平成２８年度 教育研究助成応募【学校研究】
都道府県名

北海道

北海道

学校名・校長名

札幌市立東山小学校
校長 北原 徹也

札幌市立東川下小学校
校長 福家 一俊

青森

七戸町立七戸小学校
校長 目時 真紀子

山形

新庄市立萩野学園
校長 高橋 政志

研究主題の主要な研究成果
教職員集団は、「互いに他者を尊重し合う鍋ぶた型組織」であり、互いに業務に口出ししない相互不干渉の
体質がある。教職員集団の同僚性を高め、硬直し化した組織にしないためには、教務主任等のミドルリーダー
を中核として「相互不干渉」「前年度踏襲」の体質を崩していかなければならない。今回作成した「教務主任ハ
ンドブック」は、具体的な実践を盛り込みながらも、あくまでも教務主任としての心構えを載せた冊子でであり、
教務主任が判断力・実行力・創造力・調整力・人間的な魅力を発揮しながら業務推進にあたることが大切であ
る。リーダーシップを発揮して教務主任を育てていくことが、教務主任経験者である管理職に課せられた課題
である。
１．講義型の授業ではなく、主体的に自分事として活動したことにより、知識・技能の定着も促進されることが明
らかになった。
２．わかるともっと知りたいという子どもの資質や能力の質を高めることが確認できた。
３．資質・能力をひきだし、自覚して力を伸ばし、力を実践的に活用することを念頭に、学習内容を吟味し、資
質と能力を結びつける学習活動が鍵になることからも、本研究の合い言葉「最初の１０分間が勝負」は有効であ
る。
４．何を身に付けさせたいかから設計された授業から、主体的な態度が表出された。
５．パフォーマンス評価の重要性を確認した。
６．主体的な学習は、言語活動の充実のうえに成り立っている。
［取組］
１．四則演算のモデルを指導し、児童に４つの視点（キーワード）をもたせる。
２．運算モデル図を念頭に文章題の文章を図に表す。
３．図から操作を導き出し、操作と演算モデル図の当てはめをする。
４．当てはめの結果から演算を決定し立式する。
※演算決定の４つのキーワードとは以下の通りである。
くっつく【＋】 とる、合わせてとる【－】 スタンプを押す【×】 １つ分け、仲間分け【÷】
【成果】
児童が問題解決のための道具をもつことによって、文章題を読み、演算決定を行い、自力解決ができるように
なった。
１．義務教育９年間を、前期４年、中期３年、後期２年とするブロック制を導入し、「ブロック委員会」や、「ブロック
集会」を計画的に実施したところ、集団意識や自己存在感の高まりが見られた。
２．５年生から全教科を教科担任制とするとともに、教科部会を開催し、９年間を見通した教科経営を実施した
ことにより、学力の向上が見られた。
３．地域に残る伝統文化である、「昔語り」、「新庄祭りの囃子」、「鹿子踊り」について、総合的な学習の時間や
クラブ活動に位置づけ、保存会の方々と連携して計画的に取り組んだことにより、伝統文化に親しみを持つ児
童が増えた。
４．授業観察と省察を元にした事後研究や、前・中・後期ブロックの教員が混在したグループによる「縦割り研
修」を行ったところ、教師の子どもの様子を見る目、教科の系統性のとらえが広がり、授業力向上が図られた。

山形

最上町立月楯小学校
校長 永井 康博

１．「楯っ子田んぼアート」を企画・実践することにより、子供たちは田植えや稲刈り、脱穀作業を体験することが
できた、地域に誇りや自慢を感じることができた。
２．「楯っ子田んぼアート」では、多くの地区民が参加し、地区民の協働・交流の場となった。また、お盆の時期
等に町外に住む親戚や出身者も数多く４階展望室を訪れ、地域のコミュニティの場ともなり、地域の誇り・自慢
にもなっている。
３．「楯っ子田んぼアート」を行うことによって、教職員が地区民との会話が増え、地域の産業や歴史、文化を深
く知り、地域学習の幅が広がってきている。

山形

南陽市立梨郷小学校
校長 淀野 秀樹

今年度の校内授業研究会はもとより、日常の授業や教育活動でも、目を見張るような児童の活躍が随所に見
られた。着実に研究の目途とした「ふるさとを愛し ともに 輝き高め合う子ども育成」に迫るような変貌を遂げてい
た。子どもたちのための「より深い思考を求めて取り組んだ実践研究」がようやく形になりつつある。

山形

飯豊町立添川小学校
校長 島軒 隆

山形

鶴岡市立広瀬小学校
校長 井上 東一

山形

金山町立金山中学校
校長 上村 隆士

山形

山形県立米沢興譲館高等学校
校長 岸 順一

１．高学年は、学習リーダ（ＣＬ）が中心となって自分達で学習を進めようとする意識の醸成が見られた。下学年
には、絵や具体物を先に提示してその後に問題文を確認する方法が、日常生活と結びついた問題場面を想
像させることにつながり、気づきを引き出すのに有効であった。
２．高学年では、「ひとり学び」をもとにして自分の考えを出し合い、「とも学び」によってよりよい解き方を導き出
せるようになってきた。特に、「同じ・似た」考えの子どもでの「とも学び」では活発に話し合いがなされ、考えの
深まる場面が見られた。
３．小人数のために多様な考えが出ない場合、教師が児童の「プラス１（ＴＣ）」として話し合いのメンバーに加
わることで、子どもたちの考えを深めるのに有効に働いた。
１．MJK（模擬授業研修会）やTKK（特別支援教育研究会）を通して、「笑顔になるための授業づくり」のための
校内研修会は大変役立つ研修であった。基本的な指導技術はもとより、教師の笑顔の大切さや効果について
再認識できた。
２．一流の講師陣を招聘して、直接授業を観たり講演を聴く機会に触れることができ、発問の視点、笑顔の表
情、具体的なほめ言葉、教材に精通している姿等、大変勉強になった。
３．「道徳ノート」や「家庭のキャッチボール短歌」等を通して、家庭・地域をも巻き込んでの「笑顔づくり」をア
ピールできた。
１．連携している新庄南高等学校金山校との接続がさらに深まった。
近年金山中学校の３年生は、金山校を希望する生徒の比率が高くなっている。上級学校の進学や企業への
就職を目指す生徒に加え、スポーツ活動やボランティアに希望を持って進路選択する生徒が増えていることが
特徴である。
２．中学生と高校生との協働の活動が増えている。
高校生が中学校を訪れ、高校生活のアドバイスや将来の夢を披露する集会を開催している。ボランティア活
動も高校生の提案により、協同で様々な活動を実施していくことになり、さらなる発展が期待できる。山形県内
でも新聞や学習コンテストで大きな評価を受けている。
３．地域に育まれ、成長して貢献しようとする生徒が次第に増えている。
町の連携教育関係者の話では、着実に生徒の質が変わってきたとの評価が多い。地域を大切にし、自己肯
定観や他者との共生の心、社会に向けた真摯な態度など、好ましい姿が年々育まれている。
「うこぎ」は、米沢藩の歴史に深くかかわり守り継がれてきたものであり、救荒食材として人々の命をつないで
きた貴重な食材でもある。その生け垣は、新緑から四季を通して美しい景観をつくり、今もその食文化が受け
継がれ独自の郷土料理が楽しまれている。本研究は、うこぎの成分に着目し地域活性化につながる商品開発
を目指している。本校では、SSH（スーパーサイエンスハイスクール）の研究の一環として数年前から研究を蓄
積してきた。今年度は、それをベースとして大学に出向き測定機器を借用し、うこぎの効用実験を行った。ま
た、うこぎ特有のの風味に不慣れな人にも抵抗なく飲用できる焙煎時間と成分の残存率を調査し、風味の改善
にも取り組んだ。
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都道府県名

福島

学校名・校長名

川内村立川内小学校
校長 加藤 正行

福島

いわき市立高久小学校
校長 澤田 三登利

福島

いわき市立御厩小学校
校長 猪狩 照良

福島

福島

茨城

いわき市立小名浜第一小学校
校長 鈴木 和美

いわき市立上遠野小学校
校長 野木 謙三

下妻市立豊加美小学校
校長 中條 美惠

茨城

日立市立宮田小学校
校長 及川 謙治

茨城

河内町立金江津小学校
校長 市村 純代

茨城

茨城

研究主題の主要な研究成果
１．課題を設定するまでのプロセスと自力解決の場を大切にした授業を展開してきた結果、児童が見通しを
持って意欲的に学ぶ姿、自力でやり遂げようとする態度が育った。
２．友達の考えを受けて自分の考えをまとめたり、自分なりに資料を選択、活用しながら課題を追求したりすな
ど、協働的に学ぶための手立てを工夫したきた結果、児童の意識調査により「自発的な学習」「学習のおもしろ
さ楽しさ」の項目で向上が見られた。
３．各学年で全ての教科、総合的な学習の時間等で推進してきたアクティブ・ラーニングにより、児童の学習意
欲の高まり、学ぶ力の向上に成果が見られた。
１．帯の時間の活用
授業の始まり５分程度に設けた「帯の時間」の活用・継続により、音符やリズムに親しみ音楽科の授業にス
ムーズに入ることができ、また学習を楽しみにする児童が増えた。
２．意図的な交流活動
個人・ペア・グループ・全体とめあてに合った学習形態を工夫することで、自分や友達の表現のよさ、音や声
を合わせることの楽しさや美しさを実感することができた。自分たちの技能向上を実感することで、さらに自分
たちの表現を作り上げようとする姿と自信が見られた。
３．［共通事項］の理解
教材研究を通して［共通事項］を理解することで、「何に気付かせ、何を教えたらいいか」を教師が、明確にも
つことができた。授業や目指す児童の姿の着地点を捉えることができるようになった。
１．理科学習が好きという児童が、この３年間で確実に増え、７割を超えた。
２．グループでの実験や話し合いで、友だちとの関わり合いが増え、考えを深めることができた。
３．時間の保証、自分のアイデアに対しての支援などにより、学習したきまりを活用してものづくりができた。
４．「理科学習の進め方」を３年生以上の全員に配布し活用することで、問題解決学習仕方が身に付いてきた。
５．自分の思考の流れに沿った理科のノートをまとめられるようになり、話し合いやふり返りの時に活用すること
ができた。
６．理科的環境の整備により、生活科から理科へうまくつなぐことができたり、観察が充実し児童の興味関心を
高めたりすることができた。
７．教師の理科の授業力が向上した。
１．放射線教育指導の３つのポイントを意識し、専門機関との連携を図った授業を計画的に実施したことによ
り、本校の放射線教育の目標にせまることができた。
２．専門家を招いての研修会を実施したことにより職員一人一人が放射線教育にかかわる知識を身に付けるこ
とができた。また、専門家との連携を図った授業に取り組んだことにより、授業設計にかかわるスキルに向上が
見られた。
３．次年度以降も、研究を継続していくことが大切である。
１．地域への興味関心を高める工夫
教師が地域に対する視野を広く持って、地域素材の情報取集を行ったり、人材リストの幅を広げたりしてき
たことや、子どもたちが目にするところに地域の情報を掲示してきたことで、より遠野町への興味関心を高める
ことができた。また、学年の発達段階や系統性を考慮して地域素材の教材化を図り単元計画を立てたことで、
地域の関心が高まった。
２．主体的・協同的に取り組む学習過程の工夫
生活カードや、やしおみカードに毎時間取り組ませたことで、自分の活動を見つめ直し見通しを持って活
動することができるようになったり、気付きを再確認したり、つまづきに自ら気付いたりすることができた。そして、
カードに記入される教師の称賛や助言にとって、より主体的に問題を解決する姿が見られるようになった。
３．子どもの気付きや変容が見える評価の工夫
生活科・総合的な学習の時間を身に付けさせたい力を明確にし、それを評価の観点とした評価計画を作成
したことで、単元全体をとおして、どの場面でどんな力を身に付けさせていくのかを意識しながら実践すること
ができた。
授業の視点を明確にした指導案を作成し、授業研究を全職員が実施したことにより、授業改善に対する意識
が高まった。また、指導案検討会や研究協議を通して出た課題についても、工夫・改善を行い、次回の訪問指
導に生かすことができた。特に、算数的活動や視覚に訴える工夫を積極的に取り入れた授業を展開することに
より、児童は、見通しをもち、問題解決に意欲的に取り組むことができるようになった。さらに、思考場面による
交流の場を工夫することにより、筋道を立てて考えることができるようになってきた。
１．栄養教諭と担任が連携した食育の授業を効果的に全学年で展開することができた。
２．栄養教諭と担任とが連携した食育により食物の栄養に関する知識が向上し、苦手な食べ物でも少しずつ食
べようとする望ましい食習慣が身についてきた。
３．朝食摂取率も向上し、毎日必ず朝食を食べる児童が９３％となった。また、朝食の内容も「主食」・「主菜」・
「副菜」・「汁物」・「果物」とバランスのとれたものとなり、学校での食育が家庭に反映されてきた。
４．「給食で茨城県の食材が使われていることを知っていますか」という質問では、「知っている」と答えた児童が
全校８２．１％から８５．６％に増え、食育により郷土愛も育まれてきた。
固定化された人間関係を送る本校児童には、望ましい人間関係の中で社会性を身に付け、個を生かすこと
のできる教育活動の展開が必要である。異学年集団や、地域の方々との温かい交流は自己有用感を高め、そ
の中で自主的・実践的な態度を醸成するものと思われる。
今年度実施した金江津２大まつりである「ふれあい祭」「ならせ餅つくり」は、異学年との交流や地域の方との
交流が無くてはできない行事であり、１年後に迫った義務教育学校としての統合に向けての大きな布石となっ
た。

神栖市立植松小学校
校長 西村 力

１．単元計画や授業の流れの提示や司会児童がマニュアルをもとに授業を進めたことで、児童が授業の流れ
がわかり、「次は自分が司会をやってみたい」という思いでフォロアーになり、協働的な学びへの意欲が高まっ
た。
２．自分の言葉で進行しようとする児童が増え、自分たちでスムーズに学習が進められるようになった。
３．パーソナルワークでは黙々と取り組み、グループワークやクラスワークでは司会者を中心に対話による深い
学びにつながってきている。
４．身の回りにあるものから学習問題を作成したことで、問題解決に取り組む意欲がとても高くなった。それにと
もない、教科書の問題を使い予習を行う児童が増えた。

