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あ い さ つ 

 

校庭や近くにある温水池の木々の葉が色づき、秋の深まりを感じさせてくれていま

す。皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

さて、改正教育基本法と学校教育法の一部改正をもとに、平成 23 年度から新小学校

学習指導要領が完全実施され、本年度で２年目を迎えています。今、私たちには、こ

れらの趣旨に沿った教育の推進と充実を図っていくことが求められています。 

このような中、本校では、平成 23 年度静岡県教育委員会「小学校外国語活動におけ

る授業実践研修」の会場校として授業公開を実施しました。併せて、学校教育目標「と

もに夢をかなえる子」を目指して、平成 23 年度・24 年度と三島市教育委員会指定研究

を受け、研究主題を「伝え合い学びを深める子をめざして」～温かい人間関係づくり

を基盤とした表現力を育む授業の実践～とし、研究に取り組んでまいりました。 

私たちの研究の根幹には、子どもの学びを成り立たせるのは、子どもの学ぶ環境で

ある温かな人間関係のある学級経営とそこで営まれる授業との両輪が相互に関係し合

い、スパイラルのように高まっていくものと考えています。 

そこで、研究仮説をもとに、「温かい人間関係づくり」と「表現力を育む」ために、

様々な手だてを講じ、授業実践を重ねてきました。その結果、自分の考えを友達に認

められて自信をもったり、他の子の考えとの違いやそのよさをわかったりする姿が、

日常の授業にも見られるようになってきました。 

一方、本校だけに限らず、教員へは様々な仕事が重くのしかかり負担となっている

現状もあります。このような中で、教員の本分である授業について研鑽するには従来

どおりの校内研修の在り方を変えていくことも必要となってきています。授業者だけ

でなく、授業を参観する人も、共に主体的に臨んでいけるようにと、本校では「授業

リフレクション」として、中身の濃い授業研究後の話し合いにも取り組んできました。 

本日、授業リフレクションに参加される先生方からの様々なご教示・ご示唆をもと

に、子どもの学力と教員の授業力とが相互に伸びていくことを、これからも続けてま

いる所存です。 

最後になりましたが、本研究会の開催にあたり、ご指導・ご助言をいただきました

静岡県総合教育センター東部支援班指導主事、元授業アドバイザー菊池裕子先生、三

島市教育委員会の皆様、及び三島市教科等リーダーの先生方に心より感謝申し上げま

す。 

 

 

平成 24 年 11 月 16 日 

 

