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2012 教育研究発表会を終えて
去る 10 月 27 日（土）に開催した教育研究発表会には，全国各地より多数の先生方にお集
まり頂きありがとうございました。
本年度は，「学びをデザインする子どもたち」～３つの対話の充実によって～という研究
テーマのもと，４月から研究実践を重ねてきました。新しいテーマとなった初年度ということ
で，校内研究授業ごとに助言の先生方にアドバイスをいただき，研究内容を見直してきました。
その研究成果を発表する機会として教育研究発表会を開催いたしました。
研究主任
研究会当日は，９教科１領域と複式において合計 21 本の授業を公開しました。ご参会いた
だいた先生方には、本校の研究テーマにせまるために，どのような場面で，どのように３つの 辻本 和孝
対話がなされていたのかを通して，特に下記の点に注目して授業を参観していただきました。

子どもたちがどのように学びをデザインしていたのか
授業後に行われた 13 の協議会では，参会者の方
から積極的なご発言をいただき，私どもの提案した
授業について十分協議を深めることができました。
また，午後からは，体育館にて，秋田喜代美先生
（東京大学大学院教授）と平田オリザ先生（大阪大
学コミュニケーションデザイン・センター教授）に
よる対談を行いました。テーマは「対話力を育む」
～子どものうちに身につけたい力～で，お二人の先
生方が分かりやすくお話しくださいました。「対話
(Dialog)と会話(Conversation)のちがい」「他者性
が希薄な子どもたち」「対話力を育むには，対話の
体力も必要」などの，これはほんの一部ですが，私
たちが研究していく上で参考になることがたくさん
ありました。また，参会者の方からは「なかなかお
話を伺える機会が無いお二人の先生方なので，本当
に貴重な会だったと思います。」「対話力についての対談が大変分かりやすく，今取り組んでいることがどれだ
け大切なことかを再認識できました。」などのご感想をいただきました。
先にも述べましたが，本校は，本年度より新たな研究テーマになり 2012 年度の教育研究発表会を開催いたし
ました。本会でいただいたご意見をもとに研究の成果をまとめ，2013 年度も引き続きこの研究テーマで提案さ
せていただきます。
来年度もぜひ本校の教育研究発表会にご参会いただけますようお願い致します。

「お手紙」
「ごんぎつね」
「大造じいさんとガン」と，今年度は文学教材において，
『発想力・論理力・表現力』の
育成を意図した単元を構想しました。子どもたちの対象との対話・自己との対話・他者との対話を通した学びの
姿を見ていただき，各協議会での皆様方のご意見を活かしながら，今後も確かで豊かな言葉の力を育む授業を子
どもたちとつくっていきたいと思います。ありがとうございました。
『一人ひとりの学びの充実をめざして』をテーマに研究をすすめてきました。今年度は，
「防災レンジャー参上！
～くらしを守る消防のしごと～」の授業を行い，課題にむかって熱心に話し合う姿，また，一人学習から全体学
習へと学びを深める姿を見ていただきました。これからも，子どもたちが主体的に学び合う授業を大切にしてい
きたいと思います。協議会，アンケートでは貴重なご意見を多数いただき本当にありがとうございました。
今年度，『子どもがつなげる算数科学習～互いの考えによりそいながら～』をテーマに研究を進めてきました。２年生「かけ
算」の授業では，２～５の段の九九を使って問題づくりに挑戦しました。３年生「重さ」の授業では，これまで様々な方法で
比べてきた重さを実際にはかりを使って測定しました。５年生「比べ方を考えよう」の授業では単位量あたりの大きさの比較
の仕方について考えました。協議会・アンケートで多くの示唆あるご意見・ご助言をいただき，ありがとうございました。

