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はじめに

校長 勝村 正樹

今年度も「自ら学び，考え，行動できる児童の育成 ～学びのプロセスに沿った学

習活動を通して～」を主題にして本校の研究を進めてきました。詳しい説明は，後の

章で見ていただきますが，低学年では，「話し方名人・聞き方名人」，高学年では「算

数はかせどん」といった，子どもたちの心をちょっとくすぐるような手立てを講じて

きました。

低学年ブロックでは，「話し方名人・聞き方名人」をもとに，３年の杉本洋教諭が国

語科「食べ物事典を作ろう」の研究授業を行いました。集中して友達の紹介文を読み

返す３年生の姿が印象的でした。また，高学年ブロックでは，５年の長門知広教諭が

「算数はかせどん」を手立てにして，算数科「比べ方を考えよう」の研究授業を提案

しました。試行錯誤を繰り返しながらどの考え方が一番効率的なのかを話し合ってい

た５年生の様子が目に焼き付いています。どちらの研究授業にも担任の思いが見え，「授

業を創る」ことの大切さを感じました。もちろん課題も明らかになりました。課題が

見えたからこそ次のステップに進むことができたのです。

ところで，私は帰宅後，主に３つのことについて勉強しています。まず，月に２度

の英会話，次に毎週１度の書道，さらに週に１回の日本語教育についてです。学校で

は教える側ですが，この３つの学習では，完全に私は生徒となります。つまり，教わ

る立場となるのです。英会話では，これまで記憶している英単語を思い出しながら話

すという辛い活動のため，徐々に脳が疲労してくるのが分かります。書道では，先生

からいただく臨書のお手本を見ながら，あまり考えずにひたすら練習を続けています。

日本語教育の授業では，講義形式と実践形式のものがあります。講義では，教えてく

ださる先生がどんどん指名してくるので，うかうかしていられません。全く知らない

ことでも聞いてくるため，今ではまちがえることに慣れてきて，プライドも捨て気軽

に返答できるようになりました。このように３つの学習はそれぞれですが，私が教わ

る側に立つことができる貴重な時間となっています。

話が少し私事になりすぎました。今年度の本校の研究は，昨年度同様，ブロック研

究を中心にして，熱い議論が展開されました。ブロック長がメンバーに声をかけると，

さっと集まり，すぐに話し合いが始まるというのが本校の強みです。この雰囲気を大

切にしながら，来年度もさらに充実した研究が進められるものと確信しています。今

年度も多くの方々に本校の研究を支えていただきました。そのことを私たちは忘れて

はいけません。これからの道徳教育のあり方について丁寧にご指導くださった義務教

育課指導主事の小尾綾先生，低学年の国語科研究授業で励ましとご助言をいただいた

山梨大学教職大学院教授の小林大先生，そして，高学年の算数科研究授業において鋭

い視点でご指導くださった千代田小教頭の一瀬孝仁先生に感謝とお礼を申し上げます。
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平成２９年度 校内研究の概要 

 

１  研究主題・副主題 

 

２  主題設定の理由 

 

（１）研究の経過と今年度の方向性 

  

昨年度の研究では，「学びのプロセス」における，「伝え合い学び合う」過程の充実を図る

ための指導法について研究を進め，実践に活かした。また，「授業」が学力向上の要となるよ

うに，朝学習，家庭学習とのつながりを考えながら実践し，一定の成果を得ることができた。 

 授業や朝学習では，主体的に学ぼうとする児童の姿が多く見られるようになり，その意欲

が家庭学習へとつながった。朝学習を，授業のレディネス確認，ドリルやプリントなどでの

復習，予習や自主学習，発展学習など，授業との関わりの中で柔軟かつ有効に扱うことで，

授業や家庭学習と関連させながら取り組む方法を，創出することができた。 

日々の実践を通して，つながりのある学習活動を行うことで，教師も児童も学習への見通

しをもつことができ，充実した授業が展開された。提案授業では，課題に向かって意欲的に

取り組む児童の姿が印象的だった。一方，「学びのプロセス」において「考えをもつ」ことは

できても，「伝え合う」過程において，意見の発表に留まり，意見を交換し合うなど，互いに

「学び合う」過程に課題が残った。 

そのため，今年度も継続して「学びのプロセス」における「考えをもつ」～「伝え合い学

び合う」に絞った指導法の研究を進めていきたいと考える。次期学習指導要領では，アクテ

ィブラーニングがポイントの１つとなっている。「何を教えるか」という知識の質や量の改善

だけでなく，「どのように学ぶか」という学びの質や深まりを重視し，知識・技能の定着や学

習意欲の向上を図っていきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

自ら学び，考え，行動できる児童の育成 

～「学びのプロセス」に沿った学習活動を通して～ 
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（２）学校教育目標の具現化から 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈めざす児童像〉 

  

本校では，「子どもたちが来たくなる学校」を目標に，一人一人の個性を生かしながら

豊かな人間性と実践力のある心身共に健康な児童の育成を図った教育活動を行っている。

また，「生きる力」を育み，かしこく（知）やさしく（徳）たくましく（体）児童が育つ

ように全人的な教育をめざしている。 

   「心身ともに健康な児童」（健やかな体）は，「かしこくよく考え，自ら学ぶ児童」（確

かな学力）である。「学校に来て学びたい」と，児童が自ら行動できるよう，研究主題に

向かって，研究・実践していくことが，学校教育目標の具現化につながると考えている。 

   

（３）児童の実態から 

 

全国学力・学習状況調査の質問紙調査の結果から，朝食の摂取，就寝時間など基本的な

生活習慣は，９割以上が良好であり，これまでの本校における健康増進に関わる指導の成

果が表れている。また，「ものごとを最後までやり遂げてうれしい」「難しいことでも，失

敗を恐れないで挑戦している」「自分によいところがある」などの質問には，大半の児童

が肯定的に回答している。本校で２月に実施された学校アンケートの結果でも，「学校が

楽しい」「授業が分かりやすい」と回答している児童が多い。本校の児童は，やる気があ

って，学ぶ意欲や自己肯定感が高いと考えられる。 

授業において，「課題把握」はよくできていたが，「振り返り」の活動の充実に，全国・

県との差があった。学習の調査の結果から，全体的に知識はあっても，関連づけて考えた

り，別の方法を探ったりするなどの活用力に課題がある。よって，「学びのプロセス」に

沿った学習活動のより一層の充実を図り，自分の考えを他者と比較したり修正したりする

「伝え合い学び合う」過程に重点を置く必要がある。 

学校教育目標 

『子どもたちが来たくなる学校』 

一人ひとりの個性を生かしながら，豊かな人間性と実践力のある 

心身ともに健康な児童の育成 

 

知 

かしこく 

よく考え 

自ら学ぶ児童 

徳 

やさしく 

豊かな人間性を 

もった児童 

体 

たくましく 

心身ともに健康で

粘り強い児童 
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３  研究主題・副題のとらえ方  

  

（１）主題『自ら学び，考え，行動できる子ども』について 

    課題意識を高くもち，課題を解決するための方法を考えたり，考えを表現したりする

ことができる子どもである。また，学習の振り返りや，次時につながる学習を行うこと

によって，新たな課題を見つけ，意欲的に学ぼうとする子どもの姿である。 

    

 （２）副題『「学びのプロセス」に沿った学習活動を通して』について 

    主体的に学び，「確かな学力」を育むために，重視することとして，小学校学習指導

要領総則第１章第４の２（４）には，「各教科等の指導に当たっては，児童生徒が学習

の見通しを立てたり学習したことを振り返ったりする活動を計画的に取り入れるように

工夫すること」とある。「課題をつかむ」から「振り返る」までの「学びのプロセス」

に沿った学習活動のより一層の充実を図ることで，主題に迫ることができると考えてい

る。 

 

４  研究目標 

「伝え合い学び合う」過程の充実を図るために，その指導法について学び，実践に活かす 

 

５  研究内容 

（１）「学びのプロセス」に沿った学習活動を充実させるための教師の支援について 

（２）「伝え合い学び合う」過程の指導方法について 

  

６  研究方法 

○低学年ブロック，高学年ブロックに分かれて研究する。 

○研究経過を交流し合い，修正していく。 

研究内容（１）について  

  ①学習の要となる授業において，朝学習，家庭学習（「家庭学習の手引き平成２９年度

版」）を有効活用させながら，学力を定着させるために，日々の授業改善を行う。（一人

一実践） 

  ②授業を参観したり相談し合ったりして，互いに学び合う。（相互参観） 

 

