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１１１１    研究研究研究研究のののの概要概要概要概要 

（１）研究テーマ及び研究のねらい 

① 研究テーマ 

  「ともに学び，響きあう授業」の創造 

～一人一人の教育的ニーズに応じた指導・支援のあり方～ 

② 研究のねらい 

  本校では，一昨年度より「発達障害のある児童を含め，

一人一人の教育的ニーズに応じた指導・支援のあり方」

について研究を進めながら，「『ともに学び 響きあう授

業』の創造」をめざしてきた。そして，「学びを深める

授業改善」と「児童一人一人の特性に応じた指導・支援

の工夫」の２点を研究の視点として，実践を積み重ねて

きた。これまでの取組により，特別支援教育の考え方に

立った授業改善の共通理解や，生徒指導の三機能を生か

した安心して過ごせる学級・学校づくりは進んできてい

る。  

しかし，昨年度実施した児童意識調査や各種学力調査

等の結果分析から児童の学習意欲や自己肯定感が低いこ

とや基礎学力が十分定着していないことが明らかとなっ

た。 

そこで，今年度は，これまでの取組を土台とし，「的

確な児童の実態把握による有効な指導・支援の共有」，

「児童が安心して過ごせる学級づくりと学習環境づく

り」を基本に据え，「『ともに学び 響きあう授業』の創

造」に取り組むこととした。 

(２)研究組織・体制（省略） 

(３)研究内容 

① 「ともに学び 響きあう授業」の共通理解 

〇 学年単位の公開授業により，児童が聴き合い，伝

え合い，自分の考えを深める授業についての共通理

解を図る。また，授業のユニバーサルデザインを意識し

た授業実践を行う。 

〇 グループやペア学習の工夫により，「聴き合う」

「伝え合う」場面を設定し，児童と児童をつなぐこ

とを意識した授業実践を行う。 

〇 『授業チェックリスト』を定期的に活用して，自

らの授業を振り返り，課題を焦点化して授業改善に

取り組み，授業力向上をめざす。 

〇 事後協議会は，「本時において，児童に期待してい

た活動（授業の軸）は何だったか。」「期待していた活

動ができていたか（児童の発言や活動，表情から）。

そのための手立ては適切であったか。」を中心に検討

し，次の授業づくりの手がかりを探っていく。 

 ② 講師招聘による授業研究会の実施 

〇 講師（大学教授・指導主事等）を迎え，年４回(４

月・９月・11月・２月)の授業研究会を行い，指導・

助言を仰ぐ。 

③ 児童一人一人の実態把握 

〇 学級の状況把握と児童同士の関係づくりをめざす 

ために，Ｑ－Ｕ(５月・11月)を実施し，指導に生かす。 

〇 個別の教育支援計画を作成し，情報の共有と支援の

継続を行う。 

〇 学習意欲や学習習慣等について児童意識調査（７月

・10月・２月）を実施し指導に生かす。 

④ 安心して過ごせる学級づくりと学習環境づくり 

〇 「ソーシャルスキルトレーニング（ＳＳＴ）」や

「構成的グループエンカウンター（ＳＧＥ）」を実施

し，自己肯定感を高め，児童が安心して過ごせる学

級集団，さらに，教員と児童の共感的な人間関係の

確立をめざす。 

  〇 学校全体，学年全体で共通の取組を進めることを

通して，安心して過ごせる学級集団や学習環境づく

りに取り組む。 

⑤ 言語活動の充実 

〇 言語活動を各教科等の指導計画や学習指導案に位

置付け，話したり書いたりする活動を積極的に取り

入れる。 

〇 考えた根拠や思考の過程を残させるなど，学びを

深めるノート指導を行う。 

〇 学習のプロセスから子どもの理解の様子，つまず

きや困難さを評価し，支援につなげる。 

〇 自分の言葉で語るための言語技術の伸長を図る。 

 ⑥ 検証の方法 

〇 Ｑ－Ｕ，児童意識調査の結果 

〇 校内授業研究・公開研究会の事後協議会 

〇 各種学力調査の結果 

これらの結果をもとに，成果や課題を明らかにしなが

ら改善を図る。 

 

２２２２    授業改善授業改善授業改善授業改善のののの視点視点視点視点    

(１)一人一人の教育的ニーズに応じた授業づくり 

a 授業のねらいの確認，実態把握，指導形態の工夫等 

 

 

 

 

b 一人一人の違いを認め合う集団づくりの工夫 

 

 

 

 

 c 分かりやすい学習環境やルールの明示 

 

 

 

 

 

 

 

d 注意の集中を促す支援 

 

 

 

 

e 児童の特性にあわせた支援 

 

 

 

 

 

 

f 児童と児童をつなぐグループ学習の工夫 

 

 

めざす学級像を見える形で提示する

ことにより，児童がお互いの成長に

気付きやすくする。 

視覚的に伝え，見通しをもた

せたり，分かりやすくしたり

する。 

教室正面を整理整頓するこ

とにより，集中力をアップ

させる。 

学習形態や座席の

工夫をする。 

個人ボックスの利用で

授業のスタートをスム

ーズに行う。 

指示や重要事項を視覚的に

明示する。 

ノートの書き方のモ

デルを提示する。 

グループ学習の際に，ホワイトボード

やクリアファイルを活用し，児童の考

えを全体に広げる。 

 



