい価値や次の課題へのつながりを意識した具体的なものにな

っているか。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 小単元構想 
 単元構想で整理した「学びどころ」を核とした探究の一つ一つの過程について、その時点での子ど
もの問題意識をもとに、「課題をもつ」「追究する」「振り返る」の三つの段階で、入り口と出口を明確
にして構想を立て、それぞれの過程で身に付けさせたい資質・能力を、教科等との関連も意識しなが
ら整理する。 
 
（１）小単元目標 

   □小単元を貫く活動目的、学習活動、育てたい資質・能力、気付かせたい学習事項、期待するも
のの見方や考え方等の視点から整理されているか。 

（２）みとりの視点と手立て 
   □みとりの視点が具体的な姿として分析されているか。 
   □育てたい資質・能力が網羅されているか。また、ねらっている資質・能力の内容として妥当か 
   □手立てが、教師の具体的な行為として明確にされているか。 
（３）関連する教科等 

   □「育てたい資質・能力」の視点から関連付けられる教科等の学習活動や指導事項等が具体的に
なっているか。 

（４）小単元の学習活動の流れ 
   □「本小単元に臨む子どもの姿」が、それまでの学習活動や地域・家庭・学校での実生活に基づ

いて、どのような思いをもって、本小単元に臨んでいるのか具体的なっているか。 
   □小単元の入り口（＝問い）が子どもたちの思考の流れに沿ったものになっているか。 
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□小単元の出口（＝答え）が入り口と対応しているか、また、見通しをもっているか。    
□一つ一つの学習課題のつながりが、子どもの思考や学習活動の流れに沿っているか。 

   □子どもの具体的な姿が、学ばせたい内容や育てたい資質・能力をもとに、焦点化されて記述さ
れているか。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３ 授業づくり 

前時までの子どもの学びの様子をみとり、小単元構想で設定したみとりの視点と照らし合わせなが
ら期待する変容を明確にし、そのための教師のはたらきかけ（＝本時のしかけ）を考え、その教師の
意図を「本時の学びどころ」として整理し、「つかむ」「ふかめる」「ふりかえる」の視点から１時間の
授業の計画を立てる。 

 
（１）本時目標 

   □学ばせたい内容・育てたい資質能力を意識しながら記述されているか。 
（２）本時に向かう子どもの姿 

   □学習カードや活動の様子をもとに、具体的にみとることができているか。 
（３）本時の学びどころ 
 □座席表をもとに、学級全体の傾向、考え方や取り組み方のまとまりやつながりが分析されてい

るか。また、小単元構想のみとりの視点と照らし合わせながら、学級の状態について分析され
ているか。 

 □期待する変容が具体的な記述や発言、行動としてイメージされているか。 
 □期待する変容をもとに、本時の手だての中心となる「しかけ」が具体的に考えられているか。 

（４）本時の展開 
   □本時課題が明確になっているか、また、妥当か。 

→子どもは本時に向けてどんな思いをもっているのか、何をしたいのか、ということが正しくと
らえられているか。 
また、子どもが本気で話し合ったり、取り組んだりしたいことになっているか。 

□「つかむ・ふかめる・ふりかえる」という三つの過程が整理されているか。 
□「ふかめる」にせまるための教師の発問等が明確になっているか。 
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□「つかむ・ふかめる・ふりかえる」の各段階における子どもの思考や学習活動が具体的に想定
されているか。 
・内容：分類、選択、対立、原因と結果、事実と感想のつながり、項目に対する評価…etc 

    ・形式：座標軸、表、矢印による関連付け、色による分類…etc 
    ・集団：個（ワークシート等）、グループ（ホワイトボード等）、学級全体（黒板） 

 □場や時間の設定、提示する資料、取り上げたい発言等、多様な視点から手立てが考えられてい
るか。 

   □本時目標のみとりの視点として、評価規準が分析されているか。また、そのみとりの手立ては
妥当か。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ⅲ 今年度の研究テーマ（研究副題について） 
 
