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「イケメン ゴリラ」 
土岐市教育研究所長   本 多  直 也

今年は“サル年”。お正月にサル年にまつわる

話をいくつか聞きました。 
 サルは、身を守るために群れを形成して生活し、 
その集団は勝ち負けの社会で、強者を頂点に序列 
を構成しているようです。しかし、普段は群れで 
行動しますが、食事になると個々別々になってい 
くそうです。強い者がまず食べる、それから段  々
と弱い猿が食べる。そこで、限られた食物を食べ 
るには、同じ仲間でも、強いサルや先に食べてい 
るサルをできるだけ避け、余計な争いをなくし、 
餌を探し、その結果、自分だけで食べるようにな 
るそうです。 
一方、ゴリラは、群れの中で、序列を作らず、 

勝ち負けを決めない、上下関係をつくらないそう 
です。けんかをしても、仲裁者がいて、雄同士の 
けんかにもメスや子どもが堂々と中に割ってはい 
る。そして、最後は互いに目をみつめ、顔をつき 
 

あわせて仲直りをするそうです。そのことは、食 
べ物を分け合っていることにつながっているよう 
です。 
この２者にみられる違いは、知能の違いではな 

く、社会性にあるといえます。自分と相手のどち 
らかが強いか弱いかで態度を決めるのではなく、 
相手が何をしたいのか、自分が何を望まれている 
のかを汲み取り、どのような態度を取るべきなの 
かを考えることにあるといえます。すなわち、ゴ 
リラには共感能力があるといえます。反対に、優 
劣の社会であるサルは相手の表情を読み取る必要 
がないということにもなります。 
昨年話題となった東山動物園の「シャバーニ」。 

写真をみるとその表情や視線から相手の気持ちに

入り込む様子があり、そのことが「イケメンゴリ

ラ」と呼ばれているような気がします。 
（参考：山﨑寿一「サル化する人間社会」） 
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「キャリア教育」の視点で見つめたドイツ 

