平成２７年度

大阪教育大学附属平野小学校

研究だより

vol.２

「学びを創り続ける子どもの育成」にむけて・・・
小学校では、一昨年度より『学びを創り続け
る子どもの育成』を主題とする実践研究に取り
組んでいます。
本年度は、３年次計画のまとめの年として
学びを創り続ける子どもの育成
〜学びを創り続けるカリキュラムづくり〜
のもと、「学びを創り続ける子ども」の育成の
ためには、どのような視点でカリキュラムづく
りを進めていけばよいのか、研究を進めていま
す。
子どもが６年間を通して学びを連続発展し、
「学びを創り続ける状態」を継続していくため
には、「学びの必然性」があるカリキュラムを
編成することが重要であると考えます。
子どもの思いや願いにもとづいた、あるい
は、実生活とつながりがある課題から、カリキ
ュラム開発に取り組むことで、「◯◯するため
に、学びたい。」
「学んだことが、◯◯に使える
かも！」と、子どもたち自身が学びの必要性を
感じ、より没頭して学習に取り組むことができ
るようにしていきたいと考えています。

本年度の取り組み
本校では、①外部講師との研究の「共同化」、②これまでの研究のさらなる「深化」、③研究
サイクルの「定着」を研究の基本方針とし、研究を深めていっています。
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研究のＰＤＣＡサイクルをミクロレベル・マクロレベルで取り組むことで、子どもたちのみ
ならず、教員が「学びを創り続けていくこと」ができると考えています。
研究主題
国語

「主体的な表現者」を育むカリキュラムづくりの視点
～「学びの言語」の習得と活用～

社会

本校社会科における
コンピテンシーベースのカリキュラムづくり

算数

子どもの算数的な「気づき」でつなぐ
カリキュラムづくり

理科

学びを創り続ける理科の授業
～学びを創り続けるカリキュラムに着目して～

生活
総合

気付きの連鎖で育てる自他尊重の生き方を考える子ども
～探究的な活動で深める気付き～

音楽

音楽的感受力を高め学びを創り続けるカリキュラムづくり
～郷土の伝統音楽を通して～

図工

学びを創り続ける図画工作科の授業
～主体的に発想・構想の能力を働かせるカリキュラムづくりについて～

概要
「学びの言語」の形式を習得し、それを主体的に活
用できる表現者をカリキュラムづくりを通して育
んでいきます。
本校社会科におけるめざすべき子ども像が育つた
めに３つのコンピテンシーに着目し、カリキュラム
編成に取り組んでいきます。
連続発展につながる子どもの算数的な「気づき」を
生かした、
「気づき」でつなぐカリキュラムをつく
る視点を明らかにしていきます。
理科の学びの積み重ねを大切にしながら、理科と他
教科・領域との関連について探っていきます。
生活科と総合的学習の特長をふまえ、子どもたちが
さまざまな活動や体験を行うことを通じて「気付
き」を連続発展させる中で、自分自身を大切にし、
他者を尊重する生き方を考える子どもを育ててい
きたいと思います。
小学校６年間を通した系統的な郷土の伝統音楽の
カリキュラム提案を手がかりに、学びを創り続ける
子どもを育成することができる音楽科のカリキュ
ラムづくりの視点を明らかにしていきます。
子どもの「もっと○○したい」という思いを題材に
活かすカリキュラムづくりを進めていきます。
「自分事」と捉えられるカリキュラム作成を通し

家庭

生活を見つめ、より良い生活を創り続ける て、これまでの学びを関連付けながら、自らの生活
を振り返り、より良い生活を創り続けることのでき
子どもを育てるカリキュラムづくり

