
令和５年度 研究計画 

１ 研究主題と意図 

楽しく、分かる授業  一人ひとりが感じ、考え、発信する川東スタイル授業  

  

「楽しく、分かる授業」とは、子どもが考えることに価値を見出し、課題解決に向けて自走できる授業

デザインをするということである。学びにおける「楽しさ」とは、授業中、皆が顔を上げ、友だちと関わ

り合って課題を解決できることだと考えている。また、「分かる」ことは学習内容を自己認識し、達成感

を味わうことである。「楽しく、分かる授業」をめざすことで、一人ひとりが分かる手立てを講じ、自ら

学ぶ子どもを育てることができると考え、主題を設定している。また、感じ、考え、発信していくことが

「楽しく、分かる授業」を実現する方法だと考え、副題をこのように設定した。 
  

副題の「一人ひとりが」とは、子どもが課題を自分のこととして捉え、学習に意欲的に向かう様子を表

している。一斉授業の中で、「発言をしている児童が偏っているな。」と感じた経験は、教員ならば誰しも

が感じたことがあるのではないだろうか。「一人ひとりが」という言葉は、このような児童が「参加」す

る授業をめざすという意味である。具体的には、子どもが理解できるような手立てや、子どもが自分なり

に課題を捉えられる手立ての事である。また、一人ひとりにスポットを当てることは、安心感のある学習

環境を作り上げることと切っても切り離せない関係にある。授業をすることで、生徒指導機能を高める

ことにつながり、まさに「授業で学級経営する」ことにつながっていく。誰一人取り残されない学級づく

りを、授業をすることで実現できると考えている。 
  

「感じる」とは子どもが人・もの・ことに対して思いをもつということであり、その思いは調べたい、

もっと知りたいという意欲や、深い思考を生む動機につながる。人の強い思いに触れて自分も思いをも

ったり、今まで自分が感じていた常識がひっくり返るような出会いがあったりすると、「解決したい」「で

きるようになりたい」といった思いをもつようになる。つまり、「感じる」学習は学習材とのは魅力的な

出会いをどのように演出し、仕組むかにかかっている。子どもの意欲や思いを持続させるために、いかに

学習のねらいと子どものしたいことをリンクさせて単元を組むかも重要である。「感じる」ことが、教師

の手立てによって「楽しく、分かる授業」につながっていく。豊かな体験や日々の読書習慣、行事活動に

おけるマナーや態度等、学校生活全体のあらゆる機会を通して心を耕し、感じるためのアンテナである

感性を豊かにしていくことが「楽しく、分かる授業」の土台となる。 
  

「考え」とは、思考、判断、表現である。深く考えることで、楽しく、分かる学習となる。本年度は書

く活動を通して深く考え、学習したことを表現できるように研究や実践を行う。書く力は自分の考えを

表現することである。書くことで、自分の考えを明確にし、より深められるようにする。書く経験を繰り

返すことで表現力が向上し、思考も深まる。書く力の向上をめざし、毎時間の授業の最後の振り返りや、

行事や活動の後の作文活動に力を入れ、書く習慣の定着や、表現力の育成、思考力の育成を図っていきた

い。 
  

「発信する」とは、相手意識、目的意識をもって学び、伝えることである。私が１年間川東小学校で授

業を見てきた中で、最も重要だと考えるのは「発信する」ことである。学習して感じたり、考えたりした



ことを人に伝えるために形にして、表現して自分が何を学んだのか明確になる。それが研究主題の「分か

る」ことである。 

昨年度初めて開催した「龍っ子フェスティバル」や「探究発表会」では、発表した児童も見学した児童

も主体的、意欲的に活動をしていた。目を見張るのは当日の発表よりもむしろそれに向けての準備の段

階である。発表に向けての道筋を見通せたことで、集中力も増し、主体的に学習内容を整理し、相手に分

かりやすく伝えようと意欲的に活動を進める姿が見られた。また、発信することで表現力は向上する。友

だちの発信を「受信」することで対話による深い学びが推進されていく。発信の場があるということはそ

れだけ子どもたちが学びを深めるチャンスがあるということである。発信していく中で子どもは様々な

ことを考え、感じている。それを経て得た知識や概念、思考の習慣は子どもの記憶に刻まれ、また次の活

動をめざすための糧となる。糧を燃料に自走する子どもは真に「学びの主体者」となり、その学びの集団

はやがて大きなうねりとなって地域社会に働きかける波となる。そして、自分だけでなく、回りの社会や

環境を変える力となっていく。 

加えて、発信することは自分の言葉に責任をもつことになる。「発信する」活動を行う中で、責任をも

つ習慣を身に付けていくことにもなる。 
  

発信することは、そこから新たな課題を「感じる」ことにつながる。感じる、考える、発信することを

繰り返し行うことで質の高い学びとなる。その中で学びの楽しさを感じるとともに自己有用感が高まる。

こうして「楽しく、分かる授業」が自分のものとなっていくのである。 

今年度の取り組みは川東スタイルの授業を中心に、学校図書館教育を組み入れ、子どもたちがより主体

的に学ぶことができる環境を整えることをめざす。（川東スタイルについては次の章で解説する。）その

上で学習において子どもそれぞれが感じ、考えを深め、発信する授業を研究する一年間にしていく。 

 