(２)自分の課題を把握し，改善を図った授業研究 

 ① 自己チェック（授業チェックリストの活用） 

〇 授業のユニバーサルデザインを意識する。 

〇 自分の課題を把握する。 

 ② 授業公開   

〇 改善の視点を明確にした学習指導案を作成する。 

〇 自分の課題に対して改善を図った授業を公開する。 

〇 児童相互のかかわり合いを通して，より深い学びを

促す学習を展開する。 

〇 生徒指導の三機能を生かした指導を行う。 

  ③ 事後協議会   

〇 児童の様子から児童の学びと育ちを協議する。 

〇 教員の評価する力を鍛え，次の授業づくりの手がか

りを探る。 

 

３３３３    研究研究研究研究のののの成果成果成果成果とととと課題等課題等課題等課題等 

（１）Ｑ－Ｕ，児童意識調査の結果から 

＜Ｑ-Ｕの結果：満足群の割合の変化（％）＞ 

 

 

 

 

 

 

＜児童意識調査の結果（％）＞ 

 「自分にはよいところがあります」  「自分のよさは周りから認められています」 

 

 

 

 

 

 

 

〇 全ての学年において，Ｑ－Ｕにおける満足群の割合

や児童意識調査における肯定的な回答の割合の伸び

が見られた。このことから，安心して過ごせる学級

づくりや学習環境づくりの取組は，児童の自己肯定

感や安心感の高まりに有効であったと考えられる。 

〇 一人一人の教育的ニーズに応じた授業づくりや事後協議

会の改善は，次の授業づくりの手がかりを探っていく

上で有効であった。 

〇 児童の実態把握に基づいた個別の教育支援計画の作成は，

情報の共有化や継続した支援に有効であった。 

〇 ルールの明確化による学習規律の徹底やペア・グループ

学習の取組は，言葉を大切にする児童を増加させ，表現力

の育成にも有効であった。 

     ＜高学年児童の意識調査の結果（％）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 児童意識調査（高学年）の「ふだん先生と話をします」

の項目で，７月と10月の肯定的な回答の割合を比較すると，

わずかに減少していた。 

児童への聞き取りから，教員や大人と話すことが，以前

より自然にできなくなっている児童がいることが分かった。 

今後は，思春期を迎える発達段階を踏まえながら，教員と

児童の共感的人間関係の一層の確立に取り組んでいきたい。 

（２）広島県「基礎・基本」定着状況調査から 

 ＜過去４年間の県平均通過率との差（ポイント）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 過去４年間の県平均通過率と本校の通過率の差を見ると，

昨年度・今年度は国語科，算数科ともに県平均通過率を上

回っている。 

このことから，教員が自分の課題を把握し授業改善に生

かす取組は，児童の学力の定着につながったと考えられる。 

（３）今後の改善方策等 

① 児童同士の学び合いや深め合いを目的としたペア・グル

ープ学習の必然性を，教員が授業の中で見極める力をつけ

ることが必要である。 

② 児童同士が学び合う，かかわり合う良さを感じ取ること

ができる指導の工夫や，発問の工夫等を行うとともに，教

師と児童の共感的人間関係づくりの確立にも取り組んでい

く必要がある。 

③ 学年会を中心として焦点化した取組を推進する校内

体制づくりは確立しつつある。今後は児童に付けたい

力を発達段階に応じて具体化し，学校全体で共有して

いく必要がある。 

 

４４４４    実践事例実践事例実践事例実践事例 

（１）第５学年・算数科 

（２）単元名：「図形の角と合同」 

（３）本時のねらい：形も大きさも同じ三角形の敷つめを通して，

三角形の内角の和が180°であることを理解することができ

る。 

（４）授業改善のポイント（有効だった指導の工夫） 

  ① 導入において，「本時では何をするのか」「何ができるよ

うになればいいのか」を明確に提示する。 

  ② 操作活動を通して教材と児童をつなぎ，グループ学習に

より，お互いの表現を交流し合い子ども同士をつなぐ。 

③ 児童の考えや思いを 

 自分の言葉で語らせる 

（表現させる）。 

 

 

 

 

（５）事後協議会において（成果：○と課題：●） 

    ○ 児童に学ばせたかったこと，児童の学びの軌跡を交流し

合い，次の授業の手がかりを共有することができた。 

    ● 「もっと正確に言ってごらん。」「～ってどういうこ

と？」等の声掛けにより，学習のプロセスを正確に語らせ

る取組を強化する。また，児童の「言葉の力を育てる」こ

とを意識した活動を明確にした授業を行う。 

  【助言者より】 

   いらいらしやすい児童が，自分の気持ちを表す言葉

を見つけて言えると，すうっと落ち着くことができる。 

 児童の行動が「キレる」のは，言葉が「切れる」か

らである。正確な言葉を育てることはとても大切だ。

今日の授業はとても貴重な提案だった。「算数」とい

う教科の中でいかに語ることが大切かということを提

案してもらった。どの教科の中でも「もっと正確に言

ってごらん。」と投げかけ，言葉で表す力を育ててい

くことを大切にしていこう。     
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7月 10月先生は私の気持ちを分かってくれます先生は学習のことについてほめてくれますふだん先生と話をします
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