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光り輝く「教育立県ちば」を推進する懇話会 

 

「学力向上」「教員の資質向上」 ～具体策について提言～ 

                      淑徳大学 本堂 純子 

はじめに 

子どもの学力向上は、教員の実践的指導力にかかっている 

  実践的指導力   教育愛と理論に支えられたスキル（方法・技術）の探究 

  「教育愛の無いスキルは空虚である。スキルの無い教育愛は無力である」 

  ヘレン・ケラーを拓いたアニー・サリバンには、実践的指導力があった。 

  

 

１ 確かな学力とは 

① 基礎的・基本的な知識や技能の確実な習得   

本当に取り組んでいるのか 

・繰り返す、習慣化する。 

・体験を通すことにより長期記憶として保存する。 

  ※大学生の実態と小学校教育の実態 

 

② 思考力・判断力・表現力は問題解決の過程で養われる。 

１単位時間の授業や単元が問題解決型の構成になっているのか 

  出会い⇒イメージ化⇒試しの体験⇒情報収集⇒本格的な体験⇒振り返り⇒次の学びへの発展 

・①を応用・活用している姿が問題を解決している姿。 

 ・ゆえに、①は②の土台になっている。 

 

③ 学びに必要な規律・学ぼうとする意欲・学びの習慣化は、①と②を支える芯棒 

規律を自由の束縛とはき違えていないか 

  学習規律が出来ていない学級の子どもたちは、必然的に学力が低下する。①も②も身に付かない。 

  規律は個々の学びを保障するものである。 

 

２ 千葉の学力向上に係る課題から 

一つでもよいから緻密な具体策で突破口を開く。（他も全部連動して向上していく）  

「学力の底上げ」について、世田谷区立喜多見小学校の実践を紹介 

学校だけでは限界がある（学力差のある子どもへの丁寧な対応が必要） 

 

保護者と教師による３プロジェクトの立ち上げ（学習支援・読書活動支援・労作支援） 

○学習支援プロジェクトの課題と具体策 

①子どものやる気を喚起し、学習習慣を身に付けさせる⇒学校独自の漢字検定を通して 

②落ちこぼれる子どもをつくらない⇒保護者と教師による放課後寺子屋で個に応じた支援 

教育を決して諦めない教師を育成する 

保護者の力を導入する 
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 企画（Ｐ）・実施（Ｄ）・評価（Ｃ）・改善（Ａ）を保護者と教師が共に行う。 

 合言葉は「日々評価、日々改善」 １年ごとの子どもの変容をデータとして保存し分析・考察をする。 

＜資料＞ ○３年間の漢字力の推移 ○漢字検定の実際（映像） ○実践に関する記事（時事通信社） 

 

３ 千葉の教員の資質向上に係る課題から 

 ＜教師に求められる４つの力＞ 

 ○学習指導力 ○生活指導力・進路指導力 ○外部との連携・折衝力 ○学校運営力・組織貢献力 

 ⇒全部連動している。 

教師は育てた子どもで勝負するべし。（学習指導力が要になる）  

子どもと最も長くかかわるのは授業である。⇒授業が教師の勝負どころ（４つの力を発揮する場）                

※喜多見小学校では学級通信を廃止し、授業づくりに教師のエネルギーを結集する。 

  

授業参観の在り方を見直す 

  ・教師の思い 「我が子が発表すれば親は満足するだろう」⇒イベント的な授業になりがち 

  ・保護者の思い「子どもが学力をつけていく過程が見たい」⇒イベント的な授業に不満足 

視点を共有する 

  ・教師⇒確かな学力を身に付けさせるための具体的な視点をもつ。自己点検にも活用する。 

  ・保護者⇒具体的な視点をもって授業を参観する。日常的にも参観する。 

 ＜資料＞○授業参観の視点（教員の授業づくりの視点と共通） ○保護者の感想を掲載した学校便り 

 

 

 ○校内の若人研修会（１年次～５年次までの若手教員で構成、自分たちで主体的に運営する） 

   ※校長・副校長はアドバイザーとして必ず参加する。        

  ・１科目でもよい。３０分で明日の授業の指導略案（本時案）を作成するトレーニング 

  ・中堅・ベテラン教員を自分たちで指名し、若人研修会の講師になってもらう。 

  ・中堅・ベテラン教員も教員歴と経験にだけ甘んじているわけにはいかない。若手からも学ぶ。 

  ・各教室を訪問して、環境づくりの工夫を学び合う。各担任が自分の教室経営の意図を説明する。 

 

