
Ⅴ 研究・研修

１ 研究主題

自分の考えを生き生きと表現し，学び合う子どもの育成
～ 言語活動の充実を図った指導を通して ～

２ 研究主題設定にあたって

本校の子どもたちは，全体的に明るく素直である。与えられた課題や指示があるとそれ

に向かってこつこつと努力できる。昨年度の児童アンケートの結果からも「授業がよく

わかる」「みんなの話を聞いている」などの項目がプラス傾向になっている。しかしその

反面，受動的で自分で考えて臨機応変に対応する力が弱いところがある。アンケートでは

「発表するのが好きである。」「 自分の意見を言えている。」「周りの話を聞いて自分の考

えと比較する」の項目の低さが目立った。また，昨年度の教師実践研究から明らかにな

ってきたことは次の通りである。

本校児童につけたい力・足りない力・さらに必要な力

・仲間との良い関わり方（良さを認める）を作り学び合おうとする力

・どんな時も適応して話ができる力，公の場で自分の考えを積極的に発言する力

・話を聞く力，聞いて受け止めてさらにつなげいく力

そのために，取り組むべきこと・取り組みたいこと

・表現する場，話をさせる場の設定（集会活動等），話をする必要感を持たせる。
・聞き手が聞いた後に必ず反応する指導。（同じことを言う・うなずく・質問・感
想）

・まちがいを恐れない雰囲気作り。（教室でも）
・言語活動の充実（表現する力，言葉の力，正しい話し方，聞き方のモデル等）

・よい言動をみんなで賞賛する機会を多くする。

そこで，上記の実態を踏まえ，日々の教育活動の中で言語活動の充実に重点を置き，個

々の表現する力，表現する意欲を高めることを目指していく。

「対話的な学び」を日々重ねることで，個々の思い（内言化）を外言化する機会を増やし

ていくことで考えを整理し，表現する意欲につながるのではないか，そして，考えを伝
え合うことでもう一度自分の考えを深め，考えをつなげることができるのではないか
と考える。
安心して学習できる環境を作っていくことが何よりも大切で，教室の中で思いを伝

え，響かせることが，公の場でも自分の考えを生き生きと伝えられる自信となり，学

力の向上にもつながることを期待している。

研究主題を全職員で共通理解した結果
自分の考え・・・課題に対して自分の考えをしっかり持つ。自力解決。
生き生きと・・・意欲的に。自信を持って。声を響かせて。笑顔で。

表現する・・・・相手に伝えようとする。分かりやすく。言葉の力を高める。
学び合う・・・・考えを伝え合うことでもう一度自分の考えを深める。考えをつな

げる。



３ 研究の仮説

（仮説１）学習過程において，「対話的な学び」を重ね，「自力解決の時間（内言化）」
→「ペアやグループで話し合う（外言化）」時間や場をしっかり保障する
ことで，自分の考えを整理でき自信につながるのではないか。また，互い
の良さを認め，考えも深まりつながるのではないか。

（仮説２）集会活動などを多く設定し話す目的意識を高める事前指導や言語環境の整
備充実を学校全体で共通理解し実践することすることにより，個々の表現
意欲やコミュニケーション能力が高まるのではないか。

４ 目指す子どもの姿

○ 自分の考えをもち，自分の言葉で表現できる子ども
○ 主体的・協働的に学ぼうとする子ども

○ 優しい心で相手の話を聞いたり受け止めたりできる子ども

５ 研究の視点と具体的施策

（１）発表する意欲や目的意識を高めるための意図的な手立ての工夫

（よりよい集団づくり・自己有用感の醸成）

・児童の実態・課題把握と分析（ＱＵ，児童アンケートの実施）
・所属感や達成感を味わえる集会活動・縦割り活動の持ち方（協力する場・個々
の役割）

（２）問題解決のプロセスを重視した「秋田の探究型授業」
・基本プロセスの共通理解（教師が同じ取り組みで実践する。）

・自力解決の時間， ペア・グループ・学級での話し合う時間の確保

・ユニバーサルデザインの学び（視覚化・１時間の流れの見通しを持たせる。）

・「学びのための手引き（教師用）」の活用

（３）言語活動・言語環境の整備の充実
・「話し方」「聞き方」のモデル作りと実践 （学びのスタンダードカード活用）

・目的に合った活動形態の工夫（ペア・3 人組・グループ・全体）
・一人一人の意見や考えを大切にしたり，認めたりする教師の支援・指導

６ 仮説の検証計画
■継続的検証

・子どもの継続的観察（学習感想・ふりかえり）

■定期的検証
・ 児童のアンケート（５月・１１月・２月）による変容のみとり
・ 教師研修アンケート（５月・１１月・２月）による成果と課題の洗い出し
・ 全体研修における分析

