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1･5･10･50･100･500 
土岐市教育研究所長   本 多  直 也 

私たちが使っているいわゆる「お金」には紙幣と硬

貨があります。「紙幣」は日本銀行が、「貨幣」は日本

国政府が発行しています。 

 さて、その硬貨。毎日使っているとおり、現在日本

には表題にある１円硬貨～５００円硬貨まで 6 種類あ

ります。それぞれ、デザイン、大きさ、重さ、色に至る

まで、素材等の違いもありますが、一見してわかるよ

うになっています。さらに“誰にでも”という点でも、６

種類は違いがあります。 

１円硬貨･･･軽くて､手触り感違う、穴なし、ギザなし 

５円硬貨･･･穴あり、ギザなし 

１０円硬貨･･･穴なし、ギザなし 

５０円硬貨･･･穴あり、ギザあり 

１００円硬貨･･･穴なし、ギザあり 

５００円硬貨･･･大きくて重い、穴なし、ギザあり １００

円硬貨とはギザの違いあり。 

そして、穴ありの硬貨があるのは、他の硬貨と間違え 

ないようにするのが始まりで、材料費の節約にもなっ

ているそうです。 

 さて、教室ではユニバーサルデザインの必要性、

大切さが言われています。根幹はどの子どもにも分

かりやすく、安心して学べる指導方法を工夫し、環境

を整えることです。「一人一人の子どもにとって」は、

昔から言われていたことで、何も今始まったことでは

ありません。「ユニバーサルデザイン」という横文字が

何か新しさを訴えているのでしょうか。 

 硬貨のデザイン等でも分かるように私たちの身の回

りにはこれからも「誰にも」生活しやすい環境づくりや

配慮がいっぱい考えられ、人のことを考えられる豊か

な心の育成は一層大切になります。 

 教室前面掲示をなくすことが目的ではなく“相手の

身になって考える”「ユニバーサルデザイン」の中核

にあるものを見失わない教室、そして職員室でありた

いものです。 

「
下
石
っ
子
作
陶
」

 
 

 

陶
芸
家
の
み
な
さ
ん
と
釉
薬
付
け

 
 

 

撮
影

 

下
石
小
学
校

 

渡
邉

 

敦
子

 

先
生

 