三島市立南小学校   

校長 長谷 和俊  



１ 主題設定へのあゆみ

Ｈ２３．４．１５伝え合う子どもの姿とは・・・

～ ～ワークショップにより見えてきたもの

伝えたい＝やる気

聞く・話すの基本姿勢、話す・聞くスキル

（認め合う）学級づくり 人間関係

考える多様な表現

ジェスチャー

言語力

コミュニケーション力言葉のキャッチボール

つなげ合う

共感

伝え合う子の育成のために、南小教職員が必要と考えていることは・・

①温かい人間関係づくり

相手を思いやる・大切にする→ 相手の話を大切に聞こうとしたり、

伝えようとしたりする。

認め合える人間関係 何でも言い合える、安心して表現し合える学級づくり

②表現力を育む

伝えたい・分かってもらいたい・見てもらいたい

〈 〉受け止めたい・分かりたい・見たい 意欲

聞く・話すの基本姿勢 聞く・話すのスキル

〈 〉言葉のキャッチボール 語彙力 言語力

体験・事実・知識・技術を駆使して分かりやすく伝えようとする

〈 〉分かろうとして考える 思考力・読解力（ ） 活用力

共感 つなげ合う 表情で伝える

〈コミュニケーション力〉ジェスチャーで伝える

ー２－



２ 研究の概要

研究主題研究主題研究主題研究主題

伝え合い学びを深める子をめざして
～温かい人間関係づくりを基盤とした表現力を育む授業の実践～

主題設定主題設定主題設定主題設定のののの理由理由理由理由

（１）教育の今日的課題から

変化の激しい現代社会においては、子ども達の「生きる力」の大切さが叫ばれて久

しい。学習指導要領においても「確かな学力 「豊かな人間性 「健康や体力」など」 」

の「生きる力」がますます重要視されている。

本校では 「生きる力」において、人と人とのコミュニケーション能力が最も重要、

な要素の一つであると考えた。個の集まった集団である学校は、このコミュニケーシ

ョン能力の育成に大きな役割を担っているといえる。学校の様々な学びの場で、温か

い人間関係をつくり、認め合い、意見や思いを伝え合うこと。多様な形で表現し合う

こと。そして、それによって個々の学びを深めていくこと。さらにその経験を何度も

積み重ねていくことが、生涯にわたっての「生きる力」を獲得することにつながると

考えた。

（２）学校教育目標から

本校教育目標は 『ともに夢をかなえる子』である。子ども達が一人ひとりの夢、

（希望）を育み、実現していこうとする時、本校で大切にしていくのは、自身を取り

巻く人間関係の中で、 という姿勢である。つまり、自己実現のみならともにかなえる

ず、他者実現をかなえられる力を理想とし、他者との関わりの中で個々の学びを深め

ていくことをめざしている。

（３）児童の実態から

明るく素直な子が多く、何事に対しても、知りたい、見たい、やってみたいという

意欲に満ちている。伝統の「レパートリー発表会」を４９年間引き継いでいる学校環

境もあり、音楽・図工・体育等の教科や特別活動における表現活動では、どの子も自

分らしさを伸び伸びと発揮している。一方で、分かりたい、できるようになりたいと

いった意欲をもってはいるものの、学び方、学ぶ習慣がきちんと身ついていない子も

見られる。特に「聞く・話す力」に課題があり、それがあって初めて成り立つ「伝え

合い」には到底至っていないのが現状である。本校の子ども達のよさである「生き生

き、伸び伸びとした表現力」を「言語力、活用力、コミュニケーション力等に裏づけ

された確かな表現力」に高めていくこと。それが、一人ひとりの学びを深めるための

「伝え合い」につながると考えた。

以上の３点から、研究主題を、｢ ～温かい伝え合い学びを深める子をめざして

人間関係づくりを基盤とした表現力を育む授業の実践～」とした。

－３－



３ 研究仮説を検証するための手だてを探る

研究仮説
〈１〉相手を思いやり、認め合える温かい人間関係を築けば、安心して表現し合うこ

とができ、学びを深めることにつながるだろう。

〈２〉豊かな表現力を育む授業の工夫をすれば、伝え合いが生まれ、学びを深めるこ

とができるだろう。

手だて〈１〉温かい人間関係づくりのために・・教育活動全般
○生徒指導的アプローチ 朝の会、帰りの会、学級掲示を利用した認め合い活動

（優しさ発見コーナー 友達のよいところ見つけ）

○特別活動的アプローチ ペア活動、学級活動、児童会活動での人間関係づくり

（ペア遊び、ペア集会等での触れ合い）

○道徳教育におけるアプローチ 「思いやり・親切 「信頼・友情」の内容項目」

を重点化した授業

○学校行事からのアプローチ １年生を迎える会、運動会、学習発表会

学年・学年団行事等での人間関係づくり

手だて〈２〉表現力を育むために
・・・・・・・・・教育活動全般○言語表現スキルの習得

（スキルタイムでの音読練習、話し方練習

朝の会・帰りの会でのスピーチや質問コーナー）

・・・授業実践○授業内での小グループ化の位置づけ

（学びに迫るための人数、タイミング、方法等の検討）

○学年団での発達段階に応じた育てたい表現力と

・・・・・・・・・授業実践そのための工夫を模索

育育育育てたいてたいてたいてたい表現力表現力表現力表現力のおさえのおさえのおさえのおさえ（（（（表現力表現力表現力表現力のののの観点観点観点観点））））

表現力
伝えたい 分かってもらいたい 見てもらいたい

〈 〉受け止めたい 分かりたい 見たい 意 欲

聞く・話すの基本姿勢 聞く・話すのスキル

〈 〉言葉のキャッチボール 語彙力 言語力

体験・事実・知識・技術を駆使して分かりやすく伝えようとする

〈 〉分かろうとして考える 思考力・読解力（ ） 活用力

共感 つなげ合う 表情で伝える

〈 〉ジェスチャーで伝える コミュニケーション力

－４－



４ 研究の手だて確立

伝え合い学びを深める子をめざして
～温かい人間関係づくりを基盤とした表現力を育む授業の実践～

手だて〈１〉～温かい人間関係づくりのための手だて～
①①①①おおおお互互互互いのよさをいのよさをいのよさをいのよさを認認認認めめめめ合合合合えるえるえるえる学級学級学級学級づくりづくりづくりづくり((((生徒指導生徒指導生徒指導生徒指導））））

・ 帰りの会でのよいこと見つけ よいこと紹介コーナー認め合い活動

・ 一人ひとりを大切にする姿勢に基づいた言葉遣い・声かけ教師の姿勢

②②②②あこがれやあこがれやあこがれやあこがれや優優優優しさをもったしさをもったしさをもったしさをもった人間関係人間関係人間関係人間関係づくりづくりづくりづくり((((特別活動特別活動特別活動特別活動））））

・ 人間関係プログラム学級活動での取組

・ あいさつ運動ボランティア あいさつの木異年齢集団の交流

感謝や励ましの手紙 ペア学年との交流

③③③③絆絆絆絆をををを大切大切大切大切にしたにしたにしたにした学級学級学級学級・・・・学年団学年団学年団学年団でのでのでのでの取組取組取組取組

・ クラス遊びの日 体力アップコンテスト学級内の絆

・ 学年団遠足 学校探検で２年生が１年生を案内（低）学年団の絆

三島サンバやうさぎ当番の仕方を４年生が３年生に伝授（中）

５・６年マンツーマンペアによるレパートリー引き継ぎ（高）

④④④④｢｢｢｢思思思思いやりいやりいやりいやり・・・・親切親切親切親切 「「「「信頼信頼信頼信頼・・・・友情友情友情友情」」」」のののの内容項目内容項目内容項目内容項目をををを重点化重点化重点化重点化したしたしたした授業授業授業授業((((道徳教育道徳教育道徳教育道徳教育））））」」」」

手だて〈２〉～表現力を育むための手だて～ (授業実践）
①①①①言語表現言語表現言語表現言語表現スキルスキルスキルスキルをををを身身身身につけるにつけるにつけるにつける取組取組取組取組

・全校集会でのスピーチや表現活動

・読書指導 ゲストティーチャーを招いてのワークショップ 読み聞かせ

・朝の会のスピーチ（発達段階に応じた課題をもって）

・コミュニケーション教材や音読カードの利用

②②②②授業内授業内授業内授業内でのでのでのでの小小小小グループグループグループグループ化化化化のののの位置位置位置位置づけづけづけづけ

・学びの効果・意味のあるグループ化

小集団の中での伝え易さ→喜び・伝える意欲

教え合い→教える側・教わる側双方に学びの深まり

③③③③表現表現表現表現したくなるようなしたくなるようなしたくなるようなしたくなるような場場場場のののの設定設定設定設定

・教師の出方 聞く・発問・支援・待ちのタイミング

・児童間の認め合い 相互評価 アドバイス 振り返りカード

平成 ２３年度 算数科（低） 図画工作科（中）外国語活動（高）

平成 ２４年度 国語科（低） 算数科 （中） 外国語活動（高）

－５－



５ 研究構想図

学校教育目標

と も に 夢 を か な え る 子

学校教育目標 （短期）
自ら 遊びにひたり・学びにひたり・働ききる 南小の子

研究主題

伝え合い学びを深める子をめざして
～温かい人間関係づくりを基盤とした表現力を育む授業の実践～

研究仮説〈２〉
豊かな表現力を育む授業の工夫をすれば、伝え合いが生まれ、学びを深めるこ

( 授 業 実 践 ）とができるだろう。

手だて 〈２〉～表現力を育むための手だて～
①言語表現スキルを身につける取組（教育活動全般）
②授業内での小グループ化の位置づけ（授業実践）
③表現したくなるような場の設定（授業実践）

研究仮説〈１〉
相手を思いやり、認め合える温かい人間関係を築けば、安心して表現し合うこ

とができ、学びを深めることにつながるだろう。
（生徒指導 特別活動 学級・学年団経営 道徳教育）

手だて〈１〉～温かい人間関係づくりのための手だて～
①お互いのよさを認め合う学級づくり（生徒指導）
②あこがれや優しさをもった人間関係づくり（特別活動）
③絆を大切にした学級・学年団での取組
④「思いやり・親切 「信頼・友情」の内容項目を重点化した授業（道徳教育）」

