
～協同的な学習の中で育む一人一人の力～

平成２８･２９年度 文部科学省 国立教育政策研究所 教育課程研究指定校(へき地教育)

御蔵島村立御蔵島小中学校



本日の内容
１ 研究主題について
２ 研究組織・研究内容について
３ 各分科会実践
（１）道徳分科会
（２）総合的な学習の時間分科会
（３）特別活動分科会

４ 全体の成果と課題
５ 次年度に向けて



学校について

運動会 授業の様子

小中の壁なく
過ごしている

主体的に取り組む姿が
あまり見られない

一人一人の能力に
合わせた個別指導

しかし・・・



１ 研究主題について

自ら考え、進んで表現する
児童・生徒の育成

～協同的な学習の中で育む一人一人の力～

研究主題

強み
一人一人への個別指導の充実

弱み
協同的な学習を行いにくい

平成２８年度の研究



１ 研究主題について
平成２８年度の研究
成果
・課題設定を工夫した結果、学習意欲が向上

・異学年集団での話し合い活動を経験した結果、
上級生の集団をまとめる力が向上

課題
・思考力･判断力･表現力を高める話し合い活動の工夫が必要
・一人一人に合わせた評価規準の設定が必要



１ 研究主題について

自ら考え、進んで表現する
児童・生徒の育成

～協同的な学習の中で育む一人一人の力～

研究主題
平成２８・２９年度



２ 研究組織・研究内容について

協同的な学習が行えるように・・・

総合的な学習の時間分科会

道徳分科会 特別活動分科会

学年や学校の枠を超えた
異学年集団で授業を行う必要がある。



２ 研究組織・研究内容について
研究の前提

《２つの視点》
児童・生徒の

思考力･判断力･表現力の向上
児童・生徒の

変容の見取りの充実

話し合いの場を設定 児童・生徒一人一人の
到達目標を設定

話し合い活動を
充実させる

評価を
充実させる

効果的な異校種・異学年での学習集団を編成し、協同的な学習を行う。



２ 研究組織・研究内容について

知識及び技能

思考力・判断力・
表現力等

主体的に学習に
取り組む態度

３つの観点に即した
具体的な観点

児童・生徒一人一人の到達目標の設定方法



２ 研究組織・研究内容について

具
体
的
な
観
点

A

知・技 ③ 道徳的価値を自分の経験と重ね
合わせて考え、理解している。

思･判･表 ⑤ 他者の考えから自分の考えを
深め伝えることができる。

態度 ⑦ 自分が将来、実践したいことを
思い描くことができる。

例 《道徳分科会 小学校６年生の到達目標》
２～３個の
観点を選択

児童・生徒一人一人の到達目標の設定方法



２ 研究組織・研究内容について
道徳分科会 児童・生徒一人一人の到達目標

道徳科の目標達成に向けた評価の観点

知識及び技能 道徳的価値を理解しているか

思考力・判断力・
表現力等

物事を（広い視野から）
多面的・多角的に考えているか

主体的に学習に
取り組む態度

自己の生き方について考えを
より深めているか

評価の具体的な観点
① 新しい発見や気付きがあったか
② 思いやり・感謝について理解しているか
③ 道徳的価値を自分の経験と重ね合わせて考えることができたか
④ いろいろな見方・考え方をしたり、ふれたりすることができたか
⑤ 他者の考えから自分の考えを深めることができたか
⑥ 主題に興味・関心をもつことができたか
⑦ 自分が将来、実践したいことを思い描くことができたか

年 番 名前 観点 到達目標

小
１

１ A
② 仲間の優しさに気付くことができる。
③ 自分の思いやりのある行動について振り返ることができる。
④ 自分の考えを話し、人の意見を聞くことができる。

２ B
① 様々な考え方について気付くことができる。
③ 自分の思いやりのある行動について振り返ることができる。
④ 自分の考えを話し、人の意見を聞くことができる。

・
・

設定①
設定②

設定③



道徳分科会



３ 各分科会実践 道徳分科会

道徳的価値は大切だと分かって
いても、なかなか日常生活で生
かせない。

昨年度の課題より
自分の意見に自信がもてず、
児童・生徒同士での話し合い
に積極的になれない。

互いに気付き、深め合う道徳
分科会テーマ

日常生活の中で道徳的に考えて、
発言、行動の実践ができる児童・生徒

目指す児童・生徒像



３ 各分科会実践 道徳分科会
分科会テーマに迫るため
思考力・判断力・表現力を高めるための

話し合い活動を充実させるための工夫

発問の工夫
（揺さぶりを
かける発問）

委員会について
考えましょう

必要ですか？

題材設定の工夫
（身近な題材）



３ 各分科会実践 道徳分科会
分科会テーマに迫るため
「集団における自分の役割」についての授業

図書室清掃を自主的にかつ以前より細部
まで清掃を行う児童の姿が見られた。翌日



３ 各分科会実践 道徳分科会
分科会テーマに迫るため

積極的に意見を発表し合う。

見取り教員

補助教員

異学年集団
(小１・２)



