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平成２９年度 校内研修（究）計画書 
十和田市立ちとせ小学校 

 

１ 学校の教育課題 

基礎的・基本的内容の確実な

定着と学力の向上 

自己抑制力および望ましい

人間関係の育成 
健全な生活習慣の育成 

                    

  教育目標   

進んで考え表現する子 明るく思いやりのある子 健やかでたくましい子 

 

  努力目標   

ともに学び，自分の考えを

表現する子どもを育てる 

 ともに支え，思いやりの心で

人とかかわる子どもを育てる 

ともにきたえ，健康や安全

に努める子どもを育てる 

 

２ 本年度の研究計画 

（１） 研究主題 

 

 

   

  ※「学び合い」 

…「学び合い」とは，自ら学ぼうとする意志があるうえで，自分の考え（感じたこ

と，疑問など）を伝え合うことである。友達と学び合う中で，理由を考えたり，

友達や全体と比較したりすることで，さらに自己の考えを深めていくことを目指

していく。なお，「学び合い」の基礎となるものは，児童一人一人が主体的に学習

へ参加すること，安心して学ぶことができる環境をつくることが大切である。 

  ※「自己を表現できる」 

…「自己を表現できる」とは，主体的に考え，自分の考えを分かりやすく「書くこ

と」「話すこと」ができることであるが，道徳教育では，自己をみつめ，自己の生

き方について考え，意思表示をすること全般を表す。 

 

（２）主題設定の理由 

  ①学習指導要領等との関連 

   ・小学校学習指導要領解説総則編（抄）平成２７年７月 文部科学省 

 

 

 

 

 

ともに学び合い 自己を表現できる子どもの育成 

～自ら考える子どもを育てる道徳の授業づくり～ 

（２）道徳教育の目標（第１章第１の２の中段） 

 道徳教育は，教育基本法及び学校教育法に定められた教育の根本精神に基づき，自己の

生き方を考え，主体的な判断の下に行動し，自立した人間として他者と共によりよく生き

るための基盤とある道徳性を養うことを目標とする。 
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   ・小学校学習指導要領解説 特別の教科 道徳編 平成２７年 文部科学省 

 

 

 

 

 

 

       学習指導要領では，人格の基盤を形成する小学校の段階においては，児童自らが自己をみつめ，

「自己の生き方」を考えることができるようにすることが大切であり，「自己の生き方」を考える

とは，児童一人一人が，よりよくなろうとする自己を肯定的に受け止めるとともに，他者との関

わりや身近な集団の中での自分の特徴などを知り，伸ばしたい自己について深く見つめることと

ある。「自己をみつめる」ためには，道徳的価値に自分を照らし合わせながら，これまでの自分を

見直して，新しい自分像をもつことだと考える。また，そこからさらに物事を多面的・多角的に

考えたり，自分の生き方についての考えを深めたりするのは，自分一人でなく様々な人との関わ

りをとおして，自分と異なる考えと比較しながら生まれるものである。このことからも，道徳の

時間には，資料の提示や友達との交流によって，多様な考え方や感じ方に接することが必要であ

る。児童一人一人に自己肯定感をもたせながら，「個人で考えること」と「相手とのつながりを考

える」研究をしていきたいと考えている。また，学校教育全体との関連を図りながら，道徳的な

判断力，心情，実践意欲と態度を育てることが，本校の教育課題解決につながると考えた。 

 

  ②児童の実態，学校教育課題との関連 

    本校の児童は，明るく元気なあいさつができ，感受性が豊かで独創的な思考が働くという良さ

が見られる。しかし，自分の成長を感じながらも，課題を最後までやり遂げることや，さらなる

成長をしようという気持ちにやや欠ける児童が全体的に多い実態が学習意欲に関するアンケー

トから分かっている。さらに，本校の教職員アンケートでは，児童につけたい力として「表現す

る力」が挙げられている。 

平成２６年度から「心に響く いい声 日本一」を目指して，特色ある学校づくりに取り組ん

でおり，いい声であいさつや返事ができるようになってきたことが，地域の声からも実感できる

ようになった。一方で，学習活動中の児童を観察してみると，返事やあいさつではいい声が感じ

られるものの，考えを伝える場面では高学年になるにつれて主体的に表現することが減ってきて

いる児童も少なくない。本校の教育課題である「自己抑制力および望ましい人間関係の育成」に

おいて，重点指導事項である「気持ちのよいあいさつ・返事・言葉遣い」「きまりを守る」といっ

た本校の特色を生かした指導を継続しつつ，児童が自分の考えを主体的に表現できるように，創

意工夫した道徳教育が大切であると考える。 

 

