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平成１８年度 文部科学省指定
「児童生徒の心に響く道徳教育推進事業」

中間公開研究会 研究経過説明

平成１８年１１月２２日

それではそれではそれではそれでは、、、、本校本校本校本校のののの研究研究研究研究についてごについてごについてごについてご説明説明説明説明いたしますいたしますいたしますいたします。。。。

「 」「 」「 」「 」本校本校本校本校はははは平成平成平成平成１５１５１５１５年度年度年度年度からからからから２２２２カカカカ年年年年にわたりにわたりにわたりにわたり 国語力向上国語力向上国語力向上国語力向上モデルモデルモデルモデル事業事業事業事業
のののの指定指定指定指定をををを、、、、またまたまたまた平成平成平成平成１６１６１６１６年度年度年度年度からからからから２２２２カカカカ年年年年にわたりにわたりにわたりにわたり「「「「教育課程研究指教育課程研究指教育課程研究指教育課程研究指
定校事業定校事業定校事業定校事業」」」」のののの指定指定指定指定をををを受受受受けけけけ、、、、学校図書館活用学校図書館活用学校図書館活用学校図書館活用をををを基盤基盤基盤基盤としたとしたとしたとした研究研究研究研究をををを進進進進めめめめ
てまいりましたてまいりましたてまいりましたてまいりました。。。。具体的具体的具体的具体的なななな内容内容内容内容についてはについてはについてはについては昨年度昨年度昨年度昨年度ののののパンフレットパンフレットパンフレットパンフレットをををを
ごごごご覧下覧下覧下覧下さいさいさいさい。。。。

さらにさらにさらにさらに、、、、今年度今年度今年度今年度、、、、文部科学省文部科学省文部科学省文部科学省からからからから２２２２カカカカ年年年年にわたりにわたりにわたりにわたり「「「「児童生徒児童生徒児童生徒児童生徒のののの心心心心
にににに響響響響くくくく道徳教育推進事業道徳教育推進事業道徳教育推進事業道徳教育推進事業」」」」のののの指定指定指定指定をををを受受受受けけけけ、、、、研究主題研究主題研究主題研究主題をををを「「「「こころのこころのこころのこころの力力力力
をはぐくみよりよくをはぐくみよりよくをはぐくみよりよくをはぐくみよりよく生生生生きるきるきるきる生徒生徒生徒生徒のののの育成育成育成育成 －－－－学校学校学校学校・・・・家庭家庭家庭家庭・・・・地域地域地域地域のののの教育教育教育教育
活動全体活動全体活動全体活動全体でででで培培培培うううう道徳的実践力道徳的実践力道徳的実践力道徳的実践力」」」」といたしましたといたしましたといたしましたといたしました。。。。

そしてそしてそしてそして、、、、昨年度昨年度昨年度昨年度までのまでのまでのまでの研究実践研究実践研究実践研究実践をををを生生生生かしかしかしかし、、、、学校図書館活用学校図書館活用学校図書館活用学校図書館活用をををを基盤基盤基盤基盤
としたとしたとしたとした生生生生きききき方指導方指導方指導方指導のののの一層一層一層一層のののの充実充実充実充実をををを図図図図るためにるためにるためにるために、、、、保護者保護者保護者保護者やややや地域地域地域地域とのとのとのとの連連連連
携携携携などにさらになどにさらになどにさらになどにさらに力力力力をををを入入入入れながられながられながられながら、、、、生徒生徒生徒生徒のこころののこころののこころののこころの力力力力をはぐくむことをはぐくむことをはぐくむことをはぐくむこと
をををを目的目的目的目的としてとしてとしてとして研究研究研究研究をををを進進進進めてまいりましためてまいりましためてまいりましためてまいりました。。。。

それではそれではそれではそれでは研究研究研究研究のののの具体的具体的具体的具体的なななな内容内容内容内容とととと、、、、これまでのこれまでのこれまでのこれまでの実践実践実践実践についてごについてごについてごについてご説明説明説明説明
いたしますいたしますいたしますいたします。。。。

このこのこのこの研究研究研究研究をををを進進進進めるにあたりめるにあたりめるにあたりめるにあたり、、、、私私私私たちがたちがたちがたちが目指目指目指目指すすすす生徒生徒生徒生徒のののの姿姿姿姿をよりをよりをよりをより具体具体具体具体
的的的的ににににイメージイメージイメージイメージすることがすることがすることがすることが必要必要必要必要であるとであるとであるとであると考考考考えましたえましたえましたえました。。。。そこでそこでそこでそこで生徒生徒生徒生徒にににに意意意意
識調査識調査識調査識調査をををを行行行行いいいい、、、、規範意識規範意識規範意識規範意識などについてのなどについてのなどについてのなどについての実態実態実態実態をををを把握把握把握把握しましたしましたしましたしました。。。。

またまたまたまた、、、、教師教師教師教師にはにはにはには「「「「どんなどんなどんなどんな生徒生徒生徒生徒のののの姿姿姿姿をのぞんでいるかをのぞんでいるかをのぞんでいるかをのぞんでいるか 、、、、保護者保護者保護者保護者にににに」」」」
はははは 「「「「どんなどんなどんなどんな子供子供子供子供のののの姿姿姿姿をのぞんでいるかをのぞんでいるかをのぞんでいるかをのぞんでいるか」」」」というというというというアンケートアンケートアンケートアンケートをををを実施実施実施実施、、、、
しししし、、、、教師教師教師教師やややや保護者保護者保護者保護者のののの願願願願いをいをいをいを把握把握把握把握することにいたしましたすることにいたしましたすることにいたしましたすることにいたしました。。。。

そのそのそのその結果結果結果結果をまとめたものをごをまとめたものをごをまとめたものをごをまとめたものをご覧下覧下覧下覧下さいさいさいさい。。。。

本校本校本校本校のののの生徒生徒生徒生徒はははは多様多様多様多様なななな力力力力をもっていますをもっていますをもっていますをもっています。。。。しかししかししかししかし、、、、それをいろいろそれをいろいろそれをいろいろそれをいろいろ
なななな場面場面場面場面でででで上手上手上手上手くくくく表現表現表現表現したりしたりしたりしたり、、、、さらにさらにさらにさらに伸伸伸伸ばすばすばすばす努力努力努力努力をしていないをしていないをしていないをしていない、、、、といといといとい
うううう実態実態実態実態がががが見見見見えてきましたえてきましたえてきましたえてきました。。。。そしてそしてそしてそして、、、、教師教師教師教師やややや保護者保護者保護者保護者のののの願願願願いでいでいでいで一番強一番強一番強一番強くくくく
感感感感じられたのはじられたのはじられたのはじられたのは 「「「「思思思思いやりいやりいやりいやり」」」」やややや「「「「感謝感謝感謝感謝」」」」というというというという人人人人とととと接接接接していくしていくしていくしていく上上上上、、、、
でででで大切大切大切大切なこころのなこころのなこころのなこころの在在在在りりりり方方方方でしたでしたでしたでした。。。。
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それらのそれらのそれらのそれらの結果結果結果結果をふまえをふまえをふまえをふまえ、、、、３３３３つのつのつのつの重点目標重点目標重点目標重点目標をををを設定設定設定設定いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。