め ざ すめ ざ すめ ざ すめ ざ す 子子子子 ど もど もど もど も 像像像像

低学年・特別支援学級 中 学 年 高 学 年

よく聞いて、 よく聞いて、 よく聞いて、
しっかり話す子 自分の考えを表現する子 自分の考えを広めたり

深めたりし、表現する子

児 童児 童児 童児 童 のののの 実 態実 態実 態実 態

・発表したい気持ちが強い ・自分なりの思いや考えを ・自分の思いや考えを素直
子が多い。 もって発表する力がつい に表現できる。

・最後まできちんと話せな てきた。 ・話や意見の意図を汲み取
い。 ・聞こうとする態度はある りながら聞くことが苦手

・聞くときの態度が集中し が、じっくりと聞く姿勢 である。
ていない。 が身についていない。 ・友達の意見を受け止めた

・自信がなく、一人でやる ・他の子の意見を受容する り生かしたりしながら、
ことを恥ずかしがる。 力が育っていない。 自分の考えを表現できる

・発表するための語彙が少 子が少ない。
、 。なく 十分に伝わらない

－６－



①①①① おおおお互互互互いのよさをいのよさをいのよさをいのよさを認認認認めめめめ合合合合えるえるえるえる学級学級学級学級づくりづくりづくりづくり

お互いのよさを認め合える学級づくりのために、各学級、子ども達の実

態に応じた認め合い活動を行っている。

・毎日の学習カードの中に「よいこと見つけ」の欄を設け、常に友達のよ

さに目を向けるようにする。

・帰りの会に「今日の輝き大賞」といったコーナーを設け、その日に見つ

けた友達のよさを発表する。

・友達のよさを樹木の葉に見立て 「友達のよさ見つけたよ」、

の木を大きく育てていく。

このような取組を継続していくことにより、お互いのよさ

を認める意識が高まり、授業の中でも友達の発言、作品、演

奏等を積極的に認めていく姿勢につながっている。

②②②② あこがれやあこがれやあこがれやあこがれや優優優優しさをもったしさをもったしさをもったしさをもった人間関係人間関係人間関係人間関係づくりづくりづくりづくり