体育

「没頭」することで
「思考力」が育つカリキュラムづくり

道徳

学びを創り続ける道徳の授業
～道徳的価値の内面化を図るカリキュラムづくり～

外国語
活動

コミュニケーションを通し
学びを創り続ける外国語活動のカリキュラム

る子どもの育成を目指します。
教師が学びへの「没頭」を引き出すことで、子ども
自ら「思考力」を育み、その「思考力」を他教科・
領域、実生活にまで活かせるカリキュラムを探って
いきます。
道徳の時間と各教科・領域や学校行事などとの関連
性を明らかにし、学びを創り続けるカリキュラムづ
くりの視点を、道徳的実践を方向づける人間性を育
むための「道徳的価値の内面化」から明確にする。
外国語活動を通し、お互いの思いに共感したり、違
いを認めたりしながら学びを創り、その達成感から
次の学習意欲へと連続発展させていくカリキュラ
ムづくりを目指します。

国語科

「
『主体的な表現者』を育むカリキュラムづくりの視点」
〜「学びの言語」の習得と活用〜

国語科では、
「『主体的な表現者』を育むカリキュラムづくりの視
点〜学びの言語の習得と活用 〜」テーマのもと本年度
の研究を進めています。
国語科で
学習するスキル

実践

主体的な表現者
思考

上級生と学校を「説明する」文章を考える姿

他教科・領域
子どもの日常

「説明する」「報告する」など、学びの中で使われて
いる言語を、相手に伝わる「適切な形」で習得。そし
てそれをスキルとし、子どもが日常の中で「何に使え
るかな？」
「これに使いたい！」と思考しながら活用・
実践できる姿をめざしています。
書いた文章をもとに

理科「

新入生に学校を「説明する」姿

学びを創り続ける理科の授業

理科では、研究テーマ「学びを創り続ける理
科の授業」のもと、豊かな自然観に基づき、よ
り望ましく生きる子どもを育むことをめざし
ています。本年度は、これまでに見出した授業
づくりの視点をもとに、学びを創り続けるカリ
キュラムに着目して研究を行います。
1 学期の授業実践
5 月には 6 年「富士の大地の謎にせまる」で、
6 月には 3 年「スーパーカーをつくろう-風と
ゴムの力で動く車-」で研究授業を行いました。
6 年「富士の大地の謎にせまる」では、修学旅
行で訪れる富士山を学びの対象とし、大地のつ
くりと変化に焦点化して理科の学びの過程に
位置づけました。実際に訪れる場所の大地の特
徴やそれらを形づくった地球の活動について
調べてから、富士山を訪れることで、観察の視
点をもち、実感を伴った理解や感動へと繋がる
と考えました。調べたことや現地での学びを表
現する際には、国語科での学びとも関連付けら
れた活動となります。

」

春 の 公 開 授 業
本年度の研究主題をうけ、春（５月）に校内
研修会（授業公開＆授業討議）を行いました。
校内の教員に、各教科・領域の授業を公開し、
意見交換を通して、本年度の取り組みへの共通
理解を深めていく場となっています。互いに切
磋琢磨できる授業研究を行うことで、教師自身
が学び合い、学びを創り続ける集団となってい
くことをめざしています。
第１年次よりご指導いただいている鹿毛雅
治先生（慶応義塾大学）、前学校長の木原俊行
先生（大阪教育大学）にも来校いただき、より
研究を深めていくことができました。

「学びを創り続ける子ども」を育むカリキ
ュラムづくりをめざし、各教科・領域が授業
提案をしました。
子どもたちにとっての「学びの必然性」と
は何かを考えることを通して、子どもたち
が、自ら「学びたい」と思うことができる、
共に「学び合いたい」と思うことができる授
業づくり・カリキュラムづくりを進めようと
しています。
授業討議では、それぞれの取り組みを踏ま
え、「学びの必
然性」とは何か
を見出していく
ことができるよ
うディスカッ
ションを深め
ています。

