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令和元年度 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。 

 

（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国語編 平成２９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 

～話す力・聞く力を育てる国語科の学習～ 

第１節 国語科の目標 

 言葉による見方・考え方を働かせ，言語活動を通して，国語で正確に理解し適切に表現

する資質・能力を次のとおり育成することを目指す。 

（１） 日常生活に必要な国語について，その特質を理解し適切に使うことができるよう

にする。 

（２） 日常生活における人との関りの中で伝え合う力を高め，思考力や想像力を養う。 
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       新学習指導要領では，「Ａ話すこと・聞くこと」「Ｂ書くこと」「Ｃ読むこと」の全ての領域にお

いて，自分の考えを形成する学習過程を重視し，考えの形成に関する指導事項が位置付けられた。 

考えを形成し，表現していくためには，「話すこと・聞くこと」がすべて学びの基盤となる。 

今年度の国語科の研究では，本校児

童の実態から「Ａ話すこと・聞くこと」

の領域に焦点を当て，表現力の向上を

中心に取り組んでいく。 

イメージ図にある「思考力・判断力・

表現力」の学びエンジンは，燃料とな

る「学びに向かう力」と駆体である「知

識・理解」といった３つが互いに関わ

り合うことで稼働し，主体的・対話的

で深い学びが生まれる。 

研究目標にある「伝える喜びを実感

させながら，自分の考えを形成する

力」とは，図中の「見方・考え方」の

ギア部であり，語彙や文法といった習

得した知識・理解を生かして文章や話

の内容を構成する力も育てながら，児

童の表現力向上につなげていきたい。 

 

  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，教育課題に挙げられるように，「基礎的・基本的内容の確実な定着と学力の

向上」，そして「進んで表現すること」について，さらに成長が必要な児童が見られる。 

平成２６年度から「心に響く いい声 日本一」を掲げ，昨年度からは「姿勢」「呼吸」「口形」

といったより具体的な指導を継続して行い，本校の目指す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，各行事をはじめとして様々な場面で実感できるようになった。 

学習活動中の児童は，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」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と共に，児童一人一人がより深く考えるた

めに「聴くこと」を意識させながら，言語能力の育成を目指していくこと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

（３） 言葉がもつよさを認識するとともに，言語感覚を養い，国語の大切さを自覚し，

国語を尊重してその能力の向上を図る態度を養う。 

語彙 
文法 

 

構成 
表現力 
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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

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。 

    平成２９年度から研究を始めた「特別の教科 道徳」においても，「視覚に重点をおいたユニバ

ーサルデザイン」については，児童が授業の流れや資料内容を把握することにおいて，有効性を

検証することができた。ただ，友達との「学び合い」や全体交流，自分の気持ちを表現する場面

で思いを伝える力の不足を感じることが教師からの反省として挙げられた。今年度からパイロッ

ト教科として取り組んでいく国語科を中心に，自分の考えや思いを相手に伝えるための語彙を増

やさせながら，一人一人の児童が様々な場面で自信をもって話す力と聞く力を育てていきたい。 

 

（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，伝える喜びを実感させなが

ら，自分の考えを形成する力を育てる学習活動が効果的であることを，実践を通して明らか

にする。 

 

（４） 研究仮説 

【仮説１】 

国語科の「話すこと・聞くこと」を中心とした言語活動において，話す内容を可視化したり，

発表の仕方や要点等に気付かせる支援の仕方を工夫したりすれば，より良い話し方・聞き方が

身に付き，主体的に自己を表現できるようになるであろう。 

【仮説２】 

身に付けた技能を生かして自分なりの考えを伝えたり，交流を通して仲間と学び合ったりす

ることにより，「人との関わり」を大切にした授業展開を行えば，伝え合うことの喜びや楽しさ

を感じることができるようになり，表現することへの意欲が高まるであろう。 

 