研究内容（２）について 

  ①講師を招聘して，様々な指導方法を学ぶ。（学習会・研究協議会） 

  ②各ブロックにおいて，学年のつながりを考慮しながら指導法について研究し，実践 

する。（提案授業） 

  ③話し合い活動の手助けとなるものを各ブロックで考えていく。 

   ・伝え合いのルール（対象や内容，言葉）（話し方・聞き方） 

   ・教師の授業における発問や板書の工夫 

   ・ノートの取り方（自分の考えを書く。友達の考えを書く。） 
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７  研究構想図 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究目標 

「伝え合い学び合う」過程の充実を図るために，その指導法について学び，実践に活かす 

山梨県学校教育指導重点 

     ↓ 

甲府市学校教育指導重点 

学校教育目標 

子どもたちが来たくなる学校 
学習指導要領 

研究主題   自ら学び，考え，行動できる児童の育成 

～「学びのプロセス」に沿った学習活動を通して～ 

朝学習：自主学習 
（課題学習・習得学習

等） 

家庭学習：自主学習
（復習・予習等） 

「学びのプロセス」 

に沿った学習の要 

確かな学力の構想 

授業： 
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 児童の活動    教師の支援 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課題をつかむ 

 

 

考えをもつ 

伝え合い学び合う 

課題解決する 

振り返る 

自ら学び，考え，行動できる児童 
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動 

学びのプロセス 

・課題把握 

・目標設定 

・計画・予想 

 

・提示の工夫 

・実態把握 

・場と時間確

保 
・考えをもつ 

・表現の仕方

を工夫する 

・ノートやワ

ークシート

の工夫 

・場の設定 

・場の工夫 

・学級づくり 

・交流する 

・認め合う 

・補い合う 

・考えを表す 

・比較検討す

る 

・まとめる 

・個に応じた

支援・指導 

・賞賛する 

 

・学習感想を書

く 

・成果と課題か

ら次への意欲

へ 

・学習や活動の

意義を知る 

 

・学習感想

を書かせ

振り返り

を行う 

・評価する 

学習の楽しさ・活動の意義・新たなる課題 

次への意欲 



概－6 

 

 

 

８  研究組織 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究推進委員会 

企画・立案 

低学年 高学年 

確かな学力 

全体 

校長・教頭・教務・研究主任・ブロック長 

（角田） 

新田 

武藤 

（羽中田） 

（小宮山） 

 

今井 

小松澤 

杉本 

古屋 

戸田 

牛奥 

塩谷 

遠藤 

組沢 

（小田切） 

下條 

（梶原） 

小澤 

数野 

勝村 

中澤 

長門 

小沢 

山田 

小菅 
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９  研究計画 

 

月 日 曜 会 内容 

４ ５ 水 第 1 回研究推進委員会 ・今年度の研究の方向性について 

１８ 火 第１回全体研究会 ・研究の概要について 

 ５ 
１５ 

 

月 

 

第２回全体研究会 

①ブロック研究会 

・研究の進め方とまとめ方 

・ブロック長，提案授業者（学年）決定 

 ６ 
２６ 月 第３回全体研究会 

  ②ブロック研究会 

・ブロック研究の途中経過について 

・提案授業について ・一人一実践について 

７ 

１０ 月 第４回全体研究会 

  ③ブロック研究会 

・ブロック研究会の進め方について 

・提案授業案検討 ・家庭学習について 

２１ 金 

 

 

第５回全体研究会 

  ④ブロック研究会 

・学習会「特別の教科 道徳」について 

 ～小尾 綾先生（山梨県教育委員会）をお迎えして～ 

・提案授業案検討 

 ８ 

  

２１ 月 第６回全体研究会 

  ⑤ブロック研究会 

・各研修会，甲教協等還流報告 

・提案授業案検討 

 ９ ４ 月 第７回全体研究会 

⑥ブロック研究会 

・「全国学力学習状況調査の結果分析及び今後の授業改善について」  

・提案授業案検討 

１０ 

１９ 木 第８回校内研究会 

低学年ブロック研究会 

・３－１国語科提案授業職員提案 

・３－１提案授業案検討 

３０ 月 第９回全体研究会 ・３－１杉本 洋教諭 国語科提案授業 

（山梨大学教職大学院 小林 大先生をお招きして） 

３１ 火 高学年ブロック研究会 ・５－２提案授業案検討 

１１ 

 ６ 月 第１０回全体研究会 

高学年ブロック研究会 

・５－２算数科提案授業職員提案 

・５－２提案授業案検討 

１３ 月 高学年ブロック研究会 ・５－２提案授業案検討 

１５ 水 第１１回全体研究会 ・５－２長門 知広教諭 算数科提案授業 

（千代田小学校 一瀬 孝仁先生をお招きして） 

１２ 

１５ 金 第１２回全体研究会 

 

  ⑦ブロック研究会 

・家庭学習の手引きについて 

・研究紀要について ・外国語について 

・ブロック研究の成果と課題 

２６ 火 第３回研究推進委員会 ・家庭学習の手引きについて ・自学について 

 １ 

１６ 火 第４回研究推進委員会 ・家庭学習の手引きについて ・自学について 

２９ 月 第１３回全体研究会 ・家庭学習の手引きについて 

・校内研のアンケートについて 

 ２  
 ６ 火 第１４回全体研究会 ・研究のまとめと来年度の方向性について 

・家庭学習カードについて 
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１ 低学年ブロックの研究

（１）低学年ブロック一人一実践

ことばを見つけよう

１年１組 今井 知美

１．本時の学習目標

○ことば遊びの楽しさに気づき，音読したり，文を作ったりすることができる。

２．具体的な取組

（１）楽しく音読できるように，一斉・グループごとなど読み方を工夫する。

（２）座席表を用いて机間巡視をしながら，個々の実態を把握し，支援をしていく。

（３）文作りがなかなかできない児童には，ヒントカードを使い，文が作れるよう

に支援する。

（４）教師の話だけでなく，友だちの発表もしっかり聞くことができるようにする。

３．展開

学習活動 教師の指導 備考

１．「ことばを見つけよう」を音読する。

導 ○前時に完成させた教科書の「ことばを見

つけよう」の文を音読する。

○全員で音読したり，グループごとに音読 ・全員で読んだ後は，列ごと

する。 や班ごとなどで楽しく音読

できるようにする。

【課題をつかむ】

２．学習課題を確認する。

入

べつのことばがかくれている文をつく カード

ろう。

○「いる」と「ある」の違いを考える。

○教師の作った文で「いる」「ある」の使 ・

い方を確認する。



低－ 2

【考えをもつ】

展 ３．別のことばがかくれている文を作る。

○ワークシートを使って，文を作る。 ・分からない児童には，ヒン ワークシ

開 トカードを渡す。 ート

・早くできた児童には，でき

たことを褒め，たくさん作 ヒントカ

るように声をかける。 ード

【伝え合い学び合う】

４．自分の考えを発表する。

○自分の作った文の中から，一番気に入っ

た文を選ぶ。

○となりの友達に発表する。 ・自分が選んだ文を友達に伝

えられるように，支援する。

○友達とみんなに発表する文を決め，全体 ・二人で話し合って決めた文

に発表する。 をクラスのみんなに大きな

声で発表できるように声を

かける。

ま 【振り返る】

と ７．学習のまとめをする。 ・別のことばがかくれている

め ○文を作ったことや友達の発表を聞いた感 文を自分で作ったり，友達

想を発表する。 の文を聞いたりして思った

ことを発表する。

４．実践を振り返って（成果と課題）

○一斉・グループなど読み方を工夫して音読したので，授業に集中しにくい中，多くの児童は，

楽しく読むことができた。

○クイズ的な要素も含まれていて，子どもたちの興味を引く課題だった。

○自力解決がなかなかできない児童にとって，ヒントカードによって書くことができ，とても

有効であった。

▲ヒントカードでもまだ解決に至らない児童への支援がさら

に必要である。

▲授業を乱す児童がいたために，時間がかかってしまい，予

定通り終わることができなかった。

５．今後の改善策

・個別支援をし，授業に集中できる環境作りをしていく。

・児童一人一人に学び合いに必要な能力をしっかり身につけさせていく。

・児童に学び合いの仕方を身につけさせる具体的な指導方法をさらに工夫していく。



低―３ 

 