学びの「ユニバーサルデザイン」／共同研究
附属平野小学校のある平野地区には、附属幼稚園・附属中学校・附属高等学校・附属特別支
援学校、そして、本校の五校園があります。
本校園では、子どもたち１人ひとりの思いを大切に、子どもたち全員が学びを深めていくこ
とができる授業のユニバーサルデザインに着目し、共同研究を行っています。
授業のユニバーサルデザインとは
私たちの生活の中には、シャンプーボトルの横の凹凸やノンステップバスなど、たくさ
んのユニバーサルデザインがあります。子どもたちの学びの場である授業においても、誰
もが同じように学びを深めることができる手立てとして「授業のユニバーサルデザイン」
という視点が取り入れられています。

本校では、これまでより、すべての子どもたちが学びを深めることができるように、学習活
動におけるさまざまなユニバーサルデザインについて考え、取り入れてきました。昨年度まで
の研究を踏まえ、本年度は、子どもたちが共に学び合う場の保障（「学び合い活動」）、そして、
その学び合いを支える ICT の活用の在り方、さらには、この２つの手立てのより有効な授業に
おける取り上げ方に着目し、授業づくりを進めています。
学校は、子どもたちが、さまざまな気付きを寄せ合い、学びを紡ぎ出していくことのできる
場です。一人での学びでは気付くことのできない、新たな気付きに出合い、価値観を広げてい
くことができます。
そのような中で、より具体的に事象と出合ったり、お互いの思いを共有したりすることで、
よりお互いの思いを共有し合い、新たな価値観の創造へと繋げていくことができるように映像
や画像、さらには検索手段として ICT を活用しています。このような学校での学びによる気付
きが、一人で学びを深める場に戻ったときに、
「インターネットを使ってしらべてみよう」
「プ
レゼンテーションをつくって、みんなに調べたことをわかりやすくつたえよう」など、さらな
る学びを創り出していくことにつながると考えています。

Ｏｐｅｎ

Ｃａｆé

授業実践・講習会「Ｏｐｅｎ Ｃａｆé」と
は、本校の教員が講師となり、若手や新任教
員、または、教員を目指す学生を対象にした
公開授業を行い、授業後には、授業づくりや
先生の指導の在り方などについてレクチャー
する取り組みです。
本年度は、７月２１日（火）と８月３１日
（月）の２回開催します。
２日間の授業公開では、各教科がその専門
性を発揮し、本校独自の教育観「平野スタイ
ル」
（本校書籍『平野の知恵袋』に詳しくは掲
載しております）にもとづく授業を提案しま
す。
授業公開後の講習会では、授業公開を踏ま
え、各テーマにもとづいたワークショップや
グループディスカッションを行います。各教
科が趣向を凝らし、本校独自の教材研究の在
り方、板書づくりなど授業を創っていくポイ
ントについての講習、また、参会者のみなさ
まの日々のお悩みを共に考えていくといった
場を考えております。
講習会後の全体会では、各教科・領域のブ
ースを設置し、教科を超ええた本校の取り組
みについて幅広く交流していただくことがで
きるようにと考えています。

コラム

学びを創り続ける架け橋 ～教科ノート～

本校の教員は授業のない時間になると，すごい勢いでノートの○つけを始めます。全校児童が
日々の出来事や思いを綴った「自由ノート」，3 年生～6 年生が日々の学習（国，社，算，理）に
ついてふりかえったり発展させたりしてまとめる「教科ノート」の指導です。他クラスのものを見
ることもありますので，多い時では 1 日に 100 冊以上になります。
中でも，教科ノートは子どもにとって授業と授業をつなぐ役割を果たします。この取り組みのポ
イントは，その日の授業を「広める」「深める」「反復する」「補充する」4 つです。そして，教科
ノートに取り組んで感じたり考えたりしたことを最後に簡単にまとめます。
子どもたちは，毎日この自宅学習に取り組みます。その結果，その日の授業は家でふりかえられ，
整理された知識となって，あるいは新たな疑問となって，次の授業への入り口となっていきます。
すなわち，授業と家庭，家庭と学校をつなぐ架け橋なのです。