１ 研究テーマ 

「『つかむ・ふかめる・ふりかえる』１時間の授業づくり」 

 
２ テーマ設定の理由 

研究主題の「夢をもち、夢を実現する子ども」を実現するために子どもと向き合う場は授業であり、

子どもが確実に変容する（資質・能力を身に付ける）１時間１時間の授業を積み重ねていくことが重

要である。そのような授業を展開するためには、教師は授業の中の一つ一つの学習活動に対して、意

図をもち、計画的に組み立てていくことが欠かせない。これまでの研究の中で、子どもが思いや願い、

活動を通して得た気付きや考えをもって、１時間の授業に臨み、積極的に話し合う姿が見られるよう

になってきている。一方で、そのような意欲的な子どもから挙がる多様な意見を整理しきれずに、拡

散したまま授業が終わってしまったり、教師の意図が強く出て、子どもの思考からずれてしまったり

することがあった。そこで今年度は、子どもたちの思いや願い、思考としっかりと向き合い、その実

態をつかんだ上で適切に判断しながら授業を深め、次の授業につなげていきたいと考えた。 
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子どもにとって意味のある１時間の授業をつくっていくためには、当面の問題解決のひとまとまり

である小単元構想が重要であることはもちろんのこと、さらには、年間を見通した活動目的が明確に

なった単元構想が重要であり、そのような単元を支える学習材である必要がある。授業づくりに視点

をあてることは、単元構想・小単元構想を軽視することではない。１時間１時間の授業における子ど

もの姿という事実をもとに、小単元、単元、宅習材について評価し、改善を図っていく、ということ

である。 

  

３ 研究テーマを具現化するための視点と取り組み 
 （１）「つかむ」「ふかめる」「ふりかえる」の三つの過程の整理 

①「つかむ」…課題の明確化、話し合いの可視化 

 「つかむ」とは、本時課題に対して学級としてどのように向き合っているのか、ということ

を教師が把握し、子どもが自覚する段階である。例えば、①体験的な情報収集を経て子どもた

ちが多様な情報を共有するような拡散的な学習であれば、そのまとまりやつながり、子どもの

興味関心がどこにあるかを捉えることであり、②複数の対象から何かを選んだり、対立する意

見について議論したりするような収束を目指していくような学習であれば、議論に決着をつけ、

合意形成していくための論点をつかんだりすることである。 

この段階を確かなものにするために、まずは、課題が前時までの学習活動の中で、子どもの

思いや願い、必要感をもとに、子どもの言葉によって整理されたものであること、そして、そ

のような課題に対する一人一人の子どもの気付きや思考のまとまりやつながりを、板書やホワ

イトボード等を活用し、可視化していくことが重要である。また、生活科においては、体験的

な活動を通して自分自身の対象との関わり方を見つめ直し、「もっと～したい」という思いや願

いをもてるように支援していくことも考えられる。 

   ②「ふかめる」…話し合いの焦点化・明確化 

「ふかめる」とは、「つかむ」の段階で見えてきた子どもたちの事実をもとに、本時の課題に

対して結論を出していく段階である。例えば、①「つかむ」で拡散した意見の中から、課題に

立ち戻って、より意味・価値のある事実や考え方を見出したり、②収束に向けて話し合う中で

見えてきた論点や新たな課題について話し合いを重ねたりすることである。 

この段階を確かなものにするために、「つかむ」で可視化された学級として思考の足跡（板

書・ホワイトボード等）や、子どもの具体的な発言をもとに、考えるべき課題を発問や板書等

で明示することが重要である。また、子どもが思考を深めていくための助けとなる資料を提示

したり、これまでの取り組みを振り返るように促したりすることが必要になることもある。生

活科においては、「つかむ」の段階で抱いた思いや願いを実現できるよう学び合いを促すこと

や、場や時間を保障すること、声かけ等、個に応じた適切な手立てを行うことが求められる。 

③「ふりかえる」  

「ふりかえる」とは、「ふかめる」で考えたことをもとに出した結論や、明確になった新たな

課題を子ども自身が自覚し、次の活動への見通しをもったり、自分なりの考えを整理したりす

る段階である。前時の学習活動が本時につながっているように、本時の学習活動が次時の活動

へとつながっていく。「ふりかえる」の段階までの子どもの思考の流れや活動の姿に沿って、視

点を明確にしたり、方法を工夫したりし、適切な振り返りが行えるよう支援していきたい。そ

うすることで、本時の入り口から質的に高まった「～したい」という「夢」をもてるようにし

ていきたい。 

 

