
令和３年度新潟市立小針小学校 研究概要 
 
Ⅰ 研究主題 

「応答力を育成する教育課程の実現」−２年次研究− 
 

１ 研究主題設定の経緯 
本校は,創立 134 年の伝統をもつ学校である。学区には新しい商業地域が近くにある一方で,老舗

や地域に根差した商店も残っている。また,面積は減りつつあるが田畑も残っている。周辺には,西新

潟市民会館や青山水道公園,瑞林寺等,公共施設や歴史のある建物がある。地域には,子どもたちの登

下校を見守りあいさつや会話を交わしてくださる方や,子どもたちの学習活動や発表に励ましの言

葉をかけてくださる方,子どもの質問や依頼に笑顔で答えてくださる方等,本校の卒業生やその保護

者をはじめとして,学校と共に歩んできた地域の方々が多くいる。 

一方で,子どもたちを取り巻く状況は刻々と変化し続けてきている。その背景にある現在の社会に

目を向けると,新型コロナウィルス・環境・エネルギー・国際問題・少子高齢化等,多様な問題が存在

する。子どもたちが暮らす小針の地域も例に漏れず,新型コロナウィルスによる行動の制限，高齢化

による担い手不足や身近な自然環境の減少,地域の防災に関わる諸問題等,解決の難しい問題がある。 

こうした環境の中で，子どもたちは素直に育ち，学習活動に一生懸命取り組むことができている。

一方で，自ら課題を見付けて，他者と関わり合いながら，探究的に学びを進めていくという経験が不

足しているため，考えを進んで発表したり，他者と進んで関わったりする活動に対して苦手意識をも

つ子どもが多い。 

そのような中で,社会や地域にある諸問題としっかりと向き合い,地域における自分の役割を自覚

し,多様な他者と協働しながら探究的に問題を解決していこうとする社会の担い手になってほしい

と考えた。 

以上のような経緯から,研究主題を「応答力を育成する教育課程の実現」と設定した。 
 
２ 研究主題の意図 

「応答力」とは，「身の回りに生じる様々な状況・問題に対して，自分を開き，自らもてる力を総動

員して，異なる多様な他者と協働して力を合わせながら最適な解決方法を探し出していく力」を意

味している。応答力を発揮する子どもの姿は,新学習指導要領における育成を目指す資質・能力が豊

かに育まれた子どもに他ならない。 

このような応答力を育成するためには教育課程全体を通して，子どもたちが汎用的な力を身に付

けていくという視点が重要になる。そこで今年度は，生活科・総合的な学習の時間を中核に据え，各

教科等と生活科・総合的な学習の時間を「育成を目指す資質・能力」をもとに関連付けていく。合わ

せて，各教科等の単元の中心となる思考スキルを明らかにし，その思考スキルを「考えるための技法

（思考ツール）」を介して，生活科・総合的な学習の時間で活用・発揮することができるかを検証し

ていく。 

次に，生活科・総合的な学習の時間の学習の質的向上を目指していく。生活科・総合的な学習の時

間は，子どもたちが実生活の問題や興味・関心があるもの・ことに対して，問題解決を繰り返す探究

的な学びであり，各教科で身に付けた資質・能力の活用・発揮が期待できる学びの時間である。そこ

での学びを質的に高めることで，より一層，「応答力」を確かに育んでいくことを目指したい。 

 
 
Ⅱ 研究内容 ～研究主題を具現化するために～ 

 
研究主題に示した,「応答力を育成する教育課程の実現」に向けて, 
 
「①育成を目指す資質・能力をもとにした，各教科等の関連付け」 
「②生活科・総合的な学習の時間における学びの質的向上」 
 

   の２点に取り組む。 
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【研究構造図】 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  【教育課程を通して育成を目指す資質・能力】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【学校教育目標】 

創造・健康 

【育成を目指す資質・能力の柱】 

応答力 
 

身の回りに生じる様々な状況・問題に対して，自分を開き，自らもてる力を総動員して，
異なる多様な他者と協働して力を合わせながら最適な解決方法を探し出していく力 
 

 
 
 
 
 
 
