
津和野町立津和野小学校（平成 24・25年度指定） 

１ 研究主題 

     

 

 

２ 主題設定の理由 

（１）児童の実態から 

本校の児童は、明るく、言われたことは一生懸命しようとする素直さがある。反面、自ら判断し、主体的

に行動する力、自ら立てた目標に向かって努力する持続力が、まだ不十分である。 

学習では、集中して課題に取り組む児童もいるが、できないことや苦手なことを克服しようという意識が 

低い児童もおり、個人差が大きい。発表においても、自分の思いや考えを進んで伝えようとする児童は限ら 

れている。分かっていても人任せにしたり、間違いを恐れたり、周囲の反応を気にしたりして、発表に消極 

的な児童も多い。また、相手の発言を尊重しながら聞く意識が低い児童もおり、互いに話し合いながら学習 

を深めるところが不十分である。 

そこで、本校では、本研究を通し、人権尊重の精神に満ちた環境づくりを基盤に、仲間と語り合い、尊重 

し合う場を大切にした集団作りや授業を通して、主体的に判断し行動できる児童の育成を図ることにした。 

（２）本校の教育目標から 

   本校は、教育目標を「自他を大切にし、共に学び、きたえようとする子どもの育成」とし、めざす児童像 

を次のように設定している。 

     ～もっと 仲良く はっきり～ 

   ・支え合う子  受容と支援   ・伝え合う子  集中と主張   ・たくましい子  自主と自律 

   この具現化を図るためには、一人一人がお互いの良さを知り、認め合う支持的風土に満ちた集団が基盤と 

なる。その中で、互いの思いを語り合うことを大切にしながら学び合う授業実践を行うことで、確かな学力 

の定着と向上に努めるとともに自己の生き方を見つめ、たくましく生きる力を育んでいくことが大切である 

と考える。                          

（３）人権教育の目標から 
    一言で言えば、人権教育の目標は、自他を大切にすることである。そのためには、互いに認め合い、支え 

合うことが重要になってくる。そうした中で、自分の思いを仲間と自由に語り合うことができれば、自らの 

判断で主体的に行動できる児童が育つと考えている。 

   以上のことから本主題を設定し、その具現化をめざすために、研究・実践に取り組むこととした。 

 

３ 人権教育推進上の観点及び観点別学年目標 

＜ 人権教育推進上の観点 ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

    学年 

観点 

低 学 年 

高 学 年 

Ａ 支え合う力 
お互いを認め合い、共感的に理解する。 

お互いを共感的に理解し、互いに伸びていこうとする。 

Ｂ 伝え合う力 
人の話をしっかり聞き、自分の意見を言うことが言うことができる。         

                   相手の考えを尊重しながら、意見交換をすることができる。    

Ｃ 実践する力 
自分で気がついたことを進んで行動できる。                                

話し合いながら、集団のために自分でできることをしようとする。 

Ａ 支え合う力   お互いを認め合い、支え合いながら成長しようとしている。 

Ｂ 伝え合う力   しっかり聞き、自分の考えを発表し、主体的に学習している。 

Ｃ 実践する力   自分や集団をより良いものにするために、自ら考え、判断し、行動しようとしている。 

仲間と語り合うことを通して、主体的に判断し行動できる児童の育成 

 

観点別学年目標 



４ 研究内容と具体的な取組 

  本校では、研究主題にせまるため、次の６つの研究内容に取り組んだ。 

 

（１）人権感覚に満ちた環境づくり 

  

 

 

 

 

○人権意識を高めるための教職員研修 

・社会科における同和問題学習          ・中村清志さんを囲んでの研修 

・「実態から学ぶ」 

○職員の人権感覚の高まりをめざして 

・チェックリストによる自己評価         ・子どもから学ぶ 

・健康づくり大作戦               ・ほっと❤ハートアンケート 

 

＜実践例＞ 

 ・チェックリストによる自己評価 

     学校生活の一日を振り返り、人権感覚に満ちた「環境づくり」「集団づくり」「授業づくり」がなされ 

ているか、学校生活全般を人権の視点から捉え、自らの人権意識を高めるためのチェックリストを作成

した。 

 