『仕事も人生もＡＢＣを大切にしたい』 

 私が、教育委員を受けて最初に行った仕事が、

サマーセミナーでの講師の仕事でした。当時 1～3
年位の若い先生を対象にしたセミナーでしたが、

自分自身が普段から心がけている言葉であり、現

在も自分の人生の中で大切にしている事でもあり

ます。 
『プロとは自分の名前で仕事ができる人』 

『プロ』とは自分の名前で仕事ができる人の事

です。これはどんな職業においても共通して言え

る事です。 
例えば会社の営業マンなら、お客様から「あな

たから買いたい」と言われる様になれば営業のプ

ロだと思います。又、事務の仕事をしている人は、

「あなたに電話応対をしてほしい」「あなたに受付

を任せたい」などと言って貰える様になれば、事

務のプロといえるでしょう。プロといわれる様に

なればどこに行っても通用します。 
しかし、いつまでも会社の名前で仕事をしてい

る様ではプロとは言えません。だから、自分にし

か出来ないところまで仕事の質を高められるかど

うかが、重要な事だと思います。そして、人から

「あなたにこれを任せたい」と言われ、必要とさ

れる様になれば、やりがいを感じ、明日への活力・

エネルギーとなっていくものだと私は信じており

ます。 
人間のエネルギー源になるのは、自尊心と自負

心だと言われています。自尊心とは、読んで字の

ごとく「自分の存在は周りからかけがえのないも

のだと思われている」気持ちであります。会社の

中でも「あなたがいないと困る」と言われると自

尊心が満たされます。一方で自負心とは「自分な

ら出来る」という気持ちのことです。困難なこと

があっても自分ならやれると思うのが自負心です。

この両方が揃うとエネルギーが出ると言われてい

ます。でも、私はまずプロの仕事をするには、自

負心が先だと思います。「自分なら出来る」と思え

るぐらいの仕事が出来るようになると、まわりも

認めてくるので自尊心もでてきます。それぞれの

仕事があり、自分で選んだ道でもあります。お互

いプロの仕事が出来る人間になりたい。そこを目

指して頑張りましょう。 
『人は理屈では動かない。気持ちで動く』 

 世の中には、何でも分析して、理詰めで人を動

かそうとする人がいます。いろいろと分析をして、

「ここが悪い」「ここは良い」「だからこうしまし

ょう」と言う。でも、いろいろ理屈を言っている

だけでは、実際、人も組織も動きません。 
 頭でこうすればいいとわかっていても、人は自

分の行動をすべてコントロールできるわけでもあ

りません。自分自身すら自分の思い通りに動かせ

ないのに、人を理屈で動かせると思う事自体が大

きな間違いだと思います。人を動かすのは、価値

観です。いかにその価値観を共有できるかが大切

だと思います。気持ちを動かさなければ、人は動

かないと思います。 
 常にしっかり相手を見て心を読み、全体の状況

を判断して、人が共感できるような価値観を示す

ことが人間関係を円滑にする事につながると思い

ます。そして、理屈ではなく相手の心を動かせる

人間にならないといけないと思います。 
最後に 

私はプロとしての仕事が出来なければ、これか

らの激動の時代を乗り切ることが難しいと思いま

す。又、人間関係においても、アナログの時代で

は対応出来ていた事も今日の社会では対応が出来

ない事も多くあります。日々の仕事、生活の中で

あたりまえのことをバカになって（夢中になって）

ちゃんとやる。改めて自分の心に誓いたいと思い

ます。 
 

仕事も人生もＡＢＣを大切にしたい！ 
Ａ あたりまえのことを Ｂ バカになって（夢中になって） Ｃ ちゃんとやる 

土岐市教育委員長 安藤 浩市 



土岐市教育委員会研究推進指定発表校     肥田中学校の研究 

 
 
 
 
１．はじめに 

 本校の生徒の実態として、学力・学習状況調査や普

段の授業の様子から、学力は低くないが「学ぶ意欲の

弱さ」が課題であることが明らかとなった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

そこで、この課題を解決し、主体的に取り組み、よ

り一層学力を身に付けるために、研究主題を上記のよ

うに設定し、次の３つの研究内容について実践を積み

重ねてきた。 

 
 

 

 

 

２．実践から 

 
 

〈社会科〉既習内容の洗い出しと掲示物の工夫 

  

 

 

 

 

 

 

 

・生徒は掲示物を見て、本時の内容と比較をしたり、

既習内容に立ち返ったりしながら、考えを深めたり

広げたりすることができた。 

 
 

〈国語科〉小集団交流と深めの発問の工夫 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・深めの発問を行うことで、生徒が立ち止まって考え

づくりし、さらに小集団で交流することでより考え

が深まり、本時のねらいに迫ることができた。 
 
 
〈保健体育科〉振り返り表とゲーム記録の活用 

 

 

 

 

 

 

 

 

・課題達成度を数字として見ることができ、グループ

や個人の力を客観的にとらえやすくすることで、目

指す姿に近づくために何を工夫したらよいかを考

え、次時への課題意識をもつことができた。 
 
３．研究発表会にあたって 

 １０月２３日の公開授業においては、各研究内容の

場面において、主体的に取り組む生徒の姿を大切にし

ていきたい。 

 
 

仲間とかかわり合い、学ぶ楽しさが味わえる授業づくり 

 

学習内容を定着する 

主体的に学習に取り組む 姿 

学力の向上 

表
層

 

意欲の向上 

仲間とかかわり合い、 

学ぶ楽しさを味わう 
心 

【単位時間の確かな学力を身に付ける過程】 

【研究内容１】思いや考えをもつための指導の工夫 

【研究内容２】学び合うための指導の工夫 

【研究内容３】学びを自覚するための指導の工夫 

既習内容を洗い出

し、本時の考えづく

りの足場となるキー

ワードや語句（「御恩

と奉公」「主従関係」）

の関係性を掲示し

た。 

よりねらいに迫るために、全体交流後に、『「一

つ一つ」「粉々に」という「僕」の行動からど

んな思いが読み取れるか。』という深めの発問

を行い、小集団で考えを集約した。 

【研究内容１】思いや考えをもつための指導の工夫 

【研究内容２】学び合うための指導の工夫 

【研究内容３】学びを自覚するための指導の工夫 

課題達成度を客観的に見るゲーム記録を活用し、

次時の個人やグループの課題を明確にした。 



 
 
 
      

   
 
 
 

