授業から学ぶ

シリーズ⑤

議題についての「キーワード」を踏まえ、
よりよい合意形成を図る話合い活動
【学級活動(1)学級や学校における生活づくりへの参画】

～特別活動～

座光寺小学校５年２組では、班長会の中で、学級目標の１つに掲げられて
いる「あいさつ」について、「もっと明るく互いに交わし合い、１日のスタ
ートを気持ちよく切りたい」という問題提起があり、学級で話し合うことに
なりました。
担任の畔上先生は、班長会からの提案を受け、話合いを進める前に児童がクラス内での
「あいさつ」についてどのような意識を持っているか、タブレット端末を使ってアンケート
をとると、下のような結果になりました。（児童の意識を可視化→問題の発見）
この結果を班長会に示すと、
「自分はあいさつしているつもりでも、
声が小さかったり暗い声だったりするから
相手にわからないのかもしれない」
「朝から気持ちよく過ごせるような明るいあい
さつがいいよね」という意見が出され、「朝
から気持ちよく過ごせるあいさつにするため
の取組を考えよう」という議題で「あいさつ」
についての話合いがスタートしました。
しかし、話合いによって決め出された「取組」の中身が、クラスの一員として自分がどん
な取組をするかということではなく、「係が率先してあいさつする」「班長が帰りの会であ
いさつの様子を発表する」といった他者に頼るものであったため、２週間実践したものの、
振り返りをすると「気持ちのよいあいさつができている」という実感をもつことができない
ままの状態でした。
そこで、畔上先生は、班長会と相談し、あいさつの意義を考える「どうしてあいさつをす
るのか考えよう」という議題による話合いをした上で、「どんなあいさつをしたいか考えよ
う」という議題で具体的に５年２組で目指すあいさつを決め出す話合いを行いました。
【話合いで決め出された「５年２組で目指すあいさつ」】
・明るい声で、された人がいい気持ちになるあいさつ
・大きい声で地域の人にもできて明るくなれるあいさつ
・あいさつをした人もされた人も元気になれるあいさつ
・さわやかで明るいあいさつ
・朝から明るくなれるあいさつ
・誰にでも大きな声でできるあいさつ
【目指すあいさつを実践に移す際に意識したいこと】
「自分から」「はっきりと」「声の明るさ」「明るい雰囲気」「笑顔で」
「相手の目を見て」「あいさつをする人の方を向いて」など
「目指すあいさつ」と「意識したいこと」が具体的になった上で実践に移すと、児童の姿
には明らかな変容が見られるようになりました。
【実際の児童の姿】
・教室に入ってくると「おはようございます！」と笑顔であいさつする姿
・友達に手を振りながら目を見てあいさつする姿
・教室だけでなく遠くにいる人にも聞こえるような声であいさつする姿
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実践を振り返って、再度アンケートを取ると、右図のような
結果になりました。この結果を子どもたちと共有すると、
「すごい！」「やったね！」と拍手が起こった一方、
「『できている』の割合を見ると、『よくできている』が52％で、
『できている』が42％だからもっとよくしたい」
という声も挙がり、振り返りの中で「こんなに明るくなった
２組のあいさつを広げていきたい」という意見も出されました。
そこで、このような児童の願いをもとに、「あいさつ
を広めるためにはどのような活動をすればいいか考えよう」
という議題でさらなる話合いが設定されました。