行方市立北浦中学校
校長 横田 英一

成果として以下の３点挙げられる。
１．研究体制を改善したことで、チームとして取り組む教師集団になったことである。職員一人一人の研修意欲
も高まり、授業改善にもつながった。
２．学習に対し、真剣に集中して取り組む生徒が増えたことである。また、学習の振り返りには、仲間とともに学
ぶ意欲が高まっている内容や、話し合うことの意義、話合いから新たな気付きを実感した内容なども見られるよ
うになった。
３．携帯電話等の使用や家庭学習に対する認識が広がりつつあることである。学校と家庭が連携を図り、「何が
できるか」という実効性のあることを、一つ一つ取り組んでいこうという保護者が増えてきた。
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都道府県名

群馬

群馬

埼玉

埼玉

学校名・校長名

館林市立第五小学校
校長 五位野 高史

渋川市立豊秋小学校
校長 新井 幸男

小川町立大河小学校
校長 鷲巣 明喜

狭山市立入間野小学校
校長 小俣 惠美子

１．目指す児童像が達成できた
①「読む力」が向上してきた
全国・埼玉県学力学習状況調査や地区学力調査の「読む能力」の検証結果、全国・県・地区平均を実施学
年が全部上回った。
②児童が主体的に意欲をもって学習に取り組んだ
「付けたい力」を明確にできたことにより、教師は、単元計画を立案しやすくなり、児童は、学習のめあてや見
通しがつかみやすくなった。
③児童が自信をつけながら、発表できるようになった
目的を計画にして、「話し合う」活動を取り入れたことにとり、話し合う内容とその後の活かし方が児童に明確
になり、「話し合うこと」への意欲につながった。
２．研究が、本校の教育財産となった
①教職員が指導方法のを見に付けられた
事前授業説明会や異学年担任構成するグループ協議を取り入れた研究協議会をもつことで、指導方法を
共通理解理解しながら、身に付けられた。
②指導を継続していくために、研究成果を共通財産とすることができた
言語活動の見本と自動作成の資料、並行読書資料を保管し、データで「言語活動を位置づけた単元計画」
と、研究協議会後の修正指導案を保存しとことにより、今後教職員が異動しても、研究成果を次年度以降継続
可能となった。

入間市立金子小学校
校長 奥泉 徹

埼玉

川越市立高階北小学校
校長 横山 敦子

埼玉

飯能市立南高麗小学校
校長 中村 一博

埼玉

１．児童のよさと課題を多角的にとらえることができ、共通理解を図りながら学年経営、学級経営ができた。
２．児童が漠然とした目標ではなく、反省に基づいて自分なりの目標を立てられるようになり、行事への取組も
前向きになった。
３．児童は学習内容だけでなく、ゲストティーチャーの考えや思いも感じることができ、自分の生き方や将来に
ついて考えを広げることができた。
様々な授業で「考え、話し合い、学び合う」学習を取り入れた。
１．話し合いが活発になり、思考に深まりが見られるようになった。
２．「考え、話し合い、学び合う」授業に対する共通理解が図られ、どの教科にも学び合いを取り入れて授業展
開を工夫する意識が高まった。
３．思考ツール、思考方法カードの使用により板書が整理され思考の可視化ができた。
今後も児童とともに「学び合う」授業づくりに取り組み、確かな学力を育成していきたい。

埼玉

埼玉

研究主題の主要な研究成果
算数科において、学習過程をABC３つのパターンに分類して構成し、単元の中に意図的・計画的に位置付
けた。Aパターンの授業では、多様な考えを引き出すとともに、それらを説明・比較・検討することを通して、新
たな基礎的・基本的な知識・技能・考え方を習得したり、よりよい解決方法に気付いたりすることができた。Bパ
ターンの授業では、１単位時間の前半で解決方法について共通の見通しを基に課題を追求しとことにより、後
半の活用場面で自力解決に必要な時間が確保でき、一人一人が確実に課題解決を図ることができた。Cパ
ターンの授業では、活用力を育成するための課題うぃ意図的・計画的に取り上げ、多様な考え方で自力解決
し、説明・比較・検討したことにより、根拠を明らかにして説明できる児童が増えてきた。
以上の３つの学習過程を習熟度別少人数クラス3コースにおいて、実態に応じて位置づけたことにより、時間が
有効活用でき、一人一人の力を伸ばすことができたと考える

１．保育所と連携し、就学前の段階からケース会議や相談の機会を取り入れることで、就学前から見通しを
持った支援計画を立てることができ、入学時から個に応じた具体的な支援を行うことができた。
２．通級指導教室との連携やリソース体制づくりなど、配慮を要する児童への個別支援体制が確立し、個に応
じた支援の幅が広がった。
３．金子小スタンダードの作成と授業研究により、全教職員がUD授業について共通理解し、同一歩調で授業
を行うことができるようになり、特別支援教育の視点を取り入れた指導法を身に付けることができた。
１．これまでの教師主導の一斉授業から、児童主体の考える授業の工夫ができるようになってきた。
２．学年で教師同士がコミュニケーションを多くとり、授業づくりができるようになってきた。
３．各専門部でつくった教材・教具を積極的に活用し、わかりやすい提示ができるようになった。
４．児童が意欲的に取り組む姿が見られるようになってきたので、今後も継続的に成長を見守っていきたい。
５．本校は、６年前からユニバーサルデザインの授業作りを研究している。算数科においてもユニバーサルデ
ザインの授業作りをさらに研究し、児童の学力向上にむけて取り組んでいきたい。
１．「学びあい」を中心に取り組み、児童の学ぶ姿勢の向上が感じられた。
どの授業でも、児童がグループやペアで生き生きと学びあう姿がみられた。
２．各個人が個人テーマを立て、進めることにより、教師が主体的に研修に参加することができた。
３．教師が「学び合い」について深く考え、「教えあい」「話し合い」との違い等、研究協議が活発に行われた。

飯能市立富士見小学校
校長 平野 功

本校では、「聴き合い 学び合う子どもの育成」をテーマに「学びの共同体」に理論に基づいた研究に取り組ん
だ。日頃から子供が主体的に学び合う協同的な授業を全ての教室で行うとともに、年間一人一回以上の研究
授業を行った。
その結果、
１．全ての教室で児童が主体的に学び合う姿が見られるようになった。
２．分からないことを分からないといえる土壌ができ、誰一人孤立させない教室づくりが進んだ。
３．問題行動や不登校児童が減少し、学力の向上も見られた。
４．一人一回以上の研究授業を行い、謙虚に学び合う職員集団となった。
本校では、この研究をこれからも続け、子供の学ぶ権利を保障していきたい。

さいたま市立大久保東小学校
校長 大木 裕史

１．基礎学力向上について
・ゴールを明確にし、学習計画や授業展開を掲示することで、児童一人ひとりが見通しをもって学習活動に
取り組んだり、目的意識を明確にして対話活動に取り組んだりすることができるようになった。また、児童のつま
づきが予想される場面ではモデル文を活用したり、モデル動画を見せたりすることで児童の学習意欲を高める
ことができた。
２．特別支援教育
・支援教室等で、個の教育的ニーズに応じた指導を展開することにより、児童の心の安定にもつながり、落ち
着いて学校生活をおくることができるようになってきている。

平成２８年度 教育研究助成応募【学校研究】
都道府県名

埼玉

千葉

千葉

学校名・校長名

加須市立田ヶ谷小学校
校長 高野 明人

柏市立富勢東小学校
校長 桑原 直子

１．授業において焦点化を意識し発問を絞ることができた。
２．個を大切にする取り組みに努めた。
３．今までの取り組みを明確にし、それを授業の中で取り組んで行くことが大切であると認識できた。
４．視覚化が有効的であり、手立てを考えるきっかけになった。
５．日々の授業の中で、焦点化・視覚化・共有化を取り入れるよう意識してきた。また、食育でも取り組むことが
できた。特に、教えたいことを焦点化することが大切であると感じた。
６．タイムタイマーの活用が有効であった。
７．日常的な使える掲示物（視覚化）を工夫することができた。

いすみ市立大原小学校
校長 渡邊 宗七

１．常に教師が肯定的な評価をしていくことで、児童が間違いを恐れずに積極的に挙手することができるように
なった。
２．児童の実態に合わせて教材教具等を工夫することにより、児童が意欲をもって学習に取り組み、理解が深
まった。
３．ノートの使い方や学習マーク、チョークの色を統一することで、児童が安心して学習することができた。
４．教室前面の棚にベージュ色のカーテンをしたり、掲示物を必要最低限にしたりすることで、余分な情報が目
に入らず、視覚優位の児童も集中して学習することができた。
５．研究授業後に低中高ブロックでビデオを視聴し、授業を振り返ることで、児童へのかかわり方や発問の仕方
等、よりよい支援の方法を検証し共有することができた。

千葉

市川市立市川小学校
校長 京極 敬之

千葉

千葉市立山王中学校
校長 篠塚 和仁

千葉

研究主題の主要な研究成果
１．「授業の流れの基本」を作成し、授業の流れや教師の立ち位置、それぞれの役割について共通理解するこ
とで、全校で教室内少人数指導を安定して行うことができた。
２．授業で価値付たい言葉や切り返しの言葉、スタートで差が出てしまう児童への支援例を整理することで、経
験の浅い教員も児童へ自信をもって言葉がけできるようになった。
３．算数に親しむ環境整備を行うことで、休み時間や家庭で、問題を解く児童が見られるなど、学習意欲の向
上が見られた。
４．ティームティーチングやワークショップ型研究協議を継続して行うことにより、教員間のコミュニケーションが
活発になり、様々な教育活動に好影響が波及した。

松戸市立第四中学校
校長 猪狩 惠司

市川市で取り組んでいる「ヘルシースクール」の推進校として、児童の体力向上に向けて、「積極的に運動や
スポーツに楽しめる環境整備」を行った。
①運動量が十分に確保された体育授業
②休み時間等での運動できる場づくり
③運動部活動の充実
④外部指導者との連携
の４つの重点事項を設定して環境の整備を行ったことで、新体力テストの結果に変化が見られた。平成２３年と
平成２７年の新体力テストの総合評価を比較してみると、５学年ではE評価が減少し、６学年ではA評価の人数
が２倍となり、E評価は１２名いたが、０名となった。また、運動部活動では、どの部活動でも入賞圏内に入れる
ようになり、この５年間で児童の体力を大きく向上させることができた。
１．政権公約の作成や模擬選挙など、生徒がニュースで見聞きした身近な題材や、学校の近くにある空き用地
の活用方法について考えさせるなど、地域の事象を効果的に扱うことで、生徒の社会的事象に対する関心・意
欲が高まった。
２．「逸失利益」や「男女別の平均賃金」といった、生徒の思考が深まるような資料提示や発問を行うことで、生
徒の社会認識を深めることができた。また、公民の授業を通して、「効率と公正」の考え方を使ってグループで
話し合う活動を取り入れ、話し合いのルールを確立することで、仲間の発言に耳を傾けたり、協力してより良い
アイデアを出そうとしたりする姿が見られた。
３．持続可能な社会の実現に向けて、主体的・対話的な深い学びを取り入れた学習を継続したことで、自らの
課題を見つけ、解決していこうとする態度や意欲が高まった。
【国語】
・発言することに対して抵抗のあった生徒が、少人数グループの発表を通して、全体の場でも発言できるように
なった。
・調べ学習を踏まえたスピーチを行い、スピーチを行う手順と評価基準を明確にしたことにより、楽しくみんなに
分かりやすいスピーチをすることができた。
【社会】
・近年重要視されている思考・判断力・表現力については、導入で高められた関心を、授業の導入部に良い形
でつなげることができた。単に語句の暗記ではなく、発生した出来事の原因や実施された政策等の意図につ
いて個々の生徒が考え、表現することができる生徒が増えつつある。
【数学】
・授業では、意図的に学習に取り組む生徒が増えた。家庭学習の習慣がついた生徒も増えた。
【理科】
・課題について考え、自分の意見を持つことができる生徒が増えてきた。
・身近な事象と関連づけて授業を聞き、考えられる生徒が出てきた。
【音楽】
・リーダーのみならず、全体的に曲想表現を意識して歌えるようになった。歌声についても進歩し、豊かで美し
い声を意識するようになった。
【美術】
・イメージトレーニングや和紙染めなど、肩をはらず発想を広げ楽しく体験できる題材と、テーマを追求ししっか
りと考えて表現の方法を工夫しなければならない題材をバランスよく取り入れることで、ほとんどの生徒が意欲
的に取り組めていた。