２ 川東スタイルについて 

 過去４か年の研究により、川東スタイルの授業が定着してきている。日々実践することにより、「楽し

く、分かる」授業に近づき、学びに主体的に臨む子どもの育成につながると考えている。 

(１)４か年で共通理解した川東スタイル 

・学校教育目標と授業をつなげる（教育課程編成作業での年間計画をもとにする） 

 ・「考え」「表現し」「吟味し」「獲得する」授業 

 ・内容研究と教材研究による授業作り 

 ・しかけを大切にする 

 ・単元を通した課題設定 

 ・知識や技能の確実な習得（再構成のもとになる知識・技能の習得） 

 ・単元を通した課題に対する自分の考えをもつ 

 ・吟味の場面で考えを深める 

 ・「読む」「書く」「話す」「聞く」の学習を意図的に入れ、考えを言葉で表す授業。 

 ・板書や ICTで子どもの言葉をつなぎ、子どもに返す。 

 ・子どもが学習を振り返り、自己を評価する。 

 

 



(２)特に本年度大切にしたい視点 

 前年度の実践や研究主題を踏まえ、本年度の研究について以下の７項目を重点項目とし、実践を進め

ていく。 

① 学びに対する姿の育成 

「楽しく、分かる」授業を実践していくためには、まず授業に臨むための心構えができている必要

がある。学びに対する姿を育成していくことが研究主題実現への第一歩といえる。 

 ・学習用具の整備 

  ・正しい姿勢 

  ・学習規律 

  ・学習習慣 

  ・基本的な学習方法 等 

② 感じる学習 

子どもが思いをもった時、それを解決するための課題を主体的に設定することができる。感じる

ための手立てを講じることが自走する学習集団を育てる第一歩となる。 

  ・子どもたちの興味・関心に合わせた学習内容 

  ・学習の目的や意義の明確化 

  ・学習の達成感を与える 

・読書活動を通じた豊かな心の育成 

③ 単元で学習を組む 

 再構成を意識して単元構成をすることで、子どもが課題解決のために深く思考する授業を展開す

ることができる。 

  ・単元の学習問題 

  ・子どもの思考の流れを意識した単元計画 

・再構成を行うことによる知識・技能の定着、単元でめざす概念の獲得 

④ 書く活動を中心として、書く力を育成する 

書くことは考えるための手段である。書く力を育成することで、思考を表現し、深められる児童を

育成することができる。 

  ・作文指導による表現力向上 

  ・ノートに考えを書く活動の習慣化 

⑤ 表現・対話 

発信する活動の第一歩。最も身近な友だちとのやりとりを通して、相手の考えを受け止め、自分の

考えをまとめ、伝わるように話すことができるようになる。 

  ・聞く習慣を身に付ける 

  ・発信することを前提とした単元計画 

  ・授業に意図的に組み込まれた思考を深めるための対話 

⑥ 書くことによる振り返り 

 その授業中の学習内容を自分なりに再考することにより、学習したことを再認識し、深め、定着

させることができる。 



・振り返り３か条 

  ・自己を評価するための個人目標の設定 

⑦ 生活に生かす 

 生活に関連させることで、自分事として物事を捉えて再構成し、理解することができる。また、

生活と関連づけることで、発信するための動機につながる。 

  ・獲得した概念を児童の生活に照らし合わせ、自分事にした上で提案できる単元計画 

・他者に発信するための機会を作る。 

 

(３)学校図書館教育と川東スタイル 

令和７年度の香川県研究発表大会に向け、川東スタイル授業に学校図書館教育を取り入れる。あく

まで主体は川東スタイルであり、学校図書館の機能を生かし、より子どもの学びが深まる手立てを考

えていく。 

  学校図書館の機能として、「読書センター」「学習センター」及び「情報センター」の３つがある。 

 ⅰ.読書センター 

  読書に関する様々な活動や支援を行う機能。児童は読書に興味をもち、読書習慣を身に付けられ

る。主に感じる心、豊かな感性を育てていく。 

 ⅱ.学習センター 

  学習に関する様々な支援をする機能。児童は学習に必要な書籍や参考書を閲覧できるだけでなく、

学習のアドバイスや指導を受けられる。 

 ⅲ.情報センター 

  情報に関する様々な活動、支援をする機能。児童は必要な情報源を選択し、調べ学習や行事に活用

することができる。主に情報を発信するため資質を育む。 

 