この話合いでのキーワードは「自分からできる」「みんなができる」でした。司会を務めたＹさ
んは冒頭、キーワードについて「一人一人ができることはちがうけど、自分から、みんなが
できる具体的な活動を考えて出し合ってほしい」と、全体に伝えました。
【出し合う】段階で出された主な意見
・あいさつのよさを伝える内容を紙に書いて校内に掲示する
・昇降口などで出会った人にどんどんあいさつする
・誰にでも「笑顔で」あいさつする
・校内ですれ違った人や登下校中に地域の人にあいさつする
・他のクラスの人にも積極的にあいさつする
これらの意見について、Ｈ さ ん は同じ班のＲさんと共に「２組のあいさつ」を広めるための具
体的な活動にしたいという願いをもち、この後【比べ合う】段階にかけて、友達の意見に対して
発言していきした。
Ｒさん：昇降口であいさつするのはもう生活委員がやっていることなので、もうちょっと
具体的に言った方がいい。
Ｈ さ ん ：同じです。
Ｔさん：紙に書くというのは、あいさつはこういうときにするといい気分になれる、あい
さつするとこういういいことがあるんだよ、という内容です。
Ｈ さ ん ：（拍手）
Ｙさん：比べ合いたいと思います。「自分からできる」「みんなができる」にあてはまる
（司会）かどうかをもとに、あいさつが広まっていきそうな意見について班の人と話合っ
てください。
Ｒさん：紙に書くのは、生活委員の「ろうかを走らない」ポスターのように効果がある。
大きな声であいさつを返してくれると思う。
Ｈ さ ん ：「笑顔」はマスクだし、あんまりわからない。
Ｒさん：明るくするには、生活委員みたいに迷惑になるくらい大きな声でやれば。
Ｈ さ ん ：あまり実用的じゃない。……私、【出し合う】のところで言えばよかったんだけ
ど、全校体育の時に運動会の赤白で分かれるときに大きな声であいさつすれば広
がると思う。全校が集まってるんだから。
Ｒさん：じゃあ、早く黒板に書きなよ。で、Ｈさんは黒板の意見の中でどれが一番いいの。
Ｈ さ ん ：いいと思うのはＴさんの「紙に書く」くらい。他のは同じようなことを言葉変え
て言ってるだけ。
Ｒさん：そのために何をするかって話をしてるのにね。
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この後の【比べ合う】段階の全体での話合いでは、Ｈ さ ん の「全校体育の時に大きな声で
あいさつして全校を巻き込む」という提案も含めて意見交換がなされました。
Ｓさん：紙に書いて貼るという意見は、みんながそれを見てあいさつできるし、その取組
は、自分からちゃんとやろうと思えるからいいと思いました。（拍手）
Ｚさん：紙に書くと積極的にたくさんの人と笑顔であいさつできる。２組がだめならみん
なだめになる。そのくらいの気持ちでやった方がいい。
Ｔさん：Ｍさんが言っていた「積極的にたくさんの人に」もいいと思った。いい声であい
さつされたらいい気持ちになると実感できる。全校のみんながいい気分になれる
ように、協力してくれる人が前より増えると思う。
教師 ：自分から積極的にやってくれる人が全校の中からも出てくると。
Ｔさん：うん。（拍手）
Ｋさん：登下校中にやるといい。地域の人ともあいさつできる
からです。（拍手）
Ｙさん：私は紙に書くのがいい。みんなの前であいさつだと
（司会）はずかしくてできない人もいるかもしれない。ポスター
ならはずかしがらずにできるし、低学年にも伝わりや
すいし、全員ができるからいいと思います。
教師 ：ポスターを書く取組だけで広まっていくの？
児童 ：（ううん。）（積極的にやらなきゃ。）
Ｋさん：紙に書くのもいいけど、自分から積極的にあいさつしていけば、「こういうふう
にすればいい」と思って自分でやってくれる人が増えるから。
Ｒさん：Ｈさんの全校体育のときにやるのがいい。６年生が「５年生すごい」と思ってくれて、
５年生がやるなら自分たちもやろうと低学年の人にもあいさつしてくれると思う。
教師 ：巻き込んで広まっていく。
（話合いのまとめ）
Ｙさん：これらの取組をやっていくということでいいですか。それでは、「紙に書く」
（司会）「積極的に行う」「全校体育の時にあいさつする」に決まりました。（拍手）
自分にできるやり方を自分で考え、全校に広めていけるように頑張りましょう。
教師 ：取組が決まりましたが、正直これを全員できますか？きっと司会のＹさんは全校の前
だとはずかしいよね。（Ｙさん：うなずく）今日は自分にできるやり方を考え、決
まったことを取り組んでいくんだけど、人によってどう？すぐにできそうですか？
児童 ：（うん！）（無理かも…）
教師 ：はずかしい思いがあっても、みんなでやりたいということであれば、ちょっと
ずつでも全校にも自分からあいさつできるようになれば素敵だなと思います。
振り返りにはまず自分でできることを、取り組んでいきたいことを書いてほしい。
来週から皆さんの取組が楽しみだなあと思いました。
Ｈ さ ん ：（うなずく）
最後の司会のＹさんのまとめと畔上先生の助言は、キーワードの「みんなができる」を意
識したもので、合意形成した取組について、一人一人がより納得して今後取り組んでいける
ようにするために大切な言葉でした。合意形成した３つの取組のすべてをすぐ全員が取り組
まなくてはならない状況にせず、あくまでも個々の児童がまず自分に合った取組を選択して
実践に移していけるように促したのです。
Ｈ さ ん はこの畔上先生の助言にうなずき、振り返りに「積極的にすれ違う人にあいさつし
たい。あいさつを返してくれなくてもできたらいいです。全校がいるときにあいさつするの
がはずかしい人もいるけど、５年２組のあいさつが広がればうれしいです」と記入しました。
今回の話合いを通して、学級集団には様々な個性をもった仲間がいることを改めて理解した上で、
全員で合意形成した取組について自ら取り組んでいくことについて意思決定できた姿です。
このように、学級活動(1)の話合いでは、事前の計画段階で教師と司会者が議題について決め
出したキーワードを話合いの冒頭で提示し、必要に応じて司会者や教師が触れることで、意見を
出し合い、比べ合い、最終的に集団としての合意形成に至るプロセスの中で、全員が立ち戻って
考えることのできるとても重要な視点や判断基準となります。安易に多数決で決定することなく、
児童が折り合いを付けて、集団として意見をまとめていく話合い活動を積み重ね、開かれた学級
づくりを展開している畔上先生の実践をぜひ参考にしていただきたいと思います。
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～国 語～

