思いを込めた学級旗を紹介
七月四日（月）夕会の中で 、一年生から三年生それぞれの
学級の学級目標と、学級旗の紹介がありました 。学級旗制作
担当が 、学級の仲間の意見と学級目標をイメージしながらデ
ザインを考えて、作り上げました 。できばえがすばらしく、
各学級ともいい旗を製作しています。学級のマスコット的な
存在になると思います。自分たちが掲げた生活目標や学習目
標を意識しながら、達成に向けて学級一丸となって日常生活
を送っていきましょう。どんな思いを込めて学級旗をつくっ
たのか 、生活目標・学習目標は 、どんな願いが込められてい
るのかを紹介します。

【２年１組】
学級目標 『魁（さきがけ ）
』
理 由
魁には、先頭を切って真っ先にことを始めるとい
う意味があります。今の２年１組には、自分から物
事に 取り組む積 極性や自分 から発表や表現す る勇
気が足りないのでこの学級目標にしました。
学習目標 『わかると感じた問題には、挙手をしよう』
理 由
積極性を高められるような目標にしました。
生活目標 『給食の準備を一〇分以内に終わらせよう』
理 由
給食準備が遅いので、みんなで協力しはやく準備
が終わらせることができるようにするためです。
学級旗のデザインは、今足りないところを補って、広
がっていくところをイメージしています。

【２年２組】
学級目標 『 With friends
』
理 由
一人じゃできないことも、友だちと一緒にがんば
って、達成しようという意味があります。
学習目標 『勇気を持って、手を挙げよう』
理 由
授業中、わかっていても手を挙げない人がいるの
で、わかっていたら手を挙げるように ････
。
生活目標 『アンパンマンの木に、ピンクを増やす』
理 由
２組はピンクが少なく、残食ゼロが目標です。
この、３つのことをがんばっていきたいです。

～ＵＤの視点に立った授業改善～

社会科研究授業
今年度本校の研究主題は「未来を切り拓く力と意欲を身に
つけた生徒の育成」～ＵＤの視点に立った授業改善の取り組
みを通して～です。ＵＤの視点とは、
①焦点化（シンプル）
○学習内容の焦点化『何を学ぶか』
○学習方法の焦点化『どのように学ぶか』
②視覚化（ビジュアル）
○イメージしやすいように
○写真、ＶＴＲ、モニター、図、シンボルを活用
③共有化
○学習活動の共有化『どのように学んでいくか』
○学んだ内容の共有化『何を学んだのか』
①の学習内容の焦点化とは学ぶ内容（何を学ぶのか）を１
つ に 絞 るこ と で す 。
「めあて」のことで「今日学習すること
は○○です」と提示し生徒は確認します。学習方法の焦点化
とは、１時間の学習の流れと学習中の活動や操作等（どのよ
うに学ぶか）がわかることです。②視覚化とは、友だちの考
えやグループの考えをロイロノートで確認したり 、ホワイト
ボードで知ったりします。また、資料などがイメージできる
ように、絵や写真、ＶＴＲを使って、視覚的にわかりやすく
していきます。③共有化は、学習活動の共有化と、学習内容
【３年１組】
学級目標 『 forever friends
』
理 由
私たちが高校生になったら 、ずっといた友だちと
別れることになるかも知れないから 、
「永遠の友だ
ちでいてほしい」という思いを込めました。
旗の 説明
シャボン玉の中に 、みんなのイニシャルを入れま
した 。
生活目標 『一日３回以上、良いことをする』
学習目標 『自分のわからないことは 、周りに聞いて、わか
ることは、周りに広める』
クラスの中だけでなく、学年や、１年生 、２年生のみな
さんとも、仲を深めたいです。