特別活動を中心に、異年齢集団の交流としてペアで活動する機会を

頻繁にもっている。従来のペア活動だけでなく、校内美化作業の草取

りをペアで行う等、勤労奉仕体験においても交流している。

児童会のあいさつ運動では、自然と上級学年がペアの下級学年を誘

って一緒に参加するようになった。このようなほほえましい姿から、

「あいさつの木」へのコメントも増えている。

１１１１・・・・６６６６年 実践例年 実践例年 実践例年 実践例

４月 １年生を迎える会

６月 レパートリー発表会

「 」「 」（ ）ペア集会 新聞島に生きのこれ 玉入れ ６年生計画

あいさつスマイル運動（ペアであいさつ運動に参加）

７月 ペアで草取り

１０月 ペア集会（１年計画）

ペア集会では、１年生が６年生の体につかまったり、おんぶしてもら

ったりすることで、お互いのぬくもりを感じ、ペアでの信頼関係を深め

ていく姿が見られた。

６月のレパートリー発表会では 息の合った迫力のある演奏を聴き か、 、「

っこいい 」と６年生へのあこがれを強くするとともに 「自分たちも６。 、

年生になったらレパートリー発表会をするんだ 」と未来の自分の姿を思。

い描いているようであった。６年生は、１年生からのレパートリーのお

礼の手紙をもらうことで、レパートリーが成功したという喜びをかみしめ、最上級生としての自覚を

高めた。その自信から、自分のペア以外の子にも積極的に声をかけたり、朝の時間や昼休みなどに、

１年生を遊びに誘ったりする姿が見られるようになり、自然と交流が広がっていった。

ー ７－

手だて〈１〉～温かい人間関係づくり～

認め合い活動

異年齢集団の交流

あいさつのすてきな友達をみつけよう

””””””””あいさつのあいさつのあいさつのあいさつの木木木木



③③③③絆絆絆絆をををを大切大切大切大切にしたにしたにしたにした学級学級学級学級・・・・学年団学年団学年団学年団でのでのでのでの取組取組取組取組

実践例 体力実践例 体力実践例 体力実践例 体力アップコンテストアップコンテストアップコンテストアップコンテスト

静岡県で行われている体力アップコンテストに向けて、各学級目標を

立てて取り組んでいる。クラスごとに挑戦したい種目を話し合い、記録

が伸びるよう朝の時間や休み時間など、毎日練習に励んでいる。クラス

で挑戦したい種目を決める段階では、前の学年で取り組んできた種目を

行いたいという意見や、新しい種目に挑戦したいという意見もあり、な

かなか１つの種目に絞り込むことができないでいた。みんなが納得でき

るよう多くの時間をかけ、最終的にはみんなで協力でき、学級の絆が深

まっていける種目を決めることができた。これは、子どもの主体性が育

つ瞬間でもあった。

高学年では、委員会や係活動などで全員がそろうことが難しい状況で

はあるが、少しの時間を見つけては、意欲的に取り組んでいる。記録の

計測時に､上手にできず「ごめんなさい 」と謝る子に「大丈夫だよ。次。

がんばろう！」など、励まし合う言葉が

けも多く、温かい雰囲気の中で取り組め

ている。また、毎日練習することで､「今日は○○ちゃんが､ボールを

上手にとれるようになってきたよ 」など、子ども達同士でお互いの伸。

びを認め合うこともできている。練習を繰り返し、記録が伸びていく

様子も、子ども達の励みになっている。体力アップコンテストの取り

組みを通して、クラスの連帯感が培われている。

学級やペア学年だけでなく、学年団での強い絆があるのが南小の特徴である。

１１１１・・・・２２２２年 実践例年 実践例年 実践例年 実践例

４月 春の学年団遠足 （学校行事）

５月 ペアで学校探検 （生活科）

１年生に校歌を覚えてもらおう（音楽科）

６月 １年生に力山での遊び方を教えてあげよう（生活科）

９月 １年生に運動会の歌を教えよう（音楽科）

１２月 １年生をお店に招待しよう（生活科 ・・・予定）

生活科を中心に様々な交流を図っている。１年生にとって２年生は、大きな６年生ペアとはま

た違った一番身近なお兄さんお姉さんである。学校内では低学年の立場にある２年生にとっても、

教えたりお世話したりできることが、喜びと自信につながっている。

ー ８－

学年団の絆

ここが職員室だよ。
ここが保健室だよ。

けがをしたら来るんだよ。

学級内の絆

広いなぁ。

先生がたくさんいるね。 行ったお部屋にシールをはってね。

手をつなぎ、２年生が１年生を優しくエスコート

みんなでリレー

みんなでドッジボールラリー

みんなで８の字とび



３３３３・・・・４４４４年 実践例年 実践例年 実践例年 実践例

５月 学年団ペア顔合わせ

６月 あいさつスマイル運動

（ペアであいさつ運動に参加）

学年団ペア集会

７月 運動会の団演「みしまサンバ」の練習

学年団ペア草取り

１０月 うさぎの世話の引き継ぎ

運動会の団体演技は、３・４年生で「みしまサンバ」

を踊った。練習の時から、４年生がリードして３年生に

踊り方を教えていった。４年生は、手本になれるように

、 、 、と一生懸命練習に励み ３年生も ４年生を手本にして

元気いっぱい踊れるようになった。

また、本校では、４年生が当番制でうさぎの世話を行

。 、 、っている 動物が苦手だった子も 今では慣れた様子で

手際よくえさをやったり、掃除をしたりしている。子ど

も達の会話を聞いていると、生き物を愛し、命を大切に

思う心が育ってきているのを感じる。現在は、こうした

体験をもとにして、うさぎの世話を３年生に引き継ぎ始

めている。優しく教えてくれる４年生がいるので、初め

て取り組む３年生も、安心して世話をする様子が見られる。

５５５５・・・・６６６６年 実践例年 実践例年 実践例年 実践例 レパートリーレパートリーレパートリーレパートリー引引引引きききき継継継継ぎぎぎぎ

６年生の卒業を控えた１月。６年生から５年生へのレパートリー引き継ぎが始まる。それぞれのパ

ート毎にペアを組み、マンツーマンで一音一音教えていく。引き継ぎの最後、５年生は感謝の気持ち

を込めて６年生に演奏を披露する。

レパートリーは、親子２代で経験している子も多く、４９年もの伝統は南小の子ども達にとって大

きな誇りである。そのためか、このときばかりは自分の楽器をしっかりと引き継ごうと、どの子も真

剣そのもの。５年生に覚えてもらおうと一生懸命である。このような５・６年のペアは、南小レパー

トリーならではのもので、温かい絆、心の交流をもたらしている。

引き継ぎ後の５年生演奏を聴いて ６年生の感想

ついにぼくも本当のバトンタッチをするんだな、大じょう夫かなと思いながらこっちまでど

きどきしてきました。演奏が始まったとたん、なつかしくなってしまいました。ぼくのペアは、

一しゅんぼくの方を見て、また指揮者を見ていました。ぼくは必死になって、ペアは合ってい

るかな、指づかいは大丈夫かなと心配していました。でも、すいすいやっていたので、ここで

、本当に安心しました。ぼくがドナウ河のドレミを恥ずかしかったけれど歌いながら教えた日々も

それがよかったんだなと思いました。

ー ９－

ここの楽譜を

しっかり見ようね。

ここから難しいよ。

一緒に弾いてみよう。

いい音を出すにはここを

打つといいよ。



５年生の１月から練習してきたレパートリーがもうできなくなってしまうのが、少しさびしく、

またうれしいです。自分たちにまわってきたバトン（楽譜）を自分たちの次の代につなぐことが

できたからです。今日の５年生が演奏した発表会を聞いて、昨年の６年生もきっとこんな気持ち

で聴いていたんだろうと思いました。引き継いでからまだ１ヶ月しかたたないのにいっしょに練

習していたときよりもずいぶん上達したな、きっとたくさん努力したんだと思いました。もっと

もっと努力して最高のドナウ河にしてほしいです。

④④④④「「「「思思思思いやりいやりいやりいやり・・・・親切親切親切親切 「「「「信頼信頼信頼信頼・・・・友情友情友情友情」」」」のののの内容項目内容項目内容項目内容項目をををを重点化重点化重点化重点化したしたしたした授業授業授業授業（（（（道徳教育道徳教育道徳教育道徳教育））））」」」」

道徳の時間については 「思いやり・親切 「信頼・友情」の内容項目を重点化した年間指導計画を、 」

作成し、温かい人間関係づくりへとつながる道徳授業を実践している。

１１１１年 実践例年 実践例年 実践例年 実践例 「「「「はしのうえのおおかみはしのうえのおおかみはしのうえのおおかみはしのうえのおおかみ 〔〔〔〔２２２２－（－（－（－（２２２２））））親切親切親切親切〕〕〕〕」」」」

おおかみの心情を追っていく中で、実際にくま役の人にだっこしてもらうことで親切にしてもら

う喜びを体感したり、うさぎ役の子を渡す場面の動作化により、親切にする喜びを感じたりするこ

とができた。

（子どもたちの感想）

・くまさんがとおらしてくれたようにしたいな。

・いじわるしないようにしたい。

・これからおともだちとなかよくしよう。

・やさしくすると、あいてもうれしいし、

じぶんもうれしかったよ。

６６６６年 実践例年 実践例年 実践例年 実践例 「「「「ロレンゾロレンゾロレンゾロレンゾのののの友達友達友達友達 〔〔〔〔２２２２－（－（－（－（３３３３））））信頼信頼信頼信頼・・・・友情友情友情友情〕〕〕〕」」」」

ロレンゾに対しそれぞれ違う行動をとった

３人の登場人物について 「どの人の考えに、

賛成するか 」を発表し合った 「本当の意味。 。

で友達のことを考えた行動とは？」を話し合

うことで 「真の友情」について深く考えて、

いくことができた。

ぼくはこの学習をして、救ってあげるよりその友

達のため将来のためにしっかりと言ってあげた方が

その人も変わるだろうし、また、しっかりとした人

になってもらえると思う。そして、ぼくは、友達の

大切さに気がつきました。

この学習で 「本当の友達」というのを学びました。ぼくは、今までニコライみたいなことを言え、

たことがありません。ですが、優しさ、友達というのは、ニコライみたいに正直に言う勇気という

のが本当の優しさなんだと思いました。

やっぱり罪を犯したらその罪を償わなければならないことをニコライは言いたいのかなと思いま

した。これから、友達が失敗を犯してしまったら、しっかりと注意をして正しい方へ導いていかな

いといけないと思いました。

ー １０－



手手手手だてだてだてだて〔〔〔〔２２２２〕～〕～〕～〕～表現力表現力表現力表現力をををを育育育育むためのむためのむためのむための手手手手だてだてだてだて～～～～

〈〈〈〈平成平成平成平成２３２３２３２３年度年度年度年度のののの取組取組取組取組〉〉〉〉外国語活動外国語活動外国語活動外国語活動

５５５５年年年年「「「「フルーツパフェフルーツパフェフルーツパフェフルーツパフェをつくろうをつくろうをつくろうをつくろう 、、、、６６６６年年年年「「「「行行行行ってみたいってみたいってみたいってみたい国国国国をををを紹介紹介紹介紹介しようしようしようしよう」」」」のののの実践実践実践実践からからからから」」」」