駄知中学校  澤村 志乃 

我が家のキッチンには、「関の刃物」と「ドイツ

のナイフ」が並んでいます。キッチン用品売り場

に行くと、優れた機能をもつドイツ製の道具が多

く並んでいます。こんな身の回りのものから、自

動車のようなものまで「ドイツ製」の工業用品は、

世界中で愛されています。「マイスター」といえば、

日本でも「高

い技能をもっ

た職人さん」

という意味で

通じる言葉で

すが、ドイツ

では国家資格のことで、高い学歴をもつことと同

じように、「マイスターになりたい」とあこがれを

もたれる資格です。写真の男性は、マイスターを

もつ職人さんで、学校で技術の授業を担当してい

ます。このように、ドイツでは教職員以外のスタ

ッフが数多くいて、その多くがキャリア教育を支

えています。 
この度、この「マイスター制度」のあるドイツ

で、キャリア教育について学ばせていただく機会

をいただきましたので、ほんの少しですが、ご紹

介したいと思います。 
 

１．自立した子どもを育てる 
ドイツでは、伝統的な教育観を大切にしながら、

積極的な教育改革に取り組んでいます。資格取得

や確かな技能の獲得などをめざして、様々なキャ

リア教育が行われています。その中で、職場体験

先を子ども自身で探させるなど、「自立した」、「責

任をもった」子どもを育てることが重要視されて

います。 
２．子どもの強みを伸ばす教育 
一人一人の個性を大切にし、子どもの「強み」

を伸ばし、さらに「自信をもたせる」ことを目標

とした教育が行われています。これによって、子

どもたちは自分の存在を肯定的にとらえ、自分の

夢に向かって努力を続けています。 
３．学校外の機関との連携 
学校外の企業や職業関連組織などがキャリア教

育に対して理解を示し、様々な形で協力していま

す。学校だけでは高まりや広がりが弱い取組の実

現に大きく貢献しています。 
４．多様な民族を受け入れる 
ドイツは、多くの移民・難民を受け入れている

ので、文化、習慣、そして母語が多様な子どもた

ちが一つの教室で学習していました。様々な背景

をもつ子どもたちに対して、徹底してドイツ語の

補習授業を行っていました。 
 
今回、学ばせていただいたことは、日ごろの実

践にも大いに役立てることばかりでした。 
特に、２点目については、本校が課題としてい

る自己肯定感を高め、自尊感情を育てる取組に、

ぜひ参考にしていきたいと思います。 
ドイツの村には、「マイバウム（五月の木）」と

呼ばれる木柱が建っていま

す。そこには、この村には

どんな職人が住んでいるか

が分かるように、その仕事

を表す絵看板が取り付けら

れています。これを掲げる

ことは、自分たちの仕事の

質の高さや誇りの象徴だっ

たそうです。このような意識をもった職人が、今

でも息づくドイツ社会でのキャリア教育は、自立

した社会人として生活していく基盤となるもので

した。キャリア教育の道筋は、そのまま社会と密

接につながっていると感じました。国の状況も背

景も違うので、すべてを取り入れることは難しい

ですが、私もできるところから取り入れて、自立

した社会人を育てる一端を担いたいと思いました。 



 

 

１ 研究主題と研究内容 

 本校では以下のような生徒の姿を目指している。 
 
 
 
 
 そこで，研究主題と研究内容を以下のように設

定した。本年度は１と３に重点をおいて研究を進

めた。 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
２ 本年度の実践について 

（１）研究内容１において 

 ○英語科では，小中９年間を見通して，学年間・

学年内の系統性を明確にした指導計画「ＣＡ

Ｎ－ＤＯリスト（学習到達目標リスト）」を作

成した。このことにより，教師が到達させた

い生徒の姿を明確にもつことができ，生徒へ

の指導の手立てや評価を細かく行うことがで

きた。 

 

 
 
 濃南小学校は、新設校として児童一人一人の学

力を伸ばす校風作りを目指しています。研究主題

を「学び続ける子の育成～図書館教育を中心に～」

とし、図書館教育、個に応じた指導、家庭学習に

取り組んでいます。 
１ 図書館教育 

 児童が読書を好きになり、進んで読書すること

で「読む力」をのばすことができると考え、読書

に親しめる取組を進めてきました。 
① きたくなる図書館作り 

 ・児童が図書館を身近に感じ、気軽に利用でき

るようにワークスペースに図書館を設置 
・コンピューターによる貸出、蔵書の管理 
② みたくなる読書指導 

 ・市立図書館と連携して、市立図書館の本の貸

し出し、司書による読み聞かせ 
 ・保護者や地域の方々から読み聞かせボランテ

ィアを募って読み聞かせ 
 ・ブックトーク 
２ 個に応じた指導 

 少人数の良さを生かし、個に応じた指導援助を 
 

 

 

（２）研究内容２，３について 

○国語科では，終末の活動で，形式を統一して

まとめを書くことによって，まとめの視点を

明確にすることができた。そのため，生徒は

書くことに対する抵抗感が減り，達成感を感

じることができた。 

●終末の活動を仕組む時間の確保が十分にでき

ないことがあった。生徒が考えを広めたり，

深めたりすることができるような教師の問い

返しや発問の仕方を研究していきたい。 
●活動の意図と方法を明確にして，仲間と交わ

り合う活動を行えるような工夫を継続して研

究していきたい。 
（３）家庭学習の指導 

①家庭学習を見直す学活 

 ・家庭学習力アンケートを行い，それぞれの生

徒の結果をレーダーチャートに表して配付し

た。それをもとに，自分自身の家庭学習習慣

を振り返り，見直す場を設定することができ

た。 

②家庭学習に生かす生活ノートの活用 

 ・毎日計画を立てて，班内で確認し合うことに

より，生徒自身が家庭学習を見直す習慣が身

に付いてきた。 

③家庭学習の手引きの見直し 

 ・小中で連携をして互いの手引きの内容を見直

し，９年間を見通した手引きを作成した。 

 