 （２）育てたい資質・能力の明確化 

（１）で述べた授業の三つの過程のうち、①「つかむ」②「ふかめる」を確かなものにしてい

くためには、子どもたちがどのように思考しているのか、ということを教師がみとり、可視化

していくことが欠かせないのは前述の通りである。そのためにも、まずは教師が「この１時間

は、どのような思考をするのか（拡散か収束か、絞るのか選ぶのか…等）」ということを含め、

どのような資質・能力を育てたいのか、ということを明確にもっておくことが重要になる。新

指導要領に向けて資質・能力について様々な議論がなされ、新たな考え方が出されてきている

今、１時間の授業づくりを確かなものにしていくためにも、改めて本校の子どもたちに育てた

い資質・能力を明確にしていきたいと考え、資料①・②の通りに整理し直した。 
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資料①：資質・能力系統表 
目指す子どもの姿 視  点  低学年 中学年 高学年 

それぞれが飛べ 
 

課題解決の資質・
能力 
 

 

＜課題の把握＞ 
夢の実現に向けて解決すべ
き課題を見出して設定し、

その解決に向けて、構想を
立てる。 
推論・見通し・順序立て等 

夢を実現するために何
をすればよいか考えた
り、必要なものを準備

したりしようとする。 

夢の実現に向けて、
今、何をすべきかを明
確にもち、またそのた

めに必要なものを準備
したり、取り組みの順
番を考えたりする。 

夢の実現に向けて、見
通しをもって解決すべ
き課題を設定し、予想

や仮設を立て、必要な
もの・ことを具体的に
順序立てて構想を立て

る。 

＜情報収集＞ 
手段を選択したり方法を工

夫したりしながら情報を収
集する。 

身体を通して関わった
り、対象に直接働きか

けたりしながら、比較
したり、分類したり、
関連付けたり、視点を

変えたりして対象を捉
え、違いやよさを見つ
ける。 

 
 

課題に沿って他者と関
わったり、試行錯誤し

たりしながら方法を工
夫して情報を集める。 

課題に沿って他者と関
わったり、方法を吟味

し、工夫し、体験した
り、調査したりして情
報を集める。 

＜整理・分析＞ 

課題に沿って、収集した情
報を、整理・分析し事実を
とらえる。 

比較・分類・関連付け・ 
焦点化等 

比較したり、分類した

り、関連付けたりしな
がら情報を整理し、事
実をとらえる。 

比較したり、分類した

り、関連付けたりしな
がら情報を整理した
り、課題に沿って判断

するために必要なこと
を焦点化したり捉え直
したりする。 

＜まとめ・表現＞ 
整理・分析して捉えた事実
をもとに、課題に沿って、

自分の考えをもつ。また、
必要に応じて方法を工夫し
ながら相手や目的を意識し

て表現する。 
評価・選択・順位付け・ 
要約・構造化・理由付け等 

良さを生かしたり、試
したり見立てたり予測
したり、見通しをもっ

たりして創りだす。 
 
 