自らの人権感覚を高めるための意識チェックリスト 

                  （４：できた ３：概ねできた ２：あまりできなかった １：できなかった） 

             内           容 評    価 

登下校の安全に対する配慮がしてあるか。 ４ ３ ２ １ 

登校してきた児童が教室に入った時、気持ちよく過ごせる準備がしてあるか。 ４ ３ ２ １ 

健康観察を丁寧にしているか。 ４ ３ ２ １ 

朝の会、帰りの会は、一日の節目になっているか。 ４ ３ ２ １ 

給食の時間の意味づけがしてあるか。 ４ ３ ２ １ 

当番活動の意味づけがしてあるか。 ４ ３ ２ １ 

児童の背景を見ようとしているか。また、児童の問題を背景の責任にしていないか。 ４ ３ ２ １ 

児童のつぶやきに耳を傾けているか。 ４ ３ ２ １ 

クラスの全員に声をかけるよう努めているか。 ４ ３ ２ １ 

児童のよさを進んで広めるよう努めているか。 ４ ３ ２ １ 

児童の主体的な活動を保障しているか。 ４ ３ ２ １ 

みんなが安心して発言できる雰囲気づくりに努めているか。 ４ ３ ２ １ 

互いの発言を尊重しながら（最後まで）聴く集団づくりに努めているか。 ４ ３ ２ １ 

一人一人の理解度を把握し、丁寧な指導に努めているか。 ４ ３ ２ １ 

一人一人が活躍する場や課題を工夫しているか。（全員参加） ４ ３ ２ １ 

協力して活動できる場を工夫し、互いの考えや方法のよさに気づくようにしているか。 ４ ３ ２ １ 

児童が自発的、創造的な活動を行うことができるような場や用具を常備しているか。 ４ ３ ２ １ 

学習の成果物（作品等）にきちんと目を通し、評価しようとしているか。 ４ ３ ２ １ 

 

 [成果と課題] 

「人的環境づくり」では、教職員の姿（姿勢・態度）を教育環境の一つと捉え、教職員自らの人権意識の

変容、高揚に努めた。職員研修や人権意識チェックリストの活用等により、職員の人権意識を高めることが

できた。また、ほっと❤ハートアンケートの実施や日々の児童とのかかわり、職員間での情報交換を大切に

することで児童理解が深まり、一人一人を大切にしようとする意識が更に高まった。そして、職員間で思い

研究内容（１）－１   人的環境づくり 

児童にとって最も身近な人的環境は教職員である。そこで、教職員自らが人権感覚を磨く中で、児童と

職員の間に心の通う人間関係をつくることが、児童の主体性を保障し、実践力を育てる。 



を共有し、皆で子どもの成長を願い、支え合い、高め合うおうとする職員集団が確立されてきた。こうした

教職員の温かい雰囲気づくり（隠れたカリキュラム）に努める姿勢が、児童相互の温かい雰囲気を作り出す

ことにもつながったと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○校内掲示を通して 

・“あっ 見～つけた”コーナー    ・あったかハート、がんばりハート   ・つぶやきぽろぽろ 

○校内放送を通して 

・クラス紹介             ・津小キラリホットニュース 

 

＜実践例＞   

・あったかハート、がんばりハート 

          廊下の掲示板にコーナーを設け、見つけた友だちの良さをカードに書いて自由に貼ることができるよ 

うにし、全校で互いの良さを認め合うようにした。 

 

[成果と課題] 

「物的環境づくり」では、校内掲示や校内放送を通して、自分と他の人の大切さが認められるような環境

づくりを行った。人権学習での具体的な取組や成果等を掲示するだけでなく、児童の思いや経験したことを

広める場を工夫することで、児童は、多様な価値に触れることができ、共感的に受容するための想像力や感

受性を育むとともに、自他の価値を尊重しようとする意識が高まったのではないかと考える。また、児童の

思いを大切にした環境を整えることで、児童相互に、また職員・保護者・地域の方みんなで思いを共有し合

うことができ、心和む雰囲気をつくることができた。 

 

（２）お互いのよさを認め合う温かい集団づくり 

  

 

 

 

 

 

研究内容（１）－２   物的環境づくり 

研究内容（２）－１   子どもの良さを広める取組 

人権教育の取組や成果を紹介し合う場を設けるととともに、児童の思いや活動の様子等、日々の生活の

中で感じた児童の思いを大切に、互いに発信したり、共有したりできる掲示板や放送の活用の実践を行う。

この実践を通し、お互いを認め合い、支え合いながら成長しようとする力（支え合う力）を育てるととも

に（伝え合う力）を育てる。 

児童の集団への存在を認め、所属感を高めることができるよう、教職員が児童の良さを様々な場面で児

童に広げる実践を行う。また、児童がお互いの良さを知り、認め合う場を大切にした実践を通し、お互い

を認め合い、支えながら成長しようとする力（支え合う力）を育てる。 

 