                      

 

～「くじらぐも」の音読の工夫を通して～ 

１年２組 小松澤 輝美 

１．本時の学習目標 

 

 

２．具体的な取組 

 

 

 

 

 

３．学習の流れ 

 学習活動 教師の指導 備考 

導 

入 

１．既習漢字の復習をする。 

○空書きで，既習漢字の復習をする。 

 

【課題をつかむ】 

２．背景を想像しながら音読をする。 

○役割読みをする。 

・会話文は児童，ト書きは教師が読む。 

○重ね読みをする。 

・だんだん大きく読む会話文を，通り

ごと順番に重ねながら音読する。 

○たけのこ読みをする。 

・自分が読みたい一文を，読みたいと

きに起立して音読する。 

３．自分だったらどうするか想像す

る。  

 

 

 

 

 

 

・本時で扱う漢字３文字を復習さ

せる。 

 

・物語の背景を想像させながら楽

しく音読できるように，読み方を

変える。 

 

 

 

・たけのこ読みは，体を中心に向

けて友達同士が見えるようにさ

せて読ませる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

くじらぐもの

絵２枚 
甲運小学校の空に「くじらぐも」があらわれたとしたら，来てほし

いか，のりたいか，わけもかんがえてはっぴょうしよう。 

○「くじらぐも」に来てほしいか，乗りたいか想像して，訳も考えて発表することができる。 

（１）音読を通して読む力をつけるために，音読の仕方を工夫する。 

（２）課題について自分の考えをもたせるために，吹き出しのついたワークシートを用意する。 

（３）自分の考えを表現し，友達の考えを聞かせるために，発表や聞き方のめあてを確認させる。  

（４）学習規律を確立させるために，準備・姿勢・鉛筆の持ち方など確認する。 

 

 

自分だったらどうするか想像して発表しよう 



                      低―４ 

展 

開 

 

【考えをもつ】 

４．自分の考えをワークシートに書

く。 

○吹き出しがついたワークシートに

来てほしいか，乗りたいか選び，そ

の訳も書く 

○自分の似顔絵を「くじらぐも」（黒

板）に貼り，意思を示す。 

【伝え合い学び合う】 

５．発表の仕方や聞き方を確認し発表

し合う。 

○「ききかたのあいうえお」「はなしか

たのかきくけこ」で，話し方や聞

き方を確認する。 

○発表をみんなで聞き合うために，椅

子を中心に向ける。 

・「たけのこ発表」をする。 

・友達の発表を聞き，同じ意見に共感

したり，違う意見を認め合ったりす

る。 

・訳も書けるよう，机間巡視しな

がら個別指導する。 

 

   

・似顔絵を黒板に貼ることによっ

て意思表示をさせる。 

 

   

・「聞き方のあいうえお」「話し方

のかきくけこ」の中から本時で特

にめあてにする項目を確認させ

る。 

・同じ考えは，続けて発表させる

ようにする。 

ワークシート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

似顔絵カード 

ま

と

め 

【振り返る】 

６．学習のまとめをする。 

○学習課題が達成できたら，ワークシ

ートに◎をつける。 

７．次時の予告をする。 

○くじらぐもに似顔絵を貼りつける

ことを告げる。 

・本時の学習課題を振り返させ

る。 

 

 

４．実践を振り返って（成果と課題） 

 ○導入において，全員の指の動きを確認しながら，空書きさせたことは既習漢字習得を徹底させるに

は，効果的な方法だった。 

 ○様々な音読のバリエーションをテンポ良く行ったことで，児童は物語の世界に自然に入り込み，楽

しく音読をすることができた。 

 ○自分の考えをワークシートに書かせ，似顔絵カードを黒板に貼って意思表示させることによって，

考えが明確になり発表への意欲につなげることができた。 

 ○話し方と聞き方のめあてを確認させることによって，発表の仕方や聞き方の姿勢を徹底させること

ができた。 

 ▲３名が自分の考えを書くことができなかったが，個別指導や友達の意見を聞くことによって１名は，

考えをまとめることができた。２名は，考える時間がもう少し必要だった。 



 

低－５ 

 

                 

                     

 

 
～まとまりに分けて，お話を書こう～ 

２年２組 牛奥 達也 

     

１．本時の学習目標 

 

 

２．具体的な取組 

 

 

 

 

 

３．学習の流れ 

 学習活動 教師の指導 備考 

導 

入 

１．詩の音読をする。 

○詩「ほしたふとん」を音読する。 

〇全員で音読した後に，個人読みを

する。 

【課題をつかむ】 

２．学習課題の確認をする。 

 

 

 

〇教師のオリジナルの話を聞き，物

語の流れを確認する。 

 

・大きな声で読んだり，楽し

く読んだりできるように声を

かける。 

 

 

・学習課題を黒板に板書す

る。 

 

 

・「はじめ」・「中」・「終わり」

を意識させる。 

・物語には，基本的な構成要

素（時間，場所，登場人物

の情報など）が必要である

ことに気づかせる。 

 

詩を拡大したも

の 

 

 

 

 

 

 

 

挿絵 

カード 

○物語の流れをもとに，物語を書くための基本的な構成要素を理解することができる。 

お話のさくしゃになろう 

（１）学習課題を明確にするために，挿絵を活用して導入場面を工夫する。 

（２）物語の基本的な構成要素を理解するために，カードを使い，教材・教具を工夫する。 

（３）自分の考えをしっかりと話せるように，話し方のルールを意識させる。 

（４）学習規律を確認し，学習の進度に合わせて個別に対応する。 

 

 

ものがたりのながれを考えて，お

話を書こう。 



 

低－６ 

展 

開 

【考えをもつ】 

３．２枚の絵をもとに，オリジナル

の話を考える。 

〇「はじめ」・「終わり」の絵を参考

にし，オリジナルの話を書く。 

 

【伝え合い学び合う】 

４．発表し交流し合う。 

〇考えた話を班の中で発表する。 

〇発表を聞いた児童は，良かった点

やアドバイスを発表する。 

 

 

・物語の流れを意識して，考

えた話が１つになっている

かを確認する。 

・考えた物語に基本的な構成

要素が含まれているか確認

する。 

 

 

 

 

・話し方，聞き方のルールを

守ることができているか確認

する。 

・完成しなかった児童には，

途中まで発表するように伝え

る。 

 

ワークシート 

 

 

 

 

 

 

 

ワークシート 

ま 

と 

め 

【振り返る】 

５．学習のまとめをする。 

  

 

６．次時の予告をする。 

 

・物語の流れとともに，基本

的な構成要素を確認する。 

・学習感想を書かせる。 

 

 

ワークシート 

３．実践を振り返って（成果と課題） 

 ○導入の場面で，子どもたちに「大きな声で」というめあてのもと，詩の音読をさせること

ができた。 

○オリジナルの話（挿絵と文）を提示することで，子どもたちが学習課題に対して自分の考

えをもつことができた。 

 ○子どもたちの意見を短冊にまとめながら，ねらいである「物語の基本的な構成要素」を，

子どもたちの言葉で引き出すことができた。 

 ○話し方のルールを提示することで，子どもたちに目的意識をもたせて，意見を発表させる

ことができた。 

 ▲話し合いをする前に，自己解決の時間をもう少し確保する必要があった。 

 ▲話し合いがうまく進まないペアやグループへの支援が足りなかった。 

 ▲授業のまとめで，子どもたちが授業のポイントを振り返る時間がなかった。 

４．今後の改善策 

 ・「考えをもつ」場面や「振り返る」場面で，「物語の基本的な構成要素」を振り返るように，

キーワードをカード化するなど，板書を工夫したい。 

 ・交流の時間を充実するために，自己解決の時間を確保したり，ヒントカードなどの支援を

したりするなど工夫をしていきたい。 



                 

                     

 

 
～まとまりに分けて，お話を書こう～ 

２年２組 牛奥 達也 

     

１．本時の学習目標 

 

 

２．具体的な取組 

 

 

 

 

 