平成２８年度 教育研究助成応募【学校研究】
都道府県名

千葉

東京

学校名・校長名

酒々井町立酒々井中学校
校長 加瀬 宏

武蔵野市立第五小学校
校長 嶋田 晶子

東京

日野市立日野第八小学校
統括校長 松永 式子

東京

東京都立目黒高等学校
校長 大窪 伸幸

神奈川

横須賀市立大塚台小学校
校長 小田部 英仁

神奈川

横浜市立三ツ沢小学校
校長 八嶋 真理子

神奈川

相模原市立相武台小学校
校長 八杉 昌哉

研究主題の主要な研究成果
【仮説１】
＜手立て１＞
体育の授業の中で、集団行動の様式の徹底を図る。
・生徒の主体的な活動を保障し、集団行動様式や挨拶指導の徹底を図る。
＜手立て２＞
学校行事や生徒の活動する場面で、常に集団を意識した行動を心がけさせる。
・全校・学年体制の中で、共通理解のもと組織的に集団の指導にあたる。
○保健体育科の授業において、集合、挨拶、整頓、列の増減など行動の仕方を身に付けることにより、各教
科指導、部活動においてより一層充実した取り組みが行えるようになった。
○黙働清掃（無言清掃）、全校集会、避難訓練などの学校行事において、学級のリーダーの指示で集団の
秩序が保たれ整然とした態度で行えている。
○儀式的行事の運営を生徒会本部が中心に企画、運営を行えるようになっており、生徒の指示で厳粛的な
行事を創り上げることへつながった。
○儀式的行事練習の時間削減することができた。
【仮説２】
＜手立て１＞
体育の授業の中で、サーキットトレーニングを取り入れ体力の向上と授業内容の補助運動とする。（種目の組
み合わせや回数を工夫する）
＜手立て２＞
運動部活動で、サーキットトレーニングを取り入れ体力向上と部活動の充実を図る。（目標の設定や種目の
組み合わせ・回数を工夫する）
○授業でサーキットトレーニングを行うことで、持久走が苦手な生徒も意欲的な取組につながっている。（見
学者：ゼロ）
○年３回合同部活動を実施し、サーキットトレーニングをを各部活動の練習にも取り入れ全校で統一した取り
組みにつながっている。
「五小バランス」とは、「知・徳・体の調和」のことである。
本研究は、「知」を総合的な学習時間と生活科が、「徳」を道徳が、「体」を体育が担うものとし、進めてきた。３つ
の分科会が研究主題に迫るための具体的な取組として、主体的な学びにするための工夫と対話的な学びに
するための工夫を手立てとして授業研究を中心に検証してきた。その成果として、各分科会において、児童の
発達段階に応じた活動が明確になり、体験的活動の設定や専門家や保護者、地域の方々とのかかわり等、具
体的な活動を取り入れることが効果的であった。また、教科・領域の特性を踏まえた研究を行ったことで、児童
の主体的に学ぶ姿勢を引き出すことができたと考える。
本校では平成２７・２８年度の校内研究において、主として問題解決的な算数の学習の進め方の共通理解、
ノート指導や板書の仕方の統一、既習事項を教室内掲示物として掲示、などに取り組んできた。これにより以
下の成果を得ることができた。
①「わかる楽しさ」を児童が味わうことにより、算数が好きと回答する児童の割合が増えた。
②昨年度に比べて、算数の学力調査の正答率が高くなった。特に本校の児童が苦手としている演算決定の問
題について顕著に改善した。
③全学年・学級で算数の指導方法の基本を統一したため、児童が新しい学年に上がっても混乱することなく学
習に入ることができている。
本校では、言語能力向上の取組の一つとして小論文模試を使った論理的思考力・表現力の育成を導入して
いる。１・２学年次に、事前学習後にテスト形式の小論文作成し、添削を受けた後、再作成した論文の再添削を
受けるという繰り返し学習によって、生徒たちの力が伸びたことを客観的なデータに基づいて検証することが本
研究の目的である。
平成２４年度から２６年度入学生について１・２年次合計４回にわたって作成した小論文の得点について、観
点別項目の平均点の推移を比較検討することによって、生徒の論理的思考力、表現力が確実に育成されるこ
とが明確になった。高大接続による大学入試改革が間近に迫ってきている現在、本校で実施してきた論理的
思考力・表現力育成の取組みは、大学入試改革への対応という面でも今後さらに効果が期待できるものと考
える。
本校では、『学び合う楽しさを味わい学力向上へ～言語活動の充実と高め合う授業づくり～』を研究主題に、
「算数科」を中心に学び合いを深めるための手立てとしての言語活動に着目して研究を進め、併せて「総合的
な学習の時間」を充実させることによる主体的で探究的な学びを作り出す研究を進めてきた。その結果、子ども
たちの表現力の向上と言語活動を介しての学びあう態度、活動に主体的に取り組む態度の育成につながっ
た。また、子ども自らが課題を持ち、自らの方法で課題解決に取り組む活動を展開するために、教師に必要と
されるカリキュラム構想能力の向上につながったと言える。
１．「自らかかわる」主体的な学びを創るために
子どもたちの興味・関心を喚起し、行動意欲や知的な欲求を誘発するためには、魅力ある教材との出会い、
「質の高い体験」が必要となる。
２．「考えを深め合う」対話的な深い学びを創るために
考えを深めるためには、はじめに事象について自身がどのような考えをもっているのか、学習を通してどのよう
に変容したのかをメタ認知する必要がある。問題解決のプロセスの中で、「見通しをもつ場面」「振り返りの場
面」の大きく２つの言語活動が大切であることが分かった。
１．児童の意識の変容から
①学習意欲の向上
教科担任が教材研究を深め、複数クラスの授業に責任を持って取り組む積み重ねが授業力を高め、子ども
たちにとって「できる」「わかる」授業となり、一人一人の学習意欲の向上に繋がった。
②児童指導上の効果
多くの教師とのコミュニケーションをとりやすい環境となり、安心して楽しい学校生活を送ることができた。
２．教師の取組から
①評価について
より客観的な評価を行うために、学年団で十分な話し合いを持ち、評価基準を明確にすることができたた
め、効率的な作業ができた。評定も従来よりは主観が入りにくくより客観的なものとなった。子どもたちの教科指
導における顕著な変容については、指導者がお互いの記録を回覧することにより共有化することとし、総合所
見の記録に生かすことができた。
②授業づくりについて
「できる」「わかる」授業づくりのために、どの教員も一層教材研究に力を入れるようになった。学級担任制で
は１回しかできなかった授業が複数回できるようになり、実践を振り返り、子どもの実態に合わせた指導のあり方
を考えるよい機会となった。また、教材や教具の準備を効率的に行うことができた。
③児童指導上の効果
教科担任制を効果的に実施するためには、担任間の情報交換が必要となり、決められた学年会等の時間
だけでなく、日常的な話合い活動が行われるようになった。その結果として、授業改善に留まることなく、各担
任がクラスを超えて子どもたち個々の実態を把握でき、情報を共有化することで、問題の早期発見、早期解決
につながった。

平成２８年度 教育研究助成応募【学校研究】
都道府県名

学校名・校長名

神奈川

海老名市立有馬小学校
校長 宮原 謙二

神奈川

伊勢原市立伊勢原小学校
校長 岩田 利通

神奈川

横浜市立宮田中学校
校長 飯村 浩章

神奈川

相模原市立鵜野森中学校
校長 菊地原 宏明

神奈川

藤沢市立第一中学校
校長 大野 寛武

新潟

糸魚川市立能生小学校
校長 村山 学

新潟

新発田市立御免町小学校
校長 中澤 毅

新潟

新潟市立寄居中学校
校長 清水 卓

新潟

佐渡市立新穂中学校
校長 大谷 直治

新潟

富山

村上市立神納中学校
校長 篭島 洋

富山県立富山工業高等学校
校長 當流谷 正博

研究主題の主要な研究成果
１．小学校と中学校、小学校と小学校で児童生徒がふれあう機会を増やすことで、中学進学時の児童の不安
感を解消することができた。
２．交流行事を通して、児童生徒の自尊感情や自己肯定感を高め、人間関係能力や生活、学習意欲の向上
に繋げていくことができた。
３．中学校教員の派遣事業により、小学生の知的好奇心を充実させることができた。
４．小中各校の校内研修への参加、日常授業への参加等の交流により、互いの良さを取り入れた授業改善へ
の意識の向上が見られた。
５．小中の教員が交流することで、互いの文化の違いを理解し合い、同じ子どもたちを９年間で育てるという意
識をもつことができた。
１．学年全員による指導案作成を通じて日常的に道徳の教材について話し合う機会が増え、分かりやすい授
業の展開につながった。
２．ねらいを明確にした道徳の授業研究をを行ったことで、道徳の授業への意識が高まり、他学年における同
一資材の活用、ワークシートの活用の工夫、分かりやすい板書などが行えるようになった。
３．道徳教育年間計画（別葉）の見直しを図り、道徳の授業と他教科の内容の関連付けができ、より効果的な
道徳教育に取り組めた。
１．総合的な学習の時間における深い学びの実現
・学年職員チームによる自然教室事前学習の深化
・３年次のポスターセッションのための主体的・対話的な深い学びの育成
２．地域・家庭とともに「自立のための基礎力」を育成する取組
・SNSに関する生徒の提言を受け、地域・家庭および小中ブロックPTAが家庭で話し合う仕組みを提案
１．２８年度以前より言語活動のある授業・多様な学び合いの場面を設定してきたこともあり、「見通しを立てたり
振り返ったりする学習活動」を取り入れて、より主体的で対話的な活動ができるようになった。
２．研究授業や全体協議会のなかで「見通す」「振り返る」ことの意義と、具体的な手立てについて理解を深め
ることができた。
３．全国学力学習状況調査の「見通す」、「振り返る」に関わる質問では、「見通しをもてている」、「振り返りがで
きている」と答えた生徒の人数が増えるといった結果につながった。
４．２８年度の研究を土台にした学び方を時期学習指導要領に向けて、さらに研究していきたい。
１．米作り、修学旅行の明日香村民泊、被災地岩手県訪問などの積極的な推進を行った。
２．整然と行われる全校集会、前向きで話し合いも充実している授業、３年生がリーダーシップを発揮する体育
祭など、着実な生徒の成長ぶりに手応えを感じている。
３．全国学力・学習状況調査では好成績を収め、また、生徒質問紙でも、規範意識、教科への関心、郷土愛な
どの項目に大幅改善が見られた。
４．学校評価の肯定的回答の平均が上昇し、特に、地域連携の項目は大幅改善した。
５．現在、次年度創立７０周年を契機に、生徒主体の記念事業を計画している。
１．生きるということについて考える子ども
高齢者とのかかわりに限定したものとして終始するのではなく、自分の周囲の仲間との関係、かかわりや社会
に生きる人間の生き方として一般化して考えていくことができるようになっている。
２．子どもたちなりにの社会貢献として
地域社会の存亡が懸かる重大な問題に、大人が子どもたちの力を必要としたところにその必然性がある。そ
のことを子どもたちなりに受け止め、何ができるかを考え、実践し、そこに生まれる様々な課題に年齢や立場を
超えてともに向き合い、実践し続けるところに自分も役に立ちたい、役に立っているという社会の一員としての
自覚が芽生えている。
３．発展し続ける活動の中で２１世紀を生きる資質能力を育てる
課題が生まれても考え合いながら常に前向きに物事を創造していく子どもたちの姿がある。社会全体が大き
く変わっていく時代を生きていく子どもたちに「自立」し「協働」し「創造」していく資質能力が地域ぐるみで育ま
れている。
１．教科「日本語」を中心に音声表現を多く取り入れた授業づくりに取り組んだことが、声を出すことに楽しさを
感じたり、適切な音量で表現したり、音声言語を介して伝え合ったりできる児童を育成することができた。
２．一人一人が主体的に考え、その考えを関わらせて学べるような手立てを取り入れた授業を積極的に行った
ことが、新たな考えを見付けたり、自分の考えに付加・修正したり、自分の考えに自信を深めたりと、自分の変
容を実感しながら学びを深める児童の育成につながった。
３．児童アンケートの結果から、課題解決に向けた意欲な姿勢、音声表現を通した表現への自信、友達と関わ
り合いながら学習することの価値を実感する児童を育成できたことが分かった。
１．「学習タスク」では「学習課題」と「まとめ」を、その「まとめ」を受けて、「練習タスク」では一人一人の「めあて」
と「振り返り」を行うという授業スタイルが効果的である。
２．「学習タスク」と内容を類似した「練習タスク」に、個、ペア、グループをうまく組み合わせながら取り組ませる
ことは、型に慣れさせるために有効である。
３．ICTを駆使して活動方法の説明を視覚的に提示することは、UDLの視点からどの生徒にとってもわかりやす
いものになると同時に「練習タスク」のじゃ集う時間を確保するうえで有効である。
生徒が自信度グラフを付ける（自分のネームプレートを自分で予想に貼る）ことでより授業に対して参加意識
をもてたこと、安心して学習して臨めるようになること、予想をより深く考えて行うようになったといえる。
１．地域への愛着が生まれ、地域で生きることへの自信と誇りが育った
全国学力・学習状況調査での「今住んでいる地域の行事に参加しているか」について、県比・全国比で、当
校の肯定的割合が大幅に上回った。キャリア教育実践や総合的な学習の時間を通して、地域の文化や歴史
そして地域の特色を生かした職業を学ぶ体験が実を結んだ。
２．将来の夢や目標を持つ生徒が育った
全国学力・学習状況調査での質問項目「将来の夢や目標を持つ」の割合では、県比・全国比で高い数値を
収めた。学校生活を通して互いに支え合うなかで、「自分にはよいところがある」という自意識も育まれ、それ
が、「将来の夢や目標」を持ち、自分の将来を切り拓いていくための自信につながっている。
３．学び合いを通して、生徒同士が自分の考えを相手に伝える力を身に付けた
グループ活動やワールドカフェスタイルでの学び合いを通して、生徒同士が考えを交わしながら、多様な視
点を獲得し、自分の考えを深めることができた。

普通旋盤３級の技能検定を挑戦させることにより、生徒の学習意欲を喚起して技能習得を促進し、現場で求
められる力をつけさせる実践に取組んだ。テキストの作成・改訂を進めることで、指導方法が改善され、合格す
る生徒が増加した。生徒は授業以外に機械や測定機等を多く使用したことで、興味関心が高まり、専門科目
の授業に対する意欲が向上したなどの改善が見られたことをはじめ、①機械の操作や技術が定着した②安全
作業に意識するようになった③コミュニケーション能力が向上した④上位の資格や他の資格・検定に挑戦する
などの意欲向上がみられたなどの成果が現れた。また、他学科でも、技能検定を取り組むようになり、さらに資
格取得への取組が加速した。
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都道府県名

富山

富山

学校名・校長名

富山市立芝園小学校
校長 宮口 克志

黒部市立宇奈月小学校
校長 岩井 芳生

長野

伊那市立伊那北小学校
校長 春日 由紀夫

岐阜

御嵩町立御嵩小学校
校長 纐纈 隆朗

静岡

静岡

愛知

愛知

静岡市立藁科中学校
校長 大野 哲寛

静岡市立玉川中学校
校長 良知 佐代子

一宮市立末広小学校
校長 大島 純子

江南市立古知野西小学校
校長 松本 秀樹

愛知

あま市立秋竹小学校
校長 賀島 美恵子

愛知

津島市立蛭間小学校
校長 千賀 輝男

研究主題の主要な研究成果
１．教材に十分にかかわり自分の考えをもてるようにすることで、子どもたちは自分の考えに自信をもって意欲
的に伝えようとすることができる。
２．子どもたちの実態を把握し、子どもの真意を明らかにしていくことによって、子どもたちは主体的にかかわ
り、ねらいに向かう学び合いを生み出すことができる。
３．子どもたちの中から問題が生まれる状況をつくり、グループや全体で解決させることが、主体的に学び合う
学習を支える。
１．明確な学習課題設定の工夫【導入】
導入時、生活体験に結び付く課題を提示することで、子供たちの興味・関心が高まり、意欲的に学習に
取り組むきっかけとなった。
２．書いて考え、効果的に発言しながら、他と関わり合う学習過程や場の工夫【展開】
子供の考えを把握し、意図的指名を行うことで、考えを整理して練り上げていくことができた。
３．学習の成果を確認する活動の工夫【終末】
書くことで苦手な子供も短期間で自分の考えをまとめることができた。また、課題と正対したまとめに結び
付けることもできた。