  ③これまでの研究の成果と課題との関連 

    本校では，平成２６年度から平成２８年度まで「ともに学び合い，生き生きと表現できる児童

の育成」をねらいとし，「学び合い」の場面設定や「視覚に重点をおいたユニバーサルデザイン」

を取り入れた支援の在り方について研究を進めてきた。また，「適度に難易度を上げた課題」を設

（「第３章特別の教科道徳」の「第１ 目標」） 

第１章総則の第１の２に示す道徳教育の目標に基づき，よりよく生きるための基盤とな

る道徳性を養うため，道徳的諸価値についての理解を基に，自己を見つめ，物事を多面的・

多角的に考え，自己の生き方についての考えを深める学習を通して，道徳的な判断力，心

情，実践意欲と態度を育てる。 
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定することで，見通しをもって学習に臨むことの大切さや，話合いの有効性についてある程度の

成果を得ることができ，教師が日常的に意識して授業を展開できるようになった。 

    来年度から全面実施となる「特別の教科 道徳」（道徳科）においても，友達との交流のしやす

い「学び合い」は有効な手立てになると考えられる。また，「視覚に重点をおいたユニバーサルデ

ザイン」についても，児童が授業の流れや資料内容を把握すること，自分の考えを導くための一

助としていきながら，自己の生き方についての考えを深めさせたいと考え，研究に取り組むこと

とした。 

 

（３）研究目標 

 ともに学び合い，自己を表現できる児童を育成するためには，すべての児童が参加できる

学び合いを取り入れた，多様な指導方法を工夫することが有効であることを，実践を通して

明らかにする。 

 

（４） 研究仮説 

 道徳の授業において，「学び合い」の場面設定や多様な授業展開を取り入れた指導方法の工夫

を行えば，道徳的価値の自覚が深まり，自己を表現できるようになるであろう。 

 

（５）仮説の検証に向けて 

  ①教材・資料の研究 

・児童の実態に応じた資料の精選（自作資料を含む） 

・「発問の工夫」：中心発問やゆさぶる発問の吟味 

 ②児童が自己を見つめ、多面的・多角的に考える指導の工夫  

ア 提示物の工夫  

・ 自己の生き方のふり返りの場面が鮮明になる生活や学習の場面の提示  

・ 資料への興味関心を高め，資料自体への理解を容易にし，児童の思考を促す資料提示の工夫 

・ 自己の道徳的な見方，考え方，感じ方を類型化できる板書の工夫  

 

イ 表現活動の工夫  

・ 発達の段階に応じて，自己の道徳的な見方・考え方・感じ方を表すことができる教具の工夫  

・ 発達の段階に応じて，自己の道徳的な見方・考え方・感じ方を表すことができるワークシー

トの形式の工夫  

・ 発達の段階に応じて，多様な生活経験を想起し，自己のよさや不十分さを振り返ったことを

表すことができる書かせ方の工夫（ワークシート，道徳ノート，私たちの道徳の活用など） 

  

ウ 交流活動の工夫      ※学び合いの系統性一覧参照 

・ 多様な考えや多面的なものの見方が表出するための対話の工夫  

・ 道徳的実践意欲を高めるための交流の仕方の工夫  

・ 資料中の人物の心情を共感的に理解するための役割演技の工夫  

・ 児童の発言内容の整理と視覚的な把握ができる板書の工夫 
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【「学び合い」で目指す児童の姿】 