３．学習の流れ 

 学習活動 教師の指導 備考 

導 

入 

１．詩の音読をする。 

○詩「ほしたふとん」を音読する。 

〇全員で音読した後に，個人読みを

する。 

【課題をつかむ】 

２．学習課題の確認をする。 

 

 

 

〇教師のオリジナルの話を聞き，物

語の流れを確認する。 

 

・大きな声で読んだり，楽し

く読んだりできるように声を

かける。 

 

 

・学習課題を黒板に板書す

る。 

 

 

・「はじめ」・「中」・「終わり」

を意識させる。 

・物語には，基本的な構成要

素（時間，場所，登場人物

の情報など）が必要である

ことに気づかせる。 

 

詩を拡大したも

の 

 

 

 

 

 

 

 

挿絵 

カード 

○物語の流れをもとに，物語を書くための基本的な構成要素を理解することができる。 

お話のさくしゃになろう 

（１）学習課題を明確にするために，挿絵を活用して導入場面を工夫する。 

（２）物語の基本的な構成要素を理解するために，カードを使い，教材・教具を工夫する。 

（３）自分の考えをしっかりと話せるように，話し方のルールを意識させる。 

（４）学習規律を確認し，学習の進度に合わせて個別に対応する。 

 

 

ものがたりのながれを考えて，お

話を書こう。 



展 

開 

【考えをもつ】 

３．２枚の絵をもとに，オリジナル

の話を考える。 

〇「はじめ」・「終わり」の絵を参考

にし，オリジナルの話を書く。 

 

【伝え合い学び合う】 

４．発表し交流し合う。 

〇考えた話を班の中で発表する。 

〇発表を聞いた児童は，良かった点

やアドバイスを発表する。 

 

 

・物語の流れを意識して，考

えた話が１つになっている

かを確認する。 

・考えた物語に基本的な構成

要素が含まれているか確認

する。 

 

 

 

 

・話し方，聞き方のルールを

守ることができているか確認

する。 

・完成しなかった児童には，

途中まで発表するように伝え

る。 

 

ワークシート 

 

 

 

 

 

 

 

ワークシート 

ま 

と 

め 

【振り返る】 

５．学習のまとめをする。 

  

 

６．次時の予告をする。 

 

・物語の流れとともに，基本

的な構成要素を確認する。 

・学習感想を書かせる。 

 

 

ワークシート 

３．実践を振り返って（成果と課題） 

 ○導入の場面で，子どもたちに「大きな声で」というめあてのもと，詩の音読をさせること

ができた。 

○オリジナルの話（挿絵と文）を提示することで，子どもたちが学習課題に対して自分の考

えをもつことができた。 

 ○子どもたちの意見を短冊にまとめながら，ねらいである「物語の基本的な構成要素」を，

子どもたちの言葉で引き出すことができた。 

 ○話し方のルールを提示することで，子どもたちに目的意識をもたせて，意見を発表させる

ことができた。 

 ▲話し合いをする前に，自己解決の時間をもう少し確保する必要があった。 

 ▲話し合いがうまく進まないペアやグループへの支援が足りなかった。 

 ▲授業のまとめで，子どもたちが授業のポイントを振り返る時間がなかった。 

４．今後の改善策 

 ・「考えをもつ」場面や「振り返る」場面で，「物語の基本的な構成要素」を振り返るように，

キーワードをカード化するなど，板書を工夫したい。 

 ・交流の時間を充実するために，自己解決の時間を確保したり，ヒントカードなどの支援を

したりするなど工夫をしていきたい。 



 低―９ 

 

                 

                     

 

 
～公徳心の大切さに気付き，実践しよう～ 

３年２組 武藤 直子 

     

１．本時の学習目標 

 

 

２．具体的な取組 

 

 

 

 

 

３．学習の流れ 

 学習活動 教師の指導 備考 

導 

入 

１．多くの人が使う場所について話し

合う。 

○本が乱れて置いてある本棚の写真

を見る。 

〇写真を見てどう思ったのか意見を

発表する。 

 

 

・該当する時の気持ちを発表さ

せ，お話の主人公と同じ気持

ちにさせる。 

 

 

 

 

図書室の乱れた

本棚の写真を拡

大したものを貼

る。 

 

 

 

 

○約束や社会のきまりを守り，みんなが気持ちよく生活しようとする態度を育てる。 

きまりを守ろう 

（１）お話の主人公の気持ちに寄り添わせるため，導入で写真を活用する。 

（２）物語の時系列がすぐに分かるよう，板書を簡潔に，分かりやすくなるよう工夫する。 

（３）ワークシートを使い，考えを記述させることで，自信をもって発表できるようにする。 

（４）机間指導をする中で，手が進まない児童への個別の支援を行う。 

 

 



                   低―１０ 

展 

開 

２．資料を読んで考える。 

○範読を聴く。 

○ガムをふみつけてしまった「わた

し」の気持ちを考える。 

○女の子がなぜ，電車の中でお菓子を

食べることをやめさせようとした

のか考える。 

○ちらばったあめ玉を，女の子はどん

な気持ちで拾っているのか考える。 

○姉妹らしい二人の女の子に，「わた

し」は最後にどんな言葉をかけると

思うか考え，ワークシートに書く。 

○考えを発表させる。 

 

 

 

 

 

 

 

・似たような自分の気持ちと重

ね合わせて考えさせる。 

・実体験のない児童には身近な

場所に置き換えて考えられる

ようにする。 

 

 

 

 

・女の子の行為が心を動かす素

晴らしいものであったことを

感じとらせる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ワークシート 

ま 

と 

め 

３．これからの生活について考える。 

○みんなの使う物や場所を利用する

時，どんなことができると思うか考

える。 

 

４．次回の予告をする。 

・みんなが住みやすい社会にす

るためには，自分でできるこ

とを少しずつ考え，当たり前

に行動できるように実践を続

けていくことが大事なことに

気付かせる。 

・学習感想を書かせる。 

 

ワークシート 

４．実践を振り返って（成果と課題） 

○落ち着いた環境の中，学習が進められていてよかった。 

○発問に対して，次々に発信を続ける児童達の姿には，教師と児童との良い関係性が伺えた。 

○話し方ははっきりしていて，大きさや速さもよかった。 

▲名前カードや座席表のさらなる活用を意識してほしい。 

▲授業の終わりには，評価して終わるほうがよい。 

▲導入部の写真提示が本時のねらいから外れていたように感じられた。 

▲女の子にかける言葉ではなく，男の人の気持ちの変化や，どうして変わったかに焦点を当てたほう

がよかった。 

▲話し合い活動を取り入れ，考えを共有・比較してもよかった。 

５．今後の改善策 

 ・一人一人の学習状況や発言について記録し今後に生かすため，座席表を積極的に活用する。 

 ・教材研究をする中で，話し合い活動が有効であるところを検討するなど，話し合い活動を取り入

れ工夫していきたい。 
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あおむしくんに なにあげよう 

           ～「はらぺこあおむし」のお話から～ 

                              ひまわり学級 塩谷あけみ 

 

１ 本時の学習目標 

  「はらぺこあおむし」の絵本を楽しみながら聞き，あおむしにあげたい食べ物の絵や文を

かくことができる。 

 

２ 具体的な取組 

（１）大型絵本やあおむし人形を使うことで，興味をもってお話の世界に入れるようにする。 

（２）「おなかはぺっこぺこ」のことばをみんなで言うことで，自分はあおむしに何をあげた

いか考えさせる。 

（３）話し方・聞き方のモデルを意識させ，進んでコミュニケーションがとれるようにする。 

（４）文字指導・文章指導，話し方・聞き方の指導を個に応じてする。 

 

３ 学習の流れ 

 学習活動 教師の指導 備考 

導

入 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

展

開 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ ことばあそびを楽しむ 

○しりとりあそびや，反対ことばあそ

びをする。 

 

 

 

 

【課題をつかむ】 

２ 学習課題の確認をする。 

○「はらぺこあおむし」の大型絵本を

見る。 

○絵カードとあおむし人形を使って，

あおむしが食べたものを確かめる。 

 

あおむしさんにあげる たべ

ものをかんがえよう。 

 

 

 

【自分の考えをもつ】 

３ あおむしに何をあげたいか考え

る。 

○「おなかはぺっこぺこ」のことばか

ら，自分は何をあげたいか考える。 

○あおむしにあげたいものの絵をか

く。 

○吹き出しシートモデルを参考にし

て,あおむしにあげる時のことばを

吹き出しに書く。 

・普段から取り組んでいる言

葉遊びでウォーミングアッ

プし，心をほぐす。 

・反対言葉が分かりにくい場

合は，動作を付けてイメー

ジをもたせる。 

 

