
 
平成 28 年度研究成果報告書《平成 28年度教育課程研究指定校事業》        【継続】 

都道府県・ 

指定都市番号 

59 都道府県・ 

指定都市名 

京都市 研究課題番号・校種名 ３（２）小学校 

領域名 へき地教育 

研究課題 

学習指導要領の実施を踏まえた，学校全体での教育課程の編成，指導方法等の工夫改善

に関する実践研究 

（２）へき地教育における教育課程の編成，指導方法等の工夫改善に関する実践研究 

①児童生徒の学習状況，集団活動の状況等を踏まえた課題と改善 

②へき地ならではの教育資源を生かした特色ある教育活動の展開のための教育課程

の編成，指導方法の工夫改善 

指定年度 平成 27年度～平成 28年度 
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学 年 等 1 2 3 4 5 6 ７ ８ ９ 計 学校・地域の特色及び実態等 

児童生徒数 ４ ３ ３ ３ ２ ５ １ ２ ４ ２７ ・平成 19 年に市内北部山間のへき地３小３中が統合し，施

設一体型小中一貫校として開校した・ 単式・複式 １ １ １ １ １ １ １ １ １ ９ 

H28.5.1現在  へき地学校の級（１），教員数（22） ・地域への流入があまりなく，児童生徒は９年間ほぼ固定化 

された人間関係のもと学校生活を送っている。 

所在地（電話番号） 京都市左京区花脊大布施町 797 （075－746－0131） 

研究内容等掲載ウェブサイト URL hanase-sc@edu.city.kyoto.jp 

研究のキーワード 

・相手意識をもったコミュニケーション  ・言語活動の質の向上 

・異年齢集団の交流活動の強化  ・遠隔地との交流活動  ・多様なＩＣＴ機器の活用 

研究結果のポイント 

○Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ期（Ⅰ期・１年～４年，Ⅱ期・５年～７年，Ⅲ期・８年～９年）ごとの発達段階を踏 

まえて「発表する」から「説明する」表現を意識した取組を進めることで，自分の思いを「聞き

手」を意識して正確に伝えられるようにできた。 

○テレビ会議システム等のＩＣＴ機器を活用することで，学習環境の異なる学校との交流を積極的 

に実施することができた。 

 

１ 研究主題等 

（１）研究主題 

「互いに学び合い高め合う児童生徒の育成」 

 ～「発表する」から「説明する」表現を意識した言語活動を中心に～ 

（２）研究主題設定の理由 

 本校児童生徒は，「話し合いを深めること」「筋道を立てて説明すること」が苦手であり，自信や

意欲なども低い実態がある。地域学習における校内での発表等でも，児童生徒や参観者が地域につ

いての情報を共有していることから，内容説明において「暗黙知」が背景として働いてしまう。こ

のような「暗黙知」を期待して，一方的に「発表する」だけで満足している現状がある。そこで，

調べたことや体験して得たこと等を「聞き手」を意識して「説明する」能力を向上させたいと考え



 
た。具体的には，つけたい力を明確にした言語活動の質の向上，意図的・計画的な異年齢集団の交

流活動の強化，遠隔地との交流活動，多様なＩＣＴ機器の活用等を図り，へき地の小中学校がもつ

教育的価値に視点を当て「へき地優性」の考えに立った積極的な教育課題解明の研究と実践が必要

であり，こうした中で子どもの主体性と社会性の育成につながる力を高め，自己有用感等の自尊感

情を醸成していきたいと考え，平成２７年度より上記研究主題を設定し，語彙力や話し合いの力，

コミュニケーション力を高めるための指導のあり方について研究を続けている。 

（３）研究体制 

 校長  教頭   研究部…研究主任（小）（中） 教務主任（小）（中） 

              Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ期のチーフ（Ⅱ・Ⅲ期のチーフは教務主任が兼務） 

 研究部が中心となって小中９年間を見通した教育について共通理解を図り，「期の会」を中心と

した期の取組を充実させている。「期の会」の実施については，各チーフを中心として定期的に開

催しており，期に応じた「主体的な学び合い」「相手に伝わる表現活動」の在り方と，それをどの

ように実現していくかの視点を大切にし，付けたい力を確実に付けるための言語活動の明確化等に

取り組んできた。 

（４）２年間の主な取組 

平

成

27

年
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 ４月 校内研修 研究について（目指す子ども像・研究教科・研究授業等の決定） 

