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授業クオリティ７ 

ゴールは明快！ 授業の出口はこの姿 
 

土岐市教育研究所長   樋 田  東 洋  
 

学習後の自分の姿が思い描ければ、子どもた

ちはもっと熱心に学習に取り組むのではないで

しょうか。そんな思いを持って私たちはいろい

ろな努力をしています。 

◇出口の姿をイメージさせる 

 具体物（作品、ノート等）の提示や実演があ

ります。図工・美術や体育でよく見かけます。

わかりやすく有効な場合が多いです。言葉によ

る説明よりもひと目で合点できることは多くあ

ります。まさに「百聞は一見に如かず」です。 

視覚的に示せない場合は少し厄介です。先生

方はいろいろと工夫しておられます。「授業の

最後に評価問題をします。２分で全問正解が今

日のゴール！」とか「課題について３００字で

まとめられれば今日は合格！」などです。具体

的な行動として示されると、子どもたちは動き

出します。 

◇質を意識させる 

「解ければいい」とか「作ればいい」という

ものではありません。より質の高いものを目指

すようにし向けていきたいものです。「先生は

このレベルを求めているのだな」と学習の質を

意識させることが大切です。ゴールの姿をイメ

ージさせるときに、この点への配慮が大切だと

思います。質の低いものと質の高いものを提示

し、「目指すのはこちらだよ」といった指導が

必要でしょう。 

 
今回は、指導側の「ねらい」を子どもに下ろ

す、ということでした。次回は、「ねらい」に

ついて考えてみます。
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                                       文責  土岐市立泉西小学校  島﨑 弥里 

駄知中学校 澤村志乃教諭 ～音楽科「日本の民謡を歌おう」～ の授業実践の検証 

仲間と関わり合う生徒の発言や姿から、個の技能が高まる姿に変容したかを検証する 

目 的：個人課題達成のための、効果的な相互援助活動の在り方 

場 面：ふかめの段階において、生徒間で意見が一往復半以上する授業場面の設定 

形 態：３～４人の小集団活動 

１ 時系列からの検証 

（１）導入の段階で、めざす姿を共有した課題づくり（達成ポイントが評価の観点） 

・導入でソーラン節を歌う映像を生徒に見せ、全体像を明らかにした。 

・生徒は、張りのある声やこぶしを効かせた歌い方ができるようになる 

ために「膝を曲げたり腕を振ったりして体全体を使って表現すること」 

でめざす姿が達成されると認識した。 

（２）ふかめの段階での相互援助活動 

  仲間がアドバイスしやすいように、達成ポイントから体の使い方を工夫して表現した。 

①生徒Aを含むグループの様子から 

Aの個人課題「こぶしのある歌い方」 

生徒A：歌う            同じグループの仲間より「反応」 

恥ずかしくてあまり          B「口が小さいよ。」C「もっと大きな声で。」 

声が出ない             

生徒A：歌う             

大きな声で歌う           生徒Ｄ：手拍子を始める。 

                  （手拍子をして、Ａが歌いやすい雰囲気をつくろうと思った） 

 生徒Ｂ、Ｃ 

生徒A：歌う            「もっと首をふって、こぶしを回したらどうかな。」 

首を動かして歌う。         「声も大きいし、首をふったから、さっきよりもよくなってきたよ。」 

  

②生徒による相互援助活動 

 右のグラフは、生徒の学習カードへの記述を基にしたものである。 

仲間からの援助内容の種別割合を示した。このグラフから、表現を 

見たあとの「反応」としては、経験からのアドバイスや意欲向上の 

ためのアドバイスが多いことがわかる。 

このことから、個人課題に対しては、助言者が明確な観点をもつ 

ことと、アドバイスの根拠となる経験が大切であることが分かる。 

 

（３）終末の段階で、相互援助活動による課題達成度の確認 

終末の感想（情緒面へのアドバイスと技能面へのアドバイスによる個人課題達成の実感） 

生徒A 

・始めは、恥ずかしくて声が小さくなってしまったけれど、同じグループの仲間が手拍子をしてくれたら、だん

だん恥ずかしさがなくなって、思い切って歌うことができました。 

生徒E（別のグループ） 

・教えてもらったことから、腕の振り方について、“やさしく振る”時と“強く押す”時と、変化をつけてみた。

すると強いときは声が大きくなり、張りのある声で歌えました。 

２ まとめ 

今回の実践教科は音楽であったが、個人課題達成のための相互援助活動についてどの教科にも共通する点は、

目指す姿と達成のためのポイントが生徒全員において共有され、それにそって個人課題が具体的に設定されれば

アドバイスの視点が明確になり、生徒相互の援助がしやすくなると考えられる。そして相互援助活動において、

教師が活動中の生徒の姿を適切に評価すれば、終末において生徒自身が自己の変容を“実感”できると分かった。 

 次回は今回の成果と課題をふまえて、社会科による授業実践をします。 

仲間と関わり高め合う力の育成 
～“ふかめる”段階に焦点を当てて～ 

嘱託研修員会 

自己経験

53%
激励・賞

賛

37%

相手の課

題

10%

相互援助活動

個人課題達成に向かう

生徒Aのステップ 

ステップ１ 

 自信を持って歌う 

ステップ２ 

 こぶしを回して歌う 

【相互援助活動の内容】 



 
 