 低学年 中学年 高学年 

学年の目標 

「学び合い」を通して，

伝え合うことの良さに

気付き，楽しく学び合う

子どもを育成する。 

「学び合い」を通して，

伝え合うことの良さを

知り，進んで学び合う子

どもを育成する。 

「学び合い」を通して，

伝え合うことの良さを

生かし，ともに高め合お

うとする子どもを育成

する。 

「
学
び
合
い
」
の
基
礎
を
作
る 

学ぶ意欲の重点 

※「学習意欲アンケート」 

から 

安心して学べる環境 
欲求・動機レベル 
（知的好奇心） 
（有能さへの欲求） 
（向社会的欲求） 

学習行動レベル 
（挑戦行動） 
（深い思考） 
（情報収集） 
（自発学習） 
（独立達成） 

認知・感情レベル 
（おもしろさ・楽しさ） 
（充実感） 
（有能感） 

協同的人間関係 

※文科省「こどもの発達段階

ごとの特徴と重視すべき課

題」から 

善悪の判断や規範意識

の基礎の形成 

感動する心（情操の涵

養） 

 

↓ 

人が嫌がることをしない 

できないことを笑わない 

自己肯定感の育成 

自他の尊重 

他者への思いやりの涵養 

他者の視点に対する理解 

↓ 

分からないことを卑下しない 

相手の気持ちを考え真摯になって相談に乗る 

抽象的な思考の次元への適応 

集団における役割の自覚 

主体的な責任意識の育成 

 

↓ 

分からない時は自分から聞くことができる 

みんなで高め合うことをねらいとする 

聴く態度・ 

話す態度 

聴く・話す力を育てる 

「相手の話をよく聴く」 

「考えたことを話す」 

「訳をつけて話す」 

聴き合う・話し合う力を

育てる 

「大事なところを考え

ながら聴く」 

「理由をつけて話す」 

「関係付けながら話す」 

学び合う力を育てる 

「整理しながら聴く」 

「理由をつけて話す」 

「全体をまとめて話す」 

自
分
の
考
え
を
も
た
せ
る
工
夫 

発問の工夫 

子どもが理解できる発問をする 

教師の発言を減らし，子どもに考えさせるための時間をとる 

子どもが思考・作業しているとき，妨げるような発問は避ける 

情感をこめて問いかける 

児童の思考のつながりを意識した発問をする 

ノート指導 ワークシートの活用 

学習の流れが分かるワ

ークシートやノート指

導 

思考の跡が見えるノー

ト指導 

学
び
合
い
の
場
面
の
工
夫 

学習形態 全体学習・ペア学習 男女混合４人グループ 男女混合４人グループ 

積極的に聞き合う 
「そうそう」 
「ふうん」 
「そうだね」など 

「なるほど」 
「そうか！」 
「そうなの？」など 

「それで？」 
「どうして？」 
「どう思う？」など 

子どもの意見を引き出す 

多様な思いや考えを引
き出す工夫 

意見を比べながら多様
な意見や考えを出し合う
工夫 

意見を比べながら多様
な意見や考えを練り上げる工
夫 

板 書 
学習の流れが分かる板
書 

学習の流れや子どもの 

思考の跡が見える板書 

学習の流れや子どもの 

思考の跡が見える板書 

学び合い 全体での共同的学び 

全体の協同的学びとグ
ループの協同的学びを
適宜組み合わせる 

前半に共有の学び，後半
に簡単に答えが出ない
課題を割り当てる 
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  ③環境づくり 

  ・各学年に「あったかハート」コーナーの設置し，善行や自分のよさが認められる掲示を全校で

掲示する。 

  ④家庭・地域との連携 

  ・「道徳参観授業」を各学級が年 1回行い，児童の様子を家庭や地域の方に参観してもらい，学校

における道徳教育の理解と協力を得る。 

  ・「郷土を愛する心を育てる授業」 

⇒ 道徳教育は，学校，家庭，地域社会の三者がそれぞれの役割を果たすことによって，その充実を

一層図ることができる。家庭や地域には，人，物，自然，歴史等児童が学ぶ価値のあるものが多く

あり，これらとのつながりを道徳の学習に取り入れることによって，自己を見つめることやともに

学び合うことが一層進み，よりよい生き方ができる人間としての成長につながるものと考える。児

童の発達の段階に応じて，郷土とのつながりから郷土の先人たちや，保護者・地域の人たちの生き

方に学び，郷土を愛する心を育む研究を進めていく。 

 