 
 
大切にした授業実践を行っています。 
・書画カメラなどの ICT を活用した授業 
・教材教具を活用した体験的学習 
・図書を活用した授業 
３ 家庭学習 

 基礎学力の定着を図るために、中学校や家庭と

連携して家庭学習の充実に向けた取組を行いまし

た。 
・学期に１回の小中合同家庭学習強調週間の実施 
・濃南小検定の実施とそれに向けた自主学習 
 
 ２学期末の児童を対象とした学校生活アンケー

トをみると、「家庭での読書時間（１日当たり）」

で１０分以上読書している子が約８６％と読書の

習慣化が見られました。また、「どの授業もよくわ

かります」と約７６％の子が答えています。 
 スタートしたばかりの研究ですが、着実に子ど

もたちに変化がみられるようになってきました。

今年度の取組を見直して、さらなる子どもたちの

成長をはかれるよう、研究を進めていきます。 
 

土岐市教育委員会研究推進指定校 1 年目の取組 土岐市立土岐津中学校 

研究主題 

確かな学力を身に付ける生徒の育成 

  ～「小学校からの教科専門性向上 

新システム開発事業」に関わって～ 

研究内容 

１ 系統性を明確にした単元・題材の構造化 

２ 学習過程の工夫 

３ 評価の工夫 
 

・考えや思いを表現し合う姿 
・仲間とともに学び合う姿 
・授業と家庭での学習を意欲的に取り組む姿 
・ 

は じ め の 一 歩     土岐市立濃南小学校 



 
 
Ⅰ 学力分析などによる児童生徒の実態について 

≪H27.5 NRT 結果≫  ≪H27 全国学力・学習状況調査≫     ≪実態からの対策≫ 
 
 
 
 
 
Ⅱ 分析の結果・児童教師の実態からの指導改善の重点（共通理解して取り組んでいること） 

 

 

 

 

 

 
Ⅲ 学力向上計画訪問の視点と具体的な指導・援助などの手立て 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ 学力向上計画訪問においての成果と課題 