おわりに  

校長の自己点検 

○確固たる教育観、授業観をもち、子どもを育てる具体的な指針を示して教職員・保護者・地域を牽

引しているか。 

○学校・家庭・地域の力をより合わせるコーディネーターの役割を果たしているか。 

○「鵜の目、鷹の目、校長の目」で視野を広げ、日々教師の教育活動や児童の変容を見取り、「日々評

価、日々改善」の実践的指導力を発揮しているか。 

校長の実践的指導力こそ児童の学力向上と教員の資質向上を握る鍵 

 

校内で若手教員と中堅・ベテラン教員の磨き合いの場をつくる 
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「内外教育」（平成 20年 1月 4日号）Ｐ２～Ｐ５ 



   本日は授業参観有難うございます。 

このプリントをお持ちいただき、下記のような視点で教育活動をご覧ください。 
 

基礎・基本の確実な習得及び体験的活動と言語活動の充実を通して確かな学力を身に付けさせるこ

と、そのための授業改善等が学校教育の課題です。下記のような視点で授業を参観していただき、ご

意見やご感想をいただければ幸いです。今後の教育活動の改善に生かしてまいります。 

 

  
≪言語活動≫のポイント 
・場に応じた声の大きさで話している。 

・最後まで「です」「ます」をつけて、はっきりと話している。 

・接続語などを適切に使って分かりやすく話している。（順序よく・筋道を立てて） 

・話し手の顔を見て、話を聞いている。 

・相手の考えをしっかり聞き、自分の意見をはっきりと発表している。 

・ 

・ 

 

 

 

 

≪体験的活動≫のポイント 
 ○自ら問題を発見している。（好奇心・驚き・疑問などをもっている姿が見られる） 

 「あれっ！？」 「どうして！？」 

○これまでの知識や経験をもとに予想したり類推したりしている。 

  「きっと～なのではないか」 「きっとこうなるだろう」 

○予想した理由を考えたり発表したりしている。 

  「それは～」 「その理由は～」 

○課題をもって活動している。 

  ・継続して、忍耐強く実験や観察を続けている。 

  ・自分で直接体験したり、自分の足で直接調べたりしている。 

  ・これまでの経験や知識を活用している。 

○学習したことを自分の力で整理している。 

 ○ 

 ○ 
   

            ↑      ↑       ↑                  ↑        ↑        ↑         

  

≪教室環境及び学習環境≫のポイント 
・学習内容に応じて机の配置が工夫されている。 

・掲示物は、見やすく活用しやすくなっている。 

・掲事物は四隅をきちんと留めている。 

・教室や廊下が整理整頓されている。 

・安全に気をつけて、学習活動をしている。 

・ 

・ 

・ 

 

≪学習規範≫のポイント 
・正しい姿勢で学習している。 

・机の上が学習しやすく整理整頓されている。 

・「はい」と、はきはき返事をしている。 

・正しい鉛筆の持ち方ができている。 

・鉛筆5本程度を削って用意している。 

・必要な学習用具を準備している。 

・安全・あいさつ・後始末を心がけている。 

・ 

・ 

 

＜その他＞ 
 

 



                           学校だより   ９月号 

                            平成１９年 ９月 １日 

                            世田谷区立喜多見小学校 

                            校 長  本堂  純子 

 

            オーラを発する子どもたち 

２学期が始まりました。始業式には、６１２名の全校児童が日焼けした元気な姿で勢揃いしまし

た。子どもたちが大きな事件や事故に遭うことなく、無事に楽しい夏休みを過ごすことができたこ

とを皆で喜び合いました。 

さて、夏休み中の学校の様子をお伝えします。 

 

＜オーラを発する学習教室＞   

学習教室では、漢字検定・計算・算数発展・国語・音読等のコースに分かれ、子どもたちが真剣

に学習していました。自分が選択したコースで集中して取り組む子どもたちの姿からは、ドキッと

するほどのオーラが出ています。「やる気」の「気」がビンビン伝わってきます。プリントやノート

を使った学習・タングラムの操作等を通して身に付けたものは、２学期からの学習や生活にきっと

生きてはたらくにちがいありません。 

 

＜満員御礼！ 図書室開放＞   

図書室では、どの座席も子どもたちで埋まっています。大声で話す者は誰もいません。どの子ど

ももそれは静かに本を読んでいるのです。ここにも子どもたちの「透き通った気」を感じます。読

書支援プロジェクトの保護者の方々が、静かに子どもたちを見守りながら図書室の環境整備をして

くださっています。お母さんと一緒に来ている小さなお子さんが、小学生のお兄さんやお姉さんに

倣って静かに本を読んでいる姿にもまたほほえましいものがあります。ここから豊かな情操や言語

能力が育まれることでしょう。 

 