1 年生のみなさんへ 

ロング昼休みに、ほとんどの人が進んでろう下やかいだんのそうじ

をしていて1 年生なのにすごいなと思ったよ。    （4 年児童）       

6 年の○○さんへ 

 なわとび集会の練習のとき、いつも1 年生にやさしくとび方を教え

ていていいなと思いました。             （5 年児童）      

5 年の○○さんへ 

 わたしがしょくいん室からおもいにもつをもって出てきた時に、○

○さんが手つだってくれたのでうれしかったです。   （2 年児童） 

６年の○○さんへ 

 そうじの時、1 年生や2 年生をリードしたり、「まだ終わってないよ」と声かけをしたりしていたのですごいです。みなら

いたいです。                                             （3 年児童） 



○職員が良さを広める 

・職員間での情報交換     ・ふんわりメール       ・学校だより 

・学級だより         ・保健だより 

○児童が良さを広める 

・帰りの会で         ・保健委員会の取組      ・掲示物を通して 

 

  ＜実践例＞ 

・学校だより                   ・帰りの会で 「ほめほめシャワータイム」 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

  

                                                   

・掲示物を通して 

  互いのいいところをカードに書いて教室に                             

 掲示した。                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [成果と課題] 

子どもの良さを広める取組では、まず、「子どもの良さを見つけよう」という意識を常にもって子どもと

日々過ごすようにした。意識することによって、今まで見落としていた子どもの良さをたくさん見つけるこ

とができた。そして、職員が様々な場面でこうした子どもたちの良さを広げ、共有し合うように努めた。職

員会での情報交換だけでなく、職朝や放課後、日々の会話の中で子どもの良さについて語り合うことで、よ

り児童理解を深めることができた。また、共有し合った良さを学級において朝の会や帰りの会等で話題にし

たり、たよりを通して、保護者や児童に広めたりするなど、様々な形で広めることで、児童は認められる喜

びを感じることができ、児童の集団への所属感を高めることにつながったと考える。 

また、児童が互いに良さを知り、認め合う場を大切にした。帰りの会や掲示物を通して、友だちを肯定的

に見る目を養うとともに、自分では気づくことができなかった友だちの良さを知るなど、感じ方の幅を広げ

ることができた。また、友だちの思いや良さを共感的に受け止め、受け止めた思いをいろいろな形で発信し

ようとする姿が見られるようになった。思いだけにとどまらず、行動として表れるようになったことは、こ

の取組の成果と言える。 

「ありがとうございます」は、誰？ 

 ２学期になってすぐの放課後のことです。２階の廊下を松浦 

先生と永島先生が掃除をしていました。 

「休み明けはやっぱりほこりがすごいですね。」 

「そうですね、砂も入りこんでいますね。」  

などと話しながら二人で廊下を掃いていました。その時です。  

「ありがとうございます。」  

という声が聞こえました。 

「えっ、今の声、誰でした。」 

「涼太さんの声だったような…」  

と言いながら、声のした方に行ってみると、５年の涼太君が何 

事もなかったように立っていました。 

「やっぱり涼太さんか。」  

「そうでしたね、気持ちいいですね。」  

と二人は感心しながら元の場所に戻りました。するとそこでは、 

６年の井東さんと高杉さんが、二人の集めていたゴミをちりと 

りに片付けてい ました。 

「廊下もきれいになったけど、なんだか気持ちもいいですね。」 

「涼太さんや井東さん、高杉さんのおかげですね。」        

 （学校だより「津和野っ子」９月号より）  

 “今日のきらりさん”として、一人の友だちのい

いところを他の子どもたちみんなで見つけ、紹介し

合う場を設けた。互いの良さを共有し合い、温かい

雰囲気をつくることができた。 



 

 

 

 

 

 

○学級において 

・学級の歌              ・係活動          ・近県音楽会に向けて 

・クラスエール作り          ・誕生日祝い隊       ・ミニミニ音楽会 

○児童会活動において 

・給食委員「誕生日給食」「団結給食」  ・計画、体育美化委員会「そうじ集会」 

・図書委員会「よむよむ読み聞かせ会」 

○学校行事において 

・津和野っ子フェスタに向けて      ・運動会に向けて      ・縦割り遠足に向けて 

○授業を通して 

・図工「鑑賞」「掲示・展示」を通して  ・体育「ラインサッカー」「とび箱」の学習を通して 

 