１．学校と地域が一体となって様々な学習計画を企画し、練り上げ、子どもと共に協力して実行する過程で学
校の願い、子どもたちの願い、地域の学校に寄せる願いが互いに「見える化」され、より価値ある方向に前進で
きつつある。
２．学校の基礎を支える国語力の充実を「読み書きプロジェクト」という形で全校心を一つにして取り組んだこと
は長期的に見て子どもたちに「足腰の強い学力」を身につけさせる点で有効なのではないかと考える。
３．「学力」を「学び喜び・学び続ける力」と定義し直すことで子どもたちにもう一度学ぶ意味を取り戻したい。
子どもたちが「学び喜び」をエネルギーにして「学び続ける」ために私たち教師は何をしなくてはならないのか、
地域や家庭とどの様に連携しなくてはならないのかを今後の課題としたい。
本校では、算数において学級を解体した学年習熟度別少人数指導を研究的に行ってきた。
学年習熟度別学習では低位の学力を上げることにも効果的であるが、習熟度が高い児童にも満足感を与える
ことができることが明らかになった。その結果を踏まえ、今年度は、３年生から６年生の４学年で算数の学年習
熟度別学習を行っている。
少人数指導担当教諭の担当授業時数を考えるとき、学級を習熟度にした場合、「５時間×学級数」分となり、
その学年が４学級であれば、２０時間必要となる。ところが、学年一斉で行えば、その学年で５時間だけの授業
時数となり、２０時間で４つの学年を指導できる。また、「学級数＋加配教諭」分の段階を習熟度別にできるの
で、その個別対応もダイナミックとなる。
１．中学校では、上級生に対する憧れを原動力に、生徒から生徒に良き伝統が継承される生徒主体の活動の
場（体育祭など）を活性化させることで、生徒たちの様々な可能性（思考力・判断力・表現力や自己有用感な
ど）を引き出すことができる。
２．生徒主体の活動の場（体育祭など）は、「縦割り活動」の場であると言える。そのよさを活かした協働的な活
動を意図的に盛り込むことが活性化の方策となる。
３．本校では、活性化の方策として「縦割り活動」を年間を通して位置づけた。生徒会活動を軸に、遠足や体育
祭や合唱、そして芝生の養生活動などを通して上級生が下級生に語り、下級生は上級生に学んでよき伝統を
引き継ごうとしている。
４．伝統の継承は、学校に対する良きプライドを醸成し、自治意識を高めることができる。
５．語る場を与えられた上級生は、自分の考えをもつことを意識して積極的に語り、よりよく伝えようと表現を工
夫するようになる。積極的な人間関係を築くことに課題がある本校生徒にとって、課題克服のためのよき手立て
となっている。
１．生徒が、総合的な学習の時間に対する有用感を高く感じ、「社会に出たときに役に立つ」学習と考え、調査
学習に意欲的に取り組んだ。また、この学びを通じて、地域への関心や郷土愛が高まり地域・保護者が強く求
めている「将来、地域を愛し地域を支える人材として成長して欲しい」との期待に応えることができている。
２．この「学習発表会」への指導や発表後の成就感をもつことで、中山間地の児童・生徒に多く見られた、多く
の人の前で表現することへの苦手意識が本校生徒から消え、「伝え合う」力の向上に繋がった。この力の向上
は教科の学習、特別活動の充実など本校教育活動全般のボトムアップに寄与するものとなった。
すべてにおいて、学校生活が楽しいという思いを持たせることが大切である。自分自身の活躍の場、認めら
れる場が必要である。自己肯定感を高めさせれば、何事にも意欲的に取り組ませることができる。今回の実践
で特に、児童理解を深めるための「主役カードの活用」は児童理解だけでなく、信頼関係を増すこともできた。
よって、児童は「先生が好き」となり「学校が楽しい」につながったと考えられ、とても有効な取り組みであった。
本校には、その他にも行事が多くある。いずれも児童が主体となって運営等をしている。そんな中で、児童同
士が関わり合い、よりよい成長をしているとも考える。今後も「心身ともに健康で、社会の変化に自ら対応できる
心豊かでたくましい末広っ子の育成」をめざして、実践していきたい。
学習指導要領改訂を見据えて、アクティブ・ラーニングを取り入れたいと考えた。「確かな力」の向上につなが
るアクティブ・ラーニングとして、主体的な学び、対話的な学び、深い学びの視点から研究を進めてきた。
【成果】
NRTの結果では、前年度と比べて国語科は１．６ポイント、社会科は１．９ポイント偏差値の上昇が見られた。
特に、国語科の「読む能力」、社会科の「社会的な思考・判断・表現」の領域で大きな成果が見られた。
【課題】
学習課題を自ら設定できない児童が多く、主体的な学びという点では不十分であった。また、国語科で身に
付けた言語力を社会科で生かすという点では課題が残った。今後は、新しい学習指導要領の方向性を注視し
つつ、主体的・対話的な深い学びを全教科・領域に広げていきたい。
歯と口の健康づくりができる子の育成のためには、正しい技能の習得とともに歯と口腔の健康に対する意識
の向上が欠かせない。また、取組の成果を上げるためには、学校だけでなく、家庭も巻き込んでいく必要があ
ると考え、研究に取り組んだ。実践の結果、発達段階に応じた具体物を活用した指導や、児童の視覚に訴える
ような資料を活用した保健指導・保健学習と日常指導により、みがき残しのないみがき方を習得することができ
た。また、親子で体験的に学ぶ機会や、歯と口の健康について話し合う機会をもつことにより、歯と口の健康に
関する関心が高まり、知識が深まった。
１．めあてを意識させたり、授業の流れを提示したりすることで、児童は学習内容を見通し、焦点化することがで
きた。また、わかりやすい発問を児童によりよく伝えることを心がけることで、課題への見通しをもち、児童一人
一人の授業に向かう姿勢が向上してきた。
２．話し合い活動において目的に合わせたルール（ハンドサインなど）が定着・共有化されてきたことで、児童
が話し合い活動に慣れ、安心して発言できるようになった。自分とは異なる意見や考えを受け止め、認め合うこ
とができるようになってきた。
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岡崎市立常磐東小学校
校長 近藤 嗣郎

研究主題の主要な研究成果
１．児童が地域の方や大学生と一緒に調査し防災紙マップや電子マップの完成。
２．学区全戸に防災アンケートの実施と地域の防災意識の向上を図った。
３．地域の危険な５箇所にオリジナル防災看板を設置し、安全対策を実行した。
４．児童が企画した「通学時の避難訓練」と「放課後の子供避難訓練」の実施。
５．AEDを使用した心肺蘇生法訓練を児童や地域にも広げる活動を実践した。
６．学区全域に「児童の見守り隊」を広げ、児童の登下校の安全を確保した。
７．愛知工業大学・日本赤十字社愛知県支部との連携で研究実践を深めた。
８．研究成果の児童の発表は多くのマスコミにも広く取り上げられ、後輩の児童や学区の人々や市内外へも広
く発信できた。
９．研究実践を通して、児童が多くの人と関わり「コミュニケーション能力」「思考力」「判断力」も培われ、生きる
力が身についてきた。
１０．地域は自分らが守るという意識が向上し、自己存在感を高め、大きく成長することができた。

碧南市立大浜小学校
校長 金子 てる子

1.伊号２９潜水艦艦内誌「不朽」の復刻を通し、艦内誌との出会い、書き起こし活動をすすめ、乗組員家族を招
聘し話を聞き、さらに解読することで、戦争の話を聞いた経験のない児童は、戦争を自分事として感じるように
なった。
２．北海道札幌をはじめ九州福岡にいらっしゃる乗組員遺族や希望する諸所に、艦内誌「不朽」の復刻版と電
子書籍データをお贈りできた。戦争の悲惨さと平和の尊さを伝える子どもの育成に繋がった。
３．「不朽」の復刻活動を中核としたこの平和教育は、２８年度中日教育賞を受賞することができた。また、本校
に軍事郵便や特攻隊史料なども寄せられた。

愛知

刈谷市立小垣江東小学校
校長 柴田 芳之

１．みどりに親しみ、みどりに学ぶ活動
①マイツリー活動（全学年：通年）
②一人一鉢（全学年：春、秋）・「だいすきな花、ぐんぐんそだて」
③「切り干し大根農家の秘密をさぐれ」（３年：1月～３月）
④「みどりの小道環境日記」の取り組み（３年生以上の希望者：５月から１２週間）
２．命の大切さに気付く自然や生き物・地域とのふれあい
①「産直をひらこう」（２年生：９月～１２月）
②「ひとつの命を大切にしよう」（３年生：通年）
③「育てよう！ぼくらの子牛」（４年生：５月～１２月）
④「共に生きる」（５年生：９月～１２月）
⑤「温かい思いやりの心を育もう」（６年生：11月～１２月）
３．子どもたちの思いやりの心を高めるふれあい活動
６学年を縦割りにした「ふれあいチーム」の活動

愛知

新城市立新城小学校
校長 伊藤 雅朗

校区（自然、人々、歴史・文化）を教材化することで、学びへの意欲を高める実践。三多活動（多く読む・多く
書く・多く論じる）を授業や生活に位置付けることで、学びの質を高める。問題解決的な学習を繰り返して行うこ
とで、学びことのおもしろさを実感する実践。本校では、３つの手立てを授業に取り入れ、「夢中になって学ぶ
子どもの育成」をめざした。

愛知

愛知

愛知

愛知

豊橋市立嵩山小学校
校長 小林 俊元

１．ICT機器の直観性、再現性を生かし、課題提示や資料提示の工夫をすることで、子どもたちが学習への意
欲を高め、集中して取り組めるようになった。
２．タブレット端末上には考えを端的に書かせ、発言のなかで詳しく伝えるようにしたことで、友達の考えをじっく
りと聞いたり、自分の考えを相手にわかってもらいたいという思いで伝えたりする姿が増えた。
３．タブレット端末の即時性や協働性、連動性を生かして、個々の考えをテレビやタブレット端末に一覧表示す
ることで、短時間で多様な考えにふれ、意見の相違に着目して話し合いながら考えを深め合えるようになった。

犬山市立東部中学校
校長 神谷 勝治

「夢の実現に向けて努力する生徒の育成」を目指し、「強く・正しく・豊かに・伸びる」の各部会で、様々な教育
実践に取り組んできた。生徒の『健康』を育むための、中心課題として取り組んだものが眠育である。「強く部
会」では、睡眠の質の改善を目指し、睡眠日誌への記録に取り組み、１年に３度の実態調査を行って検証を繰
り返してきた。
各部会での取組により、自己効力感の高まりとともに、睡眠への意識の高まり等、緩やかにではあるがプラスの
変容が見られた。睡眠は家庭生活に関わる物で、学校と家庭が睡眠日誌に現れる生徒たちからの様々なサイ
ンを共有し、一緒に取り組めたことが何よりの成果であった。

刈谷市立依佐美中学校
校長 稲生 修一

１．朝の「黒板メッセージ」を「黒板Ⅰメッセージ」として取り組み、よりよいところを伝えるだけでなく生徒の豊か
な心を育むよう心掛けた。その結果、生徒の規範意識や相手を認める雰囲気が高まった。そして、生徒の自尊
感情を育むことができた。
２．よさっぴタイムを基に授業で行った「ペア学習」や「よさっぴトーク」では、友達と関わりながら意見を深めるこ
とで、説得力のある理由を考え、発表することができた。
３．本年度実施した学校評価生徒アンケートでは、「安心して学習や生活できる」９３％、「ルールやマナーを
守って生活できている」９４％など、多くの項目で昨年度のパーセンテージを上回ることができ、研究の成果を
実感できた。

愛知

新城市立鳳来中学校
校長 原田 隆行

愛知

愛知県立碧南高等学校
校長 坪井 基紀

１．生徒たちの体力向上
体力テストの結果や新城市体育大会での成績が向上した。また、保健体育の授業や行事でのけがする生徒
の数が大幅に減少した。
２．規則正しい生活の意義
生徒自身が、睡眠や朝食について自分の生活を見直すことができた。また、規則正しい生活を送ることが体
の成長や体力アップにつながると生徒たちが理解することができた。
３．地域ぐるみの取組へ
鳳中オリジナル体操、共育駅伝を地域へさらに広げることにより、体の共有化が期待できる。こうして、地域ぐ
るみで心身の健全な成長を見守る体制が構築されつつある。
次の２つのモデルを提示して研究を進めたところ、下の１から４までの内容が明確になった。
①型・・・講義型の授業の中に部分的にALを取り入れている形態
②型・・・授業全体、あるいは授業の大半を「課題探究的な活動」にしている形態
１．講義形式一辺倒の場合よりも、５分間だけでも「話し合い」、「振り返り」等の活動をいれることで授業の理解
度が上がる・
２．①型モデルは、生徒へ重要な点を認識させやすい。また、知識の定着も図ることができる。
３．②型モデルは、生徒の達成感・成就感をもたせやすい。
４．本校でALをこれまで以上に推進していくためには、本校生徒のどのような力を伸ばすことができるのかとい
う視点を教員がもち指導方法の研究・研修を進めていくことが大切である。

平成２８年度 教育研究助成応募【学校研究】
都道府県名

学校名・校長名

三重

鈴鹿市立鼓ヶ浦中学校
校長 坪井 基紀

三重

鈴鹿市立大木中学校
校長 金丸 勝実

三重

三重

大阪

大阪

大阪

大阪

研究主題の主要な研究成果
１．学校・家庭・地域の協働が進んだ。
地域の課題である「防災」の取組を通して、学校・家庭・地域が協働して取り組む意識が高まった。今後は、よ
り実践的な内容に改善することにより、ひき続き学校（生徒・教職員）・家庭・地域の意識を高めていく必要があ
る。
２．「授業づくりを中心とする学校づくり」への理解が深まった。
学校運営協議会委員やPTAの、学校づくりのビジョンへの理解が深まり、教育活動に協力しようとする意識が
高まった。また、子どもたちに育てなければならない力を共有することができた。
３．学校運営協議会とPTAの連携が強まった。
大津避難訓練の運営において、PTAが中核となった実施する体制が整うなど、学校運営協議会とPTAの連
携が強まった。
生徒が主体的・協同的に取り組む授業の創造は、生徒の関係性、準備する課題や教材、授業デザインなど
と深くかかわってくる。同じ内容の授業でも、学級が変われば授業展開も変わる。あらかじめ想定した授業の流
れや方法では子供が主体的に学ぶ授業は創造できない。
そのために私たちは、子どもの教室での学びの状況をつぶさに観察し、授業デザインや教材研究、グループ
活動の意義になどについて実践的省察を繰り返すことにより、授業の改革を行った。その結果、本校の課題と
なっていた不登校や問題行動が減少し、学力の向上が見られ、落ち着いて安心して学べる学校づくりに資す
ることができた。

