
主体的に学ぶ子ども・問いを発する子ども

人とのかかわり探究的な学び

学ぶ必要感

学びを支える基盤づくり

研究主題
深く考え、表現し、学び合う子どもの育成

～一人一人が思考を深める伝え合い、話合いをつくる ～

自己有用感

思考力・表現力の深まり

言語活動
話す・聞く力・書く力

読む力

・課題設定力
・自己を見つめる力
・情報発信する力

・現状分析力
・目標設定力
・実行力
・振り返る力

研究構造図
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潟上市立出戸小学校 平成 24 年度　研究のあゆみ

Ⅰ　研究の概要
１　主題設定の理由

２　研究の仮説

３　研究の重点と内容

＊これまでの研究のあゆみと成果

＊「問いを発する子ども」の育成と関連

＊見えてきた課題
・「でとっこ学習」の積み重ね
・伝え合い・話合いの効果的な位置付け
・学習に対する積極性

・話合いを通して自分の考えを見つめ直し、課題を解決していく子どもの育成
・国語科、総合的な学習の時間、特別活動における話合いの違いに着目した話合いの追究

・思考力・表現力の不足
・目的意識や相手意識に基づいた話合い
・話合いを深めるための指導

学習過程の中に、個の思考・集団の思考（伝え合い、話合い）・個の再思考を位置付け、思考を促す発問や
学習形態を工夫することで、一人一人の子どもが自分の考えを深め、思考力・表現力が育つのではないか。

伝え合い、話合いの充実によって思考力・表現力を育てる （２年次）

＊伝え合い…
＊話合い……

相手意識をもって自分の思いや考えを話したり、友達の思いや考えを聞いて理解したりする双方向の言語活動
互いの考えや思いを伝え合い、集団で課題を分析したり、吟味したりする言語活動

【授業改善】

【学びを支える基盤づくり】

○でとっこ学習の継承と充実

○伝え合い、話合いに関する指導の系統化
○国語科を核とした授業実践
○総合的な学習の時間、特別活動（学級活動）における話合いの研究

○基本的な学習習慣、学び方の確立
○繰り返し学習による基礎的・基本的な知識や技能の定着
○学びの質を高める学級集団づくり
○言葉の力を育てる日常の指導・言語環境
○授業と日常の学習活動、言語環境等とのサイクル化

・必要感がもてる学習過程の工夫

・付けたい力を明確にした授業づくり
・伝え合い、話合いの場の設定と手立ての工夫

深く考え、表現し、学び合う子どもの育成
〜 一人一人が思考を深める伝え合い、話合いをつくる 〜

研究主題



話合いへの意欲向上

話合いの進め方 指導の工夫
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Ⅱ　研究の成果
１　各領域における「話合い」の構造

教科・領域

国語

総合的な
学習の時間

特別活動
（学級会）

論証・根拠・絞り込み・反論

受容・共感・協同

説得・反論・折り合い・現状分析・決定

内　容 目指す話合いの型
討論型

対話型

討議型

２　 自分の考えをもち発表する子どもの増加
 ○学習アンケート

３　 学習リーダーを中心にした話合い

４　論理読みや吟味読みへの挑戦（国語）

文章のすぐれているところや、
不十分なところを、事実や論理の
視点で指摘することができる話合い

学年

１年

２年

３年

４年

５年

６年

教材

じどう車くらべ

「鳥獣戯画」を読む

おにごっこ

すがたをかえる大豆

アップとルーズで伝える

天気を予想する

論理・要約論理・要約

「何が～どうである」という文の仕組みを捉えられる

問いに対する答えを見つけることができる

段落 ( 文 ) で中心になっている段落 ( 文 ) を捉えることができる

問いが文章全体に関わるものかそうでないものかを区別できる

各段落の論理的なつながりを読み取ることができる

全体の構成に基づいて要旨をまとめることができる

吟味

文章を読んでよいと感じたことを
指摘することができる話合い

文章のすぐれているところや、
不十分なところを指摘することが
できる話合い

４年　81.6％（全県 56.9％）
５年　79.2％（全県 77.2％）
６年　97.6％（全県 71.6％）

「先生や友達に質問する」85％ 
「ペアやグループで自分の考えを話す」93％
「友達と話合いをしてよかったと思うことがある」94％
「難しい問題でもあきらめずに考える」91％

◎話合いが難しかった説明文の学習に、話合いの視点を系統化して、全員が授業に挑戦した

…互いに根拠のある意見を出し合い、真理を追究する話合い

…自分たちの生活から問題を見付け、よりよい結論を出す話合い

…互いの課題意識を認め、意見を聞く話合い

4 年 ５年 ６年

全県
本校

○Ｈ24 県学習状況調査

（昨年度比＋10％）

H23 H24

「自分の考えを発表する」86％

・授業前後や授業中の
　指導時間の確保

学習リーダーの育成

・率先して意見を述べる
・相手の意見を復唱する
・できるだけ一つに絞る

「書くこと」



Ⅲ　研究の課題

５　探究的な学習での共感的な話合い（総合的な学習の時間）
◎問題解決や探究活動の過程に話合いを位置付け、自分の考えを深めたり発展させたりする学習のモデルづくりができた
６年「進め！ドリームロード」の実践
学習活動

６　学級の現状分析や方向性の話合い（学級活動）
◎具体策に偏重していた従来の話合いに、「現状分析 → 方向性 → 具体策」の流れをつくった  
◎多数決ではない決定方法で合意形成を図った