 ５月 校内研修 研究報告会に向けて（公開授業等の決定） 

 ６月 校内研修 講演「学校図書館や総合的な学習の時間におけるＩＣＴ活用教育につい 

て」 京都産業大学文化学部客員教授 大平睦美氏 

    研究授業①（５・６年生 外国語活動 文部科学省 澤井鏡花調査官および京都市

総合教育センター指導主事による指導助言） 

 ７月 校内研修 夏季研修に向けて，研究授業②（３・４年生 英語活動 指導主事助言） 

 ８月 夏季校内研修 講演「学校図書館を活用しよう！！」京都産業大学文化学部客員教 

授 大平睦美氏 

    夏季校内研修 講義「外国語活動 ～言語活動の充実～ 」 

               京都市総合教育センター 中村理恵 指導主事（小学校） 

               京都市総合教育センター 福田直樹 指導主事（中学校） 

 ９月 研究授業③（９年生 外国語 指導主事助言） 

１０月 校内研修 研究報告会に向けて（研究報告集の作成について） 

    研究授業④（５～７年生 総合的な学習の時間 指導主事助言） 

１１月 研究授業⑤（１・２年生 英語活動 指導主事助言） 

１２月 研究報告会（公開授業・研究協議・講演「一人ひとりの生きる力を伸ばす学校 小 

規模だからできること」 京都産業大学文化学部客員教授 大平睦美氏） 

    校内研修 学力実態分析 

 １月 校内研修 学力実態分析 

 ２月 研究授業⑥（８年生 外国語 指導主事助言） 

    校内研修 本年度の研究の総括（成果と課題） 

 ３月 校内研修 来年度の研究テーマの検討 

 

 

４月 校内研修 研究について（目指す子ども像・研究教科・研究授業の決定） 

 ５月 校内研修 研究報告会に向けて（公開授業の決定），評価・評定 



 
 

 

 

 

 

 

平

成

28

年

度 

 ６月 校内研修 地域理解 

    研究授業①（１年生 国語 指導主事指導助言） 

 ７月 校内研修 講演「図書館教育を通した言語活動の発達に向けての指導」 京都産業 

大学文化学部客員教授 大平睦美氏） 

    校内研修 研究報告会に向けて（「研究のあゆみ」作成に向けて） 

    研究授業②（５～７年 総合的な学習の時間 指導主事助言） 

 ８月 校内研修 講義ならびにワークショップ『総合的な学習の時間について』 

               京都市総合教育センター 杉村  朗 主任指導主事 

               京都市総合教育センター 鈴木登美代 副主任指導主事 

         学力・学校評価分析，今後の研究について，指導案検討等 

 ９月 研究授業③（２年生 国語 指導主事指導助言） 

    研究授業④（８・９年生 総合的な学習の時間 指導主事指導助言） 

１０月 研究報告会に向けて 

１１月 校内研修 研究報告会に向けて（「研究のあゆみ」作成に向けて） 

    研究授業⑤（３年生 国語 指導主事指導助言） 

１２月 研究報告会 

 １月 校内研修 学力実態分析 

 ２月 校内研修 本年度の研究の総括（成果・課題）・学校評価の分析 

 ３月 校内研修 来年度の研究テーマの検討・学力実態分析 

 

２ 研究内容及び具体的な研究活動 

（１）研究内容 
 本校が今まで培ってきた異年齢の集団活動のよさ，豊かな自然環境や地域の人材など教育資源を

生かした特色ある教育活動をメリットとして捉えることで「へき地三特性（へき地性・小規模性・

異年齢集団）」を最大限生かし，地域の特色を学ぶとともに，他の地域との交流等から他を知るこ

とで，地域への愛着と誇りの涵養，次代を豊かにたくましく生きる力の育成を図っていく。 
 研究活動を始めるに当たって，具体的に以下の四つの研究仮説を設定した。 
① へき地の少人数ゆえの安定した人間関係を生かし，双方向の言語活動を積極的に取り入れるこ 

