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コロナに明け暮れて２年が経ちますが、今年も間もなく終わろうとしています。 

感染状況が一気に改善したかと思えば、オミクロン株拡大の不安…。まだまだ 

コロナ禍は明けませんが、新しい年が素晴らしい１年になるように、今年１年を 

振り返り、良い締めくくりをしたいですね。 

 

自分や仲間のいいところや課題を振り返る…「私のいいところ」 
※参考：鹿嶋真弓・吉本恭子編著「中学校学級経営ハンドブック」（図書文化社） 

◆自分の良さを自覚し、さらに伸ばそうとしたり、 

他にも良さを増やそうという気持ちを高める。 

①ワークシートの項目から、自分のいいところ 

だと思うところに○を３～５個つける。 

②班で回して、それぞれが思う相手のいいとこ 

ろに○を３～５個つける。 

③用紙が１周したら、１人１個ずつでいいので、 

なぜその項目に○をつけたのか伝え合う。 

④振り返りを書いて発表する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「自己肯定感・自尊感情を高めるために、いいところを見つけて褒める」というのは、教育の

定番で大切ですが、実は、自己肯定感が「高ければ安心」ということでも「低ければ問題」とい

うことでもありません。そもそも私たち大人は、誰もが自分に自信を持っているでしょうか。自分に

自信がない人でも、困難な仕事や人間関係に立ち向かっている人は大勢います。逆に、何もで

きないのに自信家、自分勝手で周りに迷惑ばかりかけているのに自己肯定感が高い方が問題

です。無理やり高めようとするのではなく、現実の自分を受け入れ、そこから課題に立ち向かって

いける強さを育てることが大切です。     ※引用：宮口幸治著「ケーキの切れない非行少年たち」（新潮新書） 
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冬休み前なので、「もう一つの通知表」

で自己評価したり、学級の成長や行事

における感動の名場面・印象に残って

いるシーンなどを映像で振り返ったり

して、新学期への意欲を高めて 

いきたいですね。休み明けには 

「ペンネーム日記」がおススメ！ 

３～５個、〇をしてもらおう

私・あなたのいいところ
自分から
見た私

さんから見た私 さんから見た私 さんから見た私

1 進んで仕事ができる

2 何でも最後まで粘り強くやり遂げようとする

3 みんなに優しくできる

4 みんなの中心になれる、リーダーシップがある

5 ユーモアがある、みんなを楽しませてくれる

6 困っている人を助けることができる

7 人の話がよく聞ける

8 いつも元気で明るい

9 色々なアイデアを出せる

10 何事もまじめに取り組むことができる

11 頼りになる、信頼できる

12 色々なことを知っている、物知り

13 誰にでもあいさつができる

14 勇気がある、行動力がある

15 話や説明をするのが上手

16 人の役に立つようなことをよくしてくれる

17 分け隔てなく、誰とでも仲良く協力できる

18 整理・整頓ができる

19 人の悪口やグチを言わない

20 穏やかでいつも笑顔でいてくれる

↓班員の名前を書く

私の四面鏡　ワークシート 名前（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

【振り返り】　活動をしてみて、どんなことを考えましたか。また、これからどうしていきたいですか。

項
目
を
変
え
た
り
増
や
し

た
り
し
て
も
良
い
。 
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授業づくり講座 ～12/2 外国語科授業研究会 in 小筑紫小 5 年～  

単元：Unit8 “Who is your hero?”(NEW HORIZON Elementary5) 浅井 柚衣先生 

単元ゴールの言語活動：アメリカに住んでいてしばらく会っていない A さんに、今の自分の 

ことを知ってもらうために、日常生活や憧れの人についてリモートで紹介する。 

本時の活動：A さんに今の自分のことを知ってもらうために、日常生活や憧れの人とその 

＜表現例＞    理由について、（友だち同士で）聞き取ったり話したりする。 

A: Hello. I’m ○○. I always read books. 

B: Read books? Nice. 

A: Do you like books? 

B: Yes, I do. 

 A: OK. What do you like? 

 B: I like lacrosse. 

 A: Oh, lacrosse! This is my hero. 

My hero is ○○. Do you know ○○? 

 B: No, I don’t. 

 A: He is (a) Youtuber.  

He can sing and dance very well.  

