
１ 研究主題を導く

（１）実践の子どもの姿から

① 人間性の成長が追究を支える

－＜略＞－ １回目の交流の後，質問の答えも少し考えつつ，アドバイスや励ましの声かけなども考え

ました。積極的に話しかけ(ら)れるように余分に考えました。質問の答えは，もしものためです。アドバ

イスや励ましの声かけはもっと外国の人に楽しんでもらうためです。余分な英語表現はシーンとする場面

がなくなるように考えました。２回目の交流は，質問はあまりされなかったけれど，アドバイスや励まし

の声かけは外国の人にとても有効で，外国の人は嫌な思いをしていなかったと思います。シーンとする場

面は，「練習の時間だよ」と言って，そこでも会話をして，シーンとする場面をなくしました。２回目の

交流のなかで一番よい交流だったと思います。

自分の成長したことは，みんなで協力して一つのものを作り上げる力だと思います。交流の時以外にも，

準備の時も大変そうにしている子に自分から協力できたと思います。だから，みんなで協力して一つのも

のを作り上げる力が成長したと思います。協力は，中学・高校・社会のどこでも生かせられると思います。

(12月19日 涼子の振り返り作文)

５年英語科単元「優勝めざして 心を一つに Let's enjoy throwing folding fans.－

Tosenkyo Game－」において，投扇興大会をして外国の人に楽しんでほしいという思いを

もった涼子は，外国の人に投扇興のルールや扇子の投げ方を理解してもらおうと，

"Tosenkyo is the throwing folding fans game."，"I will show you how to throw the fan."などの

表現を自ら取り入れるなど，英語表現を高めていく追究の姿があった。そんな涼子は，単

元の終末に，「一つのものを作り上げる力」という仲間と協力することの素晴らしさや達

成感を実感し，「どこにも生かせられる」と生活場面まで意識していったのである。

なぜ，自ら英語表現を取り入れ，工夫していったのかを，今一度涼子の追究を単元の始

めから深く読み直すと，１回目の交流後から「嫌な思い」をしてほしくないと考えるよう

になり，それが追究の原動力なっていたのではないかということが読み取れた。「アドバ

イス」と「励ましの声かけ」の両方を，状況に応

じて使い分けようと考えた涼子は，２回目の交流

の場面で実際に用い，その有効性を感じ取ること

ができた。また，「シーンとする場面」をなくそ

うと考え，投扇興の試合と試合の間の時間にも，

外国の人に笑顔で声をかけ，一緒に練習する姿が

見られた。このように外国の人と交流をすること

ができたのは，人間性が影響していたのである。
うまく投げることができると楽しいね
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② 人間性の成長の視点での実践の見直し

