
※討議型：特別活動等～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

※討論型：国語等～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
※対話型：総合的な学習の時間等～互いの課題意識を認め、意見を聞く話合い

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

・話合いを通して自分の考えを見つめ直し、よりよく課題を解決していく子どもの育成

・論理的思考力を育てるための課題設定

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、論理的思考力・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 （3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

○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

・国語科を中心とした、「思考の型」を学習材や言語活動の中に具現化する授業づくり

・伝え合い・話合いの効果的な位置付け
・自分の考えをもち発表する子どもの増加

・必要感がもてる伝え合い・話合い
・グループの話合いの効果的な活用と指導

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 ～

主体的に学ぶ子ども・問いを発する子ども

書く力話す・聞く力

学ぶ必要感

学びを支える基盤づくり
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思考力・表現力の深まり
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深く考え、表現し、学び合う子どもの育成深く考え、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～～一人一人が思考を深める伝え合い、話合いをつくる～

研究構造図

平成 25 年度　研究のあゆみ



Ⅱ　研究の成果
１　育てたい論理的思考力（思考の型）の構造

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　 実践の積み重ねによる「論理的思考力・表現力を育てる授業づくり」

１年

２年

じどうしゃくらべ

４年　90.6％（全県 72.0％）
５年　89.5％（全県 69.3％）
６年　89.6％（全県 76.9％）

「先生や友達に質問する」87％ 
「ペアやグループで自分の考えを話す」94％
「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」88％

○Ｈ25 県学習状況調査
「自分の考えを発表する」83％

「書くこと」

たどる力 比べる力 言い換える力

はじめ−中−終わり

～と考えられる理由は…

～のきまり（既知の原理・原則）
を使うと…

順序

根拠

推論

比較・分類

対比

類推

違っているところは…

同じところは…　
似ているところは…

～ それに対して…

もし～これらと同じだとすると…

具体化話す・聞く

書く

読む

＊論理的思考力

＊「思考の型」を意識し、教材や学習材、言語活動の中に具体化することを試みた

学年 教材・学習材 主な言語活動 学習のねらいと身に付けたい力 思考の型
＊ バスや乗用車などで読み取った
　「しごと」と 「つくり」の観点を
　もとに、自分の好きな自動車を選
　んで、写真や絵を手がかりにして
　じどう車絵本をつくる

○事柄の順序を考えながら内容を読み、文章の中の大事
　な言葉や文を正しく書き抜く。

順序
比較

順序
比較

わたしはおねえさん ＊ 題名読みから、「お姉さんらしいと
　ころを見付ける」という課題をもち、
　読み取ったことや感じたことをま
　とめて、すみれちゃんにあてた手
　紙を書く

○事柄の順序を捉えて物語の大体を読む。

○登場人物のお姉さんらしいところを見付け、そのわけ
   を考えて読み、自分と似ているところや違うところを
   比べて感想をもつ。

○事柄の順序に沿って、簡単な構成を考え、文を書く。

例えば…

抽象化・一般化
つまり…

くわしく言うと…

まとめると…

物事や状況の関係を整理したり関係付けたりして、
自分の考えを筋道立てて構築する力

全県

本校
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４年 71.3％（全県 63.6%）
５年 74.5％（全県 38.0%）
６年 52.5％（全県 61.1%）

国語「読むこと」に関する設問の平均通過率
・H25 県学習状況調査 

子どもの予想や見通しを基にした学習課題

学習用語を活用した具体的な読みの指導

Ⅲ　研究の課題
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

◆中心文とは… ◆物語の山場とは… ◆要旨とは…

４年

５年

６年

本は友達 ～かげ～ ＊アニマシオンの手法を用いた読み
＊読み取ったことをもとにポップを
  作る

○読み取ったおもしろさをもとに、読み手が興味をもつ
　ポップに表し、紹介し合う。

○比喩や対比の意味、効果などに気付いたり、登場人物
　と話者の関係を捉えたりしながら「かげ」を読み、お
　もしろさを味わう。

根拠
比較
分類

人と動物のかかわりを読む ＊「大造じいさんとガン」を中心
　とした椋鳩十作品を、人と動物
　のかかわりを視点として読む
＊大造じいさんとガンの心のつな
　がりを、台詞づくりや意見文、
　登場人物への手紙、朗読から選
　択し表現する

○友達の考えや意見を聞き分けたり、尋ねたり、聞いた
　りして考える。

○気持ちを表す言葉に着目して読み、心の通い合いを表
　す言葉を見付け出して、様々な方法で書いたり朗読し
　たり話し合ったりする。

具体
 ⇔抽象

平和について考える ＊新聞記事のスクラップ
＊図書資料の収集
＊平和についての提言をまとめ、
　意見文（800 字）に表す

根拠
比較
分類

○事実と自分の感想、意見を区別し、効果的な文章の組み立
　てを考えて、自分の考えを明確に書く。

○様々な資料を読んで、平和についての興味・関心を高
　めるとともに、筆者の意見やそのもとになる事実を的確
　に押さえ、自分の考えをもつ。

○友達の考えと自分の考えを比べながら聞き、共通点や
　相違点を整理する。

根拠

３年 すがたをかえる大豆 ＊自分が決めた食べ物の説明文
　「○○のへんしん」を書くために、
　書き方を知るという目的をもって
　説明文を読む

○構成や段落相互の関係に注意しながら、文章を書く。

○段落意識をもつ。 比較
分類

全県

本校
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「調べたい」
という問題意識の喚起
「知りたい」

・問いと答え
・段落のまとまり
・中心文、繰り返し出てくる言葉
・段落の書き出しの言葉
・観察している文と、筆者の考えを表した文の文末の違い



「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づくり
　(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。
～の学習が生かせそうだ。

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

と
つ

Ⅳ　来年度の方向性

・伝え合い、話合いの充実によって論理的思考力・表現力を育てる
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

・国語を核とした授業改善

論理的思考力

表現力
・

話  合  い

思考を揺さぶる

3　グループの話合いの効果的な活用と指導の在り方
どの場面でこそ話し合わせるのか（話合いの意図が明確でない）

相手に伝える声の大きさや、思考を働かせながら
能動的に聞く力の育成に課題がある
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

充実した教材研究

ねらいの明確化
（具体的な評価規準を設定）

○Ｈ25 県学習状況調査○Ｈ25 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

子どもを知り、興味・関心を耕す

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

2　必要感がもてる伝え合いや話合いの工夫

４年 79.2％（全県 77.6%） 
５年 79.0％（全県 69.3%） 
６年 41.7％（全県 66.6%） 

４年 94.3％（全県 88.1%） 
５年 97.4％（全県 84.9%） 
６年 75.0％（全県 82.7%） 

全県

本校
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