『自然事象の本質をさぐり，知の更新を促す理科の学び ～体験から思考の可視化へ～』というテーマで研究を
進めてきています。３年生では，
『ものと重さ』の単元で，イメージ図でものの重さのちがいはなんのちがいに原
因があるのかをさぐりました。４年生では，
「めざせ！４Ｃちびっこ博士！」ということで，
『ものの温度と体積
のヒミツをさぐろう！』の授業を行いました。協議会では，多くの示唆のあるご意見・ご助言をいただきました。
協議会には，小学校低学年の先生方はじめ，幼稚園の先生方も多数来て下さり，幼小連携の必要性が強く求めら
れている今，貴重なご意見をたくさんいただくことができました。また，発表の相手を意識した場の設定，活動
意欲を高めるためのグループ設定など“子どもたちのもっている思い・願い”をより引き出すためにどうすれば
よいか意見交流をしました。参会者の皆様のおかげで充実した協議となりましたこと，心よりお礼申し上げます。
「比べる」ことでせまる音楽の魅力～思いや意図をもって表現できる子どもに～（４年次）をテーマに，５年生
「詩と音楽を味わおう～待ちぼうけ～」で提案しました。指定の強弱やテンポ（100 と 132）が違う２種類の「待
ちぼうけ」(いずれも山田耕筰作曲)をもとに，詩と音楽を繋ぐ演奏者や聴衆の役割について考えました。全国各
地からのご参加をいただきありがとうございました。
学びのある体育をめざして「３つの対話」の充実に取り組みました。１年生「多様な動きをつくる運動遊び」，６
年生「タグラグビー」の授業を行い，運動の楽しさを広げるために「できるようになること」
「友だちとかかわり
合うこと」
「運動の楽しさを感じ，工夫できること」以上３つについて，子どもたちが対話をする姿を見ていただ
きました。協議会での貴重なご意見を参考に，今後とも研究を進めていきます。ご参加ありがとうございました。
子どもたちの「生活力」を育むことをねらいとして“命をつなぐ食”～いざという時の備えは大丈夫！？～とい
う，非常事態を意識した題材を構成し，授業で提案しました。日常生活の食との比較，共通点を考えることで日
頃何気なくいただいている食事の大切さを子どもたちとあらためて考えることができました。協議会・アンケー
トでは貴重なご感想やご意見，ご助言をいただきました。ありがとうございました。
アニメーションの初歩的な仕組みであるソーマトロープを作りました。映像メディアの題材化により，できた作
品を「友だちに見せたい」｢見え方を予想して工夫しよう｣と積極的に他者にかかわろうとする子どもの姿をひき
出すことができました。協議会では「幼少の連携について」
，「研究の進め方」，
「図画工作科でめざす子ども像に
せまるために」等，多様な視点から深めることができました。ありがとうございました。
３年生は，３年後の「紀の国わかやま国体」～今，ここがすごいよ！ふるさと和歌山～，５年生は，
「捕鯨につい
て考えよう」という単元で授業を行いました。ともに子どもたちにとって自己の課題となることが難しい教材で
したが，
「ひと・もの・こと」の出合いを大切にしたことで，真剣に話し合うことができ，学びを深めていけまし
た。貴重なご意見・ご助言をいただきありがとうございました。
授業公開Ⅰでは，１・２年生国語，３・４年理科，授業公開Ⅱでは，５・６年生算数を提案しました。１年生か
ら６年生までの段階を追った子どもたちの主体的に学び合う姿を見て頂きました。授業後の複式全体協議会では，
授業や複式で学ぶ子どもたちの育て方について感想や意見を交流しました。たくさんのご感想やご意見を，これ
からの活動に活かしていきたいと思います。

たくさんのご参加を頂きありがとうございました

測定し続ける子どもたち
～測定することで養う重さの概念～

算 数
３年Ｂ組担任
小谷 祐二郎

○「重さ」の指導で大切にしたいこと
3 年生の子どもにとって初めての学習となる「重さ」。そして算数科でこの重さについて学習する機
会はこの先ありません。子どもたちには本単元で正しい概念形成を獲得させる必要があります。そこで
①子どもに「測定したい」思いをもたせ，②どの子どもも正しく目盛りを読み取り測定できるようにす
るため実践に取り組みました。