  ⑤具体的な研究方法 

   ○研究教科を「特別の教科 道徳科」とする。 

   ○研究グループは低学年・中学年・高学年の３ブロックとする。 

         低学年 ⇒ 上原子，古川，齋藤，藤谷，安田，畠山 

         中学年 ⇒ 清水，米内，小林，亀井，水井，三沢  

         高学年 ⇒ 中村，須郷，金澤貴，葛西，三浦，水口 

   ○検証授業は全学年行う。 

   ○検証授業を行わなかった学年については，指導案作成，授業実践を行い，各教科ブロックの研

究を行う。 

   ○検証授業をする際には，各ブロック内の学年が協力し合い，授業記録・協議記録をとる。 

 

  ⑥検証方法 

   ○研究内容については，研究した内容について日常の指導に生かしていく。 

 

      ＰＤＣＡサイクル 

           Ｐｌａｎ・・・校内研修計画，各学年・全体での指導案検討等 

         Ｄｏ・・・・・検証授業 

         Ｃｈｅｃｋ・・協議，評価 

         Ａｃｔ・・・・検証授業・協議をもとに，日常の授業に反映させる 

○児童の変容を把握する方法 

          

実態調査（Q-U，アセス，ちとせっ子アンケートなどの生活調査） 

         ワークシート，道徳ノート，私たちの道徳（自分の考えや，自己の振り返り）  

※その他，学習中の行動観察，分析などを行う。 
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（６） 研究日程 

No 月 日 内 容 方 法 

①  ４月 ６日（木） 校内研修共通理解 全員協議 

②  ４月１９日（水） 研修計画の提案，研究目標・仮説の決定 全員協議 

③   ５月１０日（水） 研修計画書の確認 全員協議 

④   ６月 ７日（水） 
提案授業指導案検討会（５年２組），指導案様
式確認 

全員協議 

⑤   ６月２８日（水） ５年 提案授業，協議会 全員協議 

⑥   ７月 ５日（水） 教材研究 学年協議 

⑦   ７月１９日（水） 一般研修 全員協議 

⑧   ８月１８日（金） 低・中・高学年協議，一般研修 ブロック協議 

⑨  ８月３０日（水） 低・中・高学年協議 ブロック協議 

⑩  ９月 ４日（月） ２年 検証授業，協議会 全員協議 

⑪  ９月２０日（水） ４年 検証授業，協議会 全員協議 

⑫ １０月 ３日（火） ３年 公開授業（兼 初任研） 全員協議 

⑬ １０月 ４日（水） １年 検証授業，協議会 全員協議 

⑭ １０月１８日（水） ６年 指導案検討会 全員協議 

⑮ １１月１５日（火） ６年 検証授業，協議会 全員協議 

⑯ １１月２９日（水） 研究の成果と課題アンケート配付・協議 学年協議 

⑰ １月１２日（金） 研究の成果と課題，県外研修報告会 全員協議 

⑱ １月３１日（水） 研究のまとめ，次年度の研究 全員協議 

⑲ ２月２１日（水） 次年度の研究 全員協議 

 

３ 研修計画 

（１）研修の重点 

①幅広く教育技術等を理解したり身に付けたりするため，実践的な研修を行う。 

  ②校外での研修の情報交換の場を設け，指導技術等を共有する。 

  ③次年度に向けて道徳年間指導計画の整備をする。 

（２）研修日程 

No 月日 内容 方法 教科・領域 講師名等 

①  ７月１９日 「アセス」の理解と活用 講義・演習 生徒指導・教育相談 県総合学校教育センター 

②  ８月中旬 障害特性に応じた指導 講義 特別支援教育 
教育支援アドバイザー 
高松吉道先生 

③  １～２月 県外研修等報告会 報告 その他 校内講師 

 

本主題での研究  １年目 研究教科等 道 徳 

研修主任 葛西 励 研究指定の有無 有 ・ ○無  

 