・大型絵本を読み聞かせ，あお

むしが何を食べたか興味を

もたせる。 

・読み方を工夫し，お話の世界

を楽しむことができるよう

にする。 

・「おなかはぺっこぺこ」の台

詞を言い，まだおなかがへ

っているあおむしに何をあ

げたいか考えさせる。 

・あおむしにあげたいのもを

いくつか考えさせ，自由に

発表させる。 

・教師の考えた例を示して考

えが出やすいようにする。 

・食べ物の特徴をとらえて絵

を描かせる。 

 

 

 

 

 

 

 

大型絵本 

あおむし人

形 

 

絵カード 

 

課題カード 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教師の例示

カード 

 

 

吹き出しシ

ートカード 
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ま

と

め 

 

 

 

 

【伝えあい学び合う】 

４ 発表し交流する。 

○あおむしにあげたい食べ物につい

て伝え合い,ことばのやりとりを楽

しむ。 

【振り返る】 

５ 学習のまとめをする。 

○はらぺこあおむしが，みんなのおい

しい食べもののおかげできれいな

チョウになったことを確認する。 

・あげたい理由やあおむしへ

の言葉のなげかけなどを書

かせる。 

・1 年児童については教師が

内容を聞き取って書く。 

 

 

 

・話し方・聞き方のモデルを意

識させる。 

・「◯◯くんはどう思う？」「◯

◯さんも好きかな？」「あお

むしくんはなんて言うか

な？」など言葉かけをして

子どもたちから様々な意見

やつぶやきを引き出すよう

にする。 

 

 

 

・自分の考えたことを発表し

合い，楽しく学習できたこ

とをほめることで自信をも

たせる。 

・絵本の最後のチョウを見せ，

楽しく学習を終わる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

話し方名人

聞き方名人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大型絵本 

 

 

４ 実践を振り返って（成果と課題） 

 ○大型絵本やあおむし人形は子どもたちの関心を引くために有効であった。 

 ○教師の読み聞かせを子どもたちは十分楽しみ，お話の世界に浸ることができた。 

 ○子どもたちは話のストーリーがしっかり理解できていて，食べ物の順番をよく覚えていた。 

 ○吹き出しのモデルは分かりやすかった。モデルが提示されたことで，子どもたちが自分の

考えを意欲的に吹き出しに書くことができた。 

 ○友達の発表を「聞き方名人」を意識しながら聞くことができた。また，発表も「話し方名

人」を意識し，大きな声で発表することができた。 

 ○発表の言葉が足りない子には，教師がしっかり支援していたので，聞いている人に伝わる

発表になった。一人一人の個別の支援が適切であった。 

 ○子どもたちが自由に自分の考えを発表できていた。子どもたちの活動を認め，褒める声掛

けがとても良かった。どんなことも発表できるという安心感がクラスの中にある。 

 ○授業の流れがスモールステップだったので，子どもたちの実態に沿っていて取り組みやす

かった。 

 ▲物の数え方が「3 つ，2 枚」など正しくない子がいたので，その場で指導したほうが良かっ

た。 

５ 今後の改善策 

・本時のような授業を年間通して何回か取り組んでいきたいが，教育課程上なかなか難しい。

教科では難しいので，生活単元学習などで取り組みたい。 

・今後も「話し方名人」「聞き方名人」を意識させて，自分の考えを周りの人に伝え，お互い

に認め合い，学び合えるような学級を目指していきたい。 
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～「かたかなクイズをしよう」～ 

たんぽぽ学級 遠藤 絵里 

     

１．本時の学習目標 

 

 

２．具体的な取組 

 

 

 

 

 

 

３．学習の流れ 

 学習活動 教師の指導 備考 

導 

入 

【課題をつかむ】 

１． 前時の学習を振り返る。 

○単元の学習課題を確認する。 

『かたかなクイズをしよう』 

○片仮名で書く言葉について確認す

る。 

 

２．本時の学習課題をつかむ。 

 

 

 

・見通しをもって学習に取り

組めるように，単元の目的

を示す。 

・片仮名で書く言葉を分類し

ながら確認していくように

する。 

・学習課題がわかるように黒

板に提示する。 

 

 

前時で児童が書いた

片仮名の言葉の短冊 

色画用紙（４つの分類

に色分けしたもの） 

前時のワークシート 

 

展 

開 

【考えをもつ】 

３．前時に集めた片仮名で書く言葉

を手掛かりにし，クイズにする文

を考える。 

〇教師の考えたクイズを例として，

クイズの作り方を確認する。 

〇作った文をワークシートに書く。 

 

・クイズの作り方の例と，ク

イズのやり方を提示する。 

・主語と述語の関係を意識し

て，文を作ることができる

ように声をかける。 

・文が作れない児童には，絵

本などの中から，片仮名を

使った言葉を探してもよい

ことを伝える。 

 

ワークシート 

片仮名５０音表 

絵本 

 

かたかなクイズを作ろう。 

○片仮名で書く言葉の種類を知り，片仮名を使った文を書くができる。 

かたかなで書くことば 

（１）学習の大まかな流れを提示し，見通しをもって学習に取り組むことができるようにする。 

（２）片仮名探しや，クイズ作りをすることで，片仮名で書く言葉に興味をもって進んで学習

することができるようにする。 

（３）個に応じて，文字の書き方，文作りの指導・支援をする。 

（４）話し方・聞き方のモデルを提示し，意識させる。 
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 【伝え合い学び合い】 

４．自分が考えた文を発表し，交流

し合う。 

〇自分が考えた文（クイズ）を友だ

ちに出題する。 

〇友だちが出題したクイズの答えを

短冊に書く。 

〇友だちの片仮名の言葉の使い方

や，文字の書き順・形についてな

どよかったところを伝え合う。 

 

 

・話し方，聞き方のモデルを

提示し，意識する項目を絞

って確認するようにする。 

・書いた言葉が，片仮名で書

く言葉か，「動物の鳴き声」

「いろいろなものの音」「外

国から来た言葉」「外国の

国・土地・人」の４つに分

類させながら，確かめるよ

うにする。 

・書き順が曖昧な場合は，全

員で確認するようにする。 

・児童のよかったところを伝

える。 

 

ワークシート 

ミニホワイトボード 

ホワイトボードマーカー 

答えを書く短冊 

 

 

 

 

 

ま 

と 

め 

【振り返る】 

５．学習のまとめをする。 

〇片仮名で書く言葉を確認する。 

〇本時の学習を振り返り，課題につ

いて学習感想を書く。 

 

・片仮名で書くかを再度確認

するようにする。 

・本時の課題について再度確

認してから，学習感想書か

せるようにする。 

 

ワークシート 

 

４．実践を振り返って（成果と課題） 

 ○単元の学習目的や，１時間の授業の流れを確認したりすることで，児童が見通しをもち，
安心して授業に臨むことができた。 

○児童の必要に応じて，支援グッズを自分の判断で取りに行くことができるように準備して
あってよかった。 

 ○前時の学習での付箋（ワークシートに貼り付けてある片仮名で書く言葉）が有効であった。
それを手立てにしながら，児童が課題に取り組むことができた。また，個々の特性に合わ
せた指示や，スモールスッテップを踏んだ指導・支援ができた。 

 〇「話し方名人」と「聞き方名人」を提示した際に，項目を絞ることで児童が発表時に気を
付けることが意識しやすかった。 

 ▲授業の流れが書いてあるボードが，常に掲示してあるとよかった。 
 ▲書いた文（作った文）とクイズの結びつきが捉えにくかった。クイズの出題の仕方が曖昧

だったため，子どもたちが見通しをもてなくなってしまった様子だった。 
▲行動を見せて，文を作るという方法もあった。 

 ▲「伝え合い学び合い」の時間を充実させることがもう少しできるとよかった。そのために，
「考えをもつ」ための工夫，課題を解決に向かって「伝え合う」工夫を検討していく必要
がある。 

 