相手に伝わるように
様々な方法で表現した
り、相手にとって分か

りやすく表現したりす
る。 

課題に沿って、理由付
けしながら、評価・選
択・順位付けを行った

り、要約・構造化した
りする。 
 

自分の意見や立場を、
根拠を明確にしなが
ら、相手や目的に沿っ

て、方法を工夫しなが
ら伝える。 

課題に沿って、焦点化
された事柄について、
理由付けしながら、評

価・選択・順位付けを
行ったり、要約・構造
化したりする。 

自分の意見や立場を、
根拠を明確にしなが
ら、相手や目的に沿っ

て、方法を工夫しなが
ら伝える。  

みんなで翔べ 

 
協働的・対話的な
態度 

＜協働＞ 
夢の実現に向けて力を合わ
せて活動に取り組む。 

友達と一緒に、互いの
ことを気にかけ合いな
がら協力して活動し、

そのよさを感じ取る。 

友達の存在を意識し、
一緒に活動するよさを
大切にしながら、課題

の解決に向けて力を合
わせて活動する。 

友達と互いに信頼し合
いながら、課題の解決
に向けて役割を分担し

たり、支えあったりし
て力を合わせて活動す
る。 

＜対話＞ 
仲間や対象と双方向的に関
わり合う。 

互いの良いところを見
つけて共感したり、自
分と違う意見や考え方

があることに気付いた
りして、それを自分の
考えに生かそうとす

る。 

相手が伝えようとして
いることを意識しなが
ら聴き、自分の意見と

比べ良さや違う点を見
つけたり、つなげたり
しようとする。 

相手の立場や意図を意
識し、自分の考えと比
較しながら、批判的に

聴いたり、共感できる
部分を見つけたりし、
一緒に新たな見方や考

え方を生み出そうとす
る。 

ゆめいっぱい戸部 

 
主体性・自己理解・ 
地域への愛着 

＜自己理解＞ 
自己の成長や変容を見つめ
直し、可能性に気付いたり、

自信をもったりする。 
 

体験や活動を通してで
きるようになったこと
や新たにわかったこと

を見つめ直し、その変化
や成長に気付き、自信を
もったり自分らしさを

大切にしようとしたり
する。  

課題解決の過程を通してできるようになったことや
わかったことを見つめ直し、解決の仕方やものの見
方や考え方が変化・成長したことを自覚し、自信をも

ったり、自分らしさを大切にしようとしたりする 

＜気付き＞ 

追究を通して出会う、戸部
のまちの「ひと・もの・こと」
のよさに気付く。 

追究を通して関わった

対象の不思議さや楽し
さ、自分との関わりに気
付く。 

追究を通して関わった対象のもつ意義や価値、学習

活動を支えたり見守ったりしてくれた人々の存在
や、戸部のまちには魅力的な「ひと・もの・こと」が
あふれていることに気付く。 

＜思い・願い＞ 
戸部のまちに夢をもち続

け、その実現に向けて、主
体的に、粘り強く追究し続
ける。 

 

自分自身の家庭や学
校・地域での生活を振

り返り、やりたいこと
（＝夢）を見つけ、よ
りよい活動や生活を目

指して自分から進んで
取り組もうとする。 

生活経験や学習経験を
見つめ直し、興味・関

心のあることから、自
分たちの力で成し遂げ
たい目的（＝夢）をも

ち、その実現に向けて
粘り強く取り組もうと
する。 

生活経験や学習経験、
実社会の問題等を見つ

め直し、戸部のまちに
とって意味や価値があ
ると考えられる目的

（＝夢）を見出し、そ
の実現に向けて粘り強
く取り組もうとする。 
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資料②：概念的知識 
学 習 課 題 概 念 事実的知識に基づく概念的知識 

全
て
の
学
習
材
に
共
通 

地域・学校 

 

多様性 

 

相互性 

 

責任性 

連携性 

・戸部のまちや学校には、魅力的なひと・もの・ことがたくさんあふれて

いるということ。 

・それらは、自分たちの生活とつながっていて、自分たちの生活を豊かで

持続可能なものにしているということ。 

・自分も地域や学校の一員として、よりよく地域や学校と関わっていく必

要があるということ。 

キャリア 

 

連携性 

 