He is cool! Thank you. See you. 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

＜文科省初等中等教育局 教育課程課 直山 木綿子 視学官のお話から一部抜粋＞ 

◆少人数で女の子だけのクラスだったが、みんな明るく素直で意欲的、誰とでも顔を見合わせ

てペアのやりとりができていて見事だった。始めのあいさつや発表の声で、このクラスの雰囲気

の良さがわかる。やりとりにも慣れていて、”Do you like～?”→”Yes”→”What 〇〇 do 

you like?”の流れや反応が自然にできている。わからないことや言いたいことは 

先生や ALT に教えてもらい、すぐに使おうとしている。 

◆アメリカの A さんからのビデオメッセージ、発音が良すぎて大人でも聞き取りづらい。 

これを見本に、「誰に聞いてもらうのか」の相手意識がないから伝わりにくい、という 

ことに気付かせるのも良い。ALT にわざとペラペラと早口で話させて、聞き手が理解  

しやすいスピードや話し方を考えさせても良いのでは。少人数で何年も同じ仲間と過ごしてい

るだけに、お互いに相手のことは何でも知っていて、次に相手がどんなことを言うのかわかって

しまっているのではないか。聞き手への配慮なんかしなくても分かり合える関係だからこそ、よく

知らない相手を題材に探しておいて、配慮がないと伝わらないという状況にさせたい。 

◆「ヒーローはアリアナ・グランデ。彼女は上手に歌える。」「彼はユーチューバー。ダンスと歌が

得意。」ヒーローの紹介・説明はしているが、なぜあなたにとってヒーローなのか、「理由」がわ

からない。「あなたと憧れの人との関わり」について伝えないといけない。また、相手がその人

物について知識があるかどうか推測する（聞き手への配慮）ことで、どんな内容を付け足す必

要があるかを思考することができる。 

 

 