鈴鹿市立神戸中学校
校長 杉嶋 克之

１．下記のデータのようにチーム学校が進んだ。 若い先生にとっては、気楽に研究ができた。
①授業の工夫・改善を組織的に行っている。（H27：３５．９％→H28：４３．１％）
②集団づくりや学級経営のために工夫・改善を組織的に行っている。（H27：２３．１％→H28：３１．４％）
③自分の担当する学年だけでなく学校全体の教育を改善しようとする意識がある。（５．１％→９．８％）
④他の教師の授業を気軽に参観できる。（H27：２５．６％→H28：３１．４％）
２．学年同士の話し合いは自然にできるが、他学年との先生と話す機会があることも先生方には良い結果と
なった。自分の学年を客観的に見られた。
３．中学校では「学年セクト」的になりやすい環境を「チーム」を意識し、会議や校内研修の企画を工夫したこと
が良い結果に結びついたと思われる。一方で学年のチーム力は、相変わらずでその団結力は衰えなかった。
このことから、学年によって「荒れ」が起きる中学校では、このシステムは効果的と考える。

三重県立水産高等学校
校長 德田 嘉美

「サバCAN」「スイコーキッズ」で活躍した生徒は、以下のような成長があった。
１．地域の方々と触れ合うことにより、コミュニケーション能力を高めることができた。
２．小学生と関わりを持つことで、自分の役割を意識した行動ができるようになった。
３．下級生を指導することでリーダーシップを高めていく生徒もいる。
これらの取組で活躍した生徒は、自分に自信を持って学校生活を送れるようになったり、社会に希望を持って
卒業を迎えた。
これまで、この地域の人口の減少により、本校は入学生の確保が厳しい状況が続いていた。しかし、平成２９
年度は募集定員を満たして、４月に迎えることができる見込みである。このことは、このような取組が生徒の成長
につながり、地域等から本校の教育力が認められた成果であると思いたい。今後も生徒の自己肯定感を高め
る取組を多くの生徒に実践できるようにしながら、魅力ある学校づくりにつなげたい。

大阪市立長居小学校
校長 水野 和幸

大阪市立中央小学校
校長 札場 俊二

吹田市立佐井寺小学校
校長 津田 一司

堺市立市小学校
校長 山本 雅士

１．「一人学習の場の設定」「動作化の設定」「学習課題づくりの場の設定」「吹き出しの工夫」「つまづく児童へ
の対応」を図ることで、自分の考えをはっきりさせながら、内容を理解せさせることができた。
２．「伝え合い、学び合う」場を工夫することで、児童相互での意見交流が活発になった。
・「ひとり学習」→（グループ活動）→「全体学習」への話し合い活動を広げることで、児童は自信をもって意見
を伝え、児童相互での意見交流ができるようになった。
・低学年、中学年、高学年で「整理する力」が身に付いてきた。
３．「並行読書」を取り入れた成果
・学校図書館や学級文庫はもちろんのこと、住吉図書館からも大量貸出を活用して読む機会を増やしたこ
とにより、「単元を貫く言語活動の内容」に進化が見られた。
４．「学び続けるサポート事業」の充実化
・本研究を生かした児童主体の授業づくりが活性化した。また、国語科という幾通りも方法がある、しかも、
指導者の個性を大いに生かせる教科の特性を利用して、全教員が一丸となって児童と共に「学び合い」
ができた。

１．協力や傾聴等のワークを体験し、大事なことをみんなで考えることができた。
日常的な肯定的働きかけや、友達から認められたり友達の役に立ったりする経験により、自己肯定感や自己
有用感が高まり、支え合う集団育成につながった。
２．児童会活動にピア・サポートを取り入れることで、高学年の下級生への優しい声かけが増え、自然に手をつ
なぐ、楽しく会話をする等、ペア同士の仲も深まっている。
３．学習場面でもペアやグループ、全体でのコミュニケーションを増やし、考えを伝え合い、学習課題の解決に
向けた学び合いにより、みんなで考え解決することが楽しいという児童が育っている。
１．自分で考える個別探究では、登場人物の行動や発言を根拠として人物像を表現できるようになってきまし
た。
２．教師が子どものことばを生かして板書することで、子どもの多様な気づきをクラスで共有し、その結果、個々
の考えを他者と関連づけ自分の考えを高めること（協同探究）ができました。
３．授業場面での発言やワークシートへの記述から、協同的探究学習により一人ひとりの子どもたちは、「わか
る力」を着実につけてきました。
４．お互いの考えを聴き合い学び合う姿、お互いに認め合い支え合うなかでの子どもの自己肯定感が高まりま
した。

研究主題に迫るため、①道徳の時間の改善・充実 ②教科等と関連した取り組み ③家庭・地域との関わり ④
中学校区の連携 の４つの視点から実践を積み重ねることができた。特に、道徳教育の重点内容項目につい
ては、主題構想表をもとにした他教科等との関連を図ったことや道徳授業の保護者参観、懇談、中学校区で
の合同研修等により「豊かな心の素地」をつくることができたといえる。これらは「学校教育アンケート」において
も肯定的な評価となって表れている。
また、その内容と成果については、小学校・中学校協働による『第１回堺市道徳教育研究大会』を開催し、公
開授業、分科会、大会冊子等で発信することができた。今後の各学校での道徳教育の推進充実に向けた新た
な一歩となる意義深い大会となった。
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大阪

奈良

奈良

和歌山

鳥取

岡山

学校名・校長名

堺市立深井中央中学校
校長 泉 佐

奈良市立三碓小学校
校長 阪本 さゆり

橿原市立畝傍中学校
校長 𠮷田 徳弘

和歌山市立東和中学校
校長 東方 美喜夫

伯耆町立岸本中学校
校長 箕浦 昭彦

美作市立勝田中学校
校長 西村 睦美

広島

広島市立八幡東小学校
校長 河野 博一

山口

岩国市立高森小学校
校長 岩崎 利充

徳島

阿南市立大野小学校
校長 勝瀬 奈奈子

研究主題の主要な研究成果
１．平成２６年度より３年間にわたり、文学的文章から科学的説明文まで多岐にわたる文章を構造的に読み解く
「構造的読解力」をもとに読解力の技能強化の研究に取り組んだ。
２．２年目以降は、国語科の成果分析を踏まえ、他教科でもノート指導や板書事項の工夫、励ましの赤ペン先
生によるアドバイスなど様々な仕掛けを行うとともに、「読み解き、自身の考えを持ち、考えを表出する」技能とし
ての作文指導も並行して取り組んだ。
３．研究３年目の４月に行われた全国学力学習状況調査において、「国語の学習は好き、大切、将来に役立
つ」など教科に対する情意面だけでなく、「考えを組み立てたり、表現したりの工夫」などの技能面でも全国平
均を＋１０P以上上回る結果を示せた。
本校は、聖武天皇が名づけられたとされる「三碓」という地名を行名にいただいた学校である。その校名の由
来や地域の神社とのつながり、校区を流れる河川、住宅地内の公園等の校区に存在する学習材や地域の協
力者の方との学習は、児童の学習意欲を喚起させる効果だけでなく、地域を見つめ良さを実感することにつな
がった。また、その学習過程においては、多様な見方考え方だけでなく、自己を振り返り更なる努力を積み重
ねることで思考力・判断力・表現力が着実に伸びてきている。本校ならではの「三碓学習」として系統性をもっ
た取組が出来上がった。今後も、地域の学習材の開発や指導法の改善を行いながら、さらなる充実を目指して
いきたい。

１．校内支援体制（「学びプロジェクト」）により、教師が早朝に生徒の困り感に気づくことができた。また、通級
指導教室に繋げることで、生徒が自尊感情を高め、学習に対して、前向きに取組む姿が見られた。
２．通級指導教室が、生徒同士の多様性を認め合う場となり、人との関わりが苦手な生徒たちが安心して過ご
すことができた。その安定した生活の中で、「自分がやりたい」と思えることを見つけ、それを進路へと繋げるこ
とができた。
３．今年度卒業する生徒達から、「通級指導教室があって本当に良かった」と言う声を聞いている。生徒たち
は、この３年間で自己理解を深め、自分の弱さと向き合い、それを受け入れる強さを身につけることができた。
また、自分の決めた目標に向かって頑張り、志望校に進学することが出来た。

平成２２年度から全校を挙げて取り組んでいる「朝の読書活動」の実践の成果
「朝の読書活動」アンケートの回答より
１．１日の学校生活を落ち着いた中で開始することができるようになった。
２．本を読むのが好きになった。楽しくなっった。
３．集中力がついた。授業に集中できるようになった。
４．朝の静かな時間が好き。
５．休み時間や家でも本を読むのが好きになった。
６．クラスが落ち着いてきた。
７．いろいろな知識や言葉、表現方法、考え方などをしることができた。
８．作文等を書くときは、早く書けるようになった。
９．想像力が豊かになった。
１０．「どんな本がおすすめだよ」とか「こんな本があるんだけど知っている？」などという会話が増えてきて、クラ
スのムードが良くなってきている。
アンケート自由記述欄では、平成２２年度には約４割の生徒から「朝読」に否定的な意見があったが、平成２４
年度からは、否定的な意見は全くなくなり、時間を延長してほしいという意見が増えている。
１．「つながり」づくりの成果
・「テーマ決め→活動→振り返り＆いいとこさがし」という構造化された取り組みにより、生徒の道徳的価値が
深まり、自己有用感の高まりも見られた。
２．「凡事徹底」づくりの成果
・「道徳教育」の視点から「凡事徹底」の価値を洗い直しながら取り組みを行った結果、教職員・生徒に「凡事
徹底」の価値の理解と学校目標の具現化のために取り組んでいるという自覚が深まった。
３．職員研修を活用した教職員の意識改革
・指導方法・指導観を道徳的価値という視点で統一できた。
１．いじめに視点をあてた道徳年間指導計画を全教職員で再確認できた。
２．人権課題一覧表の作成により、全教育活動で行う道徳教育やいじめ防止の取組の位置づけが明らかに
なった。
３．いじめの加害者・傍観者を生まない道徳の授業づくりが全教職員で研究、実践できた。
４．道徳における主体的な学びを工夫することができ、生徒間の意見交換が活発にできた。
５．道徳の授業から、生徒自らが課題解決に向けて行動をおこすことのできる取組につながった。
６．特別な教科「道徳」につなげる指導の在り方について研究、実践ができた。
７．『いじめ０宣言』を学年から学校へと発信でき、全校生徒で取り組む体制作りが整った。
１．「出前授業」「部活体験」等の体験型の交流は、具体的に中学校生活をイメージでき、児童に中学校生活に
対する安心感を持たせることにつながった。
２．「里帰り学習」は、出身校の小学生への学習支援を通して人のために役に立ったという自己有用感の向上
につながった。
３．「学習のスタンダード」「生活のスタンダード」の設定が小学校５校の足並みを揃えスムーズに中学校への進
学の一助になった。
１．支援体制の充実
①児童の実態把握②効果的な取り出し指導③意欲に欠ける児童への対応④授業のユニバーサルデザイン
化を効果的にする支援⑤安心して学習できる場等、支援体制の確立
２．意欲的な児童の育成
個に応じた力を発揮できる場が確保されることにより、支援を必要とする児童が達成感や自己肯定感を下げ
ることなく意欲的にまた、この対応が全ての児童の意欲向上となった。
大野の昔話や伝説を劇にして、秋祭りに出演する活動は、子どもたちが気付かなった地域の「ひと・もの・こ
と」を知る活動であった。活動は魅力的で、子どもの興味や関心をかき立て、主体的・探究的に展開されていっ
た。
地域の方からは、「年々淋しくなっていた秋祭りの賑やかさが戻ってきた」「子どもたちの活動は地域の活性化
につながっている」と、喜びの声が届けられた。地域と双方向の学習は地域の活力となり、子どもたちの大きな
達成感や自信となった。大野の町の一員としての意識を高めることにつながった。そして、何より、主体的で深
い学びのある学習が展開された。

平成２８年度 教育研究助成応募【学校研究】
都道府県名

徳島

徳島

高知

高知

高知

高知

福岡

福岡

学校名・校長名

阿南市立中野島小学校
校長 門田 万寿美

徳島市佐古小学校
校長 國友 博司

高知市立初月小学校
校長 吉村 美恵子

高知市立一ツ橋小学校
校長 川崎 弘佳

高知市立城西中学校
校長 宮田 龍

高知市立西部中学校
校長 山田 洋士

北九州市立折尾西小学校
校長 二宮 利之

福岡市立東吉塚小学校
校長 武田 祐子

研究主題の主要な研究成果
１．視点① 言葉を大切にした掲示環境
教室環境や授業の中にとどまらず、図書室の有効的な活用などを通して、豊かな言語に触れることで、言葉
の力が活動を作り上げ、つながる集団を作っていくという体感ができつつある。それを多角的に展開すること
で、家庭へと広がり、他学年へ全校へと広がりをみせている。詩や写真と触れ合うことで、周りとのコミュニケー
ションにもつながっている。
２．視点② 言語活動の充実を図った授業展開
毎時間、学習の「めあて」を明確に示し、課題解決の過程となる言語活動を単元全体を通して一貫したものと
して位置付けていった。そこには、必然性のある交流の時間や場面が自ずと設けられ、課題を協働的に解決
することができた。その過程で、子どもたちは、自己効用感や成就感を味わい、仲間とともに成し得たことで、
学習集団としての質的向上が生まれつつある。
言葉の力を育てることで、子どもたちは、相手を意識し、相手の思いを聴き、自分の思いを伝えることで、言葉
でつながる集団へと高まりをみせつつある。
３．視点③ 言葉でつながり合う特別活動
集会活動、委員会活動等、あらゆる機会をとらえて、言葉を大切にすること実践では、回を重ねるごとに話し
合いに慣れてきて、互いの意見をよく聞き合うことができるようになってきた。活動の運営にあたった高学年の児
童も満足し、学校全体でつながりを深めることができた。言葉によって伝え合うことで集団がつながっていること
を実感し、児童が相手を意識し良い集団へと高めていった。