成果 

・算数科の指導においては、全校に共通理解が図られ、児童に学び方が身に付いている。 

・児童の意識調査、教師の指導の振り返りを定期的・計画的に行うことで、次の課題につなげていくい

ようなサイクルを生み出すことができた。ステップアップしていくシステムづくりができた。 

・授業では、考えや学習状況を表出する場を保障したことで、個に応じた支援としての個の学習を支え

る教師の営みがより生み出された。（グループ交流の位置づけ、意思表示プレートの活用） 

課題 

・算数科で明らかになった成果を、他教科にも広げていく。 

・引き続き「学習状況の見届け」の視点を明確にして行い、個人追究時だけでなく全体交流の場での個

の見届けも大切にしながら指導に生かしていく。 

平成２７年度「学力向上計画訪問」の実践紹介     土岐市立泉西小学校 

○算数は力が付いている。 
△国語は概ね平均的。読む

こと、続いて漢字の読み
書き、目的に応じて構成
を考え書くこと、話題に
沿って話し合うことに弱
さがみられる。 

○算数は学力、意欲関心態度と
もに高い数値にある。 

△全体的に県の平均を下回っ
ている。 

△規範意識・自尊感情など、昨
年度と比べかなり下回って
いる。 

・話す姿を鍛える→表現の場の保障 
・学習状況の見届けの視点を明確に

し、意識して行う。 
・児童がわからないと言え、そこを

はっきりさせられる学び合いを。 
・ねらいに迫る教師の支援を行う。 
・家庭学習習慣の定着を図る。 

授業改善 
・今までの研究から明らかになった算数科指導方法

（成果）の共通理解 
・課題への取り組み 
・児童・教員の意識（アンケートによる意識調査）を

生かした授業改善の推進 
・ステップアップタイムの充実 
 

研究授業 ４年生 算数「面積」（５／１１）複合図形の面積を求める授業 

＜学力向上に向けてのねらい＞ 

１ 仲間と関わり合って学習できるよう、一人ひとりが発言する場を設ける。 

⇒視点 個人追究後にグループ交流を仕組んだことが、個人追究でもった考えを広めたり深めたりする

ことに有効であったか。 

・グループ交流のポイントが明確で、交流の仕方が定着していたので、自分のわかった、わからないが

表出できていた。交流の中で仲間の考えを取り入れる姿、教え合う姿があり有効であった。 

→まず話せる集団づくり、交流の仕方の定着、交流の目的・場・形態を教師は明確に 

・わからないが表出できてもグループ交流ではわからない児童もいた。深められなかったのが惜しい。 

 →教師の見届け、支援、教材の工夫（その後の全体交流で活かせるような方向で） 

２  学習状況の見届けをよりはっきりさせるために、意思表示プレートを活用する。 

⇒視点 意思表示プレートによる個の把握が、教師の指導援助に有効であったか。 

・「わからないところからはじめる授業」を意識していた。①わからないをどう表 

出させるか ②分かっているか分からないのかはっきりさせる力をつけること 

が大切だと感じた。そういった意味で、意思表示プレートは有効であった。 

 

学び合いの基礎づくり 
・「聞く力」「話す力」をつける 

→学習集団を育てていく 

家庭・地域との連携 
・家庭学習の在り方の共通理解 
・生活の見直しのための 

実態調査→個人懇談 

意思表示プレート 

学力向上の取組から 



「私の授業づくり」 

目的・願いをもって育てる 
泉西小学校 教諭 戸松 拓也 

  
算数科の授業において，「立式はできる」，「計算   ノートを使って説明をしたりする姿も見られまし 

もできる」。しかし，「立式の根拠を説明したり，   た。 
計算の仕方を説明したりするとなると手が止まっ        グループ交流を行うと時間がかかるため，内容 
てしまう」という児童はいませんか。今年度，私   によっては，グループ交流を取り入れないほうが 
が担任しているクラスにもそのような状態の児童   ねらいに近付くことができた時もあったと思いま 
が多く，気になりました。                          すが，思考の整理，深化，統合をさせたい時にグ 
 そこで，『話すことに慣れる』ことと，『さまざ      ループ交流は有効であると感じました。 
まな表現方法に触れる』ことを目的として，グル        改善すべき点はまだまだ多くありますが，目的 
ープ交流を取り入れた授業を多くおこないました。    としている『話すことに慣れる』，『さまざまな表 
すると，少しずつではありましたが，言葉や図，      現方法に触れる』ことに関しては成果があったと 
数直線などを用いながら，自分の考えを表現する      思います。どのような活動であっても，『何のため 
ことができるようになりました。また，仲間の考      におこなうのか』という『目的』を明確にしなが 
えと自分の考えとを比べながら話を聞き，自分の      ら，児童の実態に即した活動をこれからも実践し 
考えに自信をもつことができたり，仲間の考え方      ていきたいと考えています。 
のよさに気付き，全体交流をするときに，仲間の                                                                    

 

「私の学級づくり」 

仲間との関わり合いを通して願う、集団と個の成長 

肥田小学校 教諭 河合 哲仁 

 