一一一一つつつつ目目目目はははは、、、、おおおお互互互互いをいをいをいを思思思思いやりいやりいやりいやり、、、、共共共共にににに向上向上向上向上しようとするしようとするしようとするしようとする生徒生徒生徒生徒のののの育成育成育成育成
二二二二つつつつ目目目目はははは、、、、夢夢夢夢やややや目標目標目標目標をもちをもちをもちをもち、、、、そのそのそのその実現実現実現実現にににに向向向向かってかってかってかって努力努力努力努力するするするする生徒生徒生徒生徒のののの

育成育成育成育成
三三三三つつつつ目目目目はははは、、、、善悪善悪善悪善悪のののの判断判断判断判断ができができができができ、、、、節度節度節度節度あるあるあるある生活生活生活生活をするをするをするをする生徒生徒生徒生徒のののの育成育成育成育成でででで

すすすす。。。。

そしてこれらのそしてこれらのそしてこれらのそしてこれらの目標目標目標目標をををを実現実現実現実現するためにするためにするためにするために、、、、生徒生徒生徒生徒につけたいこころのにつけたいこころのにつけたいこころのにつけたいこころの
力力力力をををを
「 」、「 」、「 」「 」、「 」、「 」「 」、「 」、「 」「 」、「 」、「 」他他他他をををを思思思思いやるいやるいやるいやる心 粘心 粘心 粘心 粘りりりり強強強強くやりくやりくやりくやり抜抜抜抜くくくく心 自心 自心 自心 自らをらをらをらを律律律律するするするする心心心心

のののの三三三三つといたしましたつといたしましたつといたしましたつといたしました。。。。

学校学校学校学校だけではなくだけではなくだけではなくだけではなく家庭家庭家庭家庭やややや地域地域地域地域とのとのとのとの連携連携連携連携のもとにのもとにのもとにのもとに、、、、全全全全てのてのてのての教育活動教育活動教育活動教育活動
をををを通通通通してこのしてこのしてこのしてこの三三三三つのこころのつのこころのつのこころのつのこころの力力力力をををを育育育育てていこうてていこうてていこうてていこう、、、、というというというという研究研究研究研究のののの方向方向方向方向
性性性性がここでがここでがここでがここで決決決決まったわけですまったわけですまったわけですまったわけです。。。。

そしてそしてそしてそして、、、、重点目標重点目標重点目標重点目標をををを具現化具現化具現化具現化していくためにしていくためにしていくためにしていくために、、、、このこのこのこの４４４４つをつをつをつを研究研究研究研究のののの重重重重
点点点点としましたとしましたとしましたとしました。。。。

一一一一つつつつ目目目目はははは、、、、３３３３つのこころのつのこころのつのこころのつのこころの力力力力をはぐくむためにをはぐくむためにをはぐくむためにをはぐくむために、、、、授業改善授業改善授業改善授業改善にににに力力力力をををを
入入入入れるということですれるということですれるということですれるということです。。。。

重点目標重点目標重点目標重点目標をををを各教科各教科各教科各教科のののの中中中中でどのようにとらえていったらいいのかをでどのようにとらえていったらいいのかをでどのようにとらえていったらいいのかをでどのようにとらえていったらいいのかを
考考考考えたときにえたときにえたときにえたときに、、、、特別特別特別特別なことをするのではなくなことをするのではなくなことをするのではなくなことをするのではなく、、、、日日日日 々々々々のののの授業授業授業授業をををを充実充実充実充実ささささ
せていくことがせていくことがせていくことがせていくことが大切大切大切大切であるとであるとであるとであると考考考考えますえますえますえます。。。。

具体的具体的具体的具体的にはにはにはには１１１１時間時間時間時間のののの授業授業授業授業のののの中中中中でででで、、、、自分自分自分自分のののの力力力力でじっくりでじっくりでじっくりでじっくり深深深深くくくく考考考考えたえたえたえた
りりりり、、、、友達友達友達友達とととと協力協力協力協力しししし合合合合ったりったりったりったり、、、、切磋琢磨切磋琢磨切磋琢磨切磋琢磨しししし合合合合ってってってって解決解決解決解決したりしてしたりしてしたりしてしたりして、、、、成成成成
就感就感就感就感やややや満足感満足感満足感満足感をををを味合味合味合味合わせることがわせることがわせることがわせることが、、、、三三三三つのこころのつのこころのつのこころのつのこころの力力力力のののの育成育成育成育成にににに結結結結びびびび
つくのではないかとつくのではないかとつくのではないかとつくのではないかと考考考考えましたえましたえましたえました。。。。

授業授業授業授業のののの導入導入導入導入ではではではでは、、、、生徒生徒生徒生徒にににに「「「「やってみようやってみようやってみようやってみよう」」」」というというというという意欲意欲意欲意欲をををを喚起喚起喚起喚起するするするする
ことがことがことがことが必要必要必要必要ですですですです。。。。そのためにはそのためにはそのためにはそのためには、、、、何何何何をどうをどうをどうをどう頑張頑張頑張頑張ればいいのかがればいいのかがればいいのかがればいいのかが分分分分かかかか
ることることることること、、、、そしてそしてそしてそして、、、、教師教師教師教師からからからから与与与与えられためあてではなくえられためあてではなくえられためあてではなくえられためあてではなく、、、、生徒自身生徒自身生徒自身生徒自身のののの
めあてになっていることがめあてになっていることがめあてになっていることがめあてになっていることが大切大切大切大切になってくるとになってくるとになってくるとになってくると思思思思いますいますいますいます。。。。