①①①①言語表現言語表現言語表現言語表現スキルスキルスキルスキルをををを身身身身につけるにつけるにつけるにつける取組取組取組取組

言語表現スキルを身につける取組として、外国語活動に

おいては、チャンツを中心に据えた。

朝のスキルタイムや授業の導入等あらゆる場面を活用し、

繰り返し行うことで、自然と英語特有のリズムやイントネ

ーションに慣れ親しむようになっていった。授業の導入では、

チャンツにより楽しい雰囲気が生み出され、その後の授業

内容にも非常にスムーズに入っていくことができた。

②②②②小小小小グループグループグループグループ化化化化のののの位置位置位置位置づけづけづけづけ
５年生の実践では、自分の

作りたいフルーツパフェの具

材を自分で選び、それをグル

ープの中で伝え合う活動を行

った。６年生では、自分が行

ってみたい国を紹介する練習を小グループで行った。

このようなグループ活動の中では、どう発音するのか分からな

い子に「○○というんだよ｡」と教えたり､「とっても上手に言え

たね 」と友達の言い方を褒めたりと､教え合いアドバイスし合う。

姿が見られた。また、単語の発音を知った子や、言い方を褒めら

れた子は全体でも自信をもって発表することができた。

このように、外国語活動における小グループ化は、グループの友達から認めてもらったりアドバイ

スをもらったりすることで自信や安心につながり、その後の全体の場での発表にも堂々と取り組める

という効果があった。

③③③③表現表現表現表現したくなるようなしたくなるようなしたくなるようなしたくなるような場場場場のののの設定設定設定設定
５年生では、衣装等でなりきることのできる雰囲気を作ったり、活動の中で具体物を使用したりす

ることを、６年生では、行きたい国を自分で選ぶことをそれぞれ「表現したくなるような場」として

設定した。いずれも 「子どもたちの思い」を大切に、表現の意欲につなげていった。、

ー１１ー

高学年

おいしそうなパフェができそうだ！I want to go to France. What do you want?



平成平成平成平成２４２４２４２４年度年度年度年度のののの取組 外国語活動取組 外国語活動取組 外国語活動取組 外国語活動

６６６６年年年年 「 」「 」「 」「 」のののの実践実践実践実践からからからからWhen is your birthday ?

②②②②小小小小グループグループグループグループ化化化化のののの位置位置位置位置づけづけづけづけ
月名を英語で言うことへの抵抗感を軽

減し、アクティビティに積極的に参加で

きるよう、小グループ化として 「同じ、

誕生月によるグループ」を位置づけた。

・同じ誕生月という安心感から、自信の

ない子でもスムーズに活動できていた。

・グループの中で繰り返し練習すること

で、きちんと発音できるようになった。

・少人数の練習でスキルトレーニングが

多くできるので、スムーズに会話がで

きるようになった。

・大勢の前よりも話しやすいので、普段

あまり得意でない子も生き生きと活動

していた。

等の活動の成果が表れた。

５５５５年年年年 「 」「 」「 」「 」のののの実践実践実践実践からからからからI like apples.

③③③③表現表現表現表現したくなるようなしたくなるようなしたくなるようなしたくなるような場場場場のののの設定設定設定設定
アクティビティでは 「仲間見つけゲーム」と題し、自分の好きなものを英語で言い、それを友達に問、

いかけ、仲間を作るゲームを行った。

「自分の好きなもの」を取り上げ 「子どもの思い」からスタートすることを「表現したくなるような、

場の設定」とした。｢好きなもの」の中には難しい英単語も含まれていたが、自分の好きなもを伝えたいと

いう気持ちから、子どもたちは自ら進んで調べようとしていた。また、ゲームで使用するワークシートに

は自分で好きなものの絵を描いていた。これにより自分だけのオリジナルワークシートでゲームに臨むこ

とになり、このことは、さらに子ども達の表現意欲を高めることになった。

ー１２－

Let's Chant.

“Do you like apples?”
I like baseball.

Do you like baseball?

I like ghost.

Who am I?

My birthday is January 10th.

When is your birthday?

Let's start English class!



〈〈〈〈平成平成平成平成２３２３２３２３年度年度年度年度のののの取組取組取組取組〉〉〉〉４４４４年 図画工作科年 図画工作科年 図画工作科年 図画工作科

秘密秘密秘密秘密のののの入口入口入口入口からからからから出出出出かけようかけようかけようかけよう 夢夢夢夢ののののワンダーランドワンダーランドワンダーランドワンダーランドへ のへ のへ のへ の実践実践実践実践からからからから「 、 」「 、 」「 、 」「 、 」

②小グループ化の位置づけ

作りたいものが同じ同士のグループではなく、様々な思いを

活発に伝え合い、折り合いをつけながら作品づくりに取り組む

ことを期待し、敢えて生活班でのグループ化を行った。

製作段階では、自分なりの思いや工夫をグループ内で素直に

伝え合い、生き生きと作業を進める姿がみられた。

、「 」 「 」共同製作の場合 個→グループ とするのか グループ→個

とするのかという部分での単元構成の工夫が課題となった。

③表現したくなるような場の設定

児童の発想を重視した教師の支援を心掛けた。こんな入り口

にしたいという思いを実現できるように、ローラー・アルミホ

イルなど様々な道具・材料を用意した。また、子ども同士の認

め合いの場では 「 作品にボタンを付け）ボタンを押すとワン、（

ダーランドに行けるなんて楽しいアイディアだね 「壁のひび。」

割れを割り箸でひっかくなんて本物みたいですごいな といっ。」

、 。た賞賛によって 次への表現意欲を高めた

平成平成平成平成２４２４２４２４年度年度年度年度のののの取組取組取組取組

４４４４年 算数科年 算数科年 算数科年 算数科 「「「「いろいろないろいろないろいろないろいろな四角形四角形四角形四角形」」」」のののの実践実践実践実践からからからから