３ 各分科会実践 道徳分科会
分科会テーマに迫るため
児童・生徒の変容を見取るための評価を

充実させるための工夫

＜授業時＞ ＜授業後＞

振り返りシート

教師用シート
評価をすぐに
指導に生かす。



３ 各分科会実践 道徳分科会
分科会テーマに迫るため

振り返りシート 教師用シート



３ 各分科会実践 道徳分科会
道徳分科会の成果
＜到達目標に対する達成度＞

0%

20%

40%

60%

80%

100%

知識・技能 思考力・判断力・表現力 主体的な態度

75%
50%

78%



３ 各分科会実践 道徳分科会
道徳分科会の成果
＜アンケートより＞
思考力・判断力・表現力の項目において

63%が肯定的な回答
37% 19% 44%

下降 維持 上昇

※１学期と２学期で比較



３ 各分科会実践 道徳分科会
道徳分科会の課題

＜課題＞
到達目標を達成できなかった児童・生徒

他者の考えを受け入れた上で、自分の
考えを深められるよう指導改善を図る。



総合的な
学習の時間
分科会



３ 各分科会実践 総合分科会

「情報の整理・分析」「自己の
考えの表現」の場面を苦手とし
ている児童・生徒がいる。

昨年度の課題より
話し合い活動に積極的に参加
し、他者と協力しているが、
問題の解決につながらない。

互いに協調して高め合えるみくらタイム
分科会テーマ

目指す児童・生徒像
・意見を聞くだけでなく、協調して行動できる児童・生徒
・あきらめず、最後まで粘り強く取り組む児童・生徒
・異学年集団で互いに高め合う児童・生徒



３ 各分科会実践 総合分科会
分科会テーマに迫るため
思考力・判断力・表現力を高めるための

話し合い活動を充実させるための工夫

思考ツール
(ﾋﾟﾗﾐｯﾄﾞﾁｬｰﾄ)

目的の共有化 ミッション！
敬老祝賀会を

成功させよう！！

感謝尊敬

かんしゃ
そんけい



３ 各分科会実践 総合分科会
分科会テーマに迫るため
「敬老祝賀会」の活動を決める授業

インタビューや話し合いの中で課題解決のための情報の整理
と分析をし、他者の考えを取り入れながら考えを深めた。

インタビュー

話し合い

昔遊び交流



３ 各分科会実践 総合分科会
分科会テーマに迫るため
児童・生徒の変容を見取るための評価を

充実させるための工夫

＜１回目＞ ＜２回目＞
２グループそれぞれに１名の評価者 １～２人に１名の評価者



３ 各分科会実践 総合分科会
分科会テーマに迫るため
児童・生徒の変容を見取るための評価を

充実させるための工夫

TTによる成果と課題
のフィードバック

思考を深め、粘り強く
調べ学習ができた。

児童・生徒の変容
を詳細に見取る。

近くの三宅島に
オオミズナギドリが
いないのはなぜ？



３ 各分科会実践 総合分科会
総合的な学習の時間分科会の成果
＜到達目標に対する達成度＞

0%

20%

40%

60%

80%

100%

知識・技能 思考力・判断力・表現力 主体的な態度

100% 95% 100%



３ 各分科会実践 総合分科会
総合的な学習の時間分科会の課題

＜課題＞
一人一人の到達目標の再設定

単元ごとに到達目標を見直す。



特別活動
分科会



３ 各分科会実践 特活分科会

下級生が全体の場で意見をいう
ことができず、全員が発言でき
る場の設定が不十分だった。

昨年度の課題より
他者の意見を肯定的に受けとめ
ることができず、全員が納得で
きる最終決定が難しかった。

みんなの意見が大切にされる話合い活動を目指して
分科会テーマ

自分と他者の意見を深め、集団決定できる児童・生徒
目指す児童・生徒像



３ 各分科会実践 特活分科会
分科会テーマに迫るため
思考力・判断力・表現力を高めるための

話し合い活動を充実させるための工夫

身近な題材 「奉仕日」



３ 各分科会実践 特活分科会
分科会テーマに迫るため

ペア

全体

集団決定

学習形態の工夫

小グループ



３ 各分科会実践 特活分科会
分科会テーマに迫るため
話合い活動における姿の変化

自分の考えを明らかにした上で、相手が話す時間をつくり、
下級生が意見を言いやすくなる雰囲気をつくる姿が見られた。

〇〇について僕はこう思うけど、
△さんはどう思う？



３ 各分科会実践 特活分科会
分科会テーマに迫るため
児童・生徒の変容を見取るための評価を

充実させるための工夫

その場で教員が
フィードバック

互いの意見を肯定的
に受け止める。

児童・生徒の
自己肯定感が高まる。



３ 各分科会実践 特活分科会
特別活動分科会の成果
＜到達目標に対する達成度＞

0%

20%

40%

60%

80%

100%

知識・技能 思考力・判断力・表現力 主体的な態度

73%
80% 86%



３ 各分科会実践 特活分科会
特別活動分科会の課題

＜課題＞
到達目標を達成できなかった児童・生徒

どのような話合いのテーマであっても
根拠をもって自分の考えを表現させる。



４ 全体の成果と課題
成果

下降 上昇
86%14%

＜算数・数学科の思考力・判断力・表現力の観点＞

※小学校一年生は除く

１ 集団編成、学習形態、話し合い活動の工夫により、
協同的な学習の中で児童・生徒が多様な考えに触れ、
思考力・判断力・表現力を高めることができた。



４ 全体の成果と課題
成果
２一人一人の到達目標を設定することで、児童・生徒に
身に付けさせたい力と評価規準が明確になった。

＜ＴＴの活用＞

より適切な見取りと
評価が可能になる。 指導へ生かせる。



４ 全体の成果と課題

課題
１少人数の話し合い活動では主体的に表現できるが、
全体になると発言ができなくなる。

２一人一人の到達目標を、児童・生徒の成長による
実態の変化に応じて再設定する必要がある。



６ 次年度に向けて

１年次：学習意欲の向上

２年次：思考力・判断力・表現力の向上

＜次年度以降＞
へき地・小規模校における指導モデルの追究

教員の指導力
の向上

児童・生徒の主体的
に学ぶ姿勢の育成



～協同的な学習の中で育む一人一人の力～

平成２８･２９年度 文部科学省 国立教育政策研究所 教育課程研究指定校(へき地教育)

御蔵島村立御蔵島小中学校



ご清聴

ありがとうございました。
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