課題課題課題課題にににに取取取取りりりり組組組組むむむむ中中中中でででで、、、、生徒生徒生徒生徒にとってにとってにとってにとって困難困難困難困難をををを伴伴伴伴ったりするったりするったりするったりする場面場面場面場面をををを設設設設
定定定定しますしますしますします。。。。このようなこのようなこのようなこのような場面場面場面場面をををを意図的意図的意図的意図的・・・・計画的計画的計画的計画的にににに設定設定設定設定することですることですることですることで生徒生徒生徒生徒
はどうはどうはどうはどう考考考考えたらいいかえたらいいかえたらいいかえたらいいか、、、、どうどうどうどう調調調調べたらいいかべたらいいかべたらいいかべたらいいか、、、、またまたまたまた、、、、どうどうどうどう協力協力協力協力しししし合合合合
ったらいいのかったらいいのかったらいいのかったらいいのか悩悩悩悩むことになりますむことになりますむことになりますむことになります。。。。

そしてそしてそしてそして、、、、あきらめずにあきらめずにあきらめずにあきらめずに粘粘粘粘りりりり強強強強くくくく取取取取りりりり組組組組ませることでませることでませることでませることで、、、、生徒生徒生徒生徒はめあはめあはめあはめあ
てにてにてにてに到達到達到達到達しししし、、、、成就感成就感成就感成就感やややや満足感満足感満足感満足感をををを味味味味わうことができるととともにわうことができるととともにわうことができるととともにわうことができるととともに、、、、ここここ
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のののの過程過程過程過程をををを通通通通してしてしてして三三三三つのつのつのつの心心心心のののの力力力力がはぐくまれていくものとがはぐくまれていくものとがはぐくまれていくものとがはぐくまれていくものと思思思思いますいますいますいます。。。。

、「 」 、、「 」 、、「 」 、、「 」 、さらに わかったさらに わかったさらに わかったさらに わかった！！！！ というというというという思思思思いがいがいがいが新新新新しいしいしいしい課題課題課題課題へのへのへのへの意欲意欲意欲意欲となりとなりとなりとなり
生徒生徒生徒生徒のののの次次次次のののの取取取取りりりり組組組組みへのみへのみへのみへの力力力力になっていくものとになっていくものとになっていくものとになっていくものと思思思思いますいますいますいます。。。。

このようにこのようにこのようにこのように教科教科教科教科のののの特質特質特質特質をふまえながらをふまえながらをふまえながらをふまえながら「「「「授業授業授業授業をををを充実充実充実充実させるためのさせるためのさせるためのさせるための
基本型基本型基本型基本型」」」」をををを全教科等全教科等全教科等全教科等でででで取取取取りりりり入入入入れれれれ、、、、具体的具体的具体的具体的なななな手立手立手立手立てをてをてをてを考考考考ええええ実践実践実践実践していしていしていしてい
るところでするところでするところでするところです。。。。

またまたまたまた、、、、授業授業授業授業にににに対対対対するするするする生徒生徒生徒生徒のののの自己評価記録自己評価記録自己評価記録自己評価記録をををを継続継続継続継続してしてしてして分析分析分析分析していくしていくしていくしていく
ことでことでことでことで、、、、生徒生徒生徒生徒のののの変容変容変容変容をとらえをとらえをとらえをとらえ、、、、指導指導指導指導にににに生生生生かしていきたいとかしていきたいとかしていきたいとかしていきたいと考考考考えていえていえていえてい
ますますますます。。。。

例例例例えばえばえばえば国語科国語科国語科国語科ではこのようなではこのようなではこのようなではこのようなスタディスタディスタディスタディ・・・・ナビナビナビナビをををを活用活用活用活用したしたしたした学習学習学習学習をををを進進進進
。「 」 、。「 」 、。「 」 、。「 」 、めていますめていますめていますめています スピーチスピーチスピーチスピーチををををレベルアップレベルアップレベルアップレベルアップさせよう というさせよう というさせよう というさせよう という単元単元単元単元ではではではでは

このこのこのこの例例例例のようにのようにのようにのように「「「「分分分分かりやすくかりやすくかりやすくかりやすく感想感想感想感想もももも取取取取りりりり入入入入れているようなれているようなれているようなれているようなスピースピースピースピー
チチチチにするにするにするにする」」」」というというというという個人個人個人個人のののの具体的具体的具体的具体的なめあてをなめあてをなめあてをなめあてを設定設定設定設定することですることですることですることで、、、、めあてめあてめあてめあて
がががが生徒自身生徒自身生徒自身生徒自身のものとなりのものとなりのものとなりのものとなり学習学習学習学習へのへのへのへの意欲付意欲付意欲付意欲付けにつながりましたけにつながりましたけにつながりましたけにつながりました。。。。

またまたまたまた、、、、自己課題自己課題自己課題自己課題をををを解決解決解決解決させるさせるさせるさせる中中中中でででで、、、、意図的意図的意図的意図的ななななグループグループグループグループによるによるによるによる話話話話しししし
、 、、 、、 、、 、合合合合いのいのいのいの場場場場をををを設定設定設定設定しししし 互互互互いにいにいにいに評価評価評価評価しあいながらしあいながらしあいながらしあいながら自分自分自分自分のののの課題課題課題課題をををを克服克服克服克服させさせさせさせ

それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれのレベルアップレベルアップレベルアップレベルアップをををを図図図図りましたりましたりましたりました。。。。

、 、、 、、 、、 、最後最後最後最後のののの発表発表発表発表のののの場面場面場面場面ではではではでは 自分自分自分自分のめあてにどれだけのめあてにどれだけのめあてにどれだけのめあてにどれだけ近近近近づけたのかをづけたのかをづけたのかをづけたのかを
友達友達友達友達やややや先生先生先生先生からのからのからのからの評価評価評価評価をもとにしてをもとにしてをもとにしてをもとにして確認確認確認確認できできできでき、、、、それがそれがそれがそれが成就感成就感成就感成就感やややや満足満足満足満足
感感感感につながったようですにつながったようですにつながったようですにつながったようです。。。。

学習後学習後学習後学習後はははは、、、、朝朝朝朝のののの会会会会ででででスピーチスピーチスピーチスピーチのののの場場場場をををを設定設定設定設定したりしたりしたりしたり、、、、授業授業授業授業のののの中中中中のののの感想感想感想感想
発表等発表等発表等発表等、、、、自分自分自分自分のののの思思思思いをいをいをいを相手相手相手相手にににに伝伝伝伝えるえるえるえる場場場場をををを意図的意図的意図的意図的にににに設定設定設定設定することですることですることですることで、、、、
相手相手相手相手をををを意識意識意識意識しししし、、、、音声音声音声音声やややや内容内容内容内容のののの工夫工夫工夫工夫などのなどのなどのなどのレベルアップレベルアップレベルアップレベルアップがががが見見見見られましられましられましられまし
たたたた。。。。