１．児童を対象に行ったアンケート結果から、研究に取り組んだ結果、運動に対する児童の意識がより好意的
な方へ傾きつつある。
２．児童を対象に行ったアンケート結果から、研究に取り組んだ結果、休み時間に運動する児童の割合が２
０％増加した。
３．課題である柔軟性を高めるための取り組みを毎日継続して行った結果、柔軟性を測定する「長座体前屈」
の平均が４．８ｃｍ増加し、体力の向上が見られた。
１．各学年で年間指導計画に沿った「食」に関する学習を行うことで、毎日の食事に関心を持ち、正しい知識を
身につけ、心も身体も健康な一生を送る児童の育成を学校全体で行うことができている。
２．地域の生産者の方と共に体験型学習を行う中で、作物を作るうえでの苦労や喜びを知ることができ、気づき
や自発的な行動ができるようになってきた。
３．地域の方々や地域にある企業、関係機関等との幅広い連携に支えられ、自分たちが大切にされているとい
う自信を持ち、地域にある「初月ブランド」という言葉を受け継いでいく自負が育っている。

１．教師は「学習計画」を教室背面に掲示していくことで、子どもも教師も単元全体の見通しとねらいを共有す
ることができた。
２．従来の「なぞる」授業から脱却しつつあり、「３段階の読み」による単元の構成法が学べた。
３．子どもたちは話す力が全体的についてきている。つなぎ言葉が豊かになり、型にはまらないペア対話や班
での話し合いができるようになってきた。
１．土佐の先人「坂本龍馬」を研究することは、学習意欲が向上して、将来の自分自身の指針になった。
２．生徒が、「郷土に自信と誇り」を持つには、防災教育、交通安全、道徳教育、キャリア教育、食育教育、観光
教育を繋いだ教育実践が効果的であった。
特に、「城西龍馬新聞」の発行は、学校の取組を発信できて効果的であった。
本研究では、蓄積データを活用した実践研究を試みた。その結果として以下の３点が挙げられる。
①解決思考アプローチの視点で自然にセルフ・モニタリングできるしくみをつくることができる
②お互いの指導方法を交流することで、指導方法のレパートリーが少なく、苦戦している教師だけでなく、他の
教師も自身の指導方法を再確認でき、技として広く伝えることでできる。
③個別支援においてスモールステップが明示されることで、生徒は自らの立ち位置を自覚し、より高い次元を
めざそうと意欲的に学ぶようになる。教師も具体的な段階が明示されることで、今までの指導方法ではなく、段
階を達成するための具体的な支援を工夫しはじめる
１．「書きたい思い」を引き出し、子どもの意識に沿った学習展開の必要性について
「書きたくなる」題材にかかわる資料の展示（モデルのサンプル文など）など、事前に学ぶ意欲の醸成の上
に、下記の手立てを行った。
○単元設定の導入時に、「自分の考えを○年生へ伝えたい」というような課題について話し合う活動を行うこ
とによって、「書く意味」や「書く価値」がもつことができるようになった。
○「このような学習を進めていけば、自分の伝えたいものが書ける」という学習の道筋を話し合う活動を設定す
ることにより、自分の課題を解決するための見通しをもつことができた。
これらの手立てによって、子どもの「書きたい」意識は継続し、子どもが自分の「書く」目標に向かって、自ら進
んで課題を解決していく姿を見ることができ、有効であった。
２．文種に応じて、重点化した内容の書く指導の工夫を行う。
○サンプル文の活用並びに、交流活動の設定方法を工夫することは、次の活動に有効であった。
・１次表現などで、漠然としていた自分の考えが、「もっとここを工夫したい、ここが足りない」などという課題
を明確にし、書きたい文種を明確にする。
・「自分の課題を解決するのに最適な書き方は・・・」「友達の考えを聞いて、自分の文章に自信がもてた」な
どという自分の考えが深める。
・「サンプル文集の参考になるところを取り入れた」「友達の考えを聞いて、自分の書いた文章を見直すこと
ができた」など、自分の考えを付加・修正する。
本研究により、子どもの書く力が高まったとともに、「書くことが楽しい」と感じる子どもが増えた。

本校はスクールモットー「月曜日に行きたくなる学校」を掲げ、福岡市教委指定「放課後学びや事業」（東っ子
AS）に取り組んでいる。学習補充学習機関とともに、次世代リーダー育成の場でもある。ここでは、学校が中核
となり地域と保護者をつなぎ、子供の自尊感情や社会貢献や郷土愛を育むカリキュラムマネジメントの先行研
究機関を「共育」プロジェクトとして設置した。
大きな特長は、退職校長、本校教員、大学生などの指導者スタッフが、「自立・協働・創造」のWin＆Win（相
互便益）の関係のもと、「社会に開かれた教育課程」の協働プロセスづくりを構築している点である。高い志をも
ち、教え学び合う空気感『薫習』として伝播し、子どもたちと大人たちの学びと共育を支えている。
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都道府県名

学校名・校長名

福岡

中間市立底井野小学校
校長 森口 裕司

福岡

遠賀町立島門小学校
校長 坂口 博章

福岡

直方市立中泉小学校
校長 山本 光行

福岡

岡垣町立海老津小学校
校長 松山 時春

福岡

小竹町立小竹中学校
校長 村田 健吾

福岡

福岡市立日佐中学校
校長 坂井 武彦

長崎

長崎市立銭座小学校
校長 林田 愛子

熊本

菊池市立花房小学校
校長 岩根 浩

熊本

玉名市立玉名中学校
校長 太田 恭司

宮崎

西米良村立西米良中学校
校長 末吉 豊文

研究主題の主要な研究成果
１．導入において「資料に興味・関心を持たせる発問」を意識的に取り入れた結果、道徳的価値への方向付け
や問題意識を持たせると同時に、資料への方向付けも図ることができたこと。
２．展開前段において、道徳的価値の追求を目指し、自己を見つめる表現活動（言語的表現・動作的表現・視
覚的表現）を継続的に行った結果、道徳の学習の中で、「自分の考えが自由に言える」と捉えている児童が増
えたこと。
３．展開後段において、道徳的価値の自覚を図るために、本時で学んだことや考えたことを書く活動を行った
結果、、道徳の学習の中で、「新しいことが分かる」と捉えている児童が増えたこと。

子どものよりよい人間関係を築く力を高めるため、学級活動と異年齢集団活動の関連を図ること、年間を通し
て異年齢集団活動を段階的に指導することが有効であることが分かった。
１．学校・家庭・地域で暮らす様々な人に出会わせる「関わり合い」の工夫による学習・表現意欲の向上
２．課題解決に向けた子ども同士の「学び合い」における指導の工夫による学習の深まりと豊かな表現力の向
上
３．様々な学習場面、活動場面において子どもの学びの「認め合う」場を工夫することによる「より良い人間関
係」の構築と「つながり合う表現力」の向上
１．道徳の時間における授業展開のつながりを通して
子どもたちは自分の役割に責任をもち、活動に取り組むことができるようになった。
２．「道徳の時間」を中核に置いた単元の工夫を通して
話し合いなどに積極的に参加し、自分と異なる意見も理解しようとするようになった。
本校は「小竹型学習」という一斉指導で規律と基礎学習で成果が見られる一方で、指示待ちで創造性の乏し
いという課題が見られた。２年前よりアクティブ・ラーニングに着目し、その在り方を模索してきた。そして、１．な
たもだ方式と２．問のこだまのを組合わせた小竹型アクティブ・ラーニングで創造的に学ぶ生徒を育成に着手し
た。
１．なたもだ方式
国語科と連携し論理的な思考のプロセスを「なぜ→例えば→もしも→だから」と定式化し「問のこだま」にの
ぞませた。
２．「問のこだま」活動
特定の問について議論を重ねる対話活動である。学校行事の中に対話活動を位置づけることで、自己内対
話・他者対話・集団対話が繰り返され、論理的な思考力を培いながら他者と協働する独創的な側面が育まれ
るよう工夫した。
１．市内中学生の落ち着いた状況が見られるようになった指導の実態は、生徒指導担当者が中心となった体制
の確立と熱意ある活動の成果である。
２．本校でも生活補導主事や生徒指導主事が中心となり、家庭・地域・学校との連携を密にし、安心で安全な
学校づくりの確立を目指している。
３．校内における指導では、早期発見・早期解決に導き、決して諦めることのない率先した活動に生徒指導専
任教諭の配置は重要である。
４．「校区内清掃活動」や夏季休業中の「校区内巡回パトロール」等、地域に密接に関わり積極的な連携を継
続するため、重要な役割を担う大切な存在である。
５．関係機関との連携を強化し、迅速な情報収集と素早い対応を行うために生徒指導専任教諭の配置は学校
運営の推進には欠かせない。
１．アンケートの継続的な実施によって、子どもの心の実態が把握でき、その実態に対応する手立てを見つけ
ながら実践することができた。
２．道徳や教科学習をはじめとし、なかまの時間、体験的参加型学習の指導内容・指導方法の積み重ねによっ
て学習内容が充実し、子どもが意欲的に取り組むようになった。
３．環境作り・なかまづくりなどの取組によって、子どもたちの話を聞く態度や友だちへの接し方に少しずつより
良い変容が見られてきた。
４．教職員が、日常の取組の中で子どもの姿を評価しながら、子どもへの向き合い方・指導の在り方について
情報交換し改善に努めるようになってきた。
１．土曜授業や学校と地域の共催による行事をなどを通して、学校と地域の連携が密になり、地域で子どもを
育てていこうとするムードが一層高まってきた。
２．校区の歴史や文化にふれる体験学習を通して、児童に探究心や表現力が身に付き、学校や地域を愛する
心が育まれてきた。
３．「体育」を基礎に据えたすべての教育活動を通して、児童一人一人に「確かな力（学力・体力）」が定着して
きた。
４．問題を見いだし、自分で考え、互いに学び合う、「課題解決型の学習」を通して、児童一人一人に「学び方」
が定着してきた。
５．体育と言語活動の関連性を追求していく中で、根拠に基づき、自分の体験や経験を基にした理由づけをし
ながら自分の考えを主張できる児童が増えてきた。
１．「玉中総合教育会議」の設置は、学校を地域に開く大きなきっかけになり、この会議から、様々な活動が生
まれたいった。
・たまな未来カフェ、玉名市福祉レクリエーション大会、築山小校区花壇づくり等への参加が、校内での生徒
会活動を活性化させた。
・玉中未来タイムでは、地域の方々を１２組お招きしての職業講話が実現できた。学校挙げてのキャリア教育
へとつながった。
２．生徒会との協働活動が新たな協働活動を生み出していった。
・委員会活動と部活動、学級の枠を超えたボランティア活動へと発展していった。特に、ボランティア挨拶運
動、地域清掃活動は教師の想像を超えた活動になった。
1.生徒に自分の思いや考えをどう表現し、どの相手に伝えることができるかということを意識したり、その力を伸
ばしたりしたいという気持ちが育まれた。
２．生徒の自己管理力が高まるとともに、課題対応力も身に付きつつある。
３．村の未来と自己の生き方を考える機会を得たことでキャリアプランニング能力の育成に繋がった。
４．地域の特性、地域資源、人材を生かした総合的な学習の時間の取組を通して、研究題目「ふるさとを愛し、
ふるさとの未来と自己の生き方を見つめる生徒の育成」に迫ることができた。
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都道府県名

鹿児島

鹿児島

鹿児島

鹿児島

鹿児島

鹿児島

学校名・校長名

研究主題の主要な研究成果
鹿児島東高等学校等と本校のインクルーシブ教育システムは、共同学習・部活動・生徒会活動・PTA活動・教
員の相互交流を少しずつ階段を上げながら進めてきた。
（１）共同学習等
学年ごとのクラスマッチ、講演会の受講、介護初任者研修の資格取得、生徒会募金活動、体育祭・文化祭
の共同開催、農業高校との共同学習
（２）部活動等
両校にある部活動は可能な限り、一緒に活動。
団体競技は両校で人数が確保できない場合は、さらに他高校と連合チームを組んで参加
（３）生徒会活動等
体育祭の企画・応援団練習、文化祭の企画・役割分担、募金活動、選挙コンシェルジュ活動、エコキャッ
鹿児島県立鹿児島高等特別支援学校 プ運動の取組
校長 佐久間 健士
(４）PTA活動等
文化祭バザー、両校校訓をデザインしたTシャツの作成、遠行の助勢、懇親会
（５）教員の相互交流等
研究授業等の相互参観、ALTによる本校生徒への授業、共同学習・部活動で両校教員による指導、それ
ぞれの学校関係者委員会を両校校長が互いに委員として参加、校内で実施する職員研究参加の案内
（６）その他
鹿児島東高校生の職場体験学習の受入れ、本校で作ったパンや野菜の販売（パンは鹿児島東高校生向
けの販売がある）、作業学習時に実施するカフェの案内、鹿児島国際大学の設備を利用した学習

枕崎市立桜山小学校
校長 松元 伊知郎

枕崎市立枕崎小学校
校長 塩入 孝博

長島町立鷹巣小学校
校長 脇村 洋一

錦江町立大原小学校
校長 西村 信一

肝付町立宮富小学校
校長 小出水 芳子

１．質問紙による調査結果から、友達の考えを聞き、それを生かして自分の考えをまとめることに積極的に取り
組むようになり、音読へも意欲が高まっていることがわかった。
また、平成２８年度の全国学力・学習状況調査（表１）では、課題であった「関心・意欲・態度」で全国平均を上
回る結果であった。
２．単元に貫く言語活動の設定を工夫することで、児童自身が活動に見通しをもち、主体的に進める姿が見ら
れるようになった。事前アンケート等でも、次の単元の言語活動を楽しみにする様子がみられた。児童の意識
を持続させることもできた。
３．読み取りの中で、説明的文章の基本的な学び方に基づき、キーワードとなる言葉にラインや囲みをさせたり
する取組を継続していくことで、読み取り方の方法を理解し、進んでかつどうすることができるようになった。ま
た、平成２８年度の全国学力・学習状況調査（表２）では、「国語A・読むこと」で全国平均を上回る結果となっ
た。
４．付箋等を活用しながら互いに交流する時間を設定することで、相手を意識した書き方やそれを基にした活
発な交流ができるようになってきた。お互いのよさにも気づき、互いを高め合うような意見が増えてきつつある。
系統表を作成して、単元のねらい、獲得させたい力を明確にし、その単元でどんな力を付けさせたいのか意
識した授業が展開できるようにした。子どもたちもそれを意識して取り組むことができるようになった。授業では、
『読みの力』をつけるために、本文と挿絵をつなぐ活動をとおして視覚的にとらえさせる工夫や、思考を深める
ためのゆさぶりの発問、ワークシート等の工夫を大切にしてきた。また、主体的・協働的に学ぶことができるよ
う、グループ（ペア）活動を効果的に取り入れた。互いの考えのよさに気付き、学びを深めることができた。
１．目指す子ども像や「たわやかな力」と「のびる力」を具体的な子どもの「できる姿」としての設定は、身に付け
させたい力の明確化とチーム鷹巣の向上に有効。
２．たわやかな力（自己理解・自己管理能力）、のびる力（課題対応能力）の育成には、授業等での教師の意図
的発問や道徳を中心とした総合単元的な指導、学級活動での話合いを意図的に導入することで有効。
３．「なりたい自分カードの活用」、「土曜授業の効果的な活用」など、他教育活動を有機的に関連させることが
重要。
４．経験や勘に頼りがちであった指導方法の改善と統一には鷹巣メソッドが有効。また、鷹巣メソッドを基にした
アクティブラーニングの推進は、学力の向上に有効。
５．「たわやかな力」と「のびる力」の視点で各教科・各領域・、学校教育全体の指導実践を見直し、方向性を一
つに束ねることは、指導実践の効果を相乗的に高めることに有効。また、学校教育全体の関連性を意識し、活
動のねらいを明確にした意図的・計画的な教育活動の展開は、子どもの成長や教職員の指導向上に有効。