５．今後の改善策 

 ・教師の見本を児童にとって明確でわかりやすいものを提示していくことで，見通しをはっ
きりともたせるようにする。 

・「考えをもつ」の段階において，考えをもつことができない児童にヒントカードや，友だち
と見合う時間（自分の考えをもつためのペアコミ）を取り入れるなどの工夫をしていく。 

・「伝え合い学び合い」の段階を充実させるために，教師自身が何を学び合わせたいかを明確
にもち，児童の考えをまとめたり，もう一度児童に返したりするなど，教師が授業をコー
ディネートしていく力をつけていくことで，学び合う質を高めていきたい。 
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      組沢 淳       

     

１．本時の学習目標 

 

 

２．具体的な取組 

 

 

 

 

 

３．学習の流れ 

 学習活動 教師の指導 備考 

導 

入 

 

 

 

 

 

 

展

開 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．『日本はどうして戦争を始めたのだ

ろう』 

 班ごとに話し合う 

○なぜ日本は，満州へ進出したのだろ

う。 

・グループごとの話し合い 

・資料や地図を見る 

（日本国内） 

・南満州鉄道の権利を得ていた。 

・満州は地下資源が豊富にある。 

・朝鮮を併合した日本にとって満州

は，中国・ロシアを警戒するのに重

要な地域であった。 

 

・戦争前の日本の状況を振

り返らせる。 

 

 

 

 

・班ごとに話し合わせ，意見

をまとめさせる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・教科書・資料・地図から考

えさせる。 

 

 

 

 

 

 

 

資料集 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地図 

 

 

 

 

 

日本と中国との戦争がどのように始まり，拡大していった経緯を理解することができる。 

アジアに広がる戦争 

～6 年 2 組の社会科の授業を通して～ 

 

 

 

  

（１） 発問を工夫し子供たちが興味をもって考えるようにする。 

（２） 教科書の地図，資料集，インターネットの地図を使い資料から当時の様子を考えさせる。 

（３）グループで話し合い考えを深める場面を作る。 
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「満州を手に入れれば，国民の生活は

よくなる」 

 

 

 

・中国の地下資源の分布地

図をテレビで見せ満州に

地下資源が豊富にあった

ことを児童の意見の出た

後に知らせる。 

 

 

テレビ 

 

 

ま

と

め 

○１９３１年満州事変 

     ↓ 

 満州国の建設⇔国際社会の反発（リ

ットン調査団） 

           ↑ 

日本は国際連盟を脱退（松岡洋右外相） 

○国内はどうであっただろう。 

五・一五事件（首相暗殺）  

二・二六事件（大蔵大臣等暗殺） 

  （軍部が政治に対して意見を言う） 

         ⇓ 

      中国との戦争 

 

  

 ４．実践を振り返って（成果と課題） 

 ○先生の発問を児童が単に推理するのではなく，地図や資料をもとに発想を広げ考えていた。 

 ○教師の用意した，分布図の提示の仕方が子供たちの考えがより深まるタイミングで出した

ので良かった。 

○グループでの話し合いも有効に行われていた。 

 ○ノートもまとめて書くことができていた。 

 ▲ノートを書く時間が少なくなってしまったので，ノートを書く時間を十分に取る必要があ

った。 

 

 ５．今後の改善策 

・話し合いの時間，ノートを書く時間の時間配分をしっかりと考える。 

 ・より多くの児童が発言できるようにしていく。 
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（２） ３－１ 国語科提案授業
授業者 3年１組担任 杉本 洋

①単元名
食べ物事典を作ろう
○教材 （光村図書 小学校国語 3年下）

せつめいのくふうについて話し合おう 「すがたをかえる大豆」
れいをあげてせつめいしよう 「食べ物のひみつ教えます」

②単元の目標
○中心となる語や文をとらえ，段落相互の関係を考えながら，書かれている内容を正しく理解す
ることができる。

○調べ学習を通して，身近な食べ物についての知識を得るとともに，「食」に対する興味を広げ
ることができる。

○調べ学習の成果を，分かりやすさを意識しながら文章にまとめることができる。

③単元について
ア 学習活動の概要
本学習は，解説型の説明文教材である「すがたをかえる大豆」と，その中で学んだことを受け，

児童の活動の発展を期待する「食べ物のひみつ教えます」という教材の連続した２つの単元を総合
的にとらえる形で構成している。指導に当たっては，それぞれの単元のを目的を踏まえ，しっかり
とした読み取りから内容に対する純粋な興味，関心を導き出し，後半の「わかりやすい文章を書く」
活動へとつなげていきたい。
そのため，一つ目の教材である「すがたをかえる大豆」の指導においては，正確な読み取りを通

して，わかりやすく説明するための工夫を理解させるための学習活動を意識して設定していくこと
とした。そして，確かな読み取りから獲得した知識と，同時に感じるであろう疑問，そして興味の
広がりを，一旦整理するステップを設けることで，児童一人一人がそれらを自分なりに消化するの
を待ち，次の教材，「食べ物のひみつ教えます」での学習活動へと導いていくことができたならと
考える。
「食べ物のひみつ教えます」の学習においては，活動の動機は一つ目の教材での学習を受けて生

まれているであろう児童の自発的な思考を基本とする。実際の活動に当たっては，まず，単元の主
たる目的となる，「読み手にとってわかりやすい説明的な文章を書く」ということを意識させるた
めの手立てを設定することにより，具体的な方法をしっかり理解させた上で活動に当たらせていき
たい。
また，本学習は図書館を活用した調べ学習が，単元全体の学習効果を高める上で非常に有効なポ

イントとなる。そのため，事前の十分な資料準備，図書館にある資料の利用方法に関する丁寧な説
明，調べたことを整理するためのワークシート類の用意等，教師の側からの積極的な働きかけを行
うことにより，スムーズな形で「調べ学習」が進められるよう配慮していきたい。その中で，自分
の知りたい情報を手に入れるために必要となるスキルの習得だけではなく，実際に調べてみて「わ
かった」ことによって得られる達成感を味わわせることができたならと考える。調べ学習の初期の
段階でこういった体験をすることにより，調べ学習の楽しさを知り，今後，他教科を含めた学習活
動の中でも，調べ学習がより充実した形で機能することを期待したい。

イ 児童の実態から

児童はこれまで，２年時に「しかけカードの作り方」，３年の１学期に「言葉で遊ぼう こまを楽
しむ」といった説明文教材の学習を行い，文章の全体を理解する上で，「はじめ」「中」「終わり」と
いう視点でとらえるとわかりやすくなるということについては，繰り返し学んできている。また，
わかりやすく説明するための工夫として，絵や図を提示することや，「まず」「次に」といった順序
を表す言葉を用いることの有効性について学んできている。したがって，本学習で目的とする「わ
かりやすい文章」を書くための基本的な事項については，知識としては身についているのではない
かと考える。しかしながら，今回は後半の学習活動において，その工夫を意識して実際に文章を書
いてみることになる。「すがたを変える大豆」の学習場面で既習事項の振り返りを行い，児童の定着
の度合いを測りながら，しっかり再確認を行うことが必要となるであろう。
「書く」活動については，これまで各教科の学習の中で，わかったことなどを文章にまとめさせ

る活動を意識的に設定してきているのだが，そういった場面の様子を見ると，「書く」活動，特に自
分の考えを書くことに対して抵抗感をもち，苦手意識を抱いている児童が比較的多いのではないか
と感じている。4月に実施した学力把握テストの結果からも「読む人にわかりやすく伝えるために必
要な工夫として適切なものを選ぶ」設問や「たとえを使った短い文を作る」設問，「話すために必要
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な材料を選んで，話題を具体化することができる」といった各設問において，県平均を 10 ポイント
以上下回るという結果が出ている。
このような状態にある児童に対し，本学習においては，上で述べたように，まずわかりやすい文章
を書くための技術を，知識としてしっかり再確認させた上で，自信のある題材を手元にもたせること
により，児童の「知らせたい」，「書きたい」という気持ちを引き出し，意欲的な創作活動に取り組ま
せていきたい。そのための具体的な手立てとして，校正段階で友だちとの交流を行う場面を設定した
り，完成後多くの人に見てもらうための手立てを工夫したりといった方策を取り入れていくこととし
た。
調べ学習としての側面から見ると，図書館を利用した活動は本学習が初めての経験となる。今後の
学習につなげていくという観点から，児童の満足感，達成感を大切にした活動としていきたい。その
ため，学校司書の支援を受けながら，資料の準備等を万全に整えた上で活動に入らせていくようにし
たい。