またまたまたまた、、、、先先先先にににに述述述述べましたようにすべてのべましたようにすべてのべましたようにすべてのべましたようにすべての教育活動教育活動教育活動教育活動でででで生徒生徒生徒生徒のののの道徳性道徳性道徳性道徳性をををを
育育育育てていくためにはてていくためにはてていくためにはてていくためには、、、、このこのこのこの図図図図のようにのようにのようにのように授業授業授業授業をををを核核核核としながらとしながらとしながらとしながら授業改善授業改善授業改善授業改善
にににに力力力力をををを入入入入れれれれ、、、、意図的意図的意図的意図的にににに連携連携連携連携していくことがしていくことがしていくことがしていくことが有効有効有効有効ではないかとではないかとではないかとではないかと考考考考えまえまえまえま
すすすす。。。。

そのためにそのためにそのためにそのために、、、、１１１１つのつのつのつのテーマテーマテーマテーマについてについてについてについて同時期同時期同時期同時期にににに一斉一斉一斉一斉にににに指導指導指導指導するするするする計画計画計画計画
をををを立立立立てててて、、、、実践実践実践実践していますしていますしていますしています。。。。

７７７７月月月月ののののテーマテーマテーマテーマであったであったであったであった規範意識規範意識規範意識規範意識にににに関関関関してはしてはしてはしては、、、、生徒達生徒達生徒達生徒達がががが自分達自分達自分達自分達のののの問問問問
題題題題としてとらえとしてとらえとしてとらえとしてとらえ、、、、主体的主体的主体的主体的にににに活動活動活動活動することがすることがすることがすることが大切大切大切大切ですですですです。。。。

特特特特にににに後期後期後期後期からはからはからはからは、、、、各学級各学級各学級各学級ののののプログラムプログラムプログラムプログラム委員会委員会委員会委員会をををを機能機能機能機能させためにさせためにさせためにさせために、、、、
「「「「若竹若竹若竹若竹タイムタイムタイムタイム」」」」をををを設定設定設定設定しましたしましたしましたしました。。。。
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二二二二つつつつ目目目目のののの重点重点重点重点はははは、、、、これまでこれまでこれまでこれまで継続継続継続継続してきたしてきたしてきたしてきた読書活動読書活動読書活動読書活動をさらにをさらにをさらにをさらに深深深深めてめてめてめて
いくことですいくことですいくことですいくことです。。。。

本校本校本校本校ではではではでは朝読書朝読書朝読書朝読書をををを通年行通年行通年行通年行っておりっておりっておりっており、、、、読書読書読書読書のののの時間時間時間時間をををを保障保障保障保障することがすることがすることがすることが
心情面心情面心情面心情面のののの豊豊豊豊かさやかさやかさやかさや思考思考思考思考のののの広広広広がりがりがりがり、、、、そしてそしてそしてそして視野視野視野視野のののの広広広広がりにつながるこがりにつながるこがりにつながるこがりにつながるこ
とをとをとをとを実感実感実感実感していますしていますしていますしています。。。。

今年度今年度今年度今年度はははは特特特特にににに、、、、三三三三つのこころのつのこころのつのこころのつのこころの力力力力をををを意識意識意識意識したしたしたした、、、、意図的意図的意図的意図的・・・・系統的系統的系統的系統的なななな
読書活動読書活動読書活動読書活動をををを進進進進めていますめていますめていますめています。。。。生徒生徒生徒生徒やややや保護者保護者保護者保護者、、、、教師教師教師教師からおからおからおからお奨奨奨奨めのめのめのめの本本本本をををを選選選選
んでもらいんでもらいんでもらいんでもらい、、、、それをもとにそれをもとにそれをもとにそれをもとに「「「「心心心心にににに響響響響くくくく曲中曲中曲中曲中５０５０５０５０冊冊冊冊」」」」をををを必読図書必読図書必読図書必読図書としとしとしとし
てててて選定選定選定選定しましたしましたしましたしました。。。。

ごごごご覧覧覧覧になってになってになってになって分分分分かるようにかるようにかるようにかるように、、、、様様様様 々々々々ななななジャンルジャンルジャンルジャンルのののの本本本本がががが選定選定選定選定されておされておされておされてお
りりりり、、、、それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの思思思思いがいがいがいが伝伝伝伝わってくるようなわってくるようなわってくるようなわってくるような気気気気がしますがしますがしますがします。。。。

、 、 、、 、 、、 、 、、 、 、またまたまたまた 多様多様多様多様なななな読書活動読書活動読書活動読書活動をををを進進進進めるめるめるめる中中中中でででで 月月月月にににに１１１１回回回回はははは朝読書朝読書朝読書朝読書のののの時間時間時間時間にににに
教師教師教師教師ややややボランティアボランティアボランティアボランティアによるによるによるによる読読読読みみみみ聞聞聞聞かせをかせをかせをかせを行行行行っていますっていますっていますっています。。。。

全職員全職員全職員全職員がががが読読読読みみみみ聞聞聞聞かせにかせにかせにかせに関関関関わっておりわっておりわっておりわっており、、、、夏休夏休夏休夏休みにはみにはみにはみには、、、、読読読読みみみみ聞聞聞聞かせのかせのかせのかせの
プロプロプロプロのののの方方方方からからからから本本本本のののの選定選定選定選定やややや読読読読みみみみ方方方方のののの指導指導指導指導をををを受受受受けるけるけるける研修会研修会研修会研修会をををを行行行行いましいましいましいまし
たたたた。。。。

またまたまたまた、、、、生徒生徒生徒生徒のののの手手手手によるによるによるによる読書活動読書活動読書活動読書活動もももも進進進進められておりめられておりめられておりめられており、、、、保育園保育園保育園保育園のののの体験体験体験体験
活動活動活動活動でもでもでもでも読読読読みみみみ聞聞聞聞かせをかせをかせをかせを行行行行いましたいましたいましたいました。。。。相手相手相手相手にににに喜喜喜喜んでもらえるようなんでもらえるようなんでもらえるようなんでもらえるような本本本本
をををを選選選選ぶことぶことぶことぶこと、、、、そしてそしてそしてそして心心心心をこめてをこめてをこめてをこめて読読読読んであげることがんであげることがんであげることがんであげることが、、、、他他他他をををを思思思思いやるいやるいやるいやる
心心心心につながったようですにつながったようですにつながったようですにつながったようです。。。。