わたしは，アドバイスをしていきます。理由は，励ましもよいと思うけれど，ずっと励まされると，何

か「自分のためにわざとそう言ってくれているのではないか」「自分ばっかり失敗するから．．．」というマ

イナスの気持ちになってしまいます。でも，アドバイスは，「こうすればよかったんだ」と外国の人も納

得して，楽しさと勝利にもつながると思います。なので，アドバイスを中心にしていきます。たとえば，

"Please aim here."や"Please do it like this."を使っていきます。 （11月13日 涼子の学習記録）

わたしは，最初アドバイスだけでよいと思っていたけれど，みんなの意見をきいて，両方必要だなと感

じました。理由は，アドバイスだけだと，個人差が出て効果がなくなる可能性もあるし，励ましの声かけ

だけだと，次は何を気をつければよいのかわからなくなると思うからです。なので，両方必要だと思いま

す。１回だけ失敗したときは，励ましの声かけをし，連続で失敗したときはアドバイスをしようとします。

下ばっかねらっているときは"Please aim at the top."，成功しているときは"Please do your best."。

（11月21日 涼子の学習記録）

英語科の学習のなかで，涼子の人間性がどのように影響していたのかを，もう一度実践

から分析することにした。「マイナスの気持ち」からは，励ましの声かけを続けることで，

外国の人に責任を感じさせてしまうのではないかと考えていることがわかる。涼子は，相

手を励ますための声かけが，むしろ嫌な思いにさせてしまうと考えたのである。そのため，

「納得して，楽しさと勝利にもつながる」アドバイスをしていこうと考えた。その後，本

番と同じ場面を想定したシミュレーションを教員留学

生としたり，仲間と考えを伝え合ったりした涼子は，「両

方必要」であると，技術的なアドバイスと励ましの声

かけの両方を，効果的に用いる場面まで考えていった。

外国の人の気持ちを考える涼子の人への思いやりの心

が英語科の学習にも作用するとともに，追究を最後ま

でやり抜く力と，仲間との協調性がしだいに高まって

いったことを読み取ることができた。そこで，追究の深まりとともに人間性の成長を自覚

することができれば，これまで以上に，自分の手で生活を切り拓いていこうとたくましく

生きていくために大切な資質・能力を実感することができると考えた。

子どもたちは，問題解決学習を通して，ものの見方や考え方，感じ方を深め，拡げてい

く。それには，人間性に着目する必要性をわたしたちは感じた。どのように人間性の伸長

とともに，追究の深まりが相互に作用しているかを研究し，子どもたちが，追究の深まり

と人間性の成長を自覚することができれば，豊かな人間力を身につけると考えたのである。

教員研修留学生に試してみるよ
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（２）時代に必要な資質・能力から

時代の流れに目を向けると，現代は人間の予測を超えた社会の進展があり，ＡＩとの共

存社会が現実的になってきている。それにより，ＡＩには難しく，人間にしかできないこ

とへの注目が集まっている。また，社会のグローバル化が進み，多様な文化，多様な価値

観を理解していくこともこれまで以上に求められるようになる。そんな時代を生き抜いて

いく子どもたちには，今後待ち受けている複雑な問題を解決するために，どのような壁に

直面しようとも，途中で投げ出すことなく，最後まで粘り強く取り組むことが必要となる。

また，未知のものを創り出したり，これまで価値があると認識されなかったもののなかに

価値を見いだしたりするために，多様な価値観を共感，受容し，協働的に取り組むことも

求められる。そのため，必要とされる資質・能力もこれまでとは変わってくる。例えば，

相手を思いやって他者を理解したり，善悪を考えたりしながら，よりよい判断をすること，

俯瞰的な視野で見ること，自己をコントロールすることなどの資質・能力である。

これらを時代に必要な資質・能力と考えたとき，子どもたちは，自ら問題を解決する資

質・能力を備え，自己や他者と向き合ったりする経験を重ね，そこから得た学びを振り返

ることで，人間性を育んでいくことが重要であると考える。

（３）本校の生活教育の理念から

外には風が荒れてゐる。空には星が輝いてゐる。その星のやうな崇高さを，教育の仕事に於て見出したい。

生きることの喜びを－それをしみじみと味ふのでなく何の生甲斐があらう。それを磨き深めるのでなくて

何の教育があらう。 －＜略＞－

教育は生きる力を磨き深めることであらねばならぬ。かくして我等の教育のプランの上には，「生活深化」

の概念を力強く高潮せずには居られないのである。

生活の深化，生の喜びを深める教育，その教育には，「誰が何と云っても動かぬ所の信念」がほしい。そ

してその教育は，熱と愛とからほとばしり出る所の，「眞の教育」であらねばならぬ。

愛知県岡崎師範学校附属小学校著『生活深化の眞教育』

大正15年，本校の前身である愛知県岡崎師範学校附属小学校著『生活深化の眞教育』の

冒頭には，「教育は生きる力を磨き深めることであらねばならぬ」と記されており，生活

深化をはかるために，「生活教育」を貫き通してきた。それは，子どもたち一人一人を中

心に据えた授業，生活教育における子どもの育ちに価値と魅力を感じてきたからである。

本校の生活教育は，子どもたちが，自らの生活を主体的に創造していくことができるよう，

個性に富んだ人間形成を目標にしている。これからも，生活教育の理念のもと，子どもの
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生活すべてを基盤に，生活を見つめ，深めていこうとする子どもの姿を求めていく考えは