○「測定したい」思いをもたせるために
一般的に量と測定領域の指導に量の 4 段階指導（直接比較→間
接比較→任意単位→普遍単位）があります。もちろんこうでない
といけないわけではないのですが，今回子どもに「測定したい」
思いをもたせるためにこの 4 段階指導は有効と考えました。見た
目で比べる→手でもって比べる→てんびんで比べる→任意単位
で比べる活動を進めながら 5,6 人のグループのものの重さを表に
しました（写真①）。それを考察することで,「手で持った感覚
とてんびんで比べた結果は全然違った」や「任意単位が小さすぎ
るとその数がたくさん必要となりめんどう」や「任意単位が大き
すぎると絶対重さが違うのに差が出ない」等の意見が出てきて,
「はかりで測りたい」という声がたくさん聞かれるようになりま
した。（子どもは生活経験の中ではかりの存在を知っていまし
た。）
はかりを使わずに繰り返し重さ比べをしたことで，子どもたち
ははかりの有用性に気付くことができました。その有用性に気付
いた子どもたちは夢中ではかりを使って測定し始めました（写真
②）。

写真①

写真②

○正しく測定できている!?
測定活動を始めて 2 時間目にグループで教室にあるものを測定する学習を行いました。子どもたちは
いろいろなものを上皿自動ばかりにのせて繰り返し測定していました。そして測定したものの重さを発
表していくと,「おかしいっ！」という声があちこちからあがりました。複数グループで同じ物を測定
していたので,測定結果が一致しない状況が起きたのです。互いの測定の仕方を振り返りどの測定値が
正しいのかを話し合うことで正しい測定の仕方を振り返ることができました。

○測定し続ける子どもを目指して…
教室にあるものだけでなく家庭から持ち寄ったもの等多くのものを測定した結果を共有することで，
さらに重さに対する関心を強めたり，他にも測定したい思いをもたせられればと考えました。教室の後
ろの棚に 7cm 間隔にシールを貼り，１つの間隔を 100g と設定し 1kg を長さに表したり（写真③），測
定したものをワークシートにまとめていき 1 冊の重さ図鑑に仕上げたりしました（写真④）。算数科と
しての学習が終了した今もなお，子どもたちは様々なも
のの重さを測定しています。

写真③

写真④

多様な動きをつくる運動遊び
～あそぼう！つくろう！ふぞくっこパーク！～

体育科
1 年 C 組 担任
渡辺 圭

○生涯にわたって運動に親しむための３つの力
生涯にわたって運動に親しんでいくためには「運動を楽しむ力」を備えていなけれ
ばならない。
「楽しむ力」とは，運動への意欲や興味が持続するような「楽しさを広げ
る力」であると考えます。
本実践では「運動の楽しさを広げる力」を，①できるようになる力，②友だちとか
かわる力，③運動のもつ楽しさを感じ，場や動きを工夫する力，以上３つの力と考え，
①の力を「自己との対話」によって，②の力を「他者との対話」によって，③の力を
「対象との対話」によって育てていくことをめざす。対話の具体例は下の表のとおり
です。
①自己との対話

ﾋﾟﾝｸ色

②他者との対話

黄色

友だちと教え合ったり，タイミングを合わせたり，時には，一緒にルール（きまり）を決めて運動したりすること。

③対象との対話

水色

「跳び越えると楽しい」など，運動のもつ楽しさを感じること。その楽しさを広げるために，動きや場を工夫すること。

自分で「できた」「できそう」と感じたり，「足を曲げて…」などと考えたりすること。

以上①～③の対話を本校体育部では「３つの対話」として実践に取り組んでいます。

○３つの対話を充実させる工夫
授業の中で考えたり，感じたりしたことを３つの対話に対応させ，３色のカードに記
入させる。記入したカードは，３色を頂点とする三角形になるように体育館に掲示していきま
した。単元が進んでいくにつれ，カードが増え，三角形が大きくな
っていく様子から，子どもたちに運動の楽しさの広がりを実感させ
る。また授業のはじめに指導者が個人のカードの紹介や，各色の枚
数（広がり方）にも触れることにより，楽しみ方を広げていくとい
う学ぶ筋道を明確に捉えられるようにしました。
さらに，子どもが「楽しさを広げていく」ために適切な支援がで
きるよう，一人ひとりのカードを時系列で整理しました。