さてさてさてさて、、、、今年度今年度今年度今年度はははは特特特特にににに絵本絵本絵本絵本のののの魅力魅力魅力魅力にににに着目着目着目着目しししし、、、、読読読読みみみみ聞聞聞聞かせやかせやかせやかせや道徳道徳道徳道徳のののの時時時時
間間間間のののの中中中中でででで生生生生かすかすかすかす工夫工夫工夫工夫をしていますをしていますをしていますをしています。。。。

絵本絵本絵本絵本はははは、、、、道徳的道徳的道徳的道徳的なななな価値価値価値価値がががが絵絵絵絵とととと練練練練られたられたられたられた言葉言葉言葉言葉でででで分分分分かりやすくかりやすくかりやすくかりやすく表現表現表現表現ささささ
れておりれておりれておりれており、、、、読読読読みみみみ聞聞聞聞かせによってかせによってかせによってかせによって伝伝伝伝えたいえたいえたいえたい思思思思いをいをいをいを語語語語りかけることがでりかけることがでりかけることがでりかけることがで
きますきますきますきます。。。。

これらのこれらのこれらのこれらの絵本絵本絵本絵本はははは、、、、先生方先生方先生方先生方がががが今今今今までまでまでまで読読読読みみみみ聞聞聞聞かせにかせにかせにかせに使使使使ったものですったものですったものですったものです。。。。

またまたまたまた、、、、１１１１年生年生年生年生のののの道徳道徳道徳道徳のののの授業授業授業授業ではではではでは「「「「おおきなおおきなおおきなおおきな木木木木」」」」をををを資料資料資料資料としてとしてとしてとして活用活用活用活用
しましたしましたしましたしました。。。。与与与与ええええ続続続続けるけるけるける木木木木をををを通通通通してしてしてして他他他他のためにのためにのためにのために行行行行うううう喜喜喜喜びをびをびをびを感感感感じてほしじてほしじてほしじてほし
いといういといういといういという担任担任担任担任のののの願願願願いがいがいがいが込込込込められていましためられていましためられていましためられていました。。。。生徒達生徒達生徒達生徒達はははは絵本絵本絵本絵本のののの世界世界世界世界にににに
引引引引きききき込込込込まれまれまれまれ、、、、意欲的意欲的意欲的意欲的なななな取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが見見見見られましたられましたられましたられました。。。。

さらにさらにさらにさらに本校本校本校本校ではではではでは、、、、家庭家庭家庭家庭のののの読書環境読書環境読書環境読書環境もももも大切大切大切大切であるとであるとであるとであると考考考考えていますえていますえていますえています。。。。

夏休夏休夏休夏休みにはみにはみにはみには「「「「曲中曲中曲中曲中５０５０５０５０冊冊冊冊」」」」のののの中中中中からからからから親子親子親子親子でででで同同同同じじじじ本本本本をををを読読読読みみみみコミュニコミュニコミュニコミュニ
ケーションケーションケーションケーションをををを図図図図ってほしいとってほしいとってほしいとってほしいと、、、、親子読書親子読書親子読書親子読書をををを奨励奨励奨励奨励しましたしましたしましたしました。。。。このこのこのこの例例例例のののの
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ようにようにようにように、、、、本本本本はははは世代世代世代世代をををを越越越越えてえてえてえて心心心心にににに響響響響くものがありくものがありくものがありくものがあり、、、、おおおお互互互互いのいのいのいの価値観価値観価値観価値観をををを
理解理解理解理解しししし合合合合うことにもつながったうことにもつながったうことにもつながったうことにもつながった気気気気がしますがしますがしますがします。。。。

３３３３つめのつめのつめのつめの重点重点重点重点はははは、、、、家庭家庭家庭家庭やややや地域地域地域地域とととと連携連携連携連携していくことですしていくことですしていくことですしていくことです。。。。

連携連携連携連携をするをするをするをする前提前提前提前提としてとしてとしてとして、、、、学校学校学校学校をををを開開開開いていくことがいていくことがいていくことがいていくことが大切大切大切大切だとだとだとだと考考考考ええええ、、、、
学校学校学校学校をををを公開公開公開公開するするするする機会機会機会機会をできるだけをできるだけをできるだけをできるだけ多多多多くくくく設定設定設定設定していますしていますしていますしています。。。。

さらにさらにさらにさらに、、、、学校学校学校学校とととと家庭家庭家庭家庭・・・・地域地域地域地域とがとがとがとがパートナーパートナーパートナーパートナーになることもになることもになることもになることも大切大切大切大切であであであであ
、 。、 。、 。、 。るとるとるとると考考考考ええええ 保護者保護者保護者保護者やややや地域地域地域地域のののの方方方方 々々々々にににに授業授業授業授業にににに参加参加参加参加していただいていますしていただいていますしていただいていますしていただいています

３３３３年生年生年生年生はははは総合的総合的総合的総合的なななな学習学習学習学習のののの時間時間時間時間でででで、、、、ふるさとふるさとふるさとふるさと秋田秋田秋田秋田をををを見見見見つめながらつめながらつめながらつめながら、、、、
自己自己自己自己のののの生生生生きききき方方方方をををを考考考考えるというえるというえるというえるという学習学習学習学習をををを行行行行っていますっていますっていますっています。。。。

そのそのそのその中中中中でででで、、、、秋田県出身秋田県出身秋田県出身秋田県出身のののの俳優俳優俳優俳優、、、、柳葉敏郎柳葉敏郎柳葉敏郎柳葉敏郎さんをさんをさんをさんを迎迎迎迎ええええ、、、、ふるさとにふるさとにふるさとにふるさとに
対対対対するするするする思思思思いをいをいをいを語語語語っていただきましたっていただきましたっていただきましたっていただきました。。。。

生徒生徒生徒生徒にとってはにとってはにとってはにとっては、、、、夢夢夢夢をををを実現実現実現実現させたさせたさせたさせた人人人人のののの生生生生きききき方方方方についてについてについてについて、、、、またまたまたまた、、、、ふふふふ
るさとるさとるさとるさと秋田秋田秋田秋田のよさについてのよさについてのよさについてのよさについて考考考考えるえるえるえる、、、、よいよいよいよい機会機会機会機会になりましたになりましたになりましたになりました。。。。
「「「「自由自由自由自由にはにはにはにはルールルールルールルールややややモラルモラルモラルモラルがあるがあるがあるがある」」」」というというというというメッセージメッセージメッセージメッセージはははは、、、、生徒生徒生徒生徒のののの