とで，互いに学び合える児童生徒を育成できるのではないか。 
② 理由や根拠を示し，聞き手の反応を見ながら自分の思いや考えを伝えることで，一方的な発表 

に終わらない，相手意識をもったわかりやすい説明ができるようになるのではないか。 
③ ９学年にわたる子ども同士の関わりを通して，上級生は下級生にもわかる説明の仕方を意識し， 

下級生は上級生を見本として学ぶことで，お互いに高め合うことができるのではないか。 
④ 多様なＩＣＴ機器を活用し，遠隔地の人との関わりをもつことを通して，誰に対してもわかり 
やすい説明ができるようになるのではないか。 

 以上のような仮説を踏まえ，具体的なものを通して考える時期を意識して１年～４年をⅠ期，論

理的・抽象的思考へ移行する時期として５年～７年をⅡ期，さらに論理的・抽象的思考を着実に行

う時期として８年～９年をⅢ期として研究活動を進めることとした。また，授業改善，指導力向上，

小中の円滑な持続，研究テーマの深化を目的として，全教員が英語力を高めるような学習環境を整

えるため，１（４）に記載したとおり研究授業を全学年において実施し，研究協議を通して指導主



 
事から指導・助言をいただき，さらなる深化を目指した。 
（２）具体的な研究活動 
平成２７年度は「英語活動・外国語活動・外国語（英語）」を研究教科・領域として取り組んで

きた。Ⅰ期では，体を動かして体験することで外国語を学ぶ楽しさや日本語との音の違いに慣れ親

しむことを中心に学習を進めてきた。Ⅱ期に入ると，校外活動等で外国人にインタビューしたり，

調べたことを英語でアピールしたりする活動を取り入れている。Ⅲ期では，まとまった英語を聴い

たり読んだりして内容を理解するだけでなく，相手の思いを理解し，よりよく自分の思いを伝える

力を付けるようにしてきた。 
平成２８年度は，互いに学び合い高め合う児童生徒の育成をさらに発展させ，課題解決のための

話し合いや相手意識をもったプレゼンテーションのための言語活動の充実を図っていくため，Ⅰ期

（１年～４年）では国語の指導を中心に，Ⅱ期（５年～７年）・Ⅲ期（８年～９年）では花背学習

（生活科・総合的な学習の時間）を通して，へき地教育の良さと加地を踏まえた研究を実践した。 
言語活動の中でも「話すこと」「聞くこと」に重点的に取り組み，順序よく話すことや，理由を付

け加えながら話すことなどの「説明する」力の育成に向けた取組を行った。研究授業では，これら

の目的と課題を全教職員で共通理解し，校種，学年，教科を越えた意義ある研究となった。  
また，学校行事における縦割り班における上級生と下級生の対話，地域の方々との連携による大

人との対話に加えて，テレビ会議システムを活用して，大学生や他校との交流学習を進めるなど，

多様な「説明する」場面を設定することにも努めた。 
 
３ 研究の結果と今後の取組 

（１） 研究の結果 

○Ⅰ期の活動の中では，自分の思いをしっかりと持って発表すること，発表に対しての質問や感想 

 を全員が述べることができるようになった。 

○Ⅱ期では，さまざまな発表の機会に質問や感想を聴いて，適切な受け答えができている。また， 

校外学習などで外国の方などに地域の紹介を英語でおこない，身ぶりや手ぶりを交えたり，相手 

の反応を感じ取りながら話したりするなど，どうすれば的確に相手に説明することができるかを 

学んできている。 

○Ⅲ期では，自己評価や他者への評価を繰り返してきたことで，自分の考えを再構築し，相手の意 

見を受け入れることができるようになりつつある。また，「自分の生き方やこれからの社会を見 

据え，自分の考えを様々な人々に発信できる子」という，本校の目指す子ども像にも，徐々にで 

はあるが近づきつつある。   

○テレビ会議システムによる他校の児童生徒との交流等を通して，花背地域のことを発信していく 

中で，相手に伝わることを意識して説明するようになってきた。 

（２）今後の取組 

２年間，主として取り組んできた「英語活動・外国語活動・外国語（英語）」「国語」「花背学習

（生活科・総合的な学習の時間）」について，９年間の系統的なカリキュラムを学校体制として確

立し，児童生徒の語彙力や話し合いの力，コミュニケーション力をさらに高め，「説明する」表現

がしっかりできるように言語活動のさらなる充実を図っていきたい。 