 私は担任として、子どもたちが「この学級の一   声をかけて雰囲気（士気）を高めていくかという 

員だ」という所属感や、「この学級でよかった」   工夫や苦労が伴う。そこでの仲間との関わりをい 

という満足感を得るように重点を置き学級づくり   かに充実させていくかが、本番での達成感をより 

を考えている。そのために全員で「そろう」こと   高め、行事などの価値の理解をより高めることに 

と、勝負に「勝つ」ことを基盤とし、「自分たち   もつながると考える。 

でやり遂げた」という達成感につながるよう指導    また、これらの仲間を意識した取り組みは、集 

している。                    団で取り組む行事だけに効果を発揮するわけでは 

「そろう」とは、姿勢や声をはじめ、目的のた   なく、授業姿勢にも関わり、個々の学力の向上に 

めの状態に全員が準備できていることである。そ   も大きく影響している。 

の状態になるためには、学級や仲間のことを考え    私は、本校への転任が初の小学校ということで、 

たり、意識したりすることが必要で、その姿や習   中学との違い（差）に大きく戸惑ったが、そこで 

慣が「いつでも仲間が同じ気持ちで動いてくれる」  小・中学校の相違を見出し、中学校生活へのつな 

という安心感につながると考える。         がりを意識しながら、学級での自尊心や学習意欲、 

 「勝つ」ことにこだわるのは、そのための効率   判断力・行動力の向上のための指導に力を入れ、 

のよい練習計画を立てる力や、仲間にどのように   学級づくりに向き合っている。 

 



 
 
 
 
                         
  

私は土岐市にお世話になる前の２年間、瑞穂市

の生涯スポーツ推進に関わる仕事をさせていただ

いていました。その中で、何種目かの競技の日本

代表の方と直接話をさせていただく機会を得まし

た。私は、その中の一人の女子学生を忘れること

ができません。 
瑞穂市においてぎふ清流国体ボウリング競技開

催準備を担当していた当時、岐阜県選手団の一員

で、地元の大学に通っていた彼女に、練習や試合

でたびたび会う機会がありました。そのたびに彼

女は「ありがとうございます。」「おかげさまです。」

という感謝の言葉を、一担当者である私にまでか

けていただきました。彼女のその言葉は、私にと

って「心にひびく言葉」となっています。 
 周りに常に感謝の気持ちをもつことができるよ 
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うな心の人が一流になれるのか、一流になる過程

で周りの人に感謝の気持ちをもてるように心が育

つのかは分かりませんでした。 
しかし、教師である私には、どの子も心から「あ

りがとうございます。」という感謝の気持ちをもて

るような「心」を育てる教育の大切さを教えても

らった気がしています。この感謝の言葉はほかの

一流選手からも同様に聞くことができました。心

が育った選手こそが、自分の力を十分に発揮でき

るのです。今の私にとって「心」を育てる教育の

推進が、教育課題の一つとなっています。 
 地元開催の国体で彼女は成年女子個人戦で準優

勝という輝かしい成績を残し、その年日本チャン

ピオンにもなり、現在日本代表として活躍してい

ます。 
 

「私の心にひびいた言葉」 

「ありがとうございます。」 

◇土岐市教育実践論文 入賞者 

 今年度は３６点の応募があり、１月１２日の審査会で下記のように入賞者が決まりました。 
《優秀賞》 江﨑 大三（西陵中）「自主的に考え、判断し活動に移す生徒の育成」〈学級経営〉 
      西村 育子（駄知小）「通常学級で困り感を抱えている児童が生き生きと活動す

る通級指導教室の支援の在り方～通常学級担任と保護者

連携を密にしたＡ児の指導を例に～」〈特別支援〉 
《優良賞》 道下 直矢（駄知小）〈学級経営〉 水野 智恵子（土岐津中）〈健康安全〉 

 佐々木 武（西陵中）〈社会〉 駄知中学校〈特活〉 
《新人賞》 福島 良太（土岐津小）〈理科〉 後藤 恵（泉小）〈国語〉 
      久保岡 紘代（泉西小）〈学級経営〉 ሽ方 冴香（駄知中）〈英語〉 
《入 選》 杉本 繁征（土岐津小）〈特活〉 吉村 海人（駄知小）〈社会〉 
      小倉 綾乃（肥田小）〈理科〉 石塚 文香（泉小）〈体育〉 
      鈴村 友浩（泉小）〈学級経営〉 西垣 波瑠香（泉小）〈体育〉 
      頼富 紗也（泉小）〈学級経営〉 
◇平成２７年度東濃地区学校図書館教育賞 入賞校 

《優秀賞》 土岐市立妻木小学校（読書指導） 