心心心心にににに強強強強くくくく響響響響いたようですいたようですいたようですいたようです。。。。

またまたまたまた、、、、道徳道徳道徳道徳のののの時間時間時間時間にもにもにもにも家庭家庭家庭家庭やややや地域地域地域地域とのとのとのとの連携連携連携連携をををを取取取取りりりり入入入入れていますれていますれていますれています。。。。
２２２２年生年生年生年生のののの道徳道徳道徳道徳「「「「たったひとつのたからものたったひとつのたからものたったひとつのたからものたったひとつのたからもの」」」」ではではではでは、、、、終末終末終末終末にににに、、、、家族家族家族家族かかかか
らのらのらのらの手紙手紙手紙手紙をををを読読読読ませることでませることでませることでませることで、、、、自分自分自分自分がががが家族家族家族家族にとってかけがえのないもにとってかけがえのないもにとってかけがえのないもにとってかけがえのないも
のであることがのであることがのであることがのであることが実感実感実感実感できできできでき、、、、思思思思わずわずわずわず涙涙涙涙するするするする生徒生徒生徒生徒もいましたもいましたもいましたもいました。。。。

資料資料資料資料のののの中中中中のののの人物人物人物人物をををを通通通通してしてしてして価値価値価値価値にににに迫迫迫迫りりりり、、、、さらにさらにさらにさらに家族家族家族家族からのからのからのからのメッセーメッセーメッセーメッセー
ジジジジをををを受受受受けけけけ止止止止めることでめることでめることでめることで、、、、価値価値価値価値のののの深深深深まりがまりがまりがまりが感感感感じられましたじられましたじられましたじられました。。。。

連携連携連携連携をををを意識意識意識意識したしたしたした行事行事行事行事としてとしてとしてとしてＰＴＡＰＴＡＰＴＡＰＴＡ講演会講演会講演会講演会がががが上上上上げられますげられますげられますげられます。。。。今年度今年度今年度今年度
はははは 作家 柳田邦男作家 柳田邦男作家 柳田邦男作家 柳田邦男さんをさんをさんをさんを迎迎迎迎ええええ「「「「感性感性感性感性をををを磨磨磨磨きききき、、、、心心心心をををを耕耕耕耕そうそうそうそう」」」」というというというという
題題題題でおでおでおでお話話話話ししていただきましたししていただきましたししていただきましたししていただきました。。。。

絵本絵本絵本絵本ののののストーリーストーリーストーリーストーリーをををを通通通通してしてしてして語語語語られたられたられたられた人間人間人間人間のののの心心心心のののの在在在在りりりり方方方方はははは、、、、世代世代世代世代をををを
越越越越えてえてえてえて生徒達生徒達生徒達生徒達のののの心心心心にもにもにもにも響響響響いたようですいたようですいたようですいたようです。。。。 保護者保護者保護者保護者やややや地域地域地域地域のののの方方方方 々々々々もももも多多多多
数参加数参加数参加数参加してくださりしてくださりしてくださりしてくださり、、、、意識意識意識意識のののの高高高高さがうかがえましたさがうかがえましたさがうかがえましたさがうかがえました。。。。

四四四四つつつつ目目目目のののの重点重点重点重点はははは、、、、日日日日 々々々々のののの活動活動活動活動をををを大事大事大事大事にしていくことですにしていくことですにしていくことですにしていくことです。。。。

生徒生徒生徒生徒がががが目目目目にするにするにするにする環境環境環境環境はははは、、、、生徒生徒生徒生徒のこころにのこころにのこころにのこころに大大大大きくきくきくきく影響影響影響影響をををを及及及及ぼすものぼすものぼすものぼすもの
とととと考考考考えますえますえますえます。。。。整理整頓整理整頓整理整頓整理整頓がががが行行行行きききき届届届届いたいたいたいた教室教室教室教室、、、、ていねいにはられたていねいにはられたていねいにはられたていねいにはられた掲示掲示掲示掲示
物物物物などはなどはなどはなどは生徒生徒生徒生徒のののの規範意識規範意識規範意識規範意識にもにもにもにも影響影響影響影響してくるのではないでしょうかしてくるのではないでしょうかしてくるのではないでしょうかしてくるのではないでしょうか。。。。

特特特特にににに今年度今年度今年度今年度はははは、、、、詩詩詩詩のののの掲示掲示掲示掲示にににに力力力力をををを入入入入れておりれておりれておりれており、、、、生徒生徒生徒生徒のののの想想想想いやいやいやいや担任担任担任担任のののの
思思思思いがいがいがいが、、、、心心心心にににに響響響響いてくれることをいてくれることをいてくれることをいてくれることを期待期待期待期待していますしていますしていますしています。。。。
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またまたまたまた、、、、学級内学級内学級内学級内にはにはにはには「「「「こころのこころのこころのこころの力力力力ののののコーナーコーナーコーナーコーナー」」」」をををを設置設置設置設置しししし、、、、道徳道徳道徳道徳のののの時時時時
間間間間のののの積積積積みみみみ重重重重ねがねがねがねが見見見見えるようにえるようにえるようにえるように工夫工夫工夫工夫していますしていますしていますしています。。。。

今年度今年度今年度今年度はははは、、、、生徒会生徒会生徒会生徒会テーマテーマテーマテーマをををを「「「「開花 心開花 心開花 心開花 心のののの種子育種子育種子育種子育てようてようてようてよう！！！！みんなのみんなのみんなのみんなの
」 、 。」 、 。」 、 。」 、 。力力力力をををを一一一一つにして としつにして としつにして としつにして とし 研究主題研究主題研究主題研究主題とととと連動連動連動連動するものになっていますするものになっていますするものになっていますするものになっています

教師教師教師教師とととと生徒達生徒達生徒達生徒達のののの目指目指目指目指すものがすものがすものがすものが、、、、同同同同じじじじ方向方向方向方向であることがよりよいであることがよりよいであることがよりよいであることがよりよい成果成果成果成果
につながるものとにつながるものとにつながるものとにつながるものと思思思思いますいますいますいます。。。。