○３色のカードによる「みとりと支援」例
友だちと関わるのが苦手なＡ君はピンク色のカードばかりを書いており，Ａ君と一緒に場をまわるグループの子
どもが書いた黄色のカードにＡ君の名前は出てきませんでした。そこで，単元の４時間目のはじめに，Ａ君とその
グループに「みんなでできそうな動きを探してやってみよう。」と声かけをし，複数で楽しそうに取り組んでいる
様子を写真で紹介しました。すると５時間目以降，Ａ君がペアやグループで楽しく活動する姿が見られ，黄色のカ
ードにもＡ君の名前が出てくるようになりました。
今回の実践では，３色のカードのみとりによって，より明確な支援の手立てをもち，単元を進めることができま
した。学びを実感
でき，子どもをみ
とれる 3 色のカー
ド，みなさんもぜ
ひ，やってみませ
んか？

ものの温度と体積のヒミツをさぐろ

理

科

４年Ｃ組 担任
辻本 和孝

う！
～めざせ！４Ｃちびっこ博士！～
自分の考えを試し，見えない部分を探る

本年度理科部では，「学びをデザインする子どもたち」の実現のため，自然事象の本質をさぐり，知の更新を促す理
科の学び～体験から思考の可視化へ～という研究テーマを掲げ，実践を行っています。
その中で大切にしていることはいくつかありますが，今回は対象との出合わせ方の工夫と思考の可視化の工夫の２
つについて，「ものの温度と体積のヒミツをさぐろう！」の実践を例に紹介したいと思います。

対象との出合わせ方の工夫
対象との出合いは，子どもたちにとって学習意欲をかき立てるようなものが
よいと考えます。驚きのある不思議な現象と出合うことで，単元を通して追求し
ていこうとする意欲が高まるからです。
本実践では，空気・水・金属を温める必然性が生まれるように，そして，子ど
もたちが「不思議だな」と驚くように，導入では噴水実験を取り入れました。「水
蒸気が関係しているから良くない」という理由から，噴水実験をしなくなったら
しいのですが，『空気と水の性質を教える理科実験と気象学－その１噴水実
験について－』（大阪教育大学理科教育年報 No.23 49～56 項 山下晃）と
いう論文では，条件付きですが水蒸気はあまり関係がないという報告もあります。仮に水蒸気が関わっていたとしても，
子どもたちが本実践で対象としている空気・水・金属に目を向け，水が飛び出した原因をこの３つに絞ることができ，こ
の３つの対象を温めるという自然な流れができれば良いと考えました。事実，空気・水・アルミ缶が温められたことをみ
んなで共通理解し，水が飛び出したこととかかわっているのはどれなのかをさぐっていくことになりました。勿論，子ども
たちの興味関心は高く，単元導入としてはうまくいったと感じました。

思考の可視化の工夫
思考の可視化として，対象を粒で表したイメー
ジ図を使いました。自然の事物・現象のうち，目に
見えないところで起こっている様子を，あたかも見
えているかのように絵や言葉をつかって表現しま
す。本実践では，「空気・水・金属が，温度の変化
によって体積が変わる様子」についてイメージ図を
かきました。そのうちの「空気が温められると体積
が大きくなる」イメージについて紹介します。
Ａくんは，「空気の粒が増えることで体積が大き
くなる」と考えました。しかし，容器は密閉してある
ので，新たに空気が増えるのはおかしいということ
になりました。そして，Ｂくんが「一つ一つの粒が大きくなることで，体積が大きくなる」と違う考えを発表しました。この考
えがクラス全体でも納得できるものとなりました。ＡくんもＢくんの考えを受け入れて，イメージを更新することができまし
た。こうして，子どもたちは，イメージの共有により，自分のイメージを科学的な根拠を伴ったものへと更新していきまし
た。
今後も単元導入や思考の可視化の工夫などによって，自然の事象の本質をさぐっていきたいと思います。