「故郷」を生徒と共に読み深めたい
～岡谷西部中学校３学年、北澤先生の実践から～

▶１回目の単元訪問では、研究テーマをもとに単元構想について考えました。
岡谷西部中学校の全校研究テーマ
“かく”を大切にした学びづくり
～「核」となる単元の授業・「書く」振り返り～

岡谷西部中学校の国語科研究テーマ
言葉への自覚を高める活動の探求
～“文章を批判的に読む力”をつけるために～

北澤先生は、「核」となる単元として「故郷」を考えました。
「故郷」を扱ったこれまでの自分の授業を振り返ると、内容が難
しいと感じて苦手意識をもつ生徒が多かったそうです。「故郷」
は書かれて今年で100年を迎え、全国の多くの中学３年生が教科
書で読む作品です。この作品を北澤先生は、生徒と共にじっくり
読み深めていきたいと熱く語りました。
「故郷」の単元では、登場人物の考え方や行動を批判的
に読み、作品について批評するという学習をしますね。
「批判的に読む」とは、文学的文章であれば、
「登場人物の行動や物語の展開の意味を考えたり、登場
人物と自分との考え方の違いを確認したりしながら読
むこと」ですね。

「故郷」の教材としての価値とは…
・風景や人物関係の過去と現在の変化が、
対照的な描写で表現されています。
・作者や作品の時代背景を知ることで、
より深く読み進めることができます。

生徒が「故郷」を批判的に読んでいくために、
読み取ったことをもとに、分析や解説として
文章にまとめる「あとがき」を書くという言
語活動を設定してはどうでしょうか。
「あとがき」は、他者に自分の読みを詳しく
伝えることができるため、生徒がより主体的
に読み深める姿が期待できますね。

▶２回目の単元訪問 批判的に読む力をつけるために、北澤先生が工夫したこと。
② 生徒に問い返しながら意見を線でつないだり書き
加えたりして、ルントウの変化を対比させて整理し、
何がどのように変化したのか全体で確認していきま
ルントウの身に
した。
つけているもの
や体の様子から
も昔と今では変
わってしまった
ことが読み取れ
るよ。

① 登場人物の一人である「ルントウ」の昔と今の姿や行動、
考え方等の変化を叙述から読み取り、共有していきました。
ルントウと主人公は、
昔は仲がよかったこ
とが分かるね。でも
今は、「他人行儀に
する」ような関係に
なったんだ。

ルントウの変化が表れている叙述を読み取る生徒

③ 変化の原因である当時の状況が表れている叙述をもとに、考えたことをまとめて発表し合いました。
○ルントウの境遇。子だくさん、凶作、重い税金、兵隊、匪賊、役人、地主、みんな寄ってたかって彼をいじめた。
主人公の地位が高くなった。（Ｎさん）
〇小さい頃は、身分などを気にすることもなく純粋に友達として関われていたけど、大人になって自分が抱える
苦しさも増えて、地位が高くなった主人公とも昔の友達のように話すことができなくなってしまったと思う。
〇ルントウも、前時に学習したヤンおばさんも、つらいことの連続で境遇を変えたくても自分では変えられなかっ
たのではないか。
その後の授業で書かれたＮさんの「あとがき」の一部
タブレットであとがきを書くＮさん