変わらない。それは，これまで本校で受け継がれてきた生活教育によって育まれた子ども

は，どのような時代においても，自分の手で生活を切り拓こうとたくましく生きていくこ

とができると信じているからである。

これからも本校の生活教育を理念とした問題解決学習を継承・発展していく。本校の問

題解決学習は，生活から生活までを根底におき，現実の生活を手段として，よりよい生活

をめざすことを目的としている。そして，問題解決をしていく過程で，学ぶことの楽しさ

や成就感を味わい，粘り強く主体的な学び方を身につける学習である。そのなかで，これ

からの時代を生き抜く子どもたちが，どのような資質や能力を高め，どのように生きてい

くことが求められるのかを探っていく。

２ 豊かに生きる子ども

（１）豊かに生きるとは

これまでの実践に見られた子どもの姿，これからの時代に必要となる資質・能力，本校

の生活教育の理念のもと，これからの時代を生き抜く子どもたちには，どのような資質・

能力が必要であるかを考えたとき，浮かび上がってきたことばが，人としての「豊かさ」

であった。

「豊かさ」とは，これからの時代を生きるために大切な資質・能力で溢れていることであ

ると考える。生活において，解決しなければならない問題に出会ったとき，解決を求めて

最後までやり抜く忍耐力や主体性，情熱，自己調整力などが必要となる。集団での生活場

面では，協働的に取り組むことが求められるため，他者の価値観に対する共感性や協調性

などが大切となる。また，社会に目を向けたとき，その一員としての責任感をもち，社会

貢献について考えるようになる。そこでは，社会幸福を根本に，多様な人の気持ちや立場

を理解し，俯瞰的な視野で物事を見たり，考えたりすることができ，自信をもってよりよ

い判断をすることが必要となる。このような資質・能力に溢れた子どもたちは，ＡＩ化や

グローバル化が急速に進み，変動が激しく，予測が不可能な未来においても，自分の手で

生活を切り拓いていこうとたくましく生きていくと考える。

各教科・領域の問題解決学習の学びが，「豊かに生きる」ことにつながっていくよう，

今一度，「人間性」という視点で子どもの学びを見直し，めざす子どもの姿を設定するこ

とにした。
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（２）めざす子どもの姿について

問題解決学習を通して，子どもたちの追究が深まっていくとともに，人間性も成長して

いく。その過程において，子どもたちは，自己を見つめ，成長を自覚していく。わたした

ちは，教科・領域で養いたい資質・能力を，「教科・領域特有の資質・能力」としたとき，

教科・領域特有の資質・能力の高まりと人間性の成長を自覚することができれば，豊かに

生きることにつながっていくと考え，以下のようにめざす子どもの姿を設定した。

問題解決の過程において，子どもたちは，粘り強く対象と向き合い，仲間と自分の考え

を比べ，互いのよさを感じながら，勢いよく追究をしていく。そのなかで，自己・他者・

対象とのかかわりをじっくり見つめ，追究の深まりと人間性の成長を感じていく。最後に，

単元全体を振り返ることで，自分の追究に達成感や満足感を味わうとともに，教科･領域

特有の資質･能力の高まりと人間性の成長を自覚することができれば，「豊かさ」を備えた

人となると考える。

３ 今年次研究の取り組み

（１）非認知的能力の視点を切り口として

涼子は，外国の人と投扇興大会を楽しみたいという思いをもとに，相手に理解してもら

える英語表現や伝え方を追究していった。そこでは，英語表現のみならず，外国の人との

コミュニケーションのあり方についても追究を深めていった。外国の人と交流をし，相手

が困ってしまった場面に遭遇することで，このままでは外国の人に楽しんでもらうどころ

か，嫌な思いにさせてしまうと考えた。そんな涼子は，解決策を考えていくなかで，仲間

と考えを比べ，互いのよさや足りなさに気づき，さらに勢いよくひとり調べに向かっていっ

た。涼子の追究の支えとなったものは，自分の追究に責任をもって向かっていく主体性，

最後まで粘り強く取り組む忍耐力など，やり抜く力における人間性の成長であった。それ

と同時に，外国の人の気持ちを考えていくことによる思いやりや敬意，仲間とのグループ

活動を通しての共感性や協調性など，人とかかわる力における人間性も成長した。

本校は，これまで生活教育を理念とした問題解決学習を継承し，個性豊かな人間形成を

目標にして研究を進めてきた。そこで，もう一度人間性とは何かを改めて問い直していっ

「めざす子どもの姿」

教科・領域特有の資質・能力の高まりとともに，

人間性の成長を自覚することができる子ども
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たところ，人間性を資質・能力という視点から見ることで，教科･領域特有の資質･能力と

