Ⅰ

平成１６年度現職教育活動の概要
本校は、平成１３年年度から１５年度までの３年間、西三河地方教育事務協議会の委嘱

を受け、研究活動を推進してきた。昨年度の１０月には研究発表会をもち、研究の成果を
発表するとともに、多くの参観者の方々から貴重なご指導を頂く機会を得た。
本年度も昨年度までの研究成果をもとに、さらに内容を充実し、子どもや教師の一層の
レベルアップを図る方向で研究を推進することを共通理解し、実践に取り組んだ。
１

研究のねらい

（１）本校の教育目標

豊かな心をもち、自分を高めていく宮小っ子
朗らかに
思いやりのある子

校訓
正しく・強く・朗らかに

正しく

強く

自ら学ぶ子

たくましく生きる子

本校の教育目標は、「豊かな心をもち、自分を高めていく宮小っ子」であり、社会の変
化に主体的に対応し、心身ともにたくましく生きる、知・徳・体の調和のとれた人間性豊
かな宮小っ子の育成を図ることをねらいとしている。そして、校訓「正しく・強く・朗ら
かに」を、保護者の願い、社会や時代の要請に応えるために、「生きる力」を育成すると
いう視点でとらえた。
本校では「生きる力のある子ども」を、自ら学ぶ子、たくましく生きる子、思いやりの
ある子ととらえている。具体的には次のように考えた。
○正しく（自ら学ぶ子）
・自ら判断し行動できる子、最後までやり通せる子、問題解決能力のある子
○強く（たくましく生きる子）
・心身共に健康な子、力が出し切れる子、生き生きと活動できる子、
○朗らかに（思いやりのある子）
・友だちのよさに気づく子、仲よく力を合わせる子、認め合い共に伸びる子
（２）めざす子ども像
教育目標を具現化し、本校のめざす子ども像を「自分を高めていく子ども」と考えた。
教師が問題を与えて、子どもがその問題を解いているだけの授業では、子どもは真の追
究の喜びを感じることはできない。私たちは、子ども自身が自分で問題を見つけ、自分の
力で解決できるようにさせたいと考えてきた。

「自分を高めていく子ども」の具体的な姿
・自分の考えをもち、ねばり強く追究しようとする子ども
・自分を振り返りながら、自分の見方や考え方を深めていこうとする子ども
・自分のよさに気づき、自分らしい生き方をしようとする子ども
子どもの追究意欲を高め、持続させるためには、子どもの願いに基づいた問題を設定す
ることが肝要である。なぜならば、自分にかかわる問題であれば、最後まで追究しなけれ
ばという必要感、責任感、切実感、そして、自分で解決したという成就感を味わうことが
できると考えたからである。そこで、めざす子ども像に迫るために、次の研究主題を設定
した。
研究主題

「人・もの・こと」とのかかわりの中で自分を高めていく子ども
〜子どもの願いを生かす授業を通して〜

（３）

研究仮説

実践に向けて、次の研究仮説を考えた。
宮崎小学校の全教育課程において、（研究場面）
自分を取り巻く「人・もの・こと」とのかかわりを重視し、（研究方法）
子どもの願いを生かす授業を展開していけば、（研究の手だて）
自分を高めていく子どもが育つであろう。（研究のねらい）

２

研究内容

（１）子どもの願いを生かす授業づくり
本校では、子どもの素朴な願いをもとに、それを生かす授業を構想している。なぜ、素
朴な願いを生かすのか。それは、子どもの願いの出発は素朴な願いであり、それを追究し
ていく過程の中で出会う困難を乗り越えることで、生きていく上で価値のある学習活動に
なるからである。子どもの願いを中心にすえた単元構想、個の追究の支援、子ども同士の
かかわりが生きる授業展開の３点に重点を置いて指導すれば、子どもの願いを生かす授業
づくりができるだろうと考えた。
ア

子どもの願いを中心にすえた単元構想

子どもは素朴な願いをもっているものの、その願いがそのまま学習として価値あるもの
になりにくい。だから、願いの質的変換を図ることが必要である。つまり、願いを育てる
過程が必要であり、その願いを実現する授業を展開することが大切である。本校では、子
どもの素朴な願いをとらえ、教材として価値ある願いに高めることが願いを育てる過程と
考える。子どもの素朴な願いを教材として価値ある願いに高めるために、以下のようなこ
とを大切に考えている。
・「人・もの・こと」とのかかわりの場を意識的に設定する。
・日常的に対象にふれさせるなど、対象に長くひたらせることで、子どもに疑問や興味
をもたせ、子どもの意識を掘り起こし、追究対象を子どもの視野に入れる。
・子ども同士の話し合い活動の場を設定することで、子どもの問題意識を高める。
・学習環境を整えることで、子どもの追究を見直したり、見通したりさせる。