＜実践例＞ 

・ミニミニ音楽会 

 音楽の授業で取り組んだ合奏を他学年のみんなに聴いてもらおうという 3 年生の自発的な取組がもと

になり、いろいろな学年が自主的に参加するミニミニ音楽会を開くことになった。 

 音楽会当日は、発表学年以外の子どもたちがたくさん集まり、学級の一体感とともに、学校の一体感が 

感じられる時間となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[成果と課題] 

一体感を高めるための取組では、学級活動や児童会活動、行事、授業等、あらゆる教育活動を通して、児

童が所属感を感じ、存在感を認め合うことができるような取組を行った。学級や全校で、一つのことをみん

なで成し遂げる体験を通し、児童は、達成感を味わうことができ、学級や全校に一体感が生まれた。その際、

大切にしたことは、ただ漠然と活動することがないように指導者や児童が活動のねらいを明確にし、常に意

識しながら取り組んだことである。また、活動を通して感じた思いを書いて掲示したり、語り合ったりする

ことで、互いに共有し合ったことも集団の雰囲気を盛り上げることにつながった。 

係活動や児童会活動では、児童の創意工夫を生かした自主的な活動となるようにしたことで、一人一人が

主役となり、みんなのためになる活動を自分たちで作り上げようという意識が高まるとともに、自主的、実

践的な態度を育てることにつながった。また、活動を通して協力する喜びや達成感を味わい、学級の雰囲気

研究内容（２）－２   一体感を高める取組 

学校のあらゆる教育活動を通して、児童が所属感を感じ、存在感を認め合うことができるような個人と

集団の一体感のある集団づくりを進める。そうした集団を背景に、集団の一員としてより良い学校生活を

築こうとする自主的、実践的な態度を育てる。 

 

発表がおわった時、すごく大きなはく手だっ

たのですごくうれしかったです。それと、がん

ばって練習したせいかが出たのでよかったで

す。また、音楽会をやりたいなあと思いました。        

ミニミニ音楽会を見て、みんなすごいなあと思いました。理

由は二つあります。 

一つ目は、みんなチームワークがとても良かったからです。 

二つ目は、演奏をきいていた人がしずかにしていたことで

す。 

来年もあれば見る側ではなく、歌を歌ったり、演奏したりす

る側になりたいです。 



を盛り上げることにもつながった。 

このような取組を通して、今後、様々な問題に直面した際にも、自分たちの問題として捉え、解決に向か

って取り組んでいくような力を育むことができたのではないかと考える。 

 

（３）主体的に学習に参加するための授業づくり 

 

 

  

 

  

  ＜実践例＞ 

   第３学年 道徳    

主題名  素直にごめん [１－(４)反省・正直・誠実] 

        資料名  まどガラスと魚（生きる力3年 日本文教出版） 

            

人権教育推進上の観点   

友だちの意見を共感的に認め合いながら、助け合って話し合うことができる。 

（Ａ支え合う力） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究内容（３）－１   子ども同士がかかわり合う授業づくり 