]

登場人物の行動の意味を
考えるという、批判的に
読むことができた内容

いい新き分欲由はな一でだルる主まれはに（
でとしな達しな、っ言きろンよ人りど、現略
あいいかがい世古たにてうトう公に、「れ）
るう文っ古」界い。あし。ウなに違自親た「
。、化たいとを文そるま（のこ馴い分友」喜
主をこ文いつ化れ希っ略謙とれすとととび
人つと化うくなは望た）虚は馴ぎ主のなと
公くをにもりど、を主ルなでれる人再っ寂
のり、とのあ気「も人ン心きしか公会てし
心あ若らだげに若つ公トのなくらのはいさ
かげいわってせいよはウ現い話、身嬉るの
らて世れたいず世う、とれとし自分し。色
の欲代て。っ、代にこ壁ないか分はいこが
願しにで自て自に のがのうけはあけれ顔

Ｎさんは、ルントウの変
化の原因について全体追
究で出された考えをもと
に、あとがきを書いてい
ることがわかります。
「あとがき」を書くという
言語活動を設定し、批判的
に読むことで、根気強く継
続的に読み取ってきたこと
があとがきに表れていまし
た。（北澤先生より）

「あとがき」を書くという言語活動を設定したことで、「故郷」を批判的に読み、読み取ったことを「あとが
き」に表そうと、単元を通して連続的に読み深めることができました。北澤先生の授業で生徒たちが作品を読み
4
深めていったように、読む力をつけるための言語活動を工夫した国語の学習を実践していきましょう。

第３回研究主任研修会

（１／13（木）諏訪地区

先生から先生にひろがる

１／14（金）上伊那・下伊那地区）

今年度から来年度につながる

今年度最後の研究主任研修会がオンラインで開催されました。
「研究の推進方法や授業づくりについて、自校だけでなく他校の先生からも学びたい！」
と願う、参加者の「熱」を感じる研修会となりました。

このような

実 践

日常的な授業改善や研究推進の工夫

が紹介されました！
緑ヶ丘中学校

山本

裕貴

先生

授業者は自己課題にかかわる
取組を整理して、授業を公開

教科の枠を越えた研究
グループに編制

○ 「自己課題別グループ」には驚きました。必要感のある研究だと感じました。 （伊賀良小 名取先生）
○ 何か共通して課題に思っていることを研究しようというスタートもよいと思いました。本校でも
来年度の全校研究では自己課題別研究を提案してみたいと思います。

校内研修推進の活性化
ふり返りの充実に向けて

豊丘南小学校

（天龍中 滝澤先生）

鈴木

有紀子

先生

う

それぞれのふり返り方法を共有

授業者の実践が自分の授業
づくりのヒントにつながる

○ふり返りの充実は、本校でも課題の１つであり共感できました。

（鼎小 下沢先生）

○先生方が感じていることを大切に受け止めて、先生方が元気が出るような方向性を示していて、
とても参考になりました。

（浪合小 糊倉先生）
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ルーブリックをいかした自己評価による
「思考力,判断力,表現力等」の育成

対話の種類の違いに焦点を当てた
生徒による自己評価の活用

宮田中学校

赤羽

洸介

先生

全教科で生徒の感想を集約し、
授業づくりに反映

○「思考力，判断力，表現力等」の育成を重点にし、生徒の声や自己評価をいかした授業改善に
全ての教科で取り組まれている点が参考になりました。自校の課題となっている学習評価の
ヒントも見つかりました。

カリキュラム・マネジメントの充実を目指して

カリキュラム・マネジメントの
充実が求められる背景を共有

（東部中 岡田先生）

辰野西小学校

村澤

陽介

先生

全職員による学校づくりの
取組を発信

○まず、ご自身が一番動かれて、校内に発信、共有することで、先生に協力したい先生が現れて、
研究が全校に浸透しているのだろうと想像しました。研究通信の工夫、私もしてみたいと思いま