価値ある願いに高めた次の段階は、単元を構想することである。子どもの願いを中心に
すえた単元を構想するためには、まず、子どもの願いと追究過程を予測して単元の構想を
立て、次に子どもの動きに応じて単元構想を修正することが必要になる。単元構想とは、
見当をつけることだと考える。したがって、単元構想図は、子どもの意識を最大限に予想
して作り上げた予想図である。今までの自分の経験と事実をもとに、この教材と出会って
どんな意識が生まれ、その後、どんな追究をするだろうかといったことを吟味しながら、
単元の見通しをもつ。その際、他の教師と相談を繰り返しながら、より具体的なものへと
練り上げていく。子どもが自分の願いを実現させるために生じた問題は、できる限り子ど
もの力で問題を解決させていきたい。そこで、願いの実現のために生まれてきた子どもの
問題意識を大切にするという意味で、単元構想を修正することが必要となる。次のことに
留意して単元の構想を修正する。
・教師がはじめ予想したのとは違った問題が生まれ、その問題が子どもの学習において
解決可能であれば、子どもの問題意識を生かすために時間配分の調整という単元構想
の修正をする。
・子どもの追究のよさを見つけ、多様な問題解決の方法を生かすことができるならば、
子どもの問題意識を大切にするために、追究過程の調整という単元構想の修正をする。
・教師の予想を越えるすばらしい子どもの追究があれば、子どもの考えを大切にするた
めに、時間配分の調整という単元構想の修正をする。
・外的要因（イワツバメが南国に去ってしまった、ハトがどこかへ去ってしまった等）
があれば、それを有効に活用するために、追究過程の調整という単元構想の修正をす
る。
イ

個の追究の支援

子どものよさをとらえ、それを生かせば、追究意欲を高めることができる。この考えか
ら、学習記録への朱書きとひとり調べのときの対話、そして、「人・もの・こと」とのか
かわりの場の設定と自分の追究を見直す振り返りの場の設定によって、子ども一人ひとり
のよさに気づかせ、個の追究を支援した。
ウ

子ども同士のかかわりが生きる授業展開

子どもの願いを生かす授業とは、子どもの素朴な願いをとらえ、教材として価値ある
願いに高め、子どもがその願いを実現していく授業である。子どもが問題解決する授業を
展開することで、一人ひとりの子どもをかけがえのない存在として認めて、自分を高めて
いく子どもを育成できるだろうと考える。そのために、授業の山場をどのようにつくるの
か、そのための教師の出はどうあるべきかを共通理解して研究を進めてきた。
（ア）子どもが問題解決する授業の山場づくり
授業の山場とは、子ども同士の学び合いの場面、すなわち、話し合い、かかわりの場
面で、自分の考えが他とどれくらい違っているのか、その違いを説得するにはどうしたら
よいかと、子どもたちの考えがより深まっていく段階である。
（イ）子どもの問題解決を支える教師の出
子どもが問題解決するという視点で、下に示した教師の出についての共通理解が生ま
れてきた。
子どもの問題解決を支える教師の出
・子どもの発言を生かす教師の対応
・子どもの話す力と聞く力を育てる支援
・子どもの考えを生かす座席表
・子どもの考えを大切にする板書
・自他のよさを認め合う振り返りの場の設定

（２）

授業を支える帯学習

右の日課に示すように 45 分授業を 40 分
授業にして、1 時間に５分ずつ、６時間で生
み出された 30 分間を、読書タイム、ドリル
タイム、チャレンジタイムとして 10 分ずつ
当てている。それに10分間のスピーチタイ
ムを含め、本校では帯学習とよんでいる。
帯学習では、下に示すように子どもにつ
けさせたい力を明確にし、毎日、継続して
取り組ませている。
帯学習のねらい
・読書タイム（豊かな人間性の育成）
・ドリルタイム（基礎学力の育成）
・チャレンジタイム（体力の育成）
・スピーチタイム（話す力と聞く力の育成）