 

【研究内容】 

「①育成を目指す資質・能力をもとにした，各教科等の関連付け」 

「②生活科・総合的な学習の時間における学びの質的向上」 
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① 育成を目指す資質・能力をもとにした，各教科等の関連付け 
各教科等で身に付けた資質・能力を生活科・総合的な学習の時間で活用・発揮し，確かに「応答力」を

育成していくために，以下の３つに取り組む。 

（１）選ぶ  
全教科等において，資質・能力を重点化して育むことを目指す
単元を選択する。生活科・総合的な学習の時間には，育成を目指

す資質・能力をもれなく配置する。    
 

（２）つなぐ 
    育成を目指す資質・能力をもとに生活科・総合的な学習の時間

と各教科等を関係づける。単元の実施時期を近づけたり，各教科
等と生活・総合的な学習の時間を線で結んだりして，教育課程を

見通して身に付けた資質・能力が繰り返し活用・発揮されるよう
にする。 

 
（３）自覚する 

小針小学校の考える技として思考スキルを６つに限定し，子どもたちと共に思考ツールの活用
方法，使う場面を理解しながら使っていく。 

 
 
 １ 広げる・つなげる ・・・＜ウェビング＞ 

 ２ 分ける      ・・・＜K J 法＞ 

 ３ 比べる      ・・・＜ランキング＞＜メリ・デメ表＞ 

＜ベン図＞＜ピラミッドチャート＞ 

 ４ 様々な方向から見る・・・＜Y チャート＞＜X チャート＞ 

 ５ 理由を付ける   ・・・＜クラゲチャート＞ 

 ６ 評価する     ・・・＜PMI シート＞ 

     
各単元で主に用いる思考スキルをあらかじめ想定しておき，授業で思考ツールを積極的に活用

する。使い始めは教師がどの思考ツールを使うか助言し，徐々に子どもたちが選択したり，組み合

わせたりできるようにステップを積み重ねていく。 
    合わせて単元配列表上で，各単元において中心となる思考スキルを明示することで，同じ思考

ツールを用いる単元を関連的に学習できるようにする。教師が思考ツールを教科横断の視点の一
つとして活用すると共に，子どもたちは教科が変わろうとも，自覚的に思考ツールを使いこなし，
思考力，判断力，表現力を育成することを目指す。 

      

② 生活科・総合的な学習の時間における学びの質的向上 
（１）単元づくりのポイント 

「主体的・対話的な学び」の視点から考えられる，生活・総合の授業改善のポイントを以下の３
つに絞り，今年度取り組む単元に即して要点をまとめて指導案上に記述する。 
 

  １ 本気を引き出す課題の設定 

子どもが本気で追究したくなる真正な課題を単元でどのように設定していくのかを明示する。 
  ２ 体験的な活動（情報収集）と表現の充実 

   生活科では体験的な活動，総合では情報の収集の場面において，どのように子どもが学習対象と
豊かに関わり，学習対象への理解や認識を深めていくのか，その手立てを明示する。合わせて，生
活・総合の両方において，表現する活動の充実に向けた手立ても明示する。 
３ 対話（関わり）の活性化 

   子どもたちが音声言語や文字言語を用いて，学習対象や友達と対話し，思考を深めるために，思考

ツールの活用，板書の構造化，タブレットの活用等を積極的に行う。また，学習対象（ひと・こと・もの）

と関わるタイミングや方法，回数，場の設定等も吟味した上で，具体的な手立てを明示する。 
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思考スキル <思考ツール> 
 



（２）４５分間の授業づくりポイント（本時のしかけ） 
前時までの子どもの学びの様子を見取り（座席表上で分析する）,単元で育成を目指す資質・能力

と照らし合わせながら本時目標を設定する。本時目標に迫るために,１時間の核となる本時のしかけ

（＝教師の積極的な働きかけ）を１つ考え,１時間の授業の計画を立てる。 
 

本時のしかけとは・・・  

深い学びを生み出すための教師の手立て。本時目標に掲げた目指す子どもの姿に迫るために特に
重要となる学習活動の一場面を明確にもち,そのような学習活動を生み出すための手立てを考える。 
個別の知識が関連付けられて概念的な知識となるように,新たな事実と出会わせるための学習活