表現力を育てる
～複式「協力プロジェクト」の取り組み～

複式部
1・２年Ｆ組担任
北川 勝則
渡辺 圭

○複式学級の子どもたち
複式学級では，児童はお互いの結びつきが強く，少ない言葉や表現で意思疎通を図ることができると
いう特性があります。しかし，どんな表現でもある程度通じてしまうため，表現が乏しくなってしまう
傾向があります。だからこそ，複式学級の子どもたちには，表現することや伝え合うことに関心を持ち，
その力をつけていってほしいと考えています。

○複式協力プロジェクト
本校では毎年，「ふぞくっ子フェスティバル」という，児童会主催の行事があり，６年生各クラス
が，全校児童の前で，劇をすることが恒例となっています。複式学級では，６年生だけでは人数が少な
いので，毎年，複式児童全員による舞台発表を行います。これまでに，「劇」「ミュージカル」「影絵」
「サーカス」「人形劇」などを全校の前で発表してきました。
この舞台発表を１つの目標として，複式の子どもたち全員が 1 週間に一回集まり，「複式協力プロジ
ェクト」を行っています。この活動のねらいは，大きく分けて二つあります。まず，一つ目は，6 年生
のリーダーを中心に自分たちで，発表内容を決定し，計画通り練習を行い，一つのものを仕上げていく
ことで，子どもたちの主体性を育てることです。そして，もう一つは，舞台で発表し，相手に自分のメ
ッセージをきちんと伝えようという意識持たせ表現方法を身につけることです。
今回は，その意識や表現方法のことについて述べたいと思います。

○多様な表現を目指そう
今年度は，子どもたちの話し合いの結果，複式全体で劇をすることになりました。台本や配役も決ま
り，実際の練習に入りました。舞台発表の経験は毎年しているので，「台詞は，はっきりと大きな声で
言う」「客席の方を向いて発声する」といったことは，高学年にもなると十分に分かっています。しか
し，子どもたちの劇は，ともすると台詞の言い方にばかり意識が集中して，言葉以外でも表現して伝え
ようというところがおろそかになります。そこで，練習の時に，「台詞をしゃべらないで，内容をつた
えられるかな。」と働きかけてみました。台詞を言えないとなると，身振り・表情などを総動員しなけ
れば伝わりません。現在，各グループで相談しながら，「どうしたら伝わるのか」を考えながら練習し
ています。
この取り組みにより，子どもたち一人ひとりの動きは，相手に伝わるのかを意識したものに変わりま
した。劇としての表現はずいぶんと進歩したと思います。しかし，それだけにとどまらず，このプロジ
ェクトにより，複式の子どもたちに多様な表現力を身につけていってほしいと願っています。

多読が導く「椋鳩十ワールド」

国語科
５年Ｂ組 担任
小杉 栄樹
１、言語活動の充実 ～単元を貫く言語活動～
渡辺 圭
単元を通して，子どもたちに「付けたい力」を育むために，本実践では，「多読」と「本の

～「大造じいさんとガン」の実践から～

ショーウィンドウ」という二つの言語活動を取り入れました。

① 多読が導く「椋鳩十ワールド」
「大造じいさんとガン」という作品を通して「椋鳩十ワールド」
を知り，そこから他の椋作品を「多読」することにより，「椋ワ
ールド」を広げ，さらに意見交流することにより，「椋ワールド」
がより深まっていくものと考えます。本実践では，「大造じいさ
んとガン」に加え，「片耳の大シカ」「山のえらぶつ」の三作品
を通して，「椋ワールド」に迫っていきました。作品選択の理由
として，三作品とも，「命の大切さ」「正々堂々」「共存共栄」
という共通のテーマをもつ作品ですが，「大造じいさんとガン」
と同じようなクライマックスを迎える「片耳の大シカ」と対照的なクライマックスを迎える「山のえら
ぶつ」を読み比べることに意味があると考えました。ただ，限られた時間の中，三作品を学習するとい
うことで，大切にしたことは，物語の最初から段落を追って読み進めていくという学習スタイルではな
く，子どもたちにとって「最も魅力的な場面」から読み進める学習スタイルとしたことです。また，「ワ
ークシート」を有効的に利用しました。そして，二色（ピンクと黄色）の付箋を使用し，ピンクには「魅
力的な場面」，黄色には「不思議に思ったこと」を，その理由を書いて本文に張ることとしました。そ
れらにより，子どもたちにとって読みのめあてをもち，効果的に作品を読み深めることができました。