４年「サンサンプロジェクト ～給食をもっと楽しく～」の実践
学習活動

１　 論理的思考力を育てるための課題設定と話合いの深め方の工夫

国語「読むこと」に関する設問の平均通過率

修学旅行での体験学習や震災学習を通して、
「いろいろな人の生き方や考え方をさぐる」
という課題意識をもつ。（課題の設定）

で

様々な体験活動を振り返り、
「なりたい自分」の姿について考える。( 自己との対話）と

学級目標「燦々と」に照らして
自分たちの生活を振り返る。( 現状分析）

で

サンサンプロジェクトを立ち上げ、
楽しい給食に向けたアイディアを出し合う。（方向性）と

質問や賛成意見、反対意見を出し合い、
実行可能な取組について話し合う。（目標設定）

つ

体験活動や話合いから得た情報を整理・分析し、
自分なりの表現を考えながらまとめる。

（新たな気付き・新たな課題）

こ

4 年 ５年 ６年

４年 64.2％（全県比 ＋10.3） 
５年 39.4％（全県比 −7.4） 
６年 65.8％（全県比 −1.9） 

互いの意見や考えを出し合い、共感できる
生き方・考え方、アドバイスを伝え合う。( 他者との協同）

つ

曖昧さからの脱却

◆中心文とは…
◆筆者の工夫とは…
◆文章のすぐれているところとは…

根拠や理由
順序・比較
例文などから押さえる
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・H24 県学習状況調査 
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全県全県
本校



「でとっこ学習」
〈でとっこ学習の各段階〉

と

〈子どもの学びの姿〉 〈授業のチェックポイント〉

・学ぶ意欲や必要感を感じることが
  できるようなスタートの演出
・学習のイメージの共有（教師と子ども）

・全体と個の課題
・子どもの自己評価と教師評価を
　生かした学習と支援
・課題意識や学ぶ力に合ったコース設定

・学習集団や場の柔軟な編成
・学習経験を生かしたゴール作り
　(自分の学習が生かされている実感)
・確かな学力の定着

・子どもが学習を振り返り、生かす力
 （基礎となる学力が身に付いた、この力を
　生かせそうだという実感や意欲）

○実態把握に基づく適切な学習形態の下、子どもの気付きや
　考えを生かしているか。
○既習事項や図・表などを活用し、多様な考えを引き出して
　いるか。
○個々の学習状況を適切に把握し、支援しているか。
○板書や発問は適切か。

○子どもが伝え合い、話合いを通して考えを深めているか。
○学習形態、発問や指示は適切か。
○本単元・本時のねらいに沿って、学習内容を分かりやすく
　まとめているか。
○評価問題を実施するなど、学習内容の定着を確認しているか。
○子どもの学習意欲は持続されているか。

○学習に対する成就感や満足感、自己有用感をもたせているか。
○これからの学習や生活、他の教科等に生かせる方法を身に
　付けさせ，次への期待感をもたせているか。
○指導の成果や課題を絞り、次時や次単元の指導計画を改善
　しているか。

○年間指導計画に基づき、付けたい力が絞られた計画か。
○学習環境の準備は適切か。
○追究の価値のある課題であるか。
○課題の意味が伝わるような提示方法が準備されているか。
○子どもに解決への意欲をもたせているか。

やってみたい。
なぜだろう。
こんな力がつきそうだ。
～の学習が活かせそうだ。

こんな方法はどうかな。
このヒントを生かしてみよう。
自分には～がよさそうだ。
他の方法を考えてみよう。
足りないのは～かもしれない。

学習してよかった。
ためになった。分かった。
～の力がついた。
これから生かせそうだ。
もっと～してみたい。
自分で～してみたい。
他にないか。

友達はどんな考えだろう。
自分の考えを伝えよう。
友達の考え（方法）が生かせそうだ。
別の方法でも解決できる。
そういう考えもあるのか。
なるほど。分かった。
その方法で解いてみよう。

（出戸小学校が平成８年度から実践してきた学習過程のモデル）

自力解決の場の 「　　ことん」

友達と学び合う場の「　　ながる」つ

次へつながる「　　んなに・これから」こ

魅力的な課題との 「　　あい」で

全体からグループに
戻すような柔軟な
展開があってよい

全体での
論点整理

充実した
教材研究

Ⅳ　来年度の方向性

・伝え合い、話合いの充実によって

2　必要感がもてる伝え合いや話合いの工夫

3　グループの話合いの効果的な活用と指導の在り方
・個 → グループ → 全体の型にしばられている
・全体での討論が成立していない（発表会になっている）
・話合いから討論へ発展させる指導の工夫が不足している

学習意欲

自己有用感

基礎・基本

主体的な学び

積極性・自主性

人との関わり

（３年次）
・研究教科…国語

4 年 ５年 ６年
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4 年 ５年 ６年
４年 78.9％（全県 77.6%） 
５年 63.9％（全県 72.4%） 
６年 73.8％（全県 68.6%） 

４年 100 ％（全県 88.0%） 
５年 77.8％（全県 85.0%） 
６年 81.0％（全県 82.8%） 

論理的思考力

表現力
・

話  合  い
論理的思考力・表現力を育てる

本校
全県

○Ｈ24 県学習状況調査○Ｈ24 県学習状況調査
「国語に対する関心・意欲」 「読書に対する関心・意欲」

主体的に読んで考えて表現する国語学習

学ぶ必要感
・読書の幅の広がり
・長文への抵抗感を
  減らす

相手や目的を
明確にした
伝え合い・話合い

読書活動を
組み入れた
単元の構築