した。

（富県小 原先生）

発表者の村澤先生（辰野西小）は、研究推進に様々な工夫を取り入れ、校内研究を活性化し
ています。詳しくはＰ.８をご覧ください。
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意思決定と合意形成に視点をあてた特別活動

生徒が主体的に活動を進める手立て

北部中学校

牛山 尚哉

先生

文化祭の最上位目標の達成に
向けてアイディアを書き出す

○子どもたちと共に目的を問い直すというのがとてもいいなと思います。 （玉川小 石田先生）
○生徒自身が方向性を決める点が印象的でした。私たちの学校でも、先生方が当事者意識をもって
研究を進めるにはどうしたらよいのかという課題が見えてきました。 （諏訪南中 北原先生）

信州型UDの推進による授業改善

複数で“この子”をじっくりと
みて、次の支援につなげる

小井川小学校

渡辺

克弥 先生

ペアで授業参観 ＆
インタビュー

○一人の子を追っていく実践、その記録の仕方が大変勉強になりました。

（泉野小 小林先生）

○授業を見合った後のリフレクションをペア以外の先生も聞いて学び合うという実践は、全く思い
もしなかった視点でした。

（湖東小 宮﨑先生）

今年度の成果と課題を明らかにすることで、来年度の研究の見通しが具体化されま
す。また、研究主任や研究係の先生方の「熱」が原動力となり、校内の先生方を巻き込ん
だ実践や新たな取組への挑戦につながります。
来年度もアイディアを出し合い、子どもの追究の姿から取組の成果を感じられる授業
を進め、子どもも先生も元気になれる研究推進の充実を目指しましょう。
～授業改善の視野を広げ、校内研究のさらなる充実について考え合える場に～
来年度の研究主任研修会も年３回予定しています。先生方がより主体的に研修に
参加できるように、同地区の学校の実践や研究主任としての取組を聞いたり、話し
たいテーマを選択して情報交換したりする場を設けるなど、工夫していきます。
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研究主任の取組

校内研究活性化シリーズ（上伊那編）

「チーム西小として取り組む！！」

全職員による自主的・意欲的な研究推進

村澤陽介先生（辰野西小）
①ワールドカフェテリア方式
やらされている研究の意識からの脱却

ワールドカフェテリア方式は、カフェでくつろ

村澤先生は、やらされている研究の意識か
らの脱却を目指し、校内の先生方が「当事者
意識」をもって、生き生きとした子供の学びを

いでいるようなリラックスした雰囲気のもとで
行われる会議（web より）のことです。対話は
４～５人ずつに分かれたテーブルで行い、時

支えていけるよう、様々な取組を行いました。
その中から、以下の４つの取組を紹介します。

間を区切ってテーブルのメンバーを入れ替
え、対話を繰り返します。少人数の対話によっ

①ワールドカフェテリア方式

て、相手の意見を聞きやすく、自分の意見も言

②個人研究における授業公開
③研究推進便りの発行
④ICT を活用した研究推進

いやすいのが特徴です。
新年度スタートしての学級や児童の様子、課
題意識を交流し、一人一人の研究内容を決
め出しました。

②個人研究における授業公開
①で決め出した一人一人の研究内容をもと
に、グループに分かれて研究を行いました。
公開された授業では、「主眼」「自分の研究
内容」「見所」を示した、校内共通の形式の
指導案を用いました。学校教育目標という学
校の最上位の目標と個人研究テーマの関わ
りが見られるように工夫することで、一人一人
の先生方が授業改善に当事者意識をもって
臨むことができるようになっています。

③研究推進便りの発行
「個別に配慮が必要な児童が一斉授業を受
けるときに必要な支援」や「子供の自己肯定感
を上げる声がけ」等、それぞれの先生方が自ら
の個人研究テーマを設定し取り組んだこと等を
研究推進便りとして発行し、校内の全ての先生
方で共有しました。

④ICT を活用した研究推進
他校の実践を参考に、研究推進に ICT 活用
を取り入れることで、校内の情報共有を図る
とともに、ICT に不慣れな先生方の研修の機
会としても有効な場となりました。

子供の学びを高めるために、先生方が「１つ
のチーム」として力を発揮する。村澤先生の様々
な仕掛けによって、今後も学校教育目標に向け
た全職員によるカリキュラムマネジメントの充実
が期待されます。

↑研究授業参観後のコメントを集約（同時共同編集）
８