の関連性を明らかにできると考えた。

一方で，世界の動きに目

を向けると，わたしたちの

教育で大切にしてきた人間

性の重要性を指摘する動き

がある。国際機関ＯＥＣＤ

では，「社会情動的スキル

（非認知的スキル）」と呼

称し，「認知的スキル」と

バランスよく身につけるこ

とで，相互に作用し，互い

に刺激し合い，人生にプラ

スの成果を成し遂げる可能

性を増加させると提案して

いる。さらに，数値化して

測定が容易な力を「認知(的)能力」，それに対し，数値化して測定することが困難な力を

「非認知(的)能力」と定義されるようになってきた。

わたしたちは，問題解決学習を通して養われる資質・能力について，教科･領域特有の

資質･能力に対し，人間性に関する資質・能力を「非認知的能力」の視点でとらえ直し，

研究することとした。問題解決学習において，わたしたちのめざす子どもに必要な非認知

的能力に着眼していけば，「豊かに生きる」につながると考えたからである。

目の前の子どもの生活を見直し，過去の実践記録をひもときながら，本研究において，

わたしたちが大切にしたい非認知的能力を整理した。

① やり抜く力（主体性，情熱，忍耐力，自信，自己調整力）

・問題解決に向けて，自分が納得できる考えにたどり着くまで，あらゆる方向や場面

から思考し，最後までやり抜こうとする力

問題解決学習において，子どもたちが考えを深め，教科の本質に迫まっていくため

に重要となる非認知的能力であると考える。このやり抜く力の高まりによって，追究

に壁を感じても，新たな方向性を模索し，自分が納得できるまで追究を続けていく。
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そこで，これらを本研究の大切にしたい「非認知的能力」としたとき，問題解決学習を

通して，「教科･領域特有の資質･能力」と「非認知的能力」がどのように相互に高まって

いったのかを自覚できるようにしていく。

（２）教科領域特有の資質･能力と非認知的能力の高まりの自覚化

研究２年次である今年度は，子どもたちが，「教科･領域特有の資質･能力」と「非認知

的能力」が相互に高まったことを自覚できるような授業展開をしていく。

そこで，各教科学習の終末で，

子どもたちが単元全体を振り返

るために振り返り作文を書いた

後，「学びを振り返るかかわり

合い」を設定し，単元において

学んだことについて，仲間と伝

え合う。ここでは，「教科・領

域特有の資質･能力」と「非認

知的能力」が，相互に作用して

いたことに気づけるような教師

の出をしていく。例えば，自分

の考えのきっかけとなったもの

やそのときの場面まで意識でき

るような問いかけなどである。

② 人とかかわる力（共感性，協調性，コミュニケーション力）

・問題解決に向けて，仲間の考えを理解したり，相手のことを意識した視点で考えた

りするなど，人とかかわろうとする力

問題解決学習において，仲間との活動や人と接する活動を行うことによって高まる

非認知的能力であると考える。仲間の考えに対する共感や受容により，相手のことを

意識した視点や相手の立場からの視点が加わり，考えを深めていくことにつながる。

また，人とかかわることによって，相手への思いやりや敬意などについても身につけ，

情操をさらに豊かにする。
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また，子どもたちは，仲間が学んだことを聴き，それぞれの追究のよさを認め合うことで，