図書委員会図書委員会図書委員会図書委員会ではではではでは 「「「「曲中曲中曲中曲中５０５０５０５０冊冊冊冊」」」」をををを多多多多くのくのくのくの生徒生徒生徒生徒にににに読読読読んでもらおうんでもらおうんでもらおうんでもらおう、、、、
とととと学級学級学級学級のののの中中中中にににに表表表表をををを掲示掲示掲示掲示しししし、、、、読書傾向読書傾向読書傾向読書傾向がががが目目目目にににに見見見見えるようにしましたえるようにしましたえるようにしましたえるようにしました。。。。
またまたまたまた、、、、本本本本をををを大事大事大事大事にににに扱扱扱扱おうとおうとおうとおうと各学級各学級各学級各学級にににに呼呼呼呼びかけびかけびかけびかけ、、、、カバーリングカバーリングカバーリングカバーリングにににに取取取取りりりり
組組組組みましたみましたみましたみました。。。。

さらにさらにさらにさらに本校本校本校本校ではではではでは 「「「「若竹若竹若竹若竹ノートノートノートノート」」」」というというというという生活生活生活生活ノートノートノートノートをををを活用活用活用活用するこするこするこするこ、、、、
とでとでとでとで生徒生徒生徒生徒とととと担任担任担任担任がががが心心心心のののの交流交流交流交流をををを図図図図るとともにるとともにるとともにるとともに、、、、生徒生徒生徒生徒のののの心心心心のののの状態状態状態状態やややや変容変容変容変容
をををを把握把握把握把握するするするする手段手段手段手段としていますとしていますとしていますとしています。。。。

このようにこのようにこのようにこのように、、、、様様様様 々々々々なななな取取取取りりりり組組組組みをしていくみをしていくみをしていくみをしていく中中中中でででで一番大事一番大事一番大事一番大事なことはなことはなことはなことは、、、、
教師教師教師教師のののの姿勢姿勢姿勢姿勢ではないかとではないかとではないかとではないかと感感感感じていますじていますじていますじています。。。。

温温温温かいかいかいかい言葉言葉言葉言葉かけやかけやかけやかけや適正適正適正適正なななな言語環境言語環境言語環境言語環境、、、、そしてそしてそしてそして、、、、教師自身教師自身教師自身教師自身がしっかりがしっかりがしっかりがしっかり
。 、。 、。 、。 、としたとしたとしたとした規範意識規範意識規範意識規範意識をもっていることがをもっていることがをもっていることがをもっていることが重要重要重要重要です このことについてはです このことについてはです このことについてはです このことについては

研修研修研修研修のののの機会機会機会機会をををを通通通通してしてしてして、、、、共通理解共通理解共通理解共通理解することにすることにすることにすることに努努努努めていますめていますめていますめています。。。。

またまたまたまた、、、、道徳道徳道徳道徳のののの時間時間時間時間をををを大切大切大切大切にしにしにしにし、、、、充実充実充実充実させるようにしていますさせるようにしていますさせるようにしていますさせるようにしています。。。。全全全全
職員職員職員職員でででで研修研修研修研修をををを進進進進めていくとめていくとめていくとめていくと共共共共にににに、、、、具体的具体的具体的具体的なななな資料資料資料資料のののの提示提示提示提示やややや月月月月にににに１１１１回回回回はははは
学年学年学年学年でででで話話話話しししし合合合合いをもつなどいをもつなどいをもつなどいをもつなど、、、、教師一人一人教師一人一人教師一人一人教師一人一人のののの意識意識意識意識をををを高高高高めるめるめるめる工夫工夫工夫工夫をしをしをしをし
ていますていますていますています。。。。

今今今今までまでまでまで説明説明説明説明してまいりましたようにしてまいりましたようにしてまいりましたようにしてまいりましたように重点目標重点目標重点目標重点目標をををを具現化具現化具現化具現化していくたしていくたしていくたしていくた
めにめにめにめに四四四四つのことにつのことにつのことにつのことに取取取取りりりり組組組組んでまいりましたんでまいりましたんでまいりましたんでまいりました。。。。

このようなこのようなこのようなこのような取取取取りりりり組組組組みによってみによってみによってみによって目指目指目指目指すものはすものはすものはすものは、、、、よりよいよりよいよりよいよりよい生徒生徒生徒生徒のののの姿姿姿姿でででで
ありありありあり、、、、教師教師教師教師のののの姿姿姿姿ですですですです。。。。そのためにはそのためにはそのためにはそのためには、、、、どのようなどのようなどのようなどのような姿姿姿姿をををを成果成果成果成果としとしとしとし、、、、そそそそ
れをどうれをどうれをどうれをどう評価評価評価評価していくのかしていくのかしていくのかしていくのか、、、、ということをということをということをということを明明明明らかにするらかにするらかにするらかにする必要必要必要必要がありがありがありがあり
ますますますます。。。。

そこでそこでそこでそこで、、、、成果成果成果成果をををを把握把握把握把握するするするする観点観点観点観点をををを次次次次のようにのようにのようにのように設定設定設定設定しししし、、、、評価方法評価方法評価方法評価方法をををを工工工工
夫夫夫夫していますしていますしていますしています。。。。

授業改善授業改善授業改善授業改善についてはについてはについてはについては、、、、各教科等各教科等各教科等各教科等がががが設定設定設定設定したしたしたした目指目指目指目指すすすす生徒像生徒像生徒像生徒像にどれだにどれだにどれだにどれだ
けけけけ近近近近づいたかをづいたかをづいたかをづいたかを観点観点観点観点としましたとしましたとしましたとしました。。。。

そしてそしてそしてそして、、、、教科部教科部教科部教科部をををを中心中心中心中心としてとしてとしてとして授業授業授業授業をををを見合見合見合見合ったりったりったりったり、、、、自己評価記録自己評価記録自己評価記録自己評価記録をををを
分析分析分析分析していくことしていくことしていくことしていくこと、、、、さらにさらにさらにさらに学力学力学力学力テストテストテストテストなどのなどのなどのなどの客観的客観的客観的客観的ななななデータデータデータデータをををを通通通通しししし



- 7 -

てててて評価評価評価評価していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと考考考考えていますえていますえていますえています。。。。

またまたまたまた、、、、読書活動読書活動読書活動読書活動にににに関関関関してのしてのしてのしての一一一一つつつつ目目目目はははは 「「「「曲中曲中曲中曲中５０５０５０５０冊冊冊冊」」」」にににに関心関心関心関心をもをもをもをも、、、、
ちちちち積極的積極的積極的積極的にににに読読読読もうとしているかどうかですもうとしているかどうかですもうとしているかどうかですもうとしているかどうかです。。。。