多様性 

・地域には自分たちの活動を温かく見守り、支えてくれる人がたくさんい

るということ。 

・身の回りには優れた知恵や技、熱い思いをもって、真摯に仕事や取り組

みに打ち込んでいる人がいるということ。 

そ
れ
ぞ
れ
の
学
習
材
に
固
有 

環境・生命 

 

相互性 

 

有限性 

・身の回りの自然環境（身近に存在する動植物等）は、自分たちの生活を

含め、つながり、関わり合っているということ。 

・身の回りの自然環境（身近に存在する動植物等）は有限で、大切に守っ

ていかなければならないということ。 

文化 

 

多様性 

 

公平性 

・身の回りには先人が築き上げてきた様々な文化（こと・もの）があり、

そこにはその文化に固有の思いや知恵が凝縮されているということ。 

・自分が属する文化とは異なる文化をが存在し、そこには尊重すべき見方

や考え方があるということ。 

ものづくり 

 

多様性 

連携性 

・自分たちの手で何かを創り上げたり成し遂げたりすることで生活が豊か

で持続可能なものになるということ。 

防災・安全 連携性 

責任性 

・身の回りには、自分たちが安全・安心して暮らせるような様々な仕組み

があることや、そのために努力している人がいるということ。 

食・健康 公平性 ・自分たちの生活の中には、健康に生きていくための知恵や、それを普及

していくための取り組み等があるということ。 

福祉 

 

公平性 

連携性 

・地域には多様な人が暮らしていて、互いに支え合い、尊重し合っている

こと。またそのための仕組みがあるということ。 

「多様性」…いろいろある   「相互性」…関わり合っている 「有限性」…限りがある 
「公平性」…一人一人大切に  「連携性」…力を合わせて   「責任性」…責任をもって 

※「概念」については、国立教育政策研究所「学校におけるＥＳＤに関する研究」を参考 

 

Ⅳ 研究方法 
 
１ 研究組織 
 

 

 

 

  ・推進委員部…研究計画の立案、研修会の運営 

  ・庶務環境部…指導案印刷・発送、教育環境整備 

  ・各 部 会…指導案検討・授業研究会事前検討・授業後の協議会 

 

２ 具体的な取り組み 
（１）研究全体会 

４月：年度当初に年間計画や研究内容について共通理解を図る 

５月：実際の授業を通して、具体的な内容について理解を深める 

夏季：夏季休業前までの実践をもとに、研究内容を見直し、夏季休業後の計画を確認する 

２月：実際の授業を通して、年間の取組について振り返り、次年度に向けての課題をまとめる 

   

研究全体会 推進委員部 

庶務環境部 

個別支援部会 

低学年部会 

中学年部会 

高学年部会 

生活科・ 
個別支援部会 

総合部会 



- 10 - 

 