＜流れる汗に収穫のごほうび＞   

夏休み中の毎週水曜日は、朝８時１５分から８時４５分まで親子、教職員が畑に集い、草取りを

しました。昨年から立ち上げた労作支援プロジェクトのアイデアと実践です。草取りで汗を流した

後はトマトやナスなどの夏野菜を収穫し、おみやげに持ち帰ることができます。取り立ての新鮮野

菜でどんな料理を作るのでしょう。地場産の野菜を使って親子で料理をする。食育のすばらしい実

践です。食卓を囲んで、きっと家族の豊かなコミュニケーションの場ができることでしょう。 

 

＜教師のやり甲斐！ 指導しただけ伸びる子どもたち＞ 

今年度転入してきた教師が言いました。「この学校の子どもたちは、指導が素直に入っていく。指

導しただけ伸びる。その姿が嬉しくて毎日プールに来て指導している」嬉しい言葉ですねえ。そん

な言葉を聞けば、こちらも感動で鳥肌が立ちます。真っ黒に日焼けしてプールで子どもたちを仕込

んでいる教師たちの姿に感謝！ 

 

＜速報＞ 

昨年度末５年生に実施された都の学力テストの結果をお知らせします。（国語・算数・理科・社会・

問題解決能力等）本校児童は世田谷区の平均点を越えるよい結果を出しました。学習支援プロジェ

クトによる日常の実践の成果です。今後も共に力を合わせ、子どもたちの学ぶ喜び・意欲・自信を

引き出していきましょう。「継続は力なり」です。 

 



 

 

 

 

 

 

授業改善は明確な視点から（その１） 

校長 本 堂 純 子   

 ８月２６日（水）には、２学期の子どもたちを迎えるために、教職員総出で池の周辺の環境整備をいた

しました。築山（つきやま）の笹を刈っていると、木の根元近くに直径１センチほどの丸い穴がいくつも

見られます。かつて学級担任をしていたころに子どもから「これはセミが出てきた穴です」と教えてもら

いました。その子どもは、セミのことをよく知っていて「セミ博士」と呼ばれていました。木の幹や枝で

は木の色と同色の羽をもつアブラゼミ、透きとおった羽のミンミンゼミ、羽が透きとおって体が小さいツ

クツクホウシが夏の終わりを惜しむかのように混声合唱をしています。そう広くない空間にも、目を凝ら

し、耳を澄ませば様々な自然の営みがあることに気付きます。 

さて、私は「子どもに確かな学力と豊かな社会性を育てる」ことを学校経営の柱にしていますが、子ど

もたちの学力に関する各種の調査の結果から、知識・技能の活用能力に課題があることが分かりました。   

知識・技能の活用能力である思考力・判断力・表現力を確実に育むためには、次のような学習活動を行

う必要があります。①体験から感じ取ったことを表現する。②事実を正確に理解し伝達する。③概念・法

則・意図などを解釈し、説明したり活用したりする。④情報を分析・評価し、論述する。⑤課題について、

構想を立て実践し、評価・改善する。⑥互いの考えを伝え合い、自らの考えや集団の考えを発展させる。    

この６項目の視点からこれまでの授業を見直し、「体験」と「言語活動」を重視した授業に改善していく

ことが必要であるということです。 

以下は、２年生の発見ノートの一部を抜粋したものです 

 

「ベランダのカポックの木に、ものすごくアリがあつまっているので、びっくりしてよく見るとカポック

の木にたくさんカイガラムシがついていました。アリがカイガラムシのいるところに動かないでとまって

います。わたしは、さいしょカイガラムシをたべているんだと思いました。ずかんで調べてみたら、アブ

ラムシとおなじように、カイガラムシが出すしるをすっているのがわかりました。  

おかあさんが『あら、たいへん。アリがこんなに』というので行ってみると、アリがかぞえきれないほ

どへやの中でうろうろしていました。アリのあとをついて行くと、チューチューアイスのふたの中に、ア

リのかたまりがありました。 

アリは、どうしてとおくのえさを見つけることができるのか。どうやってじぶんのすにもどることがで

きるのか。ふしぎに思ったので、こんどしらべてみることにしました」 

 