 
 １学期、学力向上計画訪問に同行し、土岐市内

の３校の学校を訪問させていただきました。その

３校のご実践・取組より、土岐市内で確認してい

きたいことを大きく３点お伝えします。また、８

月末に返却された全国学力学習状況調査の結果を

踏まえた今後の取組についてお話します。 
 １つ目は、「授業を通した職員の意識や方向の共

有化」です。学校は職員の異動や学級編成等があ

ります。また、学校の組織が大きく変わることも

あります。そういった中でも、その学校の授業に

対する構えや、共通して実践していく方向につい

ては、共通認識がなければなりません。授業を通

して全校体制を共有化していくことが大切です。

濃南小学校では、この点について学ぶことができ

ました。 
 ２つ目は、「系統性を意識した指導計画の作成と

終末の見届けの徹底」です。算数科における系統

性を見据えて、指導計画を作成しそれを進化・統

合すべく朱書きを入れて修正していき、次年度に

生かしていくこと。また、終末の見届けを強く意

識し、個のつまづきを予想しながら授業を組み立

てること。この実践を下石小学校から学びました。

さらに、「３つの見届ける」の３点目の「見届ける」

では、３段階の見届け問題やその問題の見届けの

方法も示しながら、研究が進んでいました。全校

で算数科を学ぶサイクルが構築されていました。 
 ３つ目は、「指導改善プランの積み重ねと児童生

徒の意識の向上」です。どの学校も、より学力が

向上するように前年度の取組を基に指導改善プラ

ンを修正していることと思います。効果があった 
実践は、継続していくこの取組が大切です。駄知 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
中学校では、経年の実態・様子を追跡しながら、

前年度の取組の有効であった実践「授業改善・学

習支援・ソーシャルサポート」については継続し

ています。そして、特筆すべきことは、生徒の自

尊感情の向上をねらった授業づくりです。「生徒会」

を前面に出し生徒の意識を常に確認しながら、生

徒に自信をもたせるような活動が仕組まれていま

した。 
 確認していきたい３点について

共に言えることは、やはり『共通理

解・共通行動』でした。どの学校で

も、児童生徒の未来のために先生方が力を尽くし

てみえます。その中で、より児童生徒を高めるた

めに学校の一丸となった取組の中で、「いつ・何

を・どうするか」がはっきりとしていることが重

要ではないでしょうか。 
 全国学力学習状況調査につきましては、国立教

育政策研究所の報告書を活用し、指導が始まりそ

れぞれの学校で分析がされていることと思います。

今後、自校の成果・課題を確認しながら、無回答

分析や誤答分析をしていくこと、そして児童生徒

の意識を質問紙を通じて、理解していくことが今

後につながります。１年間の中で一番充実した２

学期となるこれから、もう一度自校ＰＤＣA を確

認し、今後の授業改善に向けて、重点・取組内容

を洗い出し、取組の指標は何か、検証の指標は何

かを検討していきたいです。第３回の土岐市学力

向上推進委員会では、この点について研修しまし

た。各校の学力向上推進委員の先生方を中心に、

未来ある子ども達のためにさらなる挑戦をしてい

きましょう。 

 

「確かな学力の育成」に関わって 

平成２７年度学力向上推進委員会の活動より 

市学力向上推進リーダーより 
 

 

学力向上への取組 ～３校の学力向上計画訪問より～    

                       駄知小学校 教頭 石山 文香 

 



 

 

 

 

 私が学級づくりでいつも大切にしていることは、

子どもたちが関わり合いをもって、自分たちの学

級をつくっていくようにすることです。 

私は高学年の担任をする機会が多いこともあり、

係活動や委員会活動では、特に子どもたちが主体

的に活動できるようにしています。 

まず、係活動は班で担当させます。当番活動は、

班の中で曜日や順番を決めて行います。班の中で

仕事を忘れがちな子がいる場合は、班長に声をか

けて手伝うように促します。どうしてもうまくい

かない時は私が指導をしますが、互いに弱い部分

を補い合い、自分たちで考え、はたらきかけ合っ

ていく経験を積むことは、自治力を培うことにつ

ながると考えて実践しています。また、係活動に

慣れてきたら、学級の生活をよりよくするために

自分たちの係ができること・やるべきことは何か

を考えて活動を仕組ませるようにします。 

例えば、「配膳が放送までに終わらない」という

学級の実態があれば、給食の係を担当している班

にどうしたらよいかを考えさせます。考える時に

は、「学級みんなが取り組むのに、無理のない内容

かどうか」「できた・できなかったが分かりやすい

取り組み方法かどうか」を大事にして考えさせま

す。何かに取り組む時、人数が多ければ多いほど

実践力に差が出ます。実践力の低い子が、努力し

て頑張れるぐらいの目標を設定することで、「みん

なでやりきれた」という学級の一体感を生み出す 

ことができます。はじめは小さな目標でも、学級 

みんなで取り組む活動を繰り返し仕組んでいくこ 

 

 

 

 