（２）研修会 

・生活科・総合的な学習の時間に関する最新情報について、ワークショップ等を通して本校

の研究との関わりの視点から理解を深める 

   ・他教科との関連について、資質・能力の育成、アクティブ・ラーニング等の視点から、講師を

招いて学習する。（今年度は国語と理科） 

 （３）授業研究会 

①授業研究会のねらい 

単元構想・小単元構想・授業作りの実際を互いに見合うことで、良いところを学び合ったり、

相互評価し合ったりすることで、学びの充実を図る。 

   ②授業研究会のもちかた 

時期 やること 

～３週間前 ・いろいろな職員に相談し、自分なりにやりたいことを明確にする。 

～２週間前 ・部会で指導案をもとに、学習材の選定、小単元構想についてのチェックポ

イントを中心に検討する。 

・部会後、推進委員会をもち、話題を共有したり、話し合ったりする。 

～１週間前 ・部会、推進委員会の内容を受けて修正後、部会で確認し、指導案の発送を

する。 

～前日 ・子どもの様子を学習カード等でみとり、座席表に整理する。 

・『本時の学びどころ』『本時のしかけ』、本時課題、本時目標、評価規準を設

定し、本時案をまとめる。 

・板書計画を部会で検討し、授業の構想を練る。特に、思考の構造や流れが

可視化されるような思考ツールを用いた板書の工夫について考える。 

（朱書き、資料印刷、掲示物等、授業に必要な手立てを考え準備する。） 

当日 ・授業を行う。全力でがんばる。 

・部会（学年）で授業記録をとる。 

・参観者は「参観カード」を記入する。感想だけでなく疑問を必ず書く。 

※研究内容を具現化する視点、授業の視点を意識しながら授業を見る。 

・推進委員の担当者が中心となり集約する。 

・部会や全体会で授業を振り返る。 

※「本時の学びどころ」を中心に話し合う。 

（４）研究発表会 

・全学級授業を公開し、協議会を通して外部の方からの意見や講師の先生方からの指導・講評を

いただき、年度末に向けて今年度の実践を振り返る。 

・研究座談会を通して、今年度の本校の取組についての成果と課題について考察する。 

 

３ 研究の振り返り、まとめについて 
・子どもの育ちについて、①学習カードや授業記録などの子どもの具体の姿と、②総合・生活科で

学んだことや育ちに対する子どもの意識調査をもとに検証し、各実践の成果と課題について、部

会を中心に振り返る。 

・12月の研究発表会や２月の授業研究会に、年間を通してご指導いただいた先生からの指導・講評

をいただき、それをもとに、推進委員会が中心となって研究の成果と課題について整理する。 

・２月の授業を伴う研究全体会を通して、今年度の成果と課題についてまとめ、次年度の研究の方

向性について議論する。 

 

 



- 11 - 

 

４ 研究日程 
日程 種 別 内 容 

４／４ 研究全体会① 「今年度の研究について」 

４／１５ 三校合同研修会 ２９年度全国大会に向けての主題理解研修 

４／２６ 研修会① 「単元の立ち上げについて」 

５／１０ 研修会② 「生活科・総合に関する動向について」 

５／２６ 研究全体会② 「今年度の研究について」 

講師 嶋野先生 奈須先生 竹田先生 大内先生 

授業者：鈴木(6-2) 

６／１０ 授業研究会① 講師： 

授業者：花村(2-2) 遠藤(4-1) 遠山(6-1) 

６／２３ 授業研究会② 講師：田村先生 倉澤先生  

授業者：片岡(1-1) 大西・今井(個別) 堀内(4-2) 小川(5-1) 

７／１ 

 

授業研究会③ 講師：島本先生 

授業者：堀(1-2) 小野田(2-1) 髙橋(3-1) 武藤(3-2) 吉川(5-2) 

７／２１ 研究全体会③ 「戸部小学校で子どもに育てたい資質・能力について」 

７／２２ 研修会③ 「国語科で大切にしたい資質・能力と授業づくり」 

講師：白幡小学校教諭 小水亮子先生 

７／２５ 研修会④ 「理科で大切にしたい資質・能力と授業づくり」 

講師：竹田惇子先生 

７／２６ 研究全体会④ 「実践の振り返りと、今後の取り組みについて」 

８／２５ 研究全体会⑤ 「研究計画の見直しと、後期の見通し」 

１０／１４ 授業研究会④ 講師：大内先生 竹田先生 山本先生  

寳來先生 斎藤先生 榮先生  

授業者：大西・今井(個別) 堀(1-2) 小野田(2-1) 

    髙橋(3-1) 堀内(4-2) 鈴木(6-2) 

１０／２１ 授業研究会⑤ 講師：倉澤先生 竹田先生 永野先生  

授業者：片岡(1-1) 花村(2-2) 武藤(3-2) 小川(5-1) 

１０／２８ 授業研究会⑥ 講師：藤井先生 島本先生 後明先生 永野先生 

授業者：遠藤(4-1) 吉川(5-2) 遠山(6-1) 

１２／３ 研究発表会 「夢をもち、夢を実現する子ども 

 ～『つかむ・ふかめる・ふりかえる』１時間の授業づくり」 

２／２３ 研究全体会 「今年度の振り返りと、次年度の方向性について」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