 学習は、まずもって、物事への興味や進んで学ぼうとする意欲や態度が重要です。おかしいな、不思議

だな、何だろう、見てみよう、やってみようというのは、いわば入口の学力と言えます。入口の学力は、

問題解決の前の問題発見の学力です。 

 これに対して、知識・理解・技能は出口の学力です。知った、覚えた、分かった、できたという学習の

結果身に付くものです。 

 入口の学力と出口の学力があるとすれば、その間にも学力がなければなりません。入口と出口の間で見

たり、感じたり、考えたり、表現したりしてたっぷりと活動して楽しむ。豊かな感性、思考力や判断力、 

表現力などはこのように入口と出口の間で養われるものです。上記の発見ノートを書いた子どもには、入

口と出口とその間の学力がしっかりと培われていることが見て取れます。 

 保護者の皆さんにも授業を参観する明確な視点を持っていただき、教師の授業改善にお力添えをいただ

ければ幸いです。2学期もどうぞよろしくお願いいたします。 
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授業改善は明確な視点から（その２） 

校長 本 堂 純 子   

 １０月９日～１０月１６日の学校公開週間には、学校が作成した「授業参観の視点」をもとに、地域・

保護者の皆様に授業を参観していただきました。一方、同じ内容で「授業改善についての自己点検」を教

員用に作成しました。本校の子どもたちは、知識・技能の活用能力に課題があります。知識・技能の活用

能力である思考力・判断力・表現力を確実に育むためには、これまでの授業を見直し、さらに改善してい

く必要があります。そこで、基礎・基本の確実な定着及び体験活動と言語活動を重視した授業創りに、具

体的に取り組んでいくことにしたのです。 

先ず重点的に取り組むポイントを大きく次の 4項目に整理してみました。①言語活動の充実 ②体験活

動の推進 ③教室環境・学習環境の整備 ④学習規範の定着 ③と④は、①と②を支える基礎・基本にな

るものです。③と④が成立して初めて①と②が充実するのです。①②③④をさらに具体的に細分化したも

のが、前述した「授業参観の視点」と「教師の自己点検」の内容です。 

 さて保護者の皆様のご感想は、いかがだったでしょうか。学校公開週間後に寄せられたアンケートから 

いくつか紹介させていただきます。 

○今回は「授業参観の視点」についてプリントがクラスの前にあり、一歩踏み込んで参観ができとても良

かったです。この内容は今後も生かしていければ、子どもが勉強に対してだけでなく普段の生活の中で

もためになり、大人になったときに役に立つと思い、大切に保管し時々読み返していこうと思いました。 

○今回「授業参観の視点について」を読んで、先生方が日々よりよい授業づくりをしてくださっているこ

とに感激いたしました。ありがとうございます。さて、子どもたちですが言語活動については話し手の

顔を見て話を聞くことはかなり出来ていると思います。体験活動は、予想したり理由を考えたりしてい

ました。教室、学習環境は全体的にいいと思います。学習規範は出来ている子と出来ていない子がはっ

きりしていました。 

○発表の際、ほとんどの子がまっすぐ手をのばして挙手をし、呼名されたら「はい」と返事をして、椅子

をきちんと中に入れて立っていたので、昨年と違うのをはっきりと感じました。意見も「です」「ます」

調で、しっかり述べている子が多く成長したなあと思いました。  

 つぎは、「授業改善についての自己点検」から拾い出した教員それぞれの「自分の課題」です。 

●自己点検を通して教師の課題、児童が身に付ける力が浮きぼりになってきた。児童が自ら問題を発見し、

課題として立て、解決していく力をつけるようにすることが私の課題である。「なんでかな」「調べてみ

たいな」と思えるような導入を工夫し、この授業改善のポイントを生かしながら授業を改善していく。 

●学習規範である鉛筆の持ち方を毎日指導しているが、なかなか身に付かない。すぐ身に付く方法の開発。 

●課題を与えてからやっと考え始めるのではなく、自分なりの反応をもちながら自分一人でも考えられる

子どもにしていきたい。日常にある学習材をうまくとり上げ、体験をもとに追求させていきたい。 

●話す内容を整理し、接続詞を使って話すようにさせたい。 

 労作という体験活動と言語活動を結び付けた授業実践は、次のような豊かな表現力を生みだしています。

これは、１０月２９日の「喜多見の日」に各学年の優秀賞に選ばれた短歌です。 

 ブロッコリー栄養たっぷり食べてみよう虫がいたらねこらだめと言おう （１－２三瓶祥暉）  

 むらさきのまん丸顔のナス君は夏の笑顔をつくっている        （２－４山田 穂） 

 ミニトマト夕焼け空に光ってる真っ赤に実ってあまずっぱいよ     （３－１大石緋音） 

 いもむしが教えてくれたよこの野菜とてもおいしい君も食べなよ    （４－２児玉吾就） 

 水浴びて育ったキャベツはまだ小さいまだかまだかと見に行く毎日   （５－２小川愛佳） 

 子育てと同じようだと母が言うわたしもトマトの母になるんだ     （６－１安原聖菜） 
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