①①①①言語表現言語表現言語表現言語表現スキルスキルスキルスキルをををを身身身身につけるにつけるにつけるにつける取組取組取組取組

４年生では言語表現スキルを身につけるための取組として、

始めに 次に 最後に を使った説明の仕方を習慣化させて「 」「 」「 」

。きた

ここは 平行四辺形の定義や性質を活かした平行四辺形の作図、

方法を考える場面である そこで この３つの言葉を用い 自分。 、 、

の考えた作図方法を、順序立てて説明する時間を設けた。しかし、

３つの言葉を使っての説明にとらわれ、｢作図」という本来の目

。的からむしろ離れてしまった感があった

目標に達するための場にふさわしい言語表現スキルの設定が

以後の課題となった。

②②②② 小小小小グループグループグループグループ化化化化のののの位置位置位置位置づけづけづけづけ

各教科で ペアや小グループで話し合う活動を 意識的に取り入れてきた 一斉学習では 発表の人、 、 。 、

。数が限られてくる。また、なかなか手を挙げられない子は、指名されずに終わることが多々見られる

ー１３－

中学年



そこで いろいろな四角形 の学習では 自分の考えた、「 」 、

四角形のかき方を、ペアになって伝え合う活動を取り入れ

た。伝え合いも１度ではなく、何回かペアを入れ替えて伝

え合うことで、自分の考えたかき方に自信をもったり、相

手の説明に納得しながら聞いたりすることができるように

なった。また、自分とは違うかき方に出会うことで、友達

の考えのよさに気づく姿もみられた。

３３３３年 算数科年 算数科年 算数科年 算数科 「「「「わりわりわりわり算算算算」」」」のののの実践実践実践実践からからからから

①①①①言語表現言語表現言語表現言語表現スキルスキルスキルスキルをををを身身身身につけるにつけるにつけるにつける取組取組取組取組

各教科の中で「へー 「なるほど」など、友達の発言に対し、つぶやきながら（反応しながら）聞く」

、ことの大切さを指導してきた。また、発表の際には、聞いていた子が発表者に質問をする時間を設け

「話す・聞くスキル」の定着を図ってきた。その結果、特に聞く意欲の向上が見られた。

②②②②小小小小グループグループグループグループ化化化化のののの位置位置位置位置づけづけづけづけ

３年生という発達段階を考慮して、学習の中に、ペア（隣

同士）での伝え合い活動を取り入れた。一斉授業だと、さっ

と通り過ぎてしまうような説明場面も、隣同士だと自分たち

のペースでじっくり聞き合うことができるので、立ち止まっ

、 、 。て考えたり 気づきがあったりと 思考の深まりが生まれた

友達の発表を聞いている間に、自分の間違いに気づき、自ら

考えを修正する子の姿も見られた。

③③③③表現表現表現表現したくなるようなしたくなるようなしたくなるようなしたくなるような場場場場のののの設定設定設定設定

自分の考えをまとめたり、それを友達に伝えたりする活動

を助けるために、小型のホワイトボードやブロックなどの教

。 、 、具を取り入れた ホワイトボードは 考えをすぐに書いたり

消したりできるので、回を重ねるにつれ、簡単で分かりやす

い表し方ができるようになった。伝え合いの場面では、ボー

ドを友達に見せながら説明できるので、どの子も、自信をも

ってスムーズに説明する様子が見られた。また、聞き手も、

話の内容を理解しやすいという利点があった。

ー１４－



平成平成平成平成２３２３２３２３年度年度年度年度のののの取組取組取組取組〉〉〉〉〈

１１１１年算数科年算数科年算数科年算数科「「「「たすのかなひくのかなたすのかなひくのかなたすのかなひくのかなたすのかなひくのかな」」」」のののの実践実践実践実践からからからから

②②②②小小小小グループグループグループグループ化化化化のののの位置位置位置位置づけづけづけづけ

、授業の中で小グループのペア活動を取り入れることにより

参加しようという意欲が高まった。その結果、個の学びがス

テップアップできた。また、隣同士のペアにしたことで、１

年生らしい自然なつぶやきで、相談したり学習を深めたりす

ることができた。

③③③③表現表現表現表現したくなるようなしたくなるようなしたくなるようなしたくなるような場場場場のののの設定設定設定設定

表現したくなる場の設定として、ブロックを動かしたり、

図にかいたりする場面を設けた。これにより思考が整理され

ていく様子がみられ、効果的だった。説明する際には、よく

分かるようなキーワードを上手く使い、算数としての表現力

の確かさが感じられた。

平成平成平成平成２４２４２４２４年度年度年度年度のののの取組取組取組取組

２２２２年 国語科年 国語科年 国語科年 国語科「「「「知知知知らせたいことをらせたいことをらせたいことをらせたいことを話話話話そうそうそうそう」」」」のののの実践実践実践実践からからからから

①①①①言語表現言語表現言語表現言語表現スキルスキルスキルスキルをををを身身身身につけるにつけるにつけるにつける取組取組取組取組
言語表現スキルを身につけるための取組として、朝の

会での日直のスピーチを行ってきた。その中で、聞いて

いた子が発表者に質問をする時間を設け、聞く・話すス

キルの定着を図ってきた結果、友達の発表に対し、多く

の質問ができるようになってきた。

読書指導では、読み聞かせボランティア「たんぽぽの

会」が読書旬間中に各クラスに読み聞かせに入ったり、

年間を通して独自のイベントを計画・運営したりして、

読書活動の幅を広げる手助けとなっている。また、朝の

読書タイムが日課に位置づけられ

ているため、読書の習慣化が図ら

れている。そうした環境の中で、

子ども達は読み聞かせを図書係の

活動として取り入れたり、お勧め

の本の紹介を進んで行ったりして

いる。

ー１５－

低学年



②②②②授業内授業内授業内授業内でのでのでのでの小小小小グループグループグループグループ化化化化のののの位置位置位置位置づけづけづけづけ
友達と関わり合いながら、子ども達が自信をもって発表した

り活動したりできるように、各教科で「きらきらタイム」と称

してペアや小グループで行う活動を意識的に取り入れてきた。

低学年の実態では、ペア活動が妥当な場合が多いが、様子をみ

ながら隣同士→ 人グループと、段階的に設定している。ペア4
活動の際は 「話を聞いた友達の意見を発表する」という場面、

を時には意図的に設け、聞く力を高めるとともに、相手の立場

に立って発言する場としてきた。

このように、ペア・小グループ活動を取り入れること

によって、思考の幅を広げたり、学び合いを深めたりす

ることができるであろうと考えている。２年生の国語科

「知らせたいことを話そう」の単元では、友達に発表を

聞いてもらい、アドバイスし合う場面で小グループ化を

取り入れた。隣同士や４人グループの少人数で話し合う

ことによって、自分では気づかなかった改善点を知り、

また、他からよさを認められることによって自信をもっ

て発表できるようになった。

③③③③表現表現表現表現したくなるようなしたくなるようなしたくなるようなしたくなるような場場場場のののの設定設定設定設定
「知らせたいことを話そう」の単元では、子どもが最も

「知らせたい」という思いをもっている題材をつかむため

にアンケート調査を行い、単元を構想した。子ども達の実

態に沿った授業を展開することにより、子ども達が意欲的

に活動に取り組み、自ら表現したいという意欲を高めるこ

とができた。

特別支援学級特別支援学級特別支援学級特別支援学級４４４４・・・・５５５５・・・・６６６６組 国語科組 国語科組 国語科組 国語科「「「「話話話話をををを聞聞聞聞こうこうこうこう」」」」のののの実践実践実践実践からからからから

①①①①言語表現言語表現言語表現言語表現スキルスキルスキルスキルをををを身身身身につけるにつけるにつけるにつける取組取組取組取組
言語表現スキルを身につけることは、特別支援学級（知的）の子ども達にとっても非常

に大切な生きる力となる。そこで、毎回の授業の導入に暗唱を取り入れてきた。個人差は

あるものの、身ぶり等をつけることで、言葉と情景を結びつけられる子も出てきた。今後

も続けることで、子ども達の大きな力になると考えている。

②②②②授業内授業内授業内授業内でのでのでのでの小小小小グループグループグループグループ化化化化のののの位置位置位置位置づけづけづけづけ
特別支援学級では、学級そのものが小グループと考え、個別の支援を重視した。