② 本のショーウィンドウ」を通しての交流
国語科部では，本年度の研究テーマを「『発想力』『論理力』『表現力』を育てる」としています。
本実践では，「最も魅力的な場面から読み進める」ことにより，初めて出合う文章に対してより積極的
に『発想力』を発揮することができると考えました。また，「本
のショーウィンドウ」を作成することにより，自分の考えを文章
表現や場面構成などを根拠としてより『論理的』に『表現』（説
明）することができるものと考えした。完成した「本のショーウ
ィンドウ」をもとに，選んだ本を「最も魅力的な場面」を中心に，
学級内で友だちに紹介し合い，その後，図書室に掲示させてもら
い全校児童に「椋鳩十ワールド」を紹介しました。このような「本
のショーウィンドウ」を通しての交流が、子どもたちにとって，
より充実した読書活動につながっていったと思います。

２、終わりに ～「学びをデザインする子どもたち」～
本年度の本校の研究テーマである，子どもたちが「学びをデザ
インする」とは，学習者である子どもたちが，自発的自主的に学
習に取り組むことであると考えます。本実践では，与えられた課
題について考え話し合うのではなく，自ら感動したことをもとに
学習を進めていきました。その自発的自主的な学習姿勢が，「椋
鳩十ワールド」をより広く深くしていく自ら学習を進める原動力
になるものと考えました。本実践では，その原動力になったのが，
「多読」と「本のショーウィンドウ」です。「学び方を学ぶ」と
よく言われますが，子どもたち自身が，「何のために」「何を」
「どのように」「どこで」学ぶのかを意識できる学習活動を今後も計画していきたいと思っています。
もちろん，すべてを子どもに任せるのではなく，時々に教師のアドバイスが必要となってくると思われ
ます。トラブルがあったり，失敗もするかもしれませんが，工夫改善しながら，自分たちなりのオリジ
ナルな学習方法を創りあげてほしいと思います。そして，このような学習の積み重ねにより，「学びを
デザインできる子どもたち」に少しずつ成長していってほしいと願っています。

Action ８

らいぶスクエア
和歌山大学教育学部附属小学校

学びをデザインする子
びをデザインする子どもたち
〜

わかりやすさを支えるＩＣＴ活用 〜

日 時： 平成２５年２月１日（金）１３時４５分〜１７時００分 （受付 １３時００分～）
会 場： 和歌山大学教育学部附属小学校
内 容： １３時００分～
受付
１３時４５分～ １４時３０分
公開授業〈３本 ３年 算数 5年総合 ５年音楽 〉
１４時３５分～ １５時１５分
研究協議会
１５時２５分～ １７時００分
概要説明・講師先生のよる対談
問合せ： 和歌山大学教育学部附属小学校
〒640-8137 和歌山県和歌山市吹上1-4-1
Tel:073-422-6105 Fax:073-436-6470
E-mail:fuzoku@center.wakayama-u.ac.jp
URL:http://www.aes.wakayama-u.ac.jp（詳細はこちらをご覧ください）
定 員：１0０名 （申し込みはＷｅｂのみとなります。
上記のURLからお申し込みください）
参加費：無料
※事前お申込みなく当日参加はできません。必ずＷｅｂで申し込みをしてください。

＜講師＞
野中 陽一

先生 教育人間科学部附属教育デザインセンター・教授

豊田 充崇

先生 和歌山大学教育学部附属教育実践総合センター・准教授

From Editors
本校ホームページにはカラー版を掲載しています。
ご意見・ご感想をお寄せ下されば幸いです。

和歌山大学教育学部附属小学校
〒640-8137 和歌山市吹上１丁目４番１号
TEL （０７３）４２２－６１０５
FAX （０７３）４３６－６４７０
URL http://www.aes.wakayama-u.ac.jp
Ｅ－mail fuzoku@center.wakayama-u.ac.jp
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