帯学習の実施により、落ち着いた学習の

平成１６年度

日課表

（チャイム） ８：２０
読書タイム
８：２０〜 ８：３０
全校朝の歌
８：３０〜 ８：３５
スピーチタイム
８：３５〜 ８：４５
朝の会
８：４５〜 ８：５５
１限
８：５５〜 ９：３５
２限
９：４５〜１０：２５
チャレンジタイム１０：３０〜１０：４０
（チャイム）１０：５０
３限
１０：５５〜１１：３５
４限
１１：４５〜１２：２５
給食
１２：２５〜１３：０５
片づけ
１３：０５〜１３：１０
歯磨き
１３：１０〜１３：１５
縦割り清掃
１３：２０〜１３：３５
放課
１３：３５〜１３：５５
（チャイム）１３：５５
ドリルタイム
１４：００〜１４：１０
５限
１４：１５〜１４：５５
６限
１５：０５〜１５：４５
帰りの会
１５：４５〜１５：５５

習慣化をねらっている。さらに、帯学習で
育てられる力が、子どもの願いを生かす授業を支えている。
また本校では、１・２時限、３・４時限、５・６時限を連続的に、弾力的に授業を行え
るようにして、授業への集中力向上を図ることをねらって、チャイムを鳴らす回数を極力
少なくしている。
（３）

自分を見つめ直す子どもと教師

自分を高めていく子どもを育成するために、自分が高まったかどうかを自覚させること
が大切である。そのために、授業後、学習のまとまりの後、単元を終えた後に振り返りの
場を設定しているが、それに加えて、もっと長いスパンにおける自分を振り返る場が必要
であると考えた。そこで、本校では学期毎に、教師が子どもを評価するのに加え、子ども
が自分自身を評価する通知表「自分を見つめて」を作成している。教師はそれを活用して、
自分を見つめ直す子どもの育成につなげている。
単元での振り返りの場と、子どもがつくる「自分を見つめて」という通知表は、その
まま教師の指導に対する評価にもなる。教師が子どもを評価する通知表とのずれを分析し、
教師自身が自分の指導について振り返り、教師の力量向上への意欲を高めている。

３

研究の成果と今後の課題

（１）

研究の成果

各学年の授業実践を通して、子どもの願いを生かす授業づくりについては、子どもの願
いを中心にすえた単元構想に心がけたので、子どもの意識が連続する教材開発ができた。
個の追究を支援するために、子どもとの対話を増やし、学習記録への朱書きをきめ細かく
行ったので、子どもと教師の信頼関係が強くなり、子どもは本音で自分の考えを発言でき
るようになってきた。子どもは、根拠のある発言ができ、追究の喜びを味わい、自信をつ
けることができた。教師は、子どもの考えの根拠を知り、子どもの思考過程を理解できる
ようになった。子ども同士のかかわりが生きる授業展開として、座席表、板書、振り返り
の場などを有効に活用してきたので、一人ひとりの子どもを大切にした授業づくりができ
た。
次に帯学習の運営について、本年度は、それぞれについて見直しを図り、より充実した
ものになるように工夫を加えてきた。読書タイムについては、読み聞かせの時間を多く取
るようにした。「かじかの会」の方々による読み聞かせのほか、全職員が各学級を回って
行う読み聞かせも実施した結果、子どもの読書に対する意欲が一段と高まった。スピーチ
タイムについては、３学期に全学級で公開し、教師や他学年の子どもが参観できる機会を
設けた。スピーチの進め方や内容についての意見や感想を出し合う中で、少しずつレベル
の高いスピーチが見られるようになり、子どもの聞く力や話す力が確かなものになってい
った。チャレンジタイムでは、週に３回、マラソンをとり入れた。これにより基礎体力の
向上とともに、運動に対する子どもの意識が変わってきた。ドリルタイムでは、日々の学
習のまとめとして月例テストを実施した。基礎・基本の定着を一層図るとともに、子ども
への励みとして効果的に機能した。

（２）

今後の課題

「人・もの・こと」とのかかわりの中で、子どもに願いを生かす授業づくりを進めること
は、子どもに予想以上の追究のエネルギーを発揮させることを実践を通して確認した。さ
らに、私たち教師が、どんな子どもにしたいのかという願いを明確にすることが、価値あ
る実践のための鍵となることを共通理解した。
今後、次の点に力を入れて、研究を継続していきたいと考えている。
・