の共有化の２つあります。学習活動の共有化は 、
「１時間で
何を明らかにするのか 」
「今から何をするのか」という目的
と方法をクラスのみんなが理解して 、自分の考えを創りあげ
る活動を共にすることです 。学習内容の共有化とは 、クラス
のみんなが「何を学んでいるのか 」
「何が学べたのか 」
「学ん
だ結果何ができるようになったのか 」を自覚することです 。
そのために 、ペア学習やグループ学習 、一斉学習などの学習
を効果的に組み合わせて一時間の授業を創っていきます 。そ
して 、みんなが「あっ 、わかった！ 」と声を上げてくれたら
最高です。そんなことを先生方は研究しています。
これらのことを研究していくために 、１年生の学級で社会
科の授業を行ないました 。前の時間までは 、気候による生活
の特徴について学んでいましたので 、復習のため 、寒帯 、冷
帯 、乾燥帯 、熱帯 、湿地帯などの家の写真をモニターで見せ
ました 。その後 、服（安部先生が 、寒冷地の服とポンチョを
着ていました ）の写真を見せて 、ぐっと子どもたちを授業に
引き込みました 。そのあと、カツ丼とその大盛りの写真を見
せて 、
「世界には、これを食べられない人がいるんだぞ」と
いうと「エーッ 」という声が上がり 、生徒は社会科の授業に
自然と吸い込まれていきました 。これが 、視覚化の大きな効
果だと考えます。めあてを提示します。めあては 、
「宗教に
よる生活の特色について理解しよう 」
（焦点化）です。世界
は 、大きく二つに分けられて 、三大宗教（世界宗教 ）と民族
宗教があり 、世界宗教は 、キリスト教、イスラム教 、仏教で 、
民族宗教はヒンドゥー教 、それぞれの特徴を教科書や資料集
で調べるように指示をします（どのように学ぶかを共有 ）
。
また 、どのページを調べればわかるのかをモニターで示しま
した （視覚化）。すると集中して、教科書や資料集を見なが

【３年２組】
学級目標 『どこでもどあ ～一歩が生み出す新世界～』
理 由
「どこでもどあ 」は 、開いて一歩踏み出すことで
新しい世界へ行けます。このことから 、一歩踏み
出す 、挑戦することから新世界 、新しい未来が見
えてくるという意味があります。
旗の説明
オレンジ色には「いつもと違うことをしている
自分を楽しむ 」と言う意味があり 、旗の「どこで
もどあ」はオレンジ色にしました。
学習目標 『にぎやかな授業』
理 由
質問 、意見が飛び交う 。ペンの音 。グループ学習
の話し合いの声。
『思いやりあふれる学校生活』
今でも思いやりのあるクラスです 。人を思いやる
ことは 、一生大切にしてほしいと思ったからです 。
生活目標
理 由

ら特徴を調べはじめました 。安部先生がそれぞれの宗教につ
いて特徴の数をいうと、その数の分を探そうと必死になって
いました。発表では多くの生徒が挙手をして 、発表したくて
たまらない様子でした 。
「イスラム教は、飲酒、豚肉禁止で
す」
「ヒンドゥー教は、牛が神の使いなので牛肉を食べませ
ん」
「キリスト教は、聖書を読むことを大切にしています」
「イスラム教は、聖地メッカに一日五回お祈りをします 」「仏
教は 、僧侶に寄付をします 」など 、のべ一四人の生徒が発表
をして 、宗教による生活の特色を確認しました。その後 、学
習したことをペアで確認し合い 、１時間で何を学んだかを共
有しました 。また 、先生がクイズを出し 、学習したことを全
員で覚えました（学んだ内容を共有化 ）
。授業全体にリズム
があり 、１年生全員が授業に集中していました 。ＵＤの視点
の授業では「楽しい 」
「わかりやすい 」
「参加しやすい 」をめ
ざしています 。まさに「楽しく 、わかりやすく 、全員が参加
している」授業でした。安部先生ありがとうございました 。

【１年生】
学級目標 『あかるく、きづかいがひろがる クラス』
理 由 クラスの雰囲気が、明るく、気遣い（きづかい）で
あふれるようにという意味を込めて 、このテーマに
しました。
旗の説明
絵の真ん中に山下先生が授業をしています 。肌の色
と髪の毛の形を似せるようにがんばりました。
学習目標 『やるときは、やる』
理 由
話を聴くときには聴いて、友だちと相談するとき
はするように、メリハリのある授業にします。
生活目標 『意思表示をする』
理 由 １年生はまだ意思表示ができていない人がいます。
この目標が達成できるように、１年生みんなでがんば
っていきます。

モニターに、タイの仏教と日本の仏教の違いが映る
興味を持って、真剣に見る 1 年生

がんばったね････いい言葉かけをお願いします。

お疲れさま

子どもたちの目標を達成するため、心を強くしたい。ありがとう

※
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