「話すこと(発表)」

でも、やりとりを含

んで話させていて、

質問や反応すること

に慣れていることが

わかりました。 

会話の流れとしては少し不自然に感じるところ

（「本が好き。何が好き？」→何の本が好きか

答えたらいいのか？何でもいいから好きな物を

答えたらいいのか？／ラクロスの話題からマイ

ヒーローへ急展開、など）もありますが、全て

を完璧にするのは難しいので、発達段階に応じ

てより自然さを求めていけばいいと思います。 

直山視学官は、授業開始前、児童の様子や教室の書道や学習の掲示物などに目を凝らしな

がら、どの児童に注目するかを決め、その児童の発言、つぶやき、記述を 45 分間追って

全てメモしていました。子どもの変容やつまずきの見取り方を学ぶことができました。 



中学校区別研究主任会 

各中学校区別に小中研究主任会を開き、標準学力調査の分析や成果と課題、小中連携の

取組み内容、ICT 活用状況などについて、お話を聞かせていただきました。一部を紹介します。 

＜学力・学習状況について（課題や対策）＞ 

・パターン化した発表や感想しか言えず、応用ができない。 

・式や図に表したり、専門用語を使って説明したりすることに課題がある。 

・毎日の帯タイムで数問の問題に取り組ませ、週に１度テストをしている。 

・放課後、支援員さんと加力学習を行っている。 

・新聞朝会、語彙手帳、校内辞書引き大会などに継続して取り組んでいる。 

・家庭学習が身になっていない。→独自に家庭学習やメディア利用に関するアンケート調査を 

実施すると、全員がテレビを全く見ない（→スマホで動画視聴、ゲームをしており、一般的なニ 

ュースなどを知らない）、家庭学習時間は長くても、ほとんどがスマホをいじりながら宿題をし 

ている、といった結果が出た。家庭にも結果を知らせているが、改善や協力が見られない。 

・まとまった文章全体を読んで概要を捉え、思考したり説明したりする力が弱い。 

情報を整理したり順序立てて書いたりする力が弱い。 

・朝、新聞記事を読ませているが、内容が理解できない。 

以前は「小社会」の視写をさせていたが、難しすぎて理解できないため、 

今年は「Peratto（高知新聞発行の中学生向けのニュースレター）」の記事に変えた。 

＜小中連携について＞ 

・学期に１、２回の合同研修会を実施している。夏休みに研修会をしている。 

・研究主任及び各教科の担当者は、小中を行き来して授業交流や情報交換をしている。  

・子どもや先生のアイデアから、小学校の陸上記録会に向けて、中学校の陸上部の先輩や、 

専門の顧問の先生が小学校に指導に来てくれた。美術の先生が指導に来てくれた。 

・中学生が、小学校に出向いて読み聞かせを行っている。英語の読み聞かせにも挑戦した。 

・中学校の英語担当が、小学校の授業に入ったりしている。 

＜ICT 活用状況について＞ 

・クロムブック(Chromebook)で生活アンケートに取り組んだ。 

・若い教員がリーダーとなり、活用の推進や研修をしてくれている。 

・パソコンクラブでプログラミングに取り組ませている。 

・校内研に、遠方の講師をオンラインで招くことができ、新しいことを学べるようになった。  

・週に１回クロム朝会（１０分）を行い、全校でクロムブックの操作・機能を学ばせている。 

・担任が、朝学活後、職員室に下りてこなくても、クロムブックで子どもの遅刻等の入力ができ、 

職員室が把握、対応ができる。 

・【複式学級】片方の学年に教えている間、一方の学年はクロムブックで課題に取り組ませる。 

・不登校生徒に授業を配信したり、チャットで生徒同士やりとりをさせたことがあった。  

・人数が少ないと、集計結果や意見の交流等、ICT を使わない方が早いという場合が多いが、 

 高校で他校出身の生徒と差が出ないように、操作は教えておかないといけないと思う。 

・授業中や休み時間に、こっそり動画やゲームサイトなどを見ていて、指導が必要な事があった。 

 
「読む力」の低下について、次ページで

関連する内容を載せています。 



「読む力」がなければ思考ができない 

今、日本や海外の多くの大学で、学生の「読解力」が急激に低下しているそうです。小さい

頃から読書の習慣がない学生が多く、そのために「語彙力」が乏しく、課題に出しても文献が

読めず、論文も書けない。アンケートを実施しても設問の意味がわからず、「内向的ってどういう

意味ですか？」「むなしいって何ですか？」といった質問が学生から出るようになったそうです。

以前なら普通に使っていた言葉が通じない学生が増えてきているのです。言葉の意味がわか

らなければ、文献の内容も、教授の話も理解できません。真面目に聞いている学生でも、説明

の内容の中で何が重要かを自分で考えることができず、丁寧に図解で示してあげないと要点

を押さえることができない。中高生の学習内容を教える時間を設ける大学まであるそうです。 

こうした「国語力」の低下により、英語で書かれた小説や評論を読み込んで和訳することも

困難になっているそうです。英文を和訳する授業は最近少なくなりましたが、実は、翻訳は語彙

や文法の知識、言語能力、想像力を駆使させる必要がある作業で、知的発達の訓練になるの

だそうです。簡単な例を挙げると、”I like it.”は「私はそれが好きです。」という意味ですが、場

面や状況次第では、「気に入った」「良かった」「おいしかった」「それがいい」など、様々な日本

語から判断して適切に選択する必要があります。それだけの日本語のバリエーションや豊富な

語彙力がなければ、「どの表現がふさわしいかな？」という思考自体できない、ということです。

今の時代、知識がなくてもスマホなどですぐに言語を翻訳できて便利なのですが、そこで出てき

た文を見て、「なんか変…」「この場面では少し表現が違うかも…」などと思うことはありません

か？そう思うのは、知的能力が働いているからだということが言えます。 

現在、小中学校では、対話で思考を深めさせたり、英語の授業も英会話を中心に、思考させ

るために、目的・場面・状況を設定する、といったことが推進されてきていますが、思考するため

には、まずは基礎知識と、書かれた問題文や説明を理解するための語彙力や読解力があるこ

とが前提となるのです。知識を取り込む時間よりも、思考・活用する時間に比重が置かれがち

ですが、知識不足のまま応用や活用の力を伸ばすことは難しく、基本のドリル練習や、暗記する

作業などは、発達期の脳を鍛えるという役割もあるそうです。 

それでは、語彙力や読解力は、どのようにして身に付けていくのか。一番効果的な 

方法の一つが、読書習慣です。小さい頃の絵本から始まり、徐々に文章を読むこと 

で、内容を理解したり状況を想像したりする力をつけていきます。想像力が身に付けば、相手の 

気持ちや先のことを読む力にもつながり、本の中で心に残る言葉や異なる考え方に出会うこと

で、感動したり気持ちが救われたりすることもあります。それは、豊かな感性にもつながります。ま

た、読書というのは「一人でじっくり」読むため、それを続けることで集中力も養われ、正しい表

現や内容の構成も自然と吸収していきます。 

今、学校では多くのことが求められていて、「あれもこれも」と大変な状況ですが、「まずは読

書」に取り組んでみるのもいいですね。小説や評論、伝記や記事など、継続して読ませていくこ

とで、色々な変化や効果が出てくるかもしれません。※引用：榎本博明著「教育現場は困ってる」（平凡社新書） 

 

 

 

 

 
ふれあい教室・翼の会作品より  