日常生活の中から子どもの素朴な願いをとらえ、教師のねらいが達成できる教材
の開発を心がける。

・

単元における「自分を高めていく子ども」の具体的な姿を明確にし、指導と評価
の一体化につなげる。

・

教師自身が、子どものよさをいろいろな視点でとらえられるように、力量向上に
努力する。

・

帯学習の一層の充実を図るため、日課の見直しを進める。

・

平成１７年度以降、複式学級化が進むため、教科等の年間指導計画の見直しを図
り、研究主題とのかかわりの中で子どものよさを最大限に引き出せるようにする。

宮崎小学校の研究の全体構想

①自ら学ぶ
生きる力 ②たくましく生きる
③思いやりがある

めざす子ども像：自分を高めていく子ども
・自分の考えをもち，ねばり強く追究しようとする子ども
・自分を振り返りながら，自分の見方や考え方を深めていこうとする子ども
・自分のよさに気付き，自分らしい生き方をしようとする子ども

研究主題

「人・もの・こと」とのかかわりの中で自分を高めていく子ども

充実した４つの領域

日々の充実した活動

子どもの願いを生かす授業
新たなねらいをもつ教師
新たな願いをもつ子ども

教

科

帯 学 習

総
合
的
な
学
習

問題を解決して願いを実現する

読書タイム
ドリルタイム
チャレンジタイム

願いを実現するための問題

スピーチタイム

教材として価値ある願い
縦割り清掃活動

特
別
活
動

道

人 （友だち，教師，卒業生，保護者，地域の人など）
もの（弘法山や男川などの自然，宮崎にいる野鳥，動物，植物など
の生物，文化的遺産など）

全校朝の歌

こと（愛鳥活動，茶摘みなどの活動，地域の祭りや催し物など）

素朴な願い

徳

給食・放課

子ども
教師のねらい

子どものよさ

宮崎小学校の教育目標
正しく（自ら学ぶ子）

強 く（たくましく生きる子）

朗らかに（思いやりのある子）

子どもの実態

保護者の子どもへの願い

社会や時代の要請

・家族的な温かい人間関係にある

・自分で考え，責任をもって行動できる子

第１５期中央教育審議会答申

・みんな仲良く協力している

・素直でやさしく，思いやりのある子

「ゆとり」の中で「生きる力」を育成する

・言われたことを素直に受け入れる

・明るく元気で，心身共に健康な子

新学習指導要領改訂の方針

・責任をもって活動できる

保護者の学校への要望

・自ら学び，自ら考える力の育成

・ふるさとが大好きである

・明るく，活気に満ちた学校になってほしい

・基礎，基本の確実な定着と個性を生かす教育

・愛鳥活動に誇りをもっている

・中学校で困らない基礎学力をつけてほしい

・特色ある教育，特色ある学校づくり

・子どもの個性を尊重し，よさを伸ばしてほしい

研究内容

（２）授業を支える
帯学習

・自分の考えをもち，ねばり強く追究しようとする子ども

（３）自分を見つめ直
す
子どもと教師

・自分を振り返りながら，自分の見方や考え方を深めていこうと

①「自分を見つめて」を

めざす子ども像：自分を高めていく子ども

①読書タイム
（豊かな人間性の育成）

活用する子ども

する子ども

②ドリルタイム

・自分のよさに気づき，自分らしい生き方をしようとする子ども

（基礎学力の育成）

②「自分を見つめて」を

③チャレンジタイム
（体力の育成）
④スピーチタイム
（話す力と聞く力の育成）

（１）子どもの願いを生かす授業づくり
②個の追究の支援

①子どもの願いを中心にすえた単元構想

③子ども同士のかかわりが
生きる授業展開

ア 追究意欲を高める

願いを実現する過程
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ｅ 自他のよさを認め合う

に
応

ｂ 自分の追究を見直

じ

す振り返りの場の

て

設定

単
元
の
構

素朴な願いを教材として価値ある願いに高める

願いを育てる過程

の設定

板書

き

振り返りの場の設定

教材を吟味する

素朴な願い

・
「人・もの・こと」とのかか
わりの場を設定し，願いを高
める。

想
を

・対象に長くひたらせること

修

子どもをとらえる

正

教師のねらい

で，興味や関心を高める。

を明確にする

・学習環境を整えることで，追

す
る

究を見通させる。
もの
人

・子ども同士の話し合いの場を
こと

自分

子どもの願いと追究過程を予想して単元の構想をする

設定し，問題意識を高める。