１．各教科の特性を生かしたICT活用の在り方を研究したことで、活発な意見の交流ができ、児童相互の共通
理解が深まった。
２．感覚的な表現ではなく、各教科で使っていきたい語句などを意識して指導することで、児童の思考や表現
の幅を広げる基礎を築くことができた。
３．ワークシートや話型を活用することで、児童の思考が整理され、意欲的に考えを深めながら、関係付けの思
考を深めることができた。
４．活用力や課題解決力の向上につながる授業を展開したことで、主体的に学習する態度や、思考力・判断
力・表現力等、多彩な能力が高まりつつある。
１．総合単元的な道徳教育の推進
（１）総合単元的道徳学習構想図の活用を図ることで、行事や他教科等との関連を意識した道徳教育の推進
（２）道徳的環境の整備や月１回の全校朝会での道徳講話の実施により、児童の道徳が向上
２．道徳の時間の指導の充実
（１）「考え、論議する道徳」を意識した授業による道徳の教科化に向けた全校一致の取組
（２）対話活動などを重視したことで、児童の意識や主体的が高まり、道徳的価値を獲得
３．家庭・地域との連携を生かした取組
（１）授業の参観や「道徳だより」の発行などにより、家庭・地域・学校が一体となって道徳教育を推進していくと
いう意識の醸成
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鹿児島
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南種子町立花峰小学校
校長 長田 立志

奄美市立屋仁小学校
校長 新原 浩

喜界町立早町小学校
校長 堀口 俊雄

与論町立茶花小学校
校長 鶴田 幸伸

鹿児島県立加治木工業高等学校
校長 満丸 浩

竹富町立西表小中学校
校長 村田 良秀

南風原町立津嘉山小学校
校長 川口 正一

研究主題の主要な研究成果
１．地元の児童が非常に少ない中、さらには最高学年が留学生という中で、これまでの伝統をしっかり引き継い
でいきたいという強い意志のもと、留学生に説明したり一緒に協力してやっていこうとする姿勢を見せてくれた。
２．何もかもが初めての経験である留学生が、地元の児童の話に耳を傾け、一緒にやっていこうと努力すること
ができた。
３．「できない」「無理」という言葉が口癖だった子どもたちが、５０近い文章を暗誦できるようになったり、一輪車
に乗れるようになったりする中で「やればできる」という自信を付けることができた。
４．あいさつや返事ができなかった留学生も、学校だけでなく地域でも、自ら進んであいさつをしたり、いろいろ
な場での発表も元気に堂々とできるようになってきた。
５．保護者や地域の協力を得ることっで体験活動が安全かつ楽しく実施できた。
６．学校教育活動と社会教育活動が連携したことで相互作用が効果的に機能した。
７．野山や川での遊びを知り、生き物を見つけたり育てたりする活動の中で、豊かな自然との関わりを大切にす
るようになった。

１．「２１世紀型能力」の育成に向け、特に思考力に焦点を当てた授業の構成を目指した。各学年の発達段階
を考慮しつつ、複式学級の特性を考慮した協働学習の在り方やガイド学習の在り方、児童による練り上げなど
について共通理解を図るとともに、共通実践に向けた方向性を確認することができた。
２．黒糖作りや昆虫、草花の飼育・観察など豊かな自然を生かした総合的環境教育活動に取り組み、奄美を題
材としたネリヤカナヤ創作童話コンクールでは、１２年連続の学校賞を受賞した。また、ウミガメの保護活動を全
国野生生物保護実績大会にて発表し、奄美群島の世界自然遺産登録に向けた子ども目線での取組を発信し
た。
マイボード・ペアボード・グループボードなどの「学びのツール」を使った子ども同士の練り上げに視点をおい
た授業づくりを進めてきた。特に、練り上げの場面における「学びのツール」の使い方の多様性や有効性、練り
上げを深め広げる教師のの在り方について、日々の授業や研究授業を通して研究を進めてきた。
その結果、「学びのツール」の有効性や、学び合いをさらに充実させるための子ども同士の使うの必要性を確
認することができた。今後、学び合いの状況を見取り、教師のかかわり方の方向性を見出すための評価方法の
開発・実証を重ね、子ども同士の練り上げ場面における教師のかかわりの在り方を具体化していく。
全国体力・運動能力調査の４～６年生の結果では、これまで約半数の項目において県平均を下回る状況が
続いていたが、今回の研究とその実践により７割以上の項目で県平均を上回る結果となった。
体育の学習においては、自分のめあてをもって学習に参加する子どもの割合が６２％から８２％に増え、子ど
もたちの９割以上が「体を動かすことが好き」「体育の学習が好き」と答えるようになっている。
また、「体力アップ‘‘チャレンジかごしま‘‘」やキバランカードの活用により、年間を通して運動を自ら楽しむよ
うになってきた。

１．８月２６日に行われた、第２２回鹿児島県高等学校ロボット競技大会に部員１０名全員で参加した。結果、練
習の成果を出して、優勝できた。
２．生徒達は県大会優勝後、新聞・ローカルテレビ局などからの取材や、校内での表彰伝達式をとおして自分
達の活躍を認識し、全国大会への準備・練習にさらに力を入れてゆく。
３．練習の成果が出て、全国大会では参加１２８チーム中４位入賞という成績を収めることが出来、その後の姶
良市長表敬訪問などをとおして、自分達のやり遂げたことの大きさや意義について生徒達は再認識することに
なる。
１．稲作体験学習を通して、地域伝統の稲作農業を知ることや農業と地域行事の結びつきを理解できた。
２．稲作体験を通して、食育への関心が深まり、給食も感謝して食べており、ほとんどの児童生徒が完食してい
る。
３．海の体験学習を通して、地域の自然や海の豊かさに気づき、その自然を保護しようとする態度が育ってい
る。
４．和紙作りを通して、地域の自然や先人達の知恵に学び、世界に一つしかない自分の卒業証書を作ることが
できた。
５．保護者や地域の協力が体験学習の継続・発展に繋がった。
６．地域にとっても学校の体験学習は、文化継承の貴重な場になっている。
１．児童同士考えたことを仲間に伝えようとする態度が多く見られるようになった。
２．算数科の基礎的・基本的な知識・技能の定着が図られた。また、各学年チャレンジ問題を生活場面から取
り上げたり、ペア学習やグループ学習を取り入れたりと、授業内容・携帯の工夫が見られ、活用する力も育ま
れてきた。
３．「考えて考えさせる授業」の理論・授業展開、活用問題の作成のありかた等を講師を招いて研究を深めるこ
とができた。
４．「活用する力を支える学ぶ力」の児童像を、各学年段階（低・中・高）で共通理解して取り組むことができた。
５．各種調査（全国学力学習状況調査の算数A・B両領域、各学年標準学力調査算数）において、いい結果が
得られた。

平成２８年度 教育研究助成応募【団体研究】

神奈川

神奈川県小学校教育研究会
会長 鈴木 真優美

新潟

新潟社会科の会
代表 杉中 規彦

新潟

学級づくりの会
代表 佐藤 進

愛知

西春日井地区小中学校校務主任会
研究推進委員長 城代 正和

愛知

愛知県立惟信高等学校
校長 戸倉 隆

大阪

大阪府小学校理科研究協議会
代表 中島 英康

１．社会科の成果
○地域素材の教材化により社会的事象への追求意欲が高まった。
○振り返りカードや付箋の利用で社会的事象に対する思考が深まった。
２．家庭科の成果
○体験的な学習活動を通して家庭生活に対する実践力が高まった。
３．中央研究大会を通して
○各地区研究会での取組、各教科等研究部会での実践を教育研究会という研究交流ネットワークを通して、
神奈川県下に広げることができた。
１．複数の資料を比較したり、関連付けたり、総合したり、社会的事象を多面的にとらえて理解することで、児童
の思考力・判断力を鍛えることができると考えられる。
２．児童にとって身近な事例を扱い、主体的に社会的事象をとらえて理解することで、児童の思考力・判断力を
鍛えることができると考えられる。
３．新たな視点を示す資料を児童に提示するときは、児童らにとっての必要感を高め、教師主導にならず、資
料を提示する必要がある。
１．構成的グループエンカウンター（SGE）の継続的な取組の有効性
（１）年間を通し、構成的グループエンカウンターを実施することで、自分の良さや友達の良さに気付き、互い
に信頼関係がが育まれる。
（２）校時表に取り込み年間計画を立て全校体制で実施すること、事前に指導案を作成し、事前に担任に配布
することで、確実にエクササイズが実施される。
２．子どもと教師、子どもたち同士の人間関係の深まりをつくる仕組み
（１）子どもと教師の人間関係を深めていくためには、教師が常に当たり前に行っていることに着目し、子どもた
ちに対しプラスのメッセージを送り続けることが大切である。
（２）感謝の気持ち、自分の良さを教室掲示することで学級全ての子どもたちに視覚化され、自己肯定感の向
上につながる。
（３）日々の活動の見える化が、子どもたちの達成感や、学級を良くしていこうという意欲につながる。
１．地区内の校務主任が、他の学校の取組を学び合うことで、職務の効率化に有効な事例を共有することがで
きた。今後は、そのような取組事例を各校や各市町の現状に合わせながら活かし、校務主任の職務の効率化
をさらに図っていきたいと考える。
２．どの学校にも共通する、職務の効率化の課題が見えてきた。それは「職務の見える化」「職務の抱え込みの
解消」「校務主任間の情報の共有の仕方」の３つである。次年度は、これらの課題を解消するべく、さらに研究
を行っていきたいと考える。
１．生徒の変化
パフォーマンステストの導入により言語活動が増え、授業に前向きに集中するようになり、英語を話したり書
いたりする活動に抵抗がなくなった。
２．教員の変化
指導方法や評価方法の打合せ、成果と課題の意見交換、教員同士のコミュニケーションの機会が増え、
チームワークが向上した。
３．ルーブリック
生徒に事前にルーブリックを示すことにより、何ができるようになればよいのか、そのためにどのような準備を
すべきなのかがはっきりし、生徒の意欲が向上した。
４．相互評価の充実
ルーブリックを利用した相互評価を生徒に行わせることで、相手のパフォーマンスを分析的に見るようになる
だけでなく、自分では気づかないような点に気づくようになった。
【大阪市立中大江小学校】
問題発見・解決を念頭に置いた学びの過程を重視し、「見通し」から「ふりかえり」への自らの思考の変容を大
切にし、小学校１年生からの系統的な理科カリキュラムづくりに取り組んだ。
子どもたちが身体を通した自らの諸感覚で感じる学びを重視してスパイラルな学びを構成していくカリキュラム
を作成することが大切であることが明らかになった。また、小学校６か年を通したサイエンスを楽しむ子どもの育
成を図れた。
【大阪市立古市小学校】
子どもの思考に着目し、「思考の可視化、協働化、連続化」を促す場づくりを考えたことで、研究主題の具現
化につながった。ノートや付箋等の活用の仕方を工夫して「思考の可視化」を促すことで、多くの気付きや疑
問、予想や考察を表現したり、黒板や模造紙上で自分の考えを主体的に整理・分類したりする姿が見られた。
練り上げボードやおたずねボード等で、互いの考えをつないだり重ねたりする「思考の協働化」を行い、考えを
吟味・洗練していくことができた。思考ツールの活用や再実験・発展実験の場を設定する場、指導計画を工夫
し、「思考の連続化」が図れた。
【大阪市立浜寺石津小学校】
子どもが夢中になって学びに向かったり、自然や生活とのつながりを意識できたりする教材の工夫を行うこと
ができた。探究的な活動で能動的・協働的な学びが実現され、科学的に思考する力が育成された。

平成２８年度 教育研究助成応募【個人研究】
都道府県名

山形

山形

神奈川

新潟

新潟

新潟

学校名・名前

研究主題の主要な研究成果

鶴岡市立朝暘第四小学校
司書教諭 柴田 陵子

１．子どもの変容
①個々の学びの成立と学びの交流の発生
・知ったことや考え、想いの交流・対話
・さらなる学びや考えの発生
②情報系列の学習による情報リテラシーの育成
・調べる方法や情報のまとめ方、伝え方の育成
・学びたいという能動的な学習の成立。
③読書単元の学習による、読書力の向上
・読みの深まりと広がり
・しゅた的な交流
２．教師の変容
①図書館を使った学習に対する教師の理解
・図書館活用のよさの実感
・学習を要望する教師の増加
②専任に司書教諭による担任への支援
・主体的で協働的な学習（アクティブ・ラーニング）を行う機会の増加と実現
３．図書館スタッフの支援の在り方
①レファレンスのポイント
・個々の子どものニーズと力量に合わせた選本
②教師への支援
・授業者と一緒の単元構成による、図書館活用方法の浸透
・司書教諭がT１となり指導に関する方法の有効性