とで、目標は少しずつ高くなっていきます。また、 

「どうせできない」と自分に自信のない子や、規

範意識が育っていない子でも、小さな取組をやり

きっていくことで自信をもち、積極的にやるよう

になったり、みんなと何かをやりきることに満足

感を覚えたりして、学級がまとまっていきます。 

また実践をするからには、必ず子どもたちが納

得のいく成果が生まれるように指導をします。こ

れがなかなか大変な時もありますが、「やっぱりで

きなかった」という思いだけは絶対に抱かせたく

ないので、子どもたちの状況に応じて、いろいろ

な方法で叱咤激励します。 

こうした「みんなでやりきる」活動は、学級全

体でも行います。今年は２年生の担任をしていま

すが、私が出張で不在の時などに自分たちの様子

を振り返り、「全員でチャイム席を守れるようにな

りたい」という目標を立てて取り組みました。達

成するのに３週間ほどかかってしまいましたが、

取組が進むにつれ、「あと１分だよ。早く座って！」

「あと３０秒！」という子どもたちの声が増えて

いき、全員が座れた時の満足感や安堵感に満ちた

表情を見ながら、低学年でもこんなにも頑張れる 

のだなと感心するとともに、とても微笑ましい気

持ちになりました。２学期は、子どもたちがどん 

な姿を目指した 

いという願いを 

もつか、今から 

とても楽しみで 

す。 

「私の学級づくり」 

学級は みんなでつくっていくもの 

                             下石小学校 教諭 平林 尚子 



以下はAさんの作品完成後の感想です。 
私は、小学校の時にやった重ね塗りや○○さんの作

品の色の塗り方、ゴッホの筆跡を生かした表現方法を

取り入れて自分の心の中を描きました。自分の思った

通りの作品ができて嬉しいです。 
私は、Aさんのように、「既習の表現技法や作品鑑賞

といった経験を活かし、主題を表現するために形や色

などを工夫して、創造活動の喜びを味わう生徒」を育

てたいと思っています。 
現在の生徒の実態は、興味関心をもって制作に

向かい、仲間の作品や鑑賞で感じたことを自分の

作品に活かしたいと考える生徒は多いものの、主

題を表現するために形や色などを工夫すること

に弱さが感じられます。 

この弱さを少しでも克服するために、現在いろ

いろな工夫をしていますが、その中でも美術室環

境に関わって次の２点を紹介します。 
まず一つ目は、制作過程を示した掲示物です (写真

１) 。これは、生徒が「僕の作品は、このつくり方に

しよう。」「つくり方を学習したけど、もう一度確認し

よう。」などと、作品の主題や制作のイメージを浮かべ

ることにつながるように意図しています。 
                                         

 

 
 
 
 「頑張る」（①目的のために困難に耐えて努力する。

②自分の意見を強く押し通す。） 
 初任校のテニス部顧問として出逢ったＡ子は、部活

はもちろん、勉強、生徒会活動と、どんなことにも全

力で頑張る生徒でした。部活動では邪魔だからと短髪 
にして中体連県大会で入賞。勉強の成果はいまひとつ

でしたが、教職をめざして努力を重ね、大学４年で教

員採用試験に合格しました。 
 中学校卒業後から頻繁にあった手紙が途絶え、彼女 
の実家に問い合わせてみました。採用試験の合格から 
間もなく、Ａ子は治療の困難な重い腎臓病を患い、治

療の可能性を求め、遠く高知県の病院で一人で闘病生

活を送っていました。教職もあきらめ、泣きながら話

すＡ子に慰める言葉もありませんでした。 

二つ目は、「お助けBOX」コーナーの設置です(写真

２)。これも「○○が描きたい…でも、どうやって描け

ば…どんな形・色だったかな…分からない。」という生

徒の表現技法に関するつまずきを解消することを意図

しています。様々な分野のイラストや写真資料を見た

い時に自由に見ることができるような美術室の環境に

しておくことで、生徒が自分の目指す表現に向かう上

での手がかりになると考えています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 それから一ヶ月ほどして、Ａ子から電話がかかって

きました。闘病生活の中で知り合った同室の女性から 
「顔晴る」という当て字を教えられ、「治療にどれだけ

かかっても笑って病気と向き合い、治ったらもう一度

教員を目指したい。」と、明るく元気な声で話してくれ

ました。 
 ２年後、病気を克服したＡ子は採用試験に合格して 
夢であった教職に就きました。 
 あれから１５年。久しぶりに連絡しました。子育て

のため退職し、今も病気と付き合いながら、非常勤講

師として学校教育に携わっているそうです。彼女から

教えられた「顔晴る」を、私は学級通信の題や道徳の

資料などに使い、今も心がけています。そんなことを

話すと、彼女は嬉しそうに「私もそうなんです。」と。 

「私の授業づくり」 

創造活動の喜びを味わう生徒を育てるための美術室の環境づくり 

土岐市立西陵中学校  教諭 江﨑 大三 

写真１「制作工程を示した掲示」 

各学年の題材に沿っ

た制作過程を示した掲

示を貼ることで生徒が

いつでも制作過程を確

認できる場となってい

ます。 

写真２「お助けBOX」 

発想構想の段階にお

いて、生徒のつまずきを

解消するためのお助け

BOXです。生徒自らが資

料から発想を膨らまし

ていきます。 

「心にひびく言葉」 

「頑張
が ん ば

る」より「顔
がん

晴
ば

る」   土岐市立濃南中学校 教頭 櫻井 文夫 