動の準備をしたり,収集した情報を適切に分析できるようにしたりすること等が考えられる。 
具体的には，「本時のしかけ」として以下のようなものを例に挙げることができる。 
＜板書の構造化＞ ＜思考ツールの活用＞ ＜話題を取り上げる＞ ＜実物提示＞ ＜場の設定＞ 等  

 

  

  
  
        
        

Ⅲ 研究方法 
１ 研究組織  
・ラーニング …研究計画,内容の立案,研究会の運営      

 ・学年部会  …指導案検討,授業研究会事前検討 
         
 
２ 学年部会での取り組み 
 ・夏休みに，学年単位で年間指導計画（単元計画）と評価規準を作成する。 
・学年から授業者を１名選ぶ（希望制）。 
・学年部会としての授業研究・授業提案とするために,事前の指導案検討会に参加し，共に授業を設
計する。 

 ・研究授業は４つの学年部会で行い，授業の参観，事後の研究会は学年部会のみで行う。指導案は全

職員へ配布。 
・授業後，簡単なレポートを学年部会単位で作成，全職員へ回覧する。 
・当日の研究会の運営（司会，記録等）は，学年部会で行う。 

 ・授業者をサポートするために,他の学年のメンバーが部会の検討に入ることもある。 
 
３ 研究スケジュール 
（１）授業者と授業日 
 ９月１５日（水） 

５時間目 
１０月２０（水） 
５時間目 

１１月１５日（月） 
５時間目 

１２月１６日（木） 
５時間目 

 長谷川豊 校長 新潟大学 専門員 
金洋輔 様 

担当指導主事３名 國學院大学 教授 
田村学 様 

生活科   １年 ２年 
   １-４ 古田愉子 ２-２ 青池智美 
総合 ３年 ５年 ６年 ４年 

 ３-２ 伊藤誠 ５−１ 三本雄樹 ６-３ 寺山晋一 ４-３ 小川雅裕 
ポプラ   ポプラ全クラス  
   横木直子（１組） 

後藤史子（２組） 
藤島弓子（３組） 
中野多恵子（４組） 

 

 
 

低学年部会 
（１学年） 
（２学年） 

 

ラーニング 
中学年部会 
（３学年） 
（４学年） 

 

高学年部会 
（５学年） 
（６学年） 

 

学年部会 

学年部会 

学年部会 

ポプラ部会 
（１学年） 
（２学年） 

 
学年部会 
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・１１月は指導主事計画訪問となり，普段の研究会と同様な内容で行う。授業後の研究会は，生活科部，

総合部，ポプラ部の３部会で行う。 
・１２月１６日は公開授業研究会。公開の範囲については，検討中。生活科・総合各１本の授業公開。午

後に，國學院大学 田村学先生の講演会を予定。できる限り対面での研究会を予定しているが，オンラ

インと対面の両方を想定しておく。 
 
（２）研究に関わる主なスケジュール 
＜夏季休業中＞ 

夏休み ・・・・①生活・総合の単元・授業づくりワークショップ 
②学年の単元計画（生活・総合）の見直しと指導案の作成 

        ③単元配列表の見直し・作成 
 

＜研究授業に向けて＞ 

４週間前・・・・・学年部会で授業構想検討（簡単なものでもよいので文字ベースで検討する。特に 

単元計画と本時の場面を決定する。 
３週間前・・・・・指導案検討（本時も含めて検討） 
１週間前・・・・・指導案発送 
３日前までに・・・板書計画（指導案をもとにして板書を書き,学年部会で検討する。授業者は模擬授 

業的に本時の流れを学年に説明した上で,検討する） 
授業後   ・・・学年部会から便りを発行する。 

＊該当学年のラーニング部が中心となり,学年部会のスケジュールを管理する（決定したものは，田村
先生に報告→職員周知）。指導案検討の日程も調整する。 
＊授業研日には,学年部会から写真記録とビデオ記録を１名ずつ出す。 
 