③③③③表現表現表現表現したくなるようなしたくなるようなしたくなるようなしたくなるような場場場場のののの設定設定設定設定
ここでは、子ども達がそれぞれの日記を読み、皆でその内容を

。 、聞き取った 子ども達の生活に密着した日記を取り上げることは

。 、「 」「 」「 」表現の意欲につながると考えた また いつ 誰が どこで

「なにをした 「気持ち」の五つの約束を聞くポイントとして示」

したり、ミニホワイトボードや聞き取り用紙等を活用したりし、

個に応じた聞き取りへの支援とした。

特別支援学級では、①の言語表現スキルを身につける取組のように、継続した積み重ね

が、何よりも大切だということが検証された授業であった。個別支援計画が生かされ、一

人ひとりが、生き生きと自分なりの言葉で表現することができた。

ー１６－



本校では、それまでの研修形態を見直し、平成２３年度からワークショップ型研修を取り入れた。

全員参加型のこのスタイルにより、一人ひとりが主体的に研修に取り組む姿をめざしている。また、

授業研究においては、｢自分が授業者だったら」という当事者意識をもって取り組んでいる。

研究主題設定研究主題設定研究主題設定研究主題設定のためののためののためののためのワークショップワークショップワークショップワークショップ

「「「「伝伝伝伝ええええ合合合合うううう子子子子どもとはどもとはどもとはどもとは・・・・・・・・・・・・」」」」ををををテーマテーマテーマテーマににににグループワークグループワークグループワークグループワーク

１ ４つのグループに分かれ、一人ひとりが自分の考える｢伝え合う子どもの姿」を思いつ

くまま付箋に書いていく。(時間を決めて一斉に行う）

２ 各グループ、司会者の進行に従い、各々が自分の付箋を模造紙に貼りながら意見を述べ

る。記録者は同じような意見をまとめたり、関連する意見を分かりやすくつなげたりし

て整理する。

付箋に書かれた個々の意見が分かりやすく整理されていく

３ 各グループ発表者がグループで話し合った内容を全体に発表する。

４ 全員の考える「伝え合う子」のイメージを共有する。

付箋に書くことで、自分自身の考え 皆の考えがよく分かり、めざす子ども
を真剣に見つめ直すことができた。 の姿が明確になった。

研究テーマ構築への重要な根拠

ー１７－

南小研修南小研修南小研修南小研修スタイル ワークショップスタイル ワークショップスタイル ワークショップスタイル ワークショップ型研修型研修型研修型研修



事後研修 授業事後研修 授業事後研修 授業事後研修 授業リフレクションリフレクションリフレクションリフレクション

ワークショップワークショップワークショップワークショップ型研修型研修型研修型研修のののの振振振振りりりり返返返返りりりり〈〈〈〈教職員教職員教職員教職員のののの考察考察考察考察からからからから〉〉〉〉

★成果

・常に研修テーマに沿った手だてへの具体的視点をもって、授業を参観できるようになった。

・視点を共有し、皆で検証することによって、課題が浮き彫りになり、次への取組が明確になる。

・リフレクションでの話し合いの記録が模造紙に類型化してまとめられているため、以後に生か

しやすい。

・子ども一人ひとりの変容を書き留め、授業研で意見として出し合うことによって、授業での多

くの子どもの変容がつかめるようになった （教師側が子どもの姿で語れるようになった ）。 。

・話し合いの中では、一つの意見に関連した事柄を一言添えて付箋を貼っていくので、話し合い

にふくらみが出た。

・ずばり、意見が出しやすい。距離感がよい。みんなで創る一体感がよい。テンポがよく密度が

濃い研修ができる。

▲課題

・輪番制でやってはいるが、司会を上手く進めるにはもう少し慣れが必要。

・記録者にとっても効果的な見出しの付け方や成果・課題の総括的な整理の仕方等、技術がいる。

・授業によっては、視点以外に目を向けたいときがあるが、話題に乗せにくい。

その他、授業リフレクションにおいて付箋の効用を実感し、授業の中でも積極的に付箋を活用

している学級もみられる。また、司会の難しさを指摘する意見もあったが、スムーズにリフレク

ションを進める力は、授業の中で、子ども達の意見を整理したり関連づけたりする力にもつなが

ると考える。

まだまだ、研修途上ではあるが、これら多くの成果をふまえ、これからも引き続きワークショ

ップ型研修を続けていきたい。

ー１８－

事前研修 、 。授業者が 授業の視点を伝える

授業研究

参加者は付箋を持ち授業を参観。

視点を中心に気づいたこと、子ども

の様子や変容をメモ書きの感覚で記

入していく。

話し合い

授業の目標、手だて等がかかれた

用紙（模造紙）に授業の中で記入し

、 。た付箋を貼りながら 意見を述べる

記録者は意見を分かりやすくまとめ

ていく。

最後に、指導助言をいただく。

全体研修

全体の場で、話し合いの内容を

発表し合い、次の課題への共通理

解を図る。



手手手手だてだてだてだて〈〈〈〈１１１１〉～〉～〉～〉～温温温温かいかいかいかい人間関係人間関係人間関係人間関係づくりのためのづくりのためのづくりのためのづくりのための手手手手だてだてだてだて～～～～

①①①①おおおお互互互互いのよさをいのよさをいのよさをいのよさを認認認認めめめめ合合合合えるえるえるえる学級学級学級学級づくりづくりづくりづくり

②②②②あこがれやあこがれやあこがれやあこがれや優優優優しさをもったしさをもったしさをもったしさをもった人間関係人間関係人間関係人間関係づくりづくりづくりづくり

③③③③絆絆絆絆をををを大切大切大切大切にしたにしたにしたにした学級学級学級学級・・・・学年団学年団学年団学年団でのでのでのでの取組取組取組取組

④④④④「「「「思思思思いやりいやりいやりいやり・・・・親切親切親切親切 「「「「信頼信頼信頼信頼・・・・友情友情友情友情」」」」のののの内容項目内容項目内容項目内容項目をををを重点化重点化重点化重点化したしたしたした授業授業授業授業」」」」