  これら三機能のうち、研究主題と親和性の高い１と３を重点的に川東スタイル授業に取り入れるこ

とを念頭に、実践していく。 

 

「学校図書館教育を活用した川東スタイル授業の実現のための３か年計画」（令和５年度～令和７年度） 

１年次 

（令和５年度） 

「学校図書館教育を活用した川東スタイル授業の理論の構築」 

・川東スタイル授業を日常的に行う 

・「楽しく、分かる」授業を深めるために、学校図書館や資料を活用した授業を展

開する。 

・基礎部会では、児童の学びに向かう姿を整えるための手立てや環境づくりについ

て深めた研修内容を共有し、共通実践する。 

・探究部会では、学校図書館や資料を活用した学習について深めた研修を共有し、

共通実践する。探究的な学習活動において学校図書館教育等を活用してより活動

を充実できる方法を発信したりする。 

・読書教育により、感じる学びの土台となる豊かな感性を育てる。 

 



２年次 

（令和６年度） 

「実践を通した理論の修正」 

・図書館や資料を活用した楽しく分かる授業の実践をもとに、川東スタイル授業の

理論を修正し、整備する。 

・読書教育により、感じる学びの土台となる豊かな感性を育てる。 

３年次 

（令和７年度） 

「川東スタイル授業の発展」 

・図書館や資料を活用した楽しく分かる授業のさらなる実践をもとに、１年次、２

年次の研究を深化し、学校図書館教育を活用した川東スタイル授業を確立し、日

常化を行う。 

・読書教育により、感じる学びの土台となる豊かな感性を育てる。 

  

(４)生徒指導機能を生かした授業による「自走する学習集団」づくり 

子どもがより前向きに学習に向かう「自走する学習集団」をめざし、日々の授業において生徒指導機

能を重視していく。前向きに学習を行うことが、より「楽しく、分かる」授業を作る土台となっていく。 

生徒指導機能として、「自己決定の場を与える」、「自己存在感を与える」、「共感的な人間関係を育成す

る」の３つがある。 学習を進める中で、常に教師が生徒指導機能を「ウラの目標」として意識する習

慣をもつことで、学習集団が醸成していくと考える。 
  

① 生徒指導の三つの機能 

ⅰ.自己決定の場を与える 

 ・学習に興味・関心をもてるように資料や教材の提示の仕方を工夫する。 

 ・一人で調べたり、考えたりする時間を充分に与える。 

 ・学習方法や学習形態などを選択できるようにする。 

 ・多様な考えを生む発問などの工夫をする。 

 ・主体的に学べるように個に応じた支援を行う。 

 ・今日の学習を振り返り、これからの学習につなげるような場の設定をする。等 

ⅱ.自己存在感を与える 

 ・子どもの発言を大切にする。 

 ・つぶやきも積極的に取り上げて発言のチャンスを与える 

 ・授業の中で「よくできたね」「がんばっているね」など、承認や賞賛、励ましの言葉をかける。 

 ・児童の実態を見取り、授業のどの場面で生かすか見通しをもって指導をする。 

 ・多様な考えを提示して、お互いの考えのよさに気付かせる工夫をする。等 

ⅲ.共感的人間関係を育む 

・よい姿はほめ、好ましくない姿は毅然とした態度で一貫性のある指導をする。 

・友だちの発言に関心を示し、丁寧に聴く指導。 

・間違いを笑わない指導。 

・一人ひとりを受け入れて価値付け、人間性を認める。 

・チャイムと同時に授業を始め、チャイムと同時に授業を終える。 

・教師主導にならず、児童生徒の状況を把握しながら授業を進める。 

 



３ 龍っ子学習を核とした表現力、自信、シビックプライドの育成 

龍っ子学習を中心にカリキュラムを構成することで、自ら見通しをもち、考え、発信する力を育てる事

ができる。 

（１）表現力の育成のために 

・目的意識をもち、発信することを意識した単元構成 

・課題解決のための対話 

・国語科と関連させ、文章力を養う 

（２）自信をもつ児童の育成のために 

・自ら見通しをもち、解決していく学習 

・特技を生かし、成功体験を積み重ねられる単元構成 

・他学年や地域と関わり、自己有用感を高める機会を設ける 

（３）シビックプライドの育成のために 

・地域と関わり、よさを知っていくこと 

・地域について学び、参画の意識をもつ単元構成 

 