・ クラスを語る会，児童を語る会



７ 年間研修計画

月・日・曜 主な研修計画 研修 諸講習・諸講座研修

形態

P 4 4（火） 今年度の研修について 全体 24日（月）

4 12（水） 仮説・共通実践事項・研究の重点に 全体 体育担当者連絡協議会

ついて （加藤）

4 26（水） 仮説・共通実践事項・研究の重点に 全体

ついて・クラスを語る会①

5 17（水） 児童・教師アンケートについて 全体 12日（金）

学校安全指導者講習会

5 26（金） 指導案検討会（保体） 全体 （教頭）

23日（火）

P 5 下 児童・教師アンケート① 学担 新任研究主任研修（藤田）

24日（水）

「確かな学力」向上推進協

議会Ⅰ （藤田）

6 上 特別支援学級スキルアップ授業研修 学担 26日（月）

事前検討 つばさ・佐藤篤子 生徒指導総合研修講座

6 7（水） 研修日（アンケート結果分析） 全体 （鈴木）

6 9（金） 計画訪問（保体） 3年・鈴木政憲 全体 27日（火）

6 28（水） 研修日（特別支援学級スキルアップ 全体 生徒指導指導推進会議

D 授業研修の指導について） （鈴木）

C
7 上 特別支援学級スキルアップ授業研修 全体 25，26日（火・水）

つばさ・佐藤篤子 体育保健学習指導研修会

7 12（水） 7月までの振り返り（「学びのため 全体 （畠山）

の手引き」共通実践事項と手立ての

検証）

A 7 19（水） クラスを語る会② 全体

P
8 23（水） 伝達研修 全体 3，4日（木・金）

教育課程研究協議会

8 30（水） 伝達研修 全体 音楽（仙北）家庭（佐井）

特別支援（佐藤）

9日（水）特別支援教育コ

ーディネーター地区別研

修 （教頭）

16，17日（水・木）

授業力向上研修 （畠山）

9 6（水） 研修（ＱＵについて） 全体 27日（水）

ＣＴ理科指導力向上研修

9 13（水） 研修（ＱＵ分析） 全体 （鈴木）

9 28（木） 計画訪問 生徒指導 全体



月・日・曜 主な研修計画 研修 諸講習・諸講座研

形態 修

10 4（水） 授業構想検討会（算数） 全体 5日（木）

ＣＴ国語指導力向

10 24（火） 仙教研秋季｢保健安全」4年藤田桐子 上研修 （佐藤）

養護教諭 仙葉弘子 18日（水）

10 25(水) 算数指導案検討会 全体 新任研究主任講座

（藤田）

20日（金）

生徒指導総合研修

講座 （鈴木）

30日（月）

キャリア教育研究

協議会 （田村）

A 児童・教師アンケート②

P アンケート結果分析

児童の姿・共通実践事項と手立ての検証

11 1（水） 授業構想検討会（生活） 全体

11 6（月） 計画訪問（算数） 2年 畠山愛未 全体

5年 加藤康二

11 8（水） 指導案検討会（生活科） 全体 24日（金）

太田地区職員研修

11 28（火） 計画訪問（生活科） 1年 仙北清栄 全体 （全職員）

11 29（水） 指導案検討会（家庭） 全体

12 14（木） 要請訪問（家庭科） 6年 佐井千景 全体

A 12 20（水） 12月までの振り返り（児童の姿・共通実 全体

P 践事項と手立ての検証）

1 17（水） 学習状況調査の結果考察・指導の改善 全体 22日（月）

「確かな学力」向

上推進協議会Ⅱ

（藤田）

2 7（水） 児童・教師アンケート③ 全体

A

P アンケート結果分析 全体

児童の姿・共通実践事項と手立ての検証

研修のまとめ 全体

1年間の振り返り・・次年度への課題