児童が主体となり、共に語り合い、聞き合う授業を通し、互いを認め合い、支え合う態度を育てるととも

に、自ら考え、判断する実践力を育てる。 

Ｃ１：何でアジに見つめられたように感じたか分からないんだけ

ど、みんなには分かるんだったら教えて。 

Ｃ２：お姉さんのように謝って、ガラス代を弁償した方がいいっ

て教えてあげているんだと思うよ。 

Ｃ３：ぼくも、お姉さんのように正直に言った方がいいと思って

いるんじゃないかな。Ｃ１さんはどう思う。 

Ｃ１：私も、二人と同じでお姉さんが一軒一軒謝ったように、心

の中で「はやくおわびした方がいいよ。謝った方がいい

よ。」と思っているんじゃないかな。 

Ｔ ：アジの大きな目で見つめられた時、千一郎は、どんな気持ち

だったと思う。 

Ｃ１：早くあの家のおじさんに謝らないと。 

Ｃ２：早く言ったら、ほっとするよ。 

Ｃ３：ねこがやったことなのに、お姉さんは謝っていた。 

Ｃ４：お姉さんみたいに、早く謝っておけばよかった。 

Ｃ５：黙っていたら罪が重くなるし、やったことも心に残るから早

く謝った方がいい。 

C たち：ああ。（うなずきながら） 

           （略） 

Ｃ６：近所の人が持ってきたアジの干物に見つめられた時、ガラス

を割った家のおじいさんの顔に似ていて、早く謝った方がい

いって教えられた気持ちになったと思うんだけど…。Ｃ７さ

んはどう思う？ 

Ｃ７：Ｃ６さんと似てて、おじいさんの顔に似ていて早くおじいさ

んに謝っておけばよかった…という気持ちだと思うよ。 

C8：（たくさん挙手している中で）C9 さん、まだ言ってないから、先に

言わせてあげようよ。 

C９：割ったの恥ずかしいし、でも言わなかったら後悔するし、 

   迷う… 

C たち：ああ。確かに。（うなずきながら） 

3人グループによる話し合い 

全体での話し合い 



＜実践例＞ 

   第５学年 道徳    

主題名  広い心をもって[２－(４)謙虚・寛容] 

        資料名  ブランコ乗りとピエロ（読み物資料とその活用 文部省） 

         

人権教育推進上の観点   

友だちの考えを大事にしながら、自分の思いを伝えることができる。（Ｂ伝え合う力） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4人グループによる話し合い 

全体での自由発言による話し合い 

Ｃ１：サムのやつと思っていたけど、これからはサムのことを見

習おう。 

C２：サムを憎んでいてもしょうがない。自分ががんばればいい。 

Ｃ１：なるほどねえ。Ｃ３ちゃん、何かある？まだ思いつかん？ 

Ｃ２：サムも一生懸命がんばっていたもんね。Ｃ４ちゃん、思い 

ついた？ 

Ｃ３：サムもスターになりたくてがんばっていたのに怒ってしま

った。 

Ｃ４：サムも目立ちたかったけど、ピエロも目立ちたかったんじ

ゃないかな。 

C１：でも、憎む気持ちだけだったんかなあ。 

Ｃ２：憎む気持ちというか、サムのいい演技がうらやましかった

から消えていった。 

Ｃ１：そうそう心の中は、うらやましかったんじゃない。 

Ｃ４：ちょっと、言い過ぎたかなあ。 

Ｃ３：それで、うらんでしまったのかあ…。 

Ｃ１：サムもピエロと同じで、スターになりたくてがんばっていた

んだと思います。 

Ｃ２：ごめん。 

Ｃ３：Ｃ２さんに聞きたいんだけど、何がごめんなんですか。 

Ｃ２：言い過ぎて。 

Ｃ３：その言い過ぎたのところをもう尐し詳しく教えてほしいんだ

けど。 

Ｃ２：サーカスが始まる前、アレキス大王のサーカスを見る時間は

一時間しかないから、伸ばすんじゃないぞとか言い過ぎてご

めんという気持ち。 

Ｃ４：私は、サムが一生懸命がんばっているのに、ぼくがスターだ

と自慢しているように言ってごめんという気持ちだと思い

ます。 

Ｃ５：ぼくは、最初は憎みたくなかったけど、うらやましくてあん

なに言い過ぎていけなかったなという気持ちだと思います。 

Ｃ６：ピエロはサムを憎んでいたけどサムも本当は目立ちたかった

…（小さい声で） 

Ｃ２：ちょっと聞こえなかったのでもう一度言ってくれん。 

Ｃ５：自信持って！がんばれ。（C6 に対するつぶやき） 

Ｃ６：ピエロはサムを憎んでいたけどサムも本当は目立ちたかっ

た。（大きい声で） 



[成果と課題] 