これについてはこれについてはこれについてはこれについては、、、、学級学級学級学級にににに掲示掲示掲示掲示してあるしてあるしてあるしてある読書傾向調査読書傾向調査読書傾向調査読書傾向調査をををを活用活用活用活用したいしたいしたいしたい
とととと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。

そしてそしてそしてそして、、、、二二二二つつつつ目目目目はははは、、、、読書活動読書活動読書活動読書活動をををを通通通通してしてしてして生徒生徒生徒生徒のののの感性感性感性感性がががが磨磨磨磨かれているかれているかれているかれている
かどうかですかどうかですかどうかですかどうかです。。。。

道徳道徳道徳道徳のののの時間時間時間時間はもちろんはもちろんはもちろんはもちろん、、、、各教科各教科各教科各教科のののの授業授業授業授業やややや集会集会集会集会などでのなどでのなどでのなどでの生徒生徒生徒生徒のののの発言発言発言発言
やややや感想感想感想感想、、、、そしてそしてそしてそして、、、、若竹若竹若竹若竹ノートノートノートノートののののコメントコメントコメントコメントなどになどになどになどに表表表表れてくるものとれてくるものとれてくるものとれてくるものと考考考考
えますえますえますえます。。。。

またまたまたまた、、、、家庭家庭家庭家庭やややや地域地域地域地域とのとのとのとの連携連携連携連携にににに関関関関してはしてはしてはしては、、、、本校本校本校本校のののの教育活動教育活動教育活動教育活動にににに対対対対するするするする
意見意見意見意見やややや感想感想感想感想のののの数数数数、、、、道徳道徳道徳道徳のののの時間時間時間時間のののの授業参観等授業参観等授業参観等授業参観等へのへのへのへの保護者保護者保護者保護者のののの参観数参観数参観数参観数などなどなどなど
でででで評価評価評価評価していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと考考考考えていますえていますえていますえています。。。。

そしてそしてそしてそして、、、、何何何何よりもよりもよりもよりも客観的客観的客観的客観的なななな評価評価評価評価をををを得得得得られるのはられるのはられるのはられるのは外部外部外部外部からですからですからですからです。。。。学学学学
校公開校公開校公開校公開のののの機会機会機会機会をできるだけをできるだけをできるだけをできるだけ多多多多くしくしくしくし、、、、感想感想感想感想やややや意見意見意見意見をいただくことでをいただくことでをいただくことでをいただくことで、、、、
日日日日 々々々々のののの実践実践実践実践にににに生生生生かしていきたいとかしていきたいとかしていきたいとかしていきたいと考考考考えていますえていますえていますえています。。。。

またまたまたまた、、、、生徒生徒生徒生徒へのへのへのへの意識調査意識調査意識調査意識調査やややや保護者保護者保護者保護者へのへのへのへのアンケートアンケートアンケートアンケートをををを実施実施実施実施することすることすることすること
でででで、、、、生徒生徒生徒生徒のののの変容変容変容変容をををを把握把握把握把握しししし、、、、今年度今年度今年度今年度のののの成果成果成果成果とととと課題課題課題課題をををを明明明明らかにしていきらかにしていきらかにしていきらかにしていき
たいとたいとたいとたいと思思思思いますいますいますいます。。。。

今今今今までまでまでまで説明説明説明説明してまいりましたようにしてまいりましたようにしてまいりましたようにしてまいりましたように、、、、道徳教育道徳教育道徳教育道徳教育のののの研究研究研究研究はははは、、、、全全全全てのてのてのての
教育活動教育活動教育活動教育活動をををを通通通通してしてしてして生徒生徒生徒生徒のののの道徳性道徳性道徳性道徳性をををを培培培培うううう取取取取りりりり組組組組みをすることであるみをすることであるみをすることであるみをすることである、、、、
というというというという共通理解共通理解共通理解共通理解のもとにのもとにのもとにのもとに、、、、研究研究研究研究をををを進進進進めてまいりましためてまいりましためてまいりましためてまいりました。。。。

そのためにはそのためにはそのためにはそのためには、、、、すべてのすべてのすべてのすべての教科教科教科教科やややや教師教師教師教師がががが一丸一丸一丸一丸となってとなってとなってとなって取取取取りりりり組組組組むことむことむことむこと
がががが重要重要重要重要になってきますになってきますになってきますになってきます。。。。教職員教職員教職員教職員のののの人数人数人数人数がががが多多多多いいいい本校本校本校本校にとってはにとってはにとってはにとっては、、、、一番一番一番一番
必要必要必要必要なことでありなことでありなことでありなことであり、、、、課題課題課題課題でもありますでもありますでもありますでもあります。。。。

研究研究研究研究のののの内容内容内容内容はすべてはすべてはすべてはすべて、、、、特別特別特別特別なことではありませんなことではありませんなことではありませんなことではありません。。。。やるべきことやるべきことやるべきことやるべきこと
にしっかりとにしっかりとにしっかりとにしっかりと取取取取りりりり組組組組んでいくことんでいくことんでいくことんでいくこと、、、、そのそのそのその積積積積みみみみ重重重重ねこそがねこそがねこそがねこそが、、、、教師教師教師教師のののの姿姿姿姿
勢勢勢勢としてとしてとしてとして必要必要必要必要なことでありなことでありなことでありなことであり、、、、それによってそれによってそれによってそれによって生徒生徒生徒生徒がががが変変変変わってくるものわってくるものわってくるものわってくるもの
とととと思思思思いますいますいますいます。。。。

今日今日今日今日のののの公開研究会公開研究会公開研究会公開研究会でのごでのごでのごでのご指導指導指導指導をををを受受受受けけけけ、、、、今年度今年度今年度今年度のののの成果成果成果成果とととと課題課題課題課題をしっをしっをしっをしっ
かりとかりとかりとかりと把握把握把握把握したしたしたした上上上上でででで、、、、来年度来年度来年度来年度のののの方向性方向性方向性方向性をををを見定見定見定見定めていきたいとめていきたいとめていきたいとめていきたいと考考考考えてえてえてえて
おりますおりますおりますおります。。。。
そしてそしてそしてそして、、、、３３３３つのこころのつのこころのつのこころのつのこころの力力力力がががが確確確確かなものになるようにかなものになるようにかなものになるようにかなものになるように努力努力努力努力していしていしていしてい

きたいときたいときたいときたいと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。