４ 部会 

 今年度の部会では、学校図書館教育を取り入れた活動を提案する。 

 必要に応じて、現職教育の時間や公開授業の終わりの５分間で報告を行う。 

（１） 基礎部会 

学び方の基本の習得をめざし、提案する。 

・学びに向かう姿勢５か条 

・学習用具の整備 

・振り返り３か条             

・図書館を使った調べ学習の方法   

・情報活用能力の育成をめざした環境整備の提案 等 

（２） 探究部会 

   探究タイム（３～６年生週１回）を設け、児童が好奇心、探究心を培い、探究の方法をつかむ。 

・探究ノートの充実 

・探究発表会の計画 

・学校図書館教育との関連させた学びの提案 等 

 

５ 研究方法 

（１）研究授業 

本年度は、年間３本の研究授業をもとに研究する。 

【研究授業】 

各授業における「発信する」ことを意識した単元作りを検討し、明確になった点を日々の授業実践に

生かす。 

ⅰ.香小研等の授業は、本校の研究授業に含む場合がある。 



ⅱ.事前研修会・提案資料様式 

・原則として、授業公開日の３週間前に行う。 

・提案資料様式は、以下を基本として、５ページにまとめる。 

① 授業構想シート 

② 「楽しく、分かる授業のために」主張点・主張点解説 

③ 教材観（学校図書館教育との関連）・児童観（学びに至るプロセス）・指導観 

④ 単元構想 

⑤ 本時案 

 

（２）日々の授業改善のために 

  ⅰ.「楽しく、分かる授業」について協議 

    年度初めに今年度の研究の方向性を共有し、「楽しく、分かる授業」について協議する。 

ⅱ.カリキュラム編成 

  定期的にカリキュラムを見直し、学習活動に見通しをもつ。また、龍っ子学習を核とし、教科横

断的にカリキュラムを組むために協議することで、子どもの学習がより深化する手立てを共有す

る場となる。 

  ⅲ.公開授業 

 研究授業（年３本）とは別に、公開授業を行う。研究授業の授業者以外の者が実践授業を行う

ことで、研究授業を含め、全教員による「一人一公開授業」とする。 

・木曜日６校時に、１～２名が同時に授業を公開し、その後、授業別に討議会を行う。 

・指導案は A4一枚の略案 

・参観者はいずれかの授業を参観する 

・司会は輪番で行う 

・指導者は２週間前の終礼にて抽選で決定する 

・現職教育だよりを発行する。２週間前の終礼にて抽選で決定する。 

  ⅳ.現職教育だより 

担当者が「現職教育だより」を作成、配付し、成果と課題を共有して研究内容を線としてつなげ

る。 

 

６ 研究計画 

4 月 7 日（金） 

4月 14日（金） 

5 月 1 日（月） 

5月 11日（木） 

5月 16日（火） 

5月 25日（木） 

6月 8 日（木） 

6月 22日（木） 

児童理解研修① 

研究方針・内容の共有、児童理解研修② 

カリキュラム編成（年間、１学期） 

学校図書館教育に関する研修 

特別支援教育に関する研修 

総合的な学習の時間に関する研修 

研究授業①事前研修会 

研究授業① 



7月 11日（火） 

7月 24日（月） 

8月 28日（月） 

9月 14日（木） 

11月 2日（木） 

11月 21日（火） 

12月７日（木） 

12月 21日（木） 

1 月 9 日（火） 

1月 11日（木） 

1月 16日（火） 

1月 25日（木） 

2月 15日（木） 

2月 22日（木） 

公開授業① 

夏休みの現職教育研修① 学校図書館教育に関する研修、カリキュラム編成 （２学期） 

夏休みの現職教育研修② 研究授業②事前研修会 

研究授業② 

公開授業② 

公開授業③ 

公開授業④ 

カリキュラム編成（３学期） 

研究授業③事前研修会 

香川県学習状況調査の分析 

公開授業⑤ 

研究授業③ 

次年度のカリキュラム編成 

総括と来年度の展望 

 

７ 検証方法 

・授業における児童の学ぶ姿をこまやかに観察する 

 ・日常的に学習ごとの評価を丁寧に積み重ねる（個々の表現物の丁寧な見取り） 

 ・研究授業、実践授業の質の向上を検証する 

 ・国や県の学習状況調査や県版テスト、校内質問紙の結果から学習状況を検証、評価する 

 ・学校評価等による児童、保護者、教職員の意識調査の回答から検証、評価する 