山形大学附属小学校
教諭 川田 大

１．単位量当たりの大きさを求める際に、公倍数による比較を大切に扱った。ゆえに、その後に比べるものの数
が多くなった時に、公倍数で一方を揃える大変さに子どもたちが気付くことで、より単位量当たりの大きさで比
較することのよさを感じることができた。
２．単位量当たりの大きさを求める際、根拠をもって演算が決定できるようにするために、比例の学習との関連
を図りながら授業展開した。その際、二重数直線をもとにすることで、子どもたちが何を求めているのかを意識
しながら計算することができた。

川崎市立小田小学校
教諭 前田 三枝

１．実験・もの作り・栽培など、科学や自然の不思議な体験する場をもった。学習した成果物を持ち帰ることがで
き、それを用いて人とかかわる場が持てるようにと活動内容を考えた。科学のおもしろさを知ることができたとと
もに、家族や友達とそれを共有することができ、活動に広がりができた。
２．５年生２名が理科実験クラブに所属したことから、活動に接点を持たせるようにした。結果、クラブ活動でも
自信をもって取り組めるようになったとともに、下学年の児童に教える姿が見られた。
３．理科の学習につなぐため、外部講師による体験の場も用意した。本物の実験器具を扱っての実験を行った
ことで、新しい体験を積み、自信をつけることができた。

上越市立南本町小学校
教諭 山崎 彰

１．タブレット端末を「ほめるツール」として使用することは児童の適切行動を増やすことに有効である。
２．タブレット端末により「写真や動画を使って児童をほめること」や「学級担任、友だち、保護者に写真や動画
をみせること」は、児童の意欲や満足感を高める。
３．タブレット端末とワイヤレスディスプレイアダプターを用いることで、授業者が児童をほめたり支援したりする
機会を増やすことができる。

妙高市立新井中学校
教諭 堀川 賢

１．支援体制の充実
課題を抱える生徒やその家庭に対して、市教育委員会の子ども若者支援員がコーディネーターとなり、中学
校や市の適応指導教室等の関係機関と連携しながら支援してきた。
その成果として、中学校に登校するようになり、中学卒業後の高校でも登校を続けるケースが見られるように
なった。
２．生徒やその家庭と繋がっていくことと、そここら学ぶこと
現在高校生である生徒とその家庭とのかかわりあいを、中学校職員を中心に見つめ直した。生徒や家族を
真に理解する姿勢をもつことにとって、その生徒も心を徐々に開き、成長する姿を見せていった。卒業後の進
路を見据えた支援ができるかが、今後の課題と考える。

上越市立春日中学校
教諭 金子 佳史

１．授業のユニバーサルデザイン化と学び合いに焦点化した取組は、確実に生徒の学びに向かう心を高めて
いる。仲間と共に学習することに喜びを感じている生徒が増えた。
２．ユニバーサルデザイン化と学び合いを推進する中で、学級内の良好な人間関係が保たれ、学習する集団
の質が高まってきた。授業中の否定的な言葉や差別的な発言はほとんど聞かなくなり、周りにいる仲間を受け
止め、共に頑張っていこうという雰囲気ができてきた。
３．自己肯定感が高まってきたことによって仲間と協働することができるようになった。仲間と協働できたからこ
そ、さらに次の活動への意欲をもつことができるようになった。
４．教師の生徒への視点が磨かれていき、授業改善につながった。「わかりやすさ」に気を配り、すべての指導
場面で自らの働きかけは適切に伝わっているのか意識するようになった。その「わかりやすさ」への意識が、授
業以外のあらゆる場面に波及し、教育活動全般の改善に及んでいる。

長野

上田市立北小学校
教諭 大塚 美奈子

長野

下諏訪町立下諏訪社中学校
教諭 小島 一生

本研究では、知的障害特別支援学校高等部の軽度知的障害生徒を対象に、朝の学活で「心の健康観察」と
いう「怒りの温度計」を使った自己の心理状態を評価するシステムを導入した結果、生徒の対人暴力件数が
減った。
１．教員が朝、生徒の心理状態を把握することができ、適切な対応へつながった。
２．感情のコントロールが難しい生徒の自己感情表現スキルの習得へつながった。
３．情報共有ツールによって養護教諭と担任との連携ができ、適切な対応へつながった。
１．研究内容
ものづくりを題材とした総合的な学習の時間において、製作の見通しを持つための試作の際にSTEMを意識
した学習活動を行った。
２．成果
質問紙による調査と、自由記述内容による調査の結果から、宇宙エレベーターロボットの製作の場面での生
徒の主体的な取り組みの幅が広がり、技術に関する職業に対する意識についても変容が見られた。
３．今後の課題
結果は、経験の乏しい生徒たちにとって「試作」が効果的であったためにもたらされたものなのか、「STEMを
意識した一連の学習」が効果的であったためにもたらされたためなのか、今年度の実践だけからでは読み取る
ことができない。今後の課題として研究を続けたい。
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静岡

静岡市立番町小学校
教務主任 酒井 信一

愛知

刈谷市立衣浦小学校
教諭 河村 智美

愛知

愛知県立起工業高等学校
教諭 大野 彰一朗

兵庫

姫路市立四郷小学校
教諭 藤井 達矢

兵庫

和歌山

鳥取

岡山

広島

兵庫県立豊岡高等学校 定時制課程
教諭 亀田 直記

研究主題の主要な研究成果
１．子どもの「問い」を軸に単元展開を構想したこと
子どもの「問い」から、授業が進むと、さらに大きな「問い」を生むことができ、その後の授業でもその「問い」を
追求していく過程で、教師が何も言わなくても、授業が進んでいった。その子にとって、「自分で授業を進めた」
という大いなる満足感が得られ、自己有用感をも高めていけるものと考えている。
２．常に同じ社会科授業理論で年間を通し授業を進めていったこと
社会科の理論を立てて授業を行うことは、子どもたちが主体的に学習を進める上で重要だと本研究で再認識
した。また、この社会科授業理論を他の若手教員に教えることで、「社会科の進め方がわかりました」と広がりが
見えている。
１．子どもの「調べたい」という意欲を持続させる手段を講じ、「見つけた」という喜びを味わわせる活動を継続し
たことで、根拠を基にして自分の考えを深めることができた。
２．「調べたこと」「見つけたこと」をまとめる方法を繰り返し行ったり、多様なまとめ方を工夫したことで、子どもが
見通してを立て、自身をもってかかわり合うことができた。
溶接技能は自身の感覚に依存する部分が多く、その感覚伝達指導は困難とされ、生徒自身も指導されたこ
とをすぐに反映させる事は難しい。感覚を身に付けさせる指導で重要なことは、出されたヒントを自ら考え思考
を深めて自主的に繰り返し実践して具現化することが溶接技能には重要である。その自主性や具現性を競技
会に参加することを通して、卒業後に実社会に出て行く工業高校生には必要な資質を養うことができた。
中国地区高校生溶接技術競技会への参加を通して、高い溶接技術だけでなく、一つのものに捕らわれる事
なく広い視野でものを見極め、様々な方法を実践していく大切さを学ばせることができた。

「主体的」に活動することにより、全員が参加し意欲的に取り組めるということがよくわかった。自分のめあてや
自分のやろうとすることであるので、前向きに練習（課題ゲーム）に取り組め、それを試合（メインゲーム）に生か
せるようにしようとする姿勢が見られた。初めは難しかったワークシートも、具体的にめあてを立てることができ
た。
１．新聞紙の活用
公的な情報源である新聞に自分たちのことが掲載され、地域社会に伝わることで自分たちの取り組みに自信
が持てたり、他者からの反響を受けてやってよかったという気持ちになり、自己肯定感の向上につながった。
２．学級通信の活用
義務教育段階と同様に、高等学校でも学級通信に生徒のコメントなどを掲載することで、通信が生徒をつな
げる役割をし、行事などと関連して自分の居場所づくりや、役割を果たした達成感を持たせることができること
がわかった。
３．活動を発表する場
外部に対して直接自分達の取り組みを説明することで、交流の輪が広がり、自分たちの姿を客観的にとらえ
られるようになった。

和歌山県立和歌山さくら支援学校
教諭 藤澤 憲

１．キャリア発達表を活用した授業づくり・授業改善の取組等を通して、今まで見えてこなかった子どもの実態
や状況に応じた指導の手立てがより明確になった。
２．一つ一つの授業を振り返ると、学校の目指すべき姿が顕著に表れ、指導内容の統一やつながり、教育課
程の編成、授業体制、クラス編成等を見直す手がかりになった。
３．課題を積極的に導入した結果、教員は個々の生徒の実態に即して将来に向けてどのような力を育むことが
一番大切なのかをより意識でき、学習内容の精選や指導形態の改善につながった。

伯耆町立岸本小学校
教諭 奥田 律夫

実践を通して分かった大切なこと。
１．慌てないで、根気強く励まし続けること。
２．共感する努力をし、信じ抜くこと。
・少々の失敗があっても、その子のありのままを受け容れ、慌てない根気強い励ましを送り続けることが、担任
にとって大切。
・子供は、自分に対する信頼、他人に対する信頼、そうした自他共の信頼を土台として安心して成長への一
歩を踏み出せる。
・子供にどんな障害があろうとも、担任はその子を、隣人として精神的環境を理解し、尊敬して接していくこ
と。

倉敷市立上成小学校
教諭 見持 幸夫

広島市立伴東小学校
校長 岡本 弘文

年間を通じて学級力の変化を見ていくと大きな変化を遂げていた。アンケートをもとにした話合いは、小集団
の方が意見が出しやすいということで、７つの班にそれぞれ１観点について話し合うことにした。よかって点、よ
くなかった点を話し合い、そこから改善点を見出すように指示を出した。改善点は、学級のことを考えた提案が
多く出されみんな前向きに取り組むことができた。この学級力に取り組んだ一番の成果は、学級のよい点、よく
しないといけない点など学級の状態が、４領域８観点で明確に示され、またレーダーチャートによって分かりや
すく視覚化されたことで、改善していこう、自分たちでよくしていこうという雰囲気が生まれ、支持的風土が芽生
え、前向きに取り組むことができたことだと考えている。
１．扱う教科の内容を吟味・工夫
※児童が課題を身近に感じ、思考を深めることができるような教材を扱うこととした。
・「喫煙」「飲酒」：自分の家庭生活や日常生活の中でのたばこやお酒との関連から考えやすい。
・「薬物乱用」 ：扱った新聞記事が中学３年生のものであり、兄妹がいる児童や自分たちも３年後は学年に
なることから、身近に感じられた。また、事件の日時が大晦日の午後であることから自分たちがどの様に過ごし
ていたかを思い起こしやすく、当事者に思いを馳せることができた。
・「エイズ」
：ライアン君は１１歳で病気を宣告された。児童の年齢とほぼ同じで、ライアン君の気持ちを自
分と置き換えて思考できた。
２．グループ思考の場の設定（学び合い）
※学習過程にグループ思考の時間を設定し、児童相互が考えを交流する、学び合いの場を設定した。
・自分の考えと友だちの考えを擦り合わせ、自己の意志決定に役立てることができた。
・ロールプレーイングでは、友だちが考えた喫煙等への誘いの断り方を参考にすることができた。
３．研究主題を一単元の中で取り組む
※「喫煙・飲酒・薬物乱用の害と健康」を「病気の予防」の学習の一連の中で扱い、特に今後直面するであろ
う課題として特に重点を置いて指導した。また、日常の新聞記事も教材として扱い児童の関心を引き付けた。

平成２８年度 教育研究助成応募【個人研究】
都道府県名

山口

学校名・名前

下関市立熊野小学校
教諭 萱野 貴光

徳島

藍住町立藍住西小学校
教諭 八波田 美幸

宮崎

日南市立榎原中学校
教頭 三橋 正洋

鹿児島

日置市立日吉中学校
講師 久士目 真弓

研究主題の主要な研究成果
１．関係性の過程を大切にした教育相談的アプローチ
児童を多面的・多角的な視点から理解していくには、他の教職員のかかわり方がきっかけとなることが多い。
ロールプレイを通して、傾聴の基本的な技法や態度、子供との距離感を縮める言葉がけや共感的理解の示
し方等について実践的に学ぶことができた。
２．客観的なデータを基にした教育相談的アプローチ
アンケートや検査等の客観的なデータは、児童理解の一助として結果を分析し、どのような支援につなげら
れるかを考えていかなければならない。
セッション終了後、学級及び個の課題等を把握したり、その結果からどんな支援が考えられるか考えたりする
学級担任の姿が多く見られ、翌日からの実践に生かそうとしていた。
１．１学期と２学期の生活科をつなぐ
夏休み明けは、運動会等の行事も計画されることもあり、生活科の単元として十分な内容を展開することが難
しい。そこで、２学期最初の単元として「夏休みプロジェクト」をまとめ、表現を展開することで、学びを１学期と
つなげることができたと考える。
２．伝え合い・交流する活動の意義
子どもが伝えようとする内容が夏休みのことであり互いに知らないことであるため、「伝えたい」「聞きたい」内
容となる。充実した伝え合い活動を展開することができる。
３．表現方法の多様性
伝えようとする内容が多岐にわたるため、表現方法も子ども自身で考え、よりよい方法を工夫することにつな
がったと考える。
１．３年生はコーチング活動を通して、１年生の感謝の言葉や技術の向上が見られたことで、自信や積極性、
やりがいを感じとり、チーム内での自己有用感を獲得できたようだ。
２．生徒主体のミーティングを通して、生徒にはチームへの所属感や前に踏み出す力、考え抜く力の向上が見
られた。ミーティングをまとめたキャプテンは「部活動を通して、相手に自分の考えや気持ちを伝える力がつい
た」と述べ、コミュニケーション力が向上したことが窺える。
３．「部活動をすることで、将来の生き方につながることは何か」の問いに、あきらめない気持ち、精神的な強
さ、チームワークの大切さを挙げる生徒が多く、特に１年生の意識が大きく向上した。
１．地域・保護者・学校の三位一体となった活動の確立
地元企業と地域・保護者の方々の理解と協力により、土地や苗の提供と技術指導をいただき、
原料から焼酎づくりを実施することができた。（昨年度は一升瓶で２２５本完成。）また、自分たち
の地域に、他に誇れる自然や企業があることもかんじさせることができた。
２．農業体験・焼酎づくり体験活動
どのような過程で焼酎ができていくのか学び、分担して作業しながら仕上がりを待つことで、何か
を育てる喜びを感じさせられた。また、関わってくださった方々への感謝の気持ち、地域・本校
の伝統をかんじさせられた。
３．焼酎ラベルの作成
生徒たちが各々の「焼酎ラベル」を作成することで、より達成感を味わわせることができた。