ウ 校内研とのかかわり
昨年度まで継続してきた低学年ブロックの研究から，児童それぞれが自分のもった考えを発表し

合うことにより，友だちと意見の交流をするという活動は，各学年の実態に応じた手立てを授業の
中に設定することによって，期待する学習効果を挙げることができるということが確認できた。し
かし，この意見の交流の場面を，より深まりのある，いわゆる「学び合い」という次元にまで高め
ていくためには，さらに子供たちの実態を精査した上で，より活動に踏み込んだ具体的な手立てに
ついての研究が不可欠になるという点が明らかになった。
そこで今年度は，このような昨年度までの研究の過程を踏まえた上で，研究目標である『「伝え
合い学び合う」過程の充実を図るために，その指導法について学び，実践に活かす』に近づくため，
低学年ブロックでは「意見の交流活動を，児童相互の学び合いに高めていくための手立てを考える」
をブロックのテーマとして設定した上で，各学年次のような重点目標を掲げ，実践に取り組むこと
を決定した。

１年：自分の考えを表現し，友達の考えを聞くことができる。
２年：自分の考えを表現し，友達の考えと比べることができる。
３年：自分の考えを表現し，友達の考えに付け加えることができる。

３年生ではこれを受け，学年の学力把握を進める上で課題として浮かび上がった国語科の「書く」
活動を研究分野として選定した上で，自分の考えを文章にして表現することにとどまらず，友達の
考え（友だちが記述した文章）に対して自分の考えや意見を伝える（付け加える）ための手立て，
そして受け取った友だちの考えを自分の考え（文章）に反映させるための工夫を盛り込んだ単元を
構想することとした。

④本単元における評価規準
ア 主として「関心・意欲」にかかわる観点

A 食べ物について書かれた読み物や図鑑などを興味をもって読もうとしている。
B 学習の内容に関心を持ちながら自らの課題を設定し，その解決に向けての筋道を考え，取り
組もうとしている。

C 図や表などを用いながら，調べたことを工夫してまとめようとしている。
イ 主として「読む」活動にかかわる観点

A 文章の内容に関心をもち，文章構成を理解しながら読もうとしている。
B 中心となる文を確かめながら読み，各段落で説明している内容を理解している。
ウ 主として「書く」活動にかかわる観点

A 書く目的によって必要となる事項と観点を理解し，取材している。
B わかりやすい文章にするための工夫を意識しながら文章を書こうとしている。
C お互いの文章をさらに良いもの（わかりやすい文章）にしようという意識をもって，友達との
交流活動に参加している

エ 主として「話す・聞く」活動にかかわる観点
A 話し合いや発表の場面において，自分の考えたこと，伝えたいことを整理して発言しようとし
ている。

B 友だちや教師の発言を，大事なことを落とさないよう，注意して聞こうとしている。
オ 主として「言語活動」にかかわる観点

A わからない言葉を辞書を用いて調べるなどして，資料に書かれている内容を自分なりに解釈し
ながら読み進めている。

B 文章にまとめる際には，わからない言葉をそのまま記述するのではなく，辞書を用いてわかり
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やすい言葉に置き換えるなどしながら活動を進めている。

⑤単元指導計画

次・時 学 習 活 動 指導上の留意点 評価規準・評価資料
Ⅰ １ ○「すがたをかえる大豆」を読 ・実物の大豆を用意し，児童に ①－ア 授業観察

み，大豆について知っている 触れさせ，興味を持たせるよ ④－ア
ことなどを発表し合う。 うにする。

・大豆加工食品の写真等を用意
し，掲示する。

２ ○大豆をおいしく食べるための ・既習の形式段落について想起 ②－アイ ワークシート

～ 工夫の例ごとに要点を整理す させ，それを用いてまとめて ⑤－ア 授業観察
３ る。 いくことを知らせる。

・工夫の手段と，その工夫によ
ってできる食品の対比を意識
しながら整理させていく。

・加工方法についてそれぞれの
意味を理解させ，その違いを
しっかりとらえさせる。

・ワークシートを用意し，効率
的に指導する。

４ ○感想をまとめる。 ・キーワードを提示して感想を ②－アイ ワークシート

まとめさせる。
・友だちの感想を聞く場面を設
定する。

Ⅱ ５ ○「食べ物のひみつを教えます」・「せっかく書くのだから多くの ①－アイ 授業観察
を読み，学習のめあてと流れ 人に読んでもらおう」という
を理解する。 意識をもたせるようにする。

・この学習の中で調べ，まとめ
た内容を，本という形で残す
のだということを明確に提示
する。また，作った本はいろ
いろな人たちにも見てもらう
ことを伝える

６ ○図書館で，食べ物について書 ・事前に利用できそうな 本を ①－アイ 授業観察
かれている本の紹介を聞く。 リストアップしておく。

・司書によるブックトークを行
う。

７ ○図書館で様々な本を読む中 ・ワークシートを用意し，選ん ①－アイ ワークシート

で，調べてみたい食べ物を決 だ理由，調べてみたい内容， ③－ア
定する。 利用できそうな本等を記録さ

せておくようにする。

８ ○教科書の例文や説明を参考に ・教科書の他に資料を用意して ③－アイ ワークシート

しながら，「わかりやすい文 指導する。 授業観察
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章」にするための手立てを考
える。

９ ○図書館の本を用いたり家庭で ・調べたことを記入するカード ①－イ 記録カード
～ のインタビューを行ったりし の使用法も併せて説明する。 ③－アイ
11 て，自分の決めた食べ物につ ・自分の家に参考になりそうな ⑤－アイ

いての調べ学習を進める。文 本があれば持ってきてよいこ
章に盛り込みたい内容につい とを伝える。
てはカードにまとめていく。 ・上手な調べ方をしている児童

の方法を全体に紹介するよう
な声掛けを行う。

・わからない言葉があった時に
は辞書を使って調べ，自分自
身が内容を理解しながら記入
するよう意識させる助言を繰
り返し行う。

Ⅲ 12 ○前次で記述したカードを基に ・下書き用ワークシートを用意 ①－イウ ワークシート

～ して，文書をまとめていく。 し，まとめさせる。 ③－イ
13 ⑤－イ

14 ○でき上がった文章をグループ ・交換してお互いに気づいたこ ③－イウ ワークシート

で読み合い，工夫されている とや感想を記入させる。 ④－アイ 授業観察
点，工夫した方が良い点，そ ⑤－イ
の他気づいた点などを伝え合
う。

15 ○友達からもらった意見を反映 ○クラス全員の文章をまとめ， ③－イウ ワークシート

～ させながら文章の手直しを行 冊子にする。できあがった冊 ⑤－イ 清書原稿
16 い，清書原稿を完成させる。 子は図書館に置き，全校の児

童に見てもらえるようにする。

外 ○感想を読み，活動全体に対し ・全員の作品を１冊の本にに製 ①－アイ 感想記録用紙

ての感想をまとめる。 本する。公開した後には，読
者の感想を児童に環流する。

○記録してきたワークシート，
カード等の整理を併せて行
う。

⑥本時の計画
ア 場面 第Ⅲ次 第１４時
イ 目標 さらにわかりやすい文章にするという視点をもって友だちの文章を読み，気づいたこ

とや感想の交流を行う。
ウ 展開

段階 学習活動 指導上の留意点及び支援の計画 評価規準（評価資料）
つ ○本時の学習活動の目的と内容 ○これまでの活動を想起させる中 ○前時までの学習を想
か をつかむ。 で，今回の活動の目的を改めて 起し，本時の活動に
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む 意識させる。 対する意欲をもつこ
・ ○本時の目当てを記述した掲示物 とができている。
振 を事前に用意しておき，提示す （授業観察）
り る。
返
る ○「わかりやすい文章」にする ○「わかりやすい文章にするため

ためのポイントを前時までの のポイント」についてこれまで
10 学習を振り返ることにより確 に学んでいることを発表させる。
分 認する。 ・たとえを用いて書く

・段落を分ける
・順序を表す言葉を使う
・ていねいに書く
・習った漢字を使う
・詳しく説明する 等

○上に挙げた点については事前に
カードを用意しておき，授業中
は黒板に掲示しておく。

追 ○活動の方法を聞き，手順を理 ○交流活動の方法を説明する。 ○活動の目的を理解し
求 解する。 ・各自の作品をコピーして２部ず 意欲的に交流活動に
す つ持たせる。（ワークシート） 参加している。
る ○確認したポイントを意識しな ・最初は隣の友だちと交換する。 （授業観察）