本校では、特定の教科において互いを認め合い、支え合う態度や自ら考え、判断する実践力を育むのでは

なく、すべての授業において、一人一人を大切にし、子ども同士がかかわり合うことに重点をおいて取り組

むことで、主体的に判断し、行動できる児童の育成をめざした。 

各教科、領域において、児童の生活場面や実体験に結びつく内容や課題を取り上げたり、資料提示や板書

の工夫をしたりしたことで、児童の学習への意欲が高まった。また、学習過程やワークシートを工夫したこ

とで、一人一人が自分なりの考えや思いを持つことができた。更に、一人一人の考えや思いを互いに共有し

合う場を大切にしたことで、児童相互のかかわりがより深まり、主体的な学習を展開することができた。 

話し合いの場は、各教科、領域の内容や児童の発達段階、実態に応じて、「ペア」「グループ」「全体での

自由発言」等、適宜スタイルを考え、自由に意見が言えるようにした。こうした話し合いの場を学習過程に

おいて効果的に位置づけることで、発言への意欲を高めることができた。 

また、話形にとらわれず、自由に話し合う雰囲気を大切にしたことで、素直に思いを語るとともに、一生

懸命に聞き、自然に語り合う雰囲気ができつつある。今後は、更に、真に語り合う姿をめざしたい。そのた

めには、話し合いの目的を指導者も児童も明確にするとともに、話し合いの場を効果的に位置づける指導者

の力量を高めることが大切であると考える。 

本研究を通して、一人一人を大切にしようとする教師の意識、そして、児童が思いを語り合う場を効果的

に取り入れることが、主体的な学びにつながることを再認識した。今後も、子どもたちが主体となり、自分

の思いを素直に語ると共に、相手の考えを受け止めることで自らの考えを深めていくことができるようにし

ていきたい。 

 

 

 

    

 

 

 

○特別支援教育啓発学習 

○第６学年 社会科の取組 

 

  ＜実践例＞ 

   ・特別支援教育啓発学習～“つわぶきの里”との交流活動～ 

     本校校舎には、障がいのある方々が仕事をしておられる“つわぶきの里”があり、 1年生や特別支援学 

級の児童が交流活動を行った。また、活動の様子をまとめたものを掲示版に掲示した。  

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究内容（３）－２   人権に関する知的理解を深める授業づくり 

人権の意義や内容、同和問題をはじめとする人権にかかわる学習を通じて、人権に関する知的理解を深

めるとともに、人権感覚を高め、身の回りの問題に気づき、自分のこととして考え行動しようとする力の

基礎を養う。 



[成果と課題] 

 ○特別支援教育啓発学習 

本校には、知的、情緒、肢体不自由、それぞれの特別支援学級がある。そこで、特別支援教育啓発学

習として、各学年ごとに具体的な例を出しながら、障がいに対する理解を深める学習を行ったり、つわぶ

きの里との交流活動を行ったりした。 

学習を通し、児童は、互いの違いを認め合い、みんなが楽しく生活を送るためには何が必要かを考えるこ

とができた。このように、人権に関する知的理解を深める取組として、各学年の発達段階に応じて系統立て

て行う啓発学習を今後も大切にしていきたい。 

○第６学年 社会科 

第６学年の社会科の学習では、グループでの話し合いの場を効果的に位置づけることにより、差別の

理不尽さ、不条理さに対する自分の思いをしっかり伝え合うことができた。社会の学習に限らず、様々

な学習において話形にとらわれない尐人数での話し合いをしてきた成果であり、安心して自分の思いを

伝え合う雰囲気ができていると言える。 

今後も、グループでの話し合いを効果的に取り入れ、自由に思いを伝え合う雰囲気づくりを大切にし

ていくことで、身の回りの問題を自分のこととして考え、行動できる力をつけていきたい。ただ、グル

ープでの話し合いでは、話し合いの内容を指導者が把握できないところがある。全体に広めたい児童の

発言を、どう吸い上げ、生かしていくかが今後の課題である。 

また、扱う資料や内容についての指導者の理解が不十分であると、指導にぶれが生じてしまう。資料

研究の大切さを改めて感じた。指導者だけでなく、全職員で資料研究をし、知識理解を深めていく必要

がある。 

 

５ まとめ 

   一つ一つの取組は、決して目新しいものではなく以前から大切だと言われてきたことである。本校で 

は、学校生活のあらゆる場面において、目の前の子どもたちに寄り添い、一人一人を大切にする意識を 

持ち、それを具体的な取組として実践していく研究を進めてきた。研究を進める中で、職員の意識がよ 

り一層高まるとともに、児童相互や児童と職員間のかかわりが深まり、学校全体が温かい雰囲気になっ 

てきたことは確かである。私たち職員の“意識の変容”がいかに大切であるか、本研究を通し再確認す 

ることができた。  

一方、研究を通して新たな課題も出てきた。目指すところはまだまだ先にある。今後も、研究を深め、 

実践を重ねることで主体的に判断し、行動できる児童の育成を目指していきたい。 