〈〈〈〈成果成果成果成果〉〉〉〉

①認め合い活動の継続により、あらゆる場面でお互いのよさを積極的に認め合う温か

い雰囲気が作られている。

②異年齢集団の活発な交流により、優しい上級生とふれ合ったうれしさ、あこがれが、

下級生の「そんな上級生になりたい」という原動力になっている。

③体力アップコンテストやクラス遊びによる学級内の絆はもちろん、伝統のレパート

リーに代表される南小独自の取組により、学年団の強い絆も育まれ、より温かい人

間関係につながっている。

〈〈〈〈課題課題課題課題〉〉〉〉

①認め合い活動にも学年に応じた質を追求したい。

※「よいこと見つけ」において、高学年では、それにふさわしい視点をもち、本当

に言われた相手のためになるような事柄を見つけられるようにしたい。

、 。②教師からの仕掛けや支援がなくとも より自発的に異年齢集団の交流ができるとよい

児童間のかかわりによる温かい人間関係づくりを保護者や地域にも広めていきたい。

手手手手だてだてだてだて〈〈〈〈２２２２〉～〉～〉～〉～表現力表現力表現力表現力をををを育育育育むためのむためのむためのむための手手手手だてだてだてだて～～～～

①①①①言語表現言語表現言語表現言語表現スキルスキルスキルスキルをををを身身身身につけるにつけるにつけるにつける取組取組取組取組

②②②②授業内授業内授業内授業内でのでのでのでの小小小小グループグループグループグループ化化化化のののの位置位置位置位置づけづけづけづけ

③③③③表現表現表現表現したくなるようなしたくなるようなしたくなるようなしたくなるような場場場場のののの設定設定設定設定

〈〈〈〈成果成果成果成果〉〉〉〉

①朝の会のスピーチや音読、チャンツ等継続した取組により話す力がつき、自信のな

かった子が安心して話せるようになってきている。

②小グループにしたことで、伝えやすさがあり、自信をもって発言できる。

アドバイスし合ったり教え合ったりしやすく、学びの深まりがある。

③子どもの興味関心に沿ったものを表現の素材とすることで、意欲が高まり、学びへ

とつながっている。

〈〈〈〈課題課題課題課題〉〉〉〉

①話すのは得意だが書くのは苦手、またはその逆のように、言語表現の中でも「話す」

「聞く」のアンバランスさをもつ子をどう支援していくか。

②教科の特性や本時のねらいに即したより意味のあるグループ化を追求していきたい。

③子ども自身が、何をどう表現したらよいかという、より具体的な視点をもてる「表

現したくなるような場」にしていきたい。
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おわりに

平成２３年度・２４年度と三島市教育委員会より指定・委託を受け、研究主題を「伝え合
い学びを深める子をめざして」とし研究を進めて参りました。本研究主題を掲げた理由は、
学習指導要領においても「生きる力」を育むことを目指し、基礎的・基本的な知識及び技能
の習得、思考力・判断力・表現力等の能力の育成を重要視しているからです。本校では、こ
の「生きる力」の育成において、コミュニケーション能力が最も重要と考え 「伝え合い」、
を授業実践に意図的に位置づけることにより、研修主題の具現化を図ろうと考えました。
そのために、普段から「温かい人間関係づくり」と「表現力を育む」を手だての２つの柱

をとして授業実践を積み重ねてきました。優れた授業とは、温かい人間関係作りこそが基盤
となっているという共通理解が教職員にはありました。また 「表現力を育む」ために、日、
常的は活動として「言語表現スキルを身に付ける取組」を行い、授業の中では 「小グルー、
プ化」及び「表現したくなるような場」を目標やねらいに応じて意図的に位置づけ授業展開
を構築しました。
手だての一つである「温かい人間関係づくり」の大事な基礎として、全学級で「認め合い

活動」に取り組みました。学級によって名称は異なりますが、この活動を全体で継続するこ
とにより、お互いの良さを認める意識が高まり、授業の中でも温かな気持ちを感じることが
できるようになってきました。この温かさが、積極的な表現意欲へつながっていきました。
また、様々な行事において学年団で行動したり、異年齢集団で活動したりすることにより、
学年の枠をこえた絆が育ってきています。このような活動によって培ってきた人間関係を基
盤として 「小グループ化」や「表現したくなる場」などの授業実践の手だてが効果的に働、
き、子ども達の学びの深まりにつながっていきました。

。 、成果と同時に今後も継続して取り組む必要のある多くの課題も見えてきました 一つめは
伝え合う力が徐々に伸びてきているものの、話す力と聞く力のアンバランスさが目立ち、コ
ミュニケーション能力のバランスよい成長を期待するためには教師が支援をどのようにして
いくべきかということです。また 「表現したくなるような場」においては、子どもたちが、
事前に考えてきたことを発表するだけでなく、話し合いの中で出てくる思いや考えを具体的
に表現できる力をどのように伸ばしていくかということです。今後も表現することに楽しさ
を感じ、認め合えるような実践を幅広い教科等で積み重ね、更なる「表現する力」の向上を
図っていきたいと考えています。
授業実践の改善とともに、教師の研修形態の改善を目指してワークショップ型研修「授業

リフレクション」を取り入れたことも研究を深める上で大きな成果のひとつとなりました。
「授業リフレクション」により、参加者全員が多面的に授業をとらえ、主体的にかかわり、
課題を焦点化するとともに、前向きな多くのアイディアが出てくるようになりました。この
ことにより、個々の学びを全員で共有することができ、あらたな気付きが一人ひとりの研究
の深まりや広がりにつながりました。
本日は、実践の一端を公開させていただきましたが、まだまだ不十分な点も多々あったか

。 、と思います 本日研究発表会に参加された皆様の御指導・御助言を今後の研究推進に生かし
さらに充実させていきたいと考えております。
最後になりましたが、本校研究実践において御指導・御助言をいただきました静岡県総合

教育センター東部支援班指導主事 檜木小重美先生、元授業アドバイザー 菊池裕子先生、
三島市教育委員会学校教育課指導主事 入野康孝先生、中村雅志先生、エリアリーダー鈴木
基之先生及び教科等指導リーダーをはじめ多くの先生方に深く感謝申し上げます。

教 頭 長山 剛

研 究 に 携 わ っ た 職 員
平成２４年度
校長 長谷 和俊 教頭 長山 剛
１年 小村 彩香 ２年 富田 真澄 ３年 石橋芙美惠

星 芳美 原 秀行 中村 龍
加納 芳子 小澤 初江 風間みどり

４年 加藤 照美 ５年 監物 豊章 ６年 五十部広恵
佐藤 倫彦 秋元 早紀 室伏 聡
大村 佳代 杉本 傳

４・５・６組 遠藤 裕美 野々山正樹 横山さゆみ
担任外 清水 祐輔 神田 初美 小林 知也 （養護教諭） 加藤 明美

（特別非常勤講師）渡邉 靖乃

平成２３年度
教頭（現 長伏小学校長） 長谷川 昭
教諭 市川 真里 立見 庸子 栗山美佐子 三澤 慶子

大橋 淑子 中間 信宏 室伏 佳子 （養護教諭）瀬川 晴美
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