がら友だちの文章を読み，気 ・ポイントに気をつけながら友だ ○友だちの文章に対し
25 づいた点を付箋に，感想を裏 ちの文章を読む。 て，ポイントを意識
分 面の感想欄に記述し，相手に ・その中で気づいたこと，直した したアドバイスを与

伝える。 方が良いと思うところ，上手だ えることができてい
と思ったところを付箋に書き， る。
その部分に貼る。 （付箋への記述）

・全体を通しての感想を裏面に書 ○友だちの文章をより
く。 よくしようという視

・友だちから返してもらい，付箋 点から文章を読んで
と感想に目を通す。 いる。

・読み終わったら席を移動して他 （感想欄）
の友だちと交換する。

○隣の友だちとの読み合いが終 ○ペア作りの際には，様子を見な
わったら，席を移動して交換 がら声かけを行い，スムーズに
してくれる友だちを探し，読 進められるようにする。
み合いを続ける。

○各自の文章（ワークシート）と
付箋は事前に配布しておく。

ま ○友だちから寄せられた意見と ○感想を記録するためのワークシ ○友だちからの意見を
と 感想を改めて読み返し，感じ ートを用意しておく。 活かし，よりわかり
め たこと，気づいたことを学習 やすい文章にしよう
る の感想としてまとめる。 という意欲をもつこ
・ とができている。
つ ○記述した感想をクラス全体に ○机間巡視を通して，全体に広げ （学習感想）
な 発表する。（挙手，指名） たい感想を記述している児童を
げ チェックし，発表するよう促す。
る

○本時で得た友だちからのアド ○「頑張ってもっとわかりやすい
10 バイスを活かしながら，次の 文章にしよう」という意欲を高
分 時間に清書をすることを知る。 めて授業を終える。

エ 評価 活動の意図を理解した上で友だちの作品を読み，視点に沿った指摘を行うことができ
ている。また，友だちからの指摘を活かし，自分の文章をよりわかりやすいものにしよ
うとする意欲をもつことができている。

友だちと協力して，もっ

とわかりやすい文章にしよ

う。
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（３）研究協議会の様子
①授業者の反省…（④授業の成果と課題に含む）
②授業観察の視点から

視点１：「課題をつかむ」導入で具体物を示すことによって，児童の意欲を引き出し，『分
かりやすい文章』のポイントを意識させることができたか。

○「分かりやすい文章にするためのポイント」について，ワークシートを参考に，これまでに学ん
できたことから児童に発表させ，その内容を黒板にカードで掲示する。

・これまでの学習で学んだことをよく理解し，ポイントを発表できていた。
・これからの学習のポイントを掲示することによって，児童はポイントを確認しながら，活動
することができた。

・授業の記録を，ワークシートで積み重ねたことによって，児童にとってワークシートが拠り
所となり，振り返りながら安心して発表することができた。

・ワークシートの積み重ねが資料として有効活用することができる。

視点２：活動の意図を理解した上で，他の児童の作品を読み，視点に沿った交流活動
を行うことができていたか。

○確認したポイントを意識しながら友達の文章を読み，気づいた点を付箋に，感想を裏面の感想欄
に記述し，相手に伝える。

・導入でポイントを押さえていたので，友達の作品にどの児童も気づいたことを書くことがで
きた。

・付箋を使うことによって，意欲的に活動する姿が見られた。特に，相手に伝えることが苦手
な児童でも，書くことができた。

・二人の友達と交換し合い，お互いの作文を読みあったことによって，２回目の方がよりコメ
ントの内容に深まりが見られた。
・お互いの文章を読み合い，気づいたことを交流し合う学習活動は，今回が初めてなので，付
箋を使った取組は意欲にもつながり効果的だった。
＊今後，言葉を添えて交流し合う活動につなげていくとよい。

視点３：『学びのプロセス』における教師の支援によって，児童の意欲的な活動が見ら
れたか。

○意見の交流活動を，児童相互の学び合いに高めていくための手立てを考える。
・３年生の国語科の課題の一つである「書く」活動を通して，自分の考えを文章に表現したり，
友達の文章を読んで意見を付け加えたりするために，ワークシートの活用，付箋紙を使った
意見の交流など，児童の意欲付けにつながった。
・書くことを苦手としている児童も，身近な食べ物を題材として，「書く」活動を選定したこ
とで，興味をもって調べたり，書いたりすることができた。
・隣同士の文章の読み合いだけでなく，作文のコピーをもう一部用意し，もう一人と読み合い，
意見の交流をし合えたことで，多くの文章に触れたり，色々な意見をもらえたりして，自分
の考えを深めるきっかけになった。
・最終的には，作文集を「本」の形に仕上げ，多くの人に読んでもらおうと呼びかけたことで，
「書く」意欲をもたせることができた。

③小林 大先生からの指導・助言
〈「書く」活動について〉

○「すがたをかえる大豆」（説明文）を学んだ上で作文に発展する教材
だった。作文を読み合う活動で，読む人が書き手の意図をくみなが
ら読むことが大切で，３年生なりにできていた。
○説明文は問いがあって答えがある文章なので，作文の中に活かすこ
とができると良い。
○作文の構成は，「はじめ」「中」「終わり」を意識して書くように指導
する。
○自分の書いた文章が「分かりやすいかどうか」振り返る時間を取ったり，教師の目で確認し
たりする時間も必要である。

〈学び合いを高めていく手立てについて〉
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○付箋紙に意見を書いて交換する活動は，意欲付けにもなったり，友達に認められたりして，
効果的だった。今後の活動につながってくる。
○３年生では，付箋紙の色は，一色でよかった。学年が上がるにつれ，付箋紙の色を増やし，
項目ごと分けていくと分かりやすく，分類しやすい。

④授業の成果と課題・・・授業者の反省を通して
ア 学習活動設定場面
実際に自分が調べたい食べ物を決め，その食べ物についての調べ学習を，学校図書館を利用して

進めるという活動が中心となったのだが，児童の活動は，単元全体を通して終始積極的に進められ
ていた。時間割の関係で２時間続けての活動といったこともあったが，飽きるような様子もなく，
真剣な表情で活動する様子が見られた。このような意欲的な活動が可能となった要因としては幾つ
か考えられるが，事前の用意を十分にしておいたことにより，児童が次の作業に入る際，「何をし
たらよいのかわからない」といった状況にならずにすんだことが大きかったのではないかと感じた。
どんなに学校図書館が充実していても，いきなりクラス全員で訪問して何かを調べようとしたので
は，決してスムーズには進まないはずである。今回は学校司書と事前に打合せを行うことにより，
先を見越した支援体制を取ることができたことが非常に有効であった。
その一方で，調べ学習に取り組ませる際の学習テーマ選定の重要性についてを，実践の中で改め

て強く意識させられる場面もあった。今回取り組んだ「食べ物」は，身近な内容であるところから
児童の関心も高く，資料も豊富にそろえることができたのだが，資料が余りにも安易に入手できる
ところから，どうしてもその「作り方」調べにとらわれてしまいがちになるという弊害が見受けら
れたのである。もう少し広がりを持ってテーマを理解してほしいという願いを持っていたのだが，
指導を通してそのことに気づかせるのは，非常に難しかった。もっとも，「作り方」調べから入る
ことができたおかげで，どの子もとまどうことなく調べ学習に入っていくことができていたことも
事実であり，先に述べたように「何をしたらよいのかわからない」という状態の児童を作り出さず
にすむ要因ともなっていた。そういった意味からいえば，今回の「食べ物」というテーマについて
は，初めて調べ学習を本格的に経験するということを考え合わせると，適していたテーマであった
という評価をしても良いのではないかと考える。
教材文である「すがたをかえる大豆」の指導の際に使用したワークシートは，基本的な内容の

理解をねらいとするものと，より深い理解を目指すものとの２枚を用意した。1 枚目については特
にとまどうような場面も見られず，教科書の読み取りを進める中で，児童自身の力により，各々
進めることができていた。２枚目の発展的内容のものは，クラス全体で