それまで意識していなかった「教科･領域特有の資質･能力」と「非認知的能力」の高まり

まで自覚することができると考える。

（３）相互に作用する「教科･領域特有の資質･能力」と「非認知的能力」

－１学期４年音楽科実践より－

４年音楽科単元「リズムを合わせて ひびかせて 楽しませるよ リズムアンサンブル」

において，子どもたちは，「聴き手も楽しめるリズムアンサンブルにしたいな」と問いを

もち，身近なものを楽器にし，グループで合わせるリズムアンサンブルについて追求をし

ていった。

よい響きをする音の重ね方を追求してきた佳代は，核心に迫るかかわり合い後，音の重

なりによさが感じられるようなったのは，それぞれの響きのよさがあると感じたからであ

る。感じ方の異なる相手を受け入れ，考えの違いが現れたことに，おもしろさや意外性と

いった価値があると感じることができるようになった。振り返り作文により，単元におけ

る自分の追求を振り返ったところで，学びを振り返るかかわり合いを行った。

佳代 １８ わたしのグループは結構同じクラスになったことがない子ばかりで，はじめは息が合わなく

て，バラバラになって考えたりしたこともあったけれど，最終的に心を一つに，テンポが演

奏することができたから，同じクラスになったことがない子でも，考えれば考えるほど，心

を一つにできるから，ちゃんと考えてやればいいんだなっていうことがわかりました。

Ｔ １９ １学期の音楽の授業を通して，みんなは，もちろん音楽のこと聴く耳のこととか演奏のこと

もなんだけど，音楽ではないけれど，仲間のことも学ぶことができたよってことなんだけど，

なんでこうやって成長できたのかな。

奈津 ２０ わたしは，さっきいろんな子が仲間と協力とか言ってくれたんだけど，それとかかわって仲

間と話し合ったりして，たくさん練習して，どんどんよくする方法を考えたりすることがで

きたから，成長できたと思う。

Ｔ ２１ 仲間とどんなことを話したの。

奈津 ２２ たまに，みんなが機嫌が悪いときとかは意見が合わなかったけれど，みんなが遊ばずにちゃ

んとやれるときは，ちゃんとやって速くならないようにしようとか，並び方を工夫しようと

かを話した。。

仁美 ２３ 奈津さんに似ていて，ひとりでこういうことをやると，よい音が見つかってもたくさん見つ

からないと思うから，仲間が自分が考えなかった案を出してくれるから，いっぱい気をつけ

れるようになった。

ー＜略＞ー

純二 ２８ まず，バケツを叩いて，このイスが机を叩いた後にバケツを叩いて，バケツと，プラスチッ

クの箱をつかうといい音が出ていて，その上にフライパンのピンっていう音がよいと思って，

これにした。
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Ｔ ２９ めちゃくちゃ考えたんだね。

ー＜略＞ー

佳代 ４０ わたしたちのグループだけじゃないと思うけど，いろんなグループで考え合ったり，ちょっ

と前のスピーチで，誰かがけんかしちゃったとか言っていたけれど，そういうことがあるこ

とで，仲間との絆，思いやりが深まるから，それで音楽とかも成長したし，みんなも成長し

たから，考えとか思いやったりとかすることで成長すると思いました。

(７月16日 学びを振り返るかかわり合い 授業記録）

佳代１８「バラバラ」と，はじめは演奏の一

体感が感じられなかったが，「考えれば考えるほ

ど」と，仲間と演奏表現について繰り返し考え

ていくことが，「心を一つ」にするために大切な

ことであると考えるようになった。演奏をよく

したいという思いをもって音楽科の学習を進め

ていくことで，はじめ，自分の考えを仲間に主

張していた佳代が，仲間と折り合いをつけなが

ら目標に向かおうと考えるようになった姿は，

協調性を高めた姿であるといえる。

自己の成長について伝え合う子どもたちに，成長に影響した追求の取り組みによさを感じ

取ってもらいたいと考えた教師は，Ｔ１９「なんでこうやって成長できたのかな」と問い返

している。すると，仁美２３「自分が考えなかった案を出してくれるから」と，仲間と追求

してきたことのよさについて，その理由まで考える姿が表出してきた。純二２８のようにじっ

くり考えて粘り強く追求を進めてきたよさに対して，Ｔ２９「めちゃくちゃ考えたんだね」

と価値づけながら，かかわり合いを進めていった。そのなかで，佳代４０「考えとか思いやっ

たり」と，仲間と繰り返し相談し合ってきた過程

があったからこそ，絆が深まるとともに，演奏の

成長もしたと実感した。仲間と協力しながら追求

することが，「教科･領域特有の資質･能力」の高ま

りにつながったことに気づくことができた。単元

を通して，佳代は仲間と考えをぶつけ合ったり，

ときには折り合いをつけたりしながら，よりよい

演奏をめざして追求していくなかで，協調性とい

う「非認知的能力」を高めることのよさを感じ取ることができたのである。「学びを振り返る

かかわり合い」を設定することで，子どもたちは，「非認知的能力」の高まりを感じ取り，自

みんなと合う音をさがすよ

バランスに気をつけるよ
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己の成長を実感することができた。また，子どもたちは，「教科･領域特有の資質･能力」と「非

認知的能力」が相互に高まったことも自覚することができた。

今年次，単元前の子どもの

姿から，各単元における「高

めたい非認知的能力」を設定

する。ひとり調べや各場面の

かかわり合いに表出した姿か

ら，それぞれの変容を追って

いく。また，各場面における

かかわり合いの終末に，自己

を見つめる場を設定する。そ

こでは，仲間の考えのよさを

理解したり，受容したりした

ことが，自分の考えを見直し，

その後の追究について整理す

るきっかけとなったことを意

識できるようにする。そして，

対話や朱記によって子どもを

支えるとともに，変容を見取っ

ていく。

今年次研究において，本校における「非認知的能力」を再度整理し，次年次，「非認知的能

力」の高まりのとらえ方や，「教科･領域特有の資質･能力」との相互の高まりとの影響につい

て，さらに考えていくための地盤を固めていきたい。