＜冬季休業中＞ 

冬休み ・・・・①学年の単元計画（生活・総合）の作成と見直し 

        ②単元配列表の見直し・作成 
 

４ 研究への取り組み方  
○分かりやすく ～理論と実践をつなぐ～ 
・年度当初や夏季に理論の根拠となる,思考ツールの活用や生活・総合の授業づくりに関わるワー
クショップを実施する。 

・理論については「何のために（研究主題）」「何をするのか（研究内容）」というシンプルな構造で
整理し,また,実践の拠り所となる指導案との関連を明確にし,何のために,何をするのか,教師自
身が自覚できるようにする。 

  
○みんなで ～同僚性を大切にする～ 

  ・教材研究や指導案検討，指導案作成には,学年を中心に,必要に応じてその枠を越えて協働的に取
り組む。そうすることで,職員同士が互いの実践に対して自分事として向き合えるようにする。 

  ・授業研究会前の板書計画等を参加可能な職員で行い,１時間の授業の意図を共有する。 
  ・授業後の研究会では,よいところだけでなく,よりよい授業を目指し,キャリアや立場に関係なく,

課題も含めて議論する。 
 
○授業後の研究会について ～授業者中心の学びの場から，参観者中心の学びの場へ～ 
   

参観者中心の学びの場とするための基本的なスタンス 

○個人で書いた授業記録をもとに，発言する。 

○個人で子どもの姿を写真で記録する。 
○可能な限り代案を提示する。 
○今後の自分の授業にどう生かすのかを振り返る。 
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・学年やクラスの実態により授業を全て見ることができない場合には交代で授業を見られるように 
する。研究会には，参観者が参加する。 

 ・授業では,参観者は授業記録をしっかりと自分でとる。事後検討会で取り上げたい子どもの学び 

の様子をタブレットで記録しておく。授業記録については,子どもたちの全ての発言を書き留め
るつもりで手を止めない。 

・授業研究会では,子どもの姿を中心として議論を行い,発言の記録等の証拠（エビデンス）をもと   
に成果と課題を分析し,授業改善を図り,その観点から単元構想や学習材，しかけを見直す。  
 

・具体的には,子どもの学びの姿が本時目標に掲げた姿に近づくことができていたのかを判断し,そ 

の要因を分析する。（本時目標は,育成を目指す資質・能力を本時レベルで言語化したもの。目の 
前で学ぶ子どもたちの事実を,本時目標というフィルターを通して,解釈する。） 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
・自身の解釈をもとに協議を行っていくが,単元づくりや教師の発問に改善が必要と感じた場合に 
は,代案を必ず示すようにする。 
 

 
 

【授業づくりのチェックポイント】 
 

□しかけが,本時目標の実現を目指すものになっているか。また,子どもにとって自然で無理の無いものに

なっているか。 

 

□本時の学習課題が明確になっているか,また,妥当か。 

→子どもは本時に向けてどんな思いをもっているのか,何をしたいのか,ということが正しく捉えられて

いるか。また,子どもが本気で話し合ったり,取り組んだりしたい課題になっているか。 

 

□子どもの思考や学習活動が具体的に想定されているか。 

・内容：分類,選択,対立,原因と結果,事実と感想のつながり,項目に対する評価等 

・形式：座標軸,表,矢印による関連付け,色による分類等 

 ・集団：個（ワークシート等）,グループ（ホワイトボード等）,学級全体（黒板等） 

 

□場の設定,提示する資料,取り上げたい発言等,多様な視点から手立てが考えられているか。 

 

□座席表による分析等をもとに,授業展開が複線的に考えられているか,また,それぞれの状況に応じた多

様な手立てが考えられているか。 

 

□本時目標の見取りの視点として,評価規準が分析されているか。また,妥当か。 

子どもが

学ぶ姿

（事実） 

参観者に

よる 

解釈 

本時目標 
（育成を目指す

資質・能力） 

＊本時案に明記

k 

単元 

本時での

代案 

 

 

①子どもの姿で分析した際に，本時目標に迫れたのか？ 
②それは，なぜなのか？どんな手立てが有効だったのか？ 
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