 
 
 
 
 

私は、今年度より土岐津小学校の通級教室(LD・

ADHD 等)の担当をしています。教師になって初め

ての経験で、まだ５ヶ月ほどしか経っていません

が、指導を通して、コミュニケーションの大切さ

を痛感しました。 

私の担当児童に自閉症スペクトラムの子がいま

す。こだわりが強く気になることがあるとそのこ

とが頭から離れずなかなか気持ちを切り替えるこ

とができません。また、分からないことや困って

いることがあっても質問したり、相談したりする

手だてが分からないので解決することができませ

ん。そこで、自分からコミュニケーションを取り、

問題解決していく体験活動として、「なぞなぞゲー

ム」を行うことにしました。 

「なぞなぞゲーム」の支援で工夫したことは、

問題の答えが分からない時に、諦めずに自分で答

えが見つけられる３つの手立てを考えたことです。 

手立て①は(問題をもう一度言ってもらう)、手

立て②は(ヒントを出してもらう)、手立て③は(答

えを３つ言ってもらい、その中から一つの答えを

選ぶ)です。そして、３つの手立ての中から自分で

よいものを選びとらせ、解答させました。この中

で最も有効であったのは、手立て②です。同じヒ

ントでも言葉によるヒントよりも視覚的なヒント

の方が有効で、絵カードを見せることによりイメ

ージが浮かびやすくなり、こだわりが消え、答え

がはっきり分かってきました。すると自信をもっ

て答えられるようになり、コミュニケーションが

多くとれるようになりました。 

生活していく中で、コミュニケーションはとて

も大切なものです。困った時はだれかに相談する

など自分から働きかけて解決できる力が付く支援

を実践していきたいと考えています。 

 

 
 
 
 
 
 
 

本校では研究主題に迫るために、教師による「積

極的な授業改善」と生徒による「学級の学習目標

に向かう取組」の２つを視点として研究を進めて

います。 
前期に実施した国語科の実践を紹介します。こ

の授業では、『筆者の書き方の工夫を考えることを

通して、段落や図表が簡単なものから難しいもの

の順番で構成されていることに気付き、段落構成

や図表の効果を読み取ることができる。』をねらい

としました。授業者は、この単元の出口として、

『「自分の好きなもの」について説明する文章を書

く。』という課題を予め伝えました。そのことで、

単元を通して生徒たちが見通しをもち、よりよい

紹介文を書こうとする意欲をもたせることにつな

がり、本時の目標が明確になりました。 

また本校では、『学習目標』を『学級目標』とと

もに設定しています。前述した学級の生徒たちは、

学習目標を「全員でつくりあげる授業」として掲

げて話し合いをすることで、その達成に向けて仲

間の意見を大切にして、しっかり理解しようと話

を聞いたり、仲間の意見につなげて発表したりす

る姿が多く見られました。「学習目標」に向かう取

組により、生徒たちは自分たちのあるべき学習の

様子をイメージしながら取り組むことができてい

ます。 
これまでの成果をふまえて、今後は生徒同士の

相互評価を積極的に取り入れるなどの評価の工夫

と、学習目標を掲げた取組を追究し、生徒が意欲

的に学習に取り組めるようにしていきたいと思い

ます。

 

「私の教育実践」 

コミュニケーション能 力 をつけるために 
土岐市立土岐津小学校  教諭 安藤 隆子 

「我が校の教育実践」 

研究主題 仲間と共に主体的に学ぶ生徒の育成 

～『積極的な授業改善』と『学級の学習目標に向かう取組』を通して～ 

土岐市立駄知中学校 教諭 鍵谷 聡史 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

昨年度は「たくましく学ぶ子どもの姿を求め

て」というテーマで研究を進めてきた。本年度

は願う子どもの姿を焦点化して、「自ら学び自

ら考える（自力解決する）子」として研究を継

続している。 

６月には３年生「わり算」で、「つかむ」段

階での復習や前時までの学習内容の的確な掲

示が、自力解決の有効な手段になることが分か

った。また、個人追求の段階で自力解決への支

援をするために、一人ひとりの子どもの実態把

握が重要だということも確認できた。そして、

前時の内容だけでなく、本時の学習に必要な既

習事項はすべて「つかむ」段階で復習するとよ

いことも分かった。 

７月には、２年生「かさのたんい」で、全員

で丁寧に具体物→半具体物→抽象化の過程を

学習することが、自力解決に大変有効だという

ことが分かった。また、視覚的に分かりやすい

工夫をするとよいことも分かった。 

今後も、本校の特徴である少人数の学級のよ

さを生かし、子ども一人ひとりの学びの実態を

把握していく。さらに、願う姿を明確にし、自

力解決できる手立て・支援の研究をさらに深め

ていく。 

 

 
 
 
 
 
 
 

本校では、昨年度に引き続き算数科の研究を

行っている。特に昨年度からの課題である研究

内容１『児童の実態に合わせて習得定着型を中

心にした指導計画や学習過程の工夫』から「児

童の実態に合ったステップアップ問題や評価

問題の工夫」や研究内容２『少人数学級の特色

を生かした指導・援助の工夫』から「机間指導

の工夫」について、研究を進めている。 
全校研究会「６年生『円柱と角柱』の授業」

では、「ステップアップ問題」を類似問題（底

面・高さの３つの長さから三角柱の体積を求め

る）→基本問題（底面・高さ・それ以外の辺の

長さから三角柱の体積を求める）→発展問題

（全体から内側の三角柱の体積を引いて求め

る問題や五角柱の体積を求める問題）と工夫し

たことにより、全員が４５分間集中し、意欲的

に次のステップ問題へと取り組むことができ

た。また、レディネステストの結果を踏まえた

机間指導も効果的であったが、そこに時間がか

かりすぎて、自力解決できそうな子への支援が

課題となった。 
今後は、児童の実態に合わせて基本問題をも

う少し多くするなど各問題の量の配分を考慮

して問題を作成すること。自力で問題を解いて

いくためのポイント（今回は底面積を見つける

こと）を全員に理解させてからステップアップ

問題に取り組むこと。「児童同士の学び合い」

が大切であることを共通理解した。 
今後も基礎基本の定着を図り、見届けること

で、「わかった」「できた」と満足感が実感でき

る子の育成を推進していきたい。 

 

「我が校の教育実践」 

自 ら学 び自 ら考 える子 どもの姿 を求 めて 
～算 数 科 の授 業 を通 して～ 

土岐市立鶴里小学校 教諭  小森光栄 

「我が校の教育実践」 

「わかった」「できた」と満足感が実感できる子の育成をめざして 

土岐市立曽木小学校  教諭 今井 悦子 



◆泉小学校    河嶋 湖由希 

「こゆき先生！」…そ

う呼ばれ始めてから、あ

っという間に半年が経

ちました。学級の２年生

の子どもたちに「先生」

と呼ばれるたび、憧れの

先生になった喜びと先

生という仕事の責任の 
重さを感じています。まだまだ未熟ですが、何

事も元気いっぱいでがんばる子どもたちや、多

くの先生方に支えていただきながら、すてきな

先生になれるように日々成長していきたいと思

っています。 

土岐市 小・中学校     （その１は 9月号→本号→その３は 11月号） 

ニューフェイスの紹介 その２ 

◆西陵中学校    小室 智 

 
初めての数学の授業

でいきなり生徒に「分か

らない」と言われ、授業

の難しさを実感しまし

た。日々、頼もしい先輩

の先生方に指導やアド

バイスを頂きながら、分

かりやすい授業を行う 
ために授業研究に取り組んでいます。毎朝部活

で頑張って走る生徒や、授業で一生懸命発表す

る生徒に負けないよう、教員として向上心を忘

れず成長していきたいと思います。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆泉西小学校    久保岡 紘代 

はじめまして。泉西小学

校に赴任して早くも半年

が経とうとしています。２

年生の担任として２２人

の子どもたち全員が笑顔

で毎日生活できるよう心

がけています。どの活動に

も意欲的に頑張れる子ど 

も達を見ていると、もっと子どもたちの力を伸

ばしていきたいと強く感じています。温かな先

生方、保護者の方に囲まれた環境の中で初任者

として働けることに感謝し、私自身も大きく成

長できるよう努力を重ねていきたいと思います。 

◆土岐津中学校    広川 貴大 

授業でこんな発問

をしました。「みんな

は、『きときと』って

言葉知っている？」こ

れに対して、意味を考

えたり、笑顔で話を聞

いたりしている姿を

見て、教師である喜び 
を感じました。『きときと』は、故郷である富山

県の方言で「新鮮」という意味です。『きときと』

な気持ちと周りの方への感謝を忘れず、生徒の

気持ちに寄り添いながら、共に成長しあえる教

師を目指していきます。 

◆肥田小学校   岡田 優美 
４月に肥田小学校に

赴任してから、明るく

元気で仲間思いの子

どもたちと共に、毎日

充実した日々を過ご

しています。子どもた

ちの元気なあいさつ

や笑顔から元気とパ 

ワーをもらいながら、子どもたちに負けないよ

う成長していきたいです。そして、温かい声を

かけてくださる先生方に支えられていることに

日々感謝しながら、教科専門性の向上に努め、

実践的な指導力を身につけていきたいです。 

◆泉小学校   鈴村 友浩 

ある日の漢字の学習。 

「１！２！３！…」授業

後「教室で何をしていたん

ですか？」と聞かれるほ

ど、学年全体に響く大きな

声を出し、全力で学習に取

り組む子どもたち。元気と

やる気いっぱいで、何事に 

も一生懸命な子どもたちを、誇らしく思うでき

ごとがたくさんあります。 

そんな子どもたちといっしょに、私も全力で

毎日を過ごし、教員として大きく成長していき

たいと思います。 



 
 
 
 
 
 
 

かつて、そして今も、学校と心理学をつなぐ大

事な領域として、教育心理学があります。教育心

理学は、学校に貢献できる学問として認知されて

いましたが、臨床心理に触れてきた私は、教育現

場に入ってから、どのように専門を生かすことが

できるのか、戸惑い続ける時期が続きました。 

教職１０年目を迎えた平成３年。大学の先輩か

ら、学校教育相談という概念を教えていただきま

した。また、期せずしてほぼ同時期に、学校臨床

という概念も、別の先輩から教えていただきまし

た。この頃から、学校教育相談・学校臨床心理学

が自分のベースとなりました。 

そんな中、出会った言葉で、今でも大事にして

いる言葉に、「啐啄同時（そったくどうじ）」が

あります。「啐」は、卵の中のひなが、外へ出た

がって鳴く声であり、「啄」は、親鳥が、外から

卵の殻をつつくことです。したがって、「啐啄同

時」とは、ひなが卵から出ようとして、殻の内側

から鳴くのと、親鳥が外側から殻をつつくのと同

時であるという意味です。 

私たちは、学校生活に適応できないでいる子の

幸せを願って、様々な指導援助をします。その際、

ケース会議を経て、様々なアプローチをしますが、

時にやりすぎたり、あるいは見当違いな対応をし

たりして、かえって状態を後退させてしまうこと

があります。そうならないように、ケース会議で

は、「啐啄同時」を常に念頭に置き、具体的なア

プローチを共通理解できたらと心がけています。 

児童生徒が、自立や適応に向けてエネルギーが

蓄えられるように指導援助する中で、さあ、今こ

そ殻をうち破って一歩を踏み出すその時だという

サインを見逃さないで、適切なアクションを起こ

せる教師を、自らに求め続けたいと思っています。

 

「心にひびく言葉」 

啐 啄 同 時  
泉小学校 教頭 齋木 孝明 

◇土岐市読書感想文コンクール 
 
○ 金賞 <自由読書> 
 土岐津小 １年 すぎかた えいすけ 
 曽木小  １年 みずの ゆな 
 肥田小  ２年 宮川 昂子 
 肥田小  ２年 西尾 たける 
 駄知小  ３年 佐々木 勇真 
 泉小   ４年 酒井 日彩 
 鶴里小  ５年 林 章磨 
 肥田小  ６年 斉木 祐舞 
 駄知中  １年 花嶋 那津巳 
 濃南中  ２年 山本 実奈 
 肥田中  ３年 岡 美咲 
 
○ 金賞 <課題読書> 
 妻木小  ３年 山おか さあや 
 妻木小  ４年 日比野 孝哉 
 妻木小  ６年 片山 紫稀 
 駄知小  ６年 中根 健人 
 泉中   ３年 西山 未紗 

○ 銀賞 
 下石小  １年 さくらい しょうたろう 
 泉西小  １年 たかつばき かいり 
 泉小   ２年 おか本 ときや 
 泉小   ２年 わたなべ あいね 
 泉小   ２年 土本 カノン 

 泉西小  ３年 加藤 優光 
 土岐津小 ４年 来山 遥香 
 下石小  ４年 加藤 健慎 
 下石小  ４年 安藤 耕平 
 駄知小  ４年 今井 毬賀 
 下石小  ５年 林 沙央里 
 肥田小  ５年 渡邉 素江 
 下石小  ６年 林 星七 
 駄知小  ６年 丹羽 のどか 
 肥田小  ６年 岩井 杏 
 西陵中  １年 林 由加里 
 西陵中  １年 臼田 美桜 
 駄知中  １年 安藤 友希 
 肥田中  １年 塚本 小雪 
 肥田中  １年 藤原 果林 
 泉中   １年 井口 敬太 
 泉中   ２年 林 美吹 
 駄知中  ３年 塚本 直也 

 