（５）仮説の検証に向けて 

  ①教材研究 

   ・学年，児童の実態に応じた「話すこと・聞くこと」の話題の設定，情報の収集，内容の検討 

・学年，児童の実態に応じた語彙の獲得（意味，使い方） 

 ②話す内容の可視化  

ア 提示物の工夫  

・ 教材への興味関心を高め，児童の思考を促す教材提示の工夫 

・ 話すテーマや共通理解するべき語句等の掲示 

・ 内容に応じた話型の提示 

・ ワークシートや板書での工夫 

イ 交流活動の工夫      ※学び合いの系統性一覧参照 

・ 「話す・聞く」の場の設定の工夫（小グループ，全体） 

・ 話すテーマや言葉など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 

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 

「相手の話を集中して

聴き，感想をもつ」 

 

「考えたことを話す」 

「順序を考えて話す」 

聴き合う・話し合う力を

育てる 

「大事なところを捉え

て聴き，考えをもつ」 

「理由をつけて話す」 

「話の中心を明確にし

て話す」 

学び合う力を育てる 

「意図に応じて内容を

捉えて聴き，比較して

自分の考えをもつ」 

「理由をつけて話す」 

「事実と感想，意見を整

理して話す」 

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研修の日常化に向けて 

   ア 「いい声集会」の実施 

    ・１年間を通して明るく元気な発声を意識して，明瞭に話すことや歌うことに取り組む。 

    ・友達や異学年と伝え合うことの良さを感じ合う。 

   イ 家庭・地域との連携 

    ・年間に１回保護者が参観できる「いい声発表会」を設定し，児童に言葉で思いを伝える素晴

らしさを実感させるとともに，成長を認め合う機会とする。 

    ・学校での取組みを家庭や地域に広める機会とし，家庭や地域の「人との関わり合い」と大切

にした活動にしていく。 

   ウ はげみ学習の実施 

    ・月，木曜日の業間１５分をそれぞれ「音読・暗唱」「ことば」（語彙の意味・使い方）に取

り組み，表現力の向上に努める。 

   

  ④具体的な研究方法 

   ○研究教科を「国語科」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 ⇒ 中村，野上，東，吉村，藤谷，夏原，安田 

           中学年 ⇒ 上原子，川村，金澤，佐藤龍，古川，清水 

           高学年 ⇒ 芋田，齋藤，小林，佐藤有，水井，成田，葛西 

   ○提案授業を高学年ブロック，検証授業を低・中学年ブロックから，各１回行う。 

   ○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。 

 

  ⑤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・ブロック・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（ちとせっ子アンケートによる学習・生活調査） 

         授業における見取り（自己の振り返り，学習中の行動観察・分析）  

ＣＲＴなど諸学習調査における国語科各領域の分析 
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（６）研究日程 

No 月 日 内 容 方 法 要請指導主事等 

①  ４月 ３日（金） 校内研修共通理解 全員協議  

②  ４月１７日（水） 
研修計画の提案，研究目標・仮説の決定，示範授

業研概要説明 
全員協議 

 

③   ５月１３日（月） 
研修計画書の確認，示範授業研共通理解（指導案

様式等確認） 
全員協議 

 

④   ６月 ５日（水） 示範授業研授業指導案検討会 
全員協議 

⇒ブロック 

 

⑤  ６月２７日（木） 初任者研修 示範授業研修 授業公開  

⑥  ７月 ３日（水） 教材研究  ※計画訪問前日のため 学年  

⑦  ８月２８日（水） 一般研修（音楽） 全員  

⑧  ９月 ４日（水） ６年提案授業指導案検討会 全員協議  

⑨  ９月１１日（月） ６年提案授業 全員協議  

⑩ １０月 ７日（月） 低学年指導案検討会 全員協議  

⑪ １０月２３日（水） 低学年検証授業，協議会 全員協議  

⑫ １１月１３日（水） ３年指導案検討会 全員協議  

⑬ １１月２７日（水） 
３年 検証授業，協議会 

→研究の成果と課題アンケート配付 
全員協議 

市教育委員会 

須郷英明 指導主事  

⑭ １２月１１日（水） 研究の成果と課題協議 全員協議  

⑮ １月１０日（月） 研究の成果と課題まとめ，県外研修報告会 全員協議  

⑯ ２月１０日（月） 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。 

 

（２）研修日程 

No 月日 内容 方法 教科・領域 講師名等 

①  ８月２８日 合唱指導 講義・演習 音楽科 未定 

②  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 国語科 

研修主任 葛西 励 研究指定の有無 有 ・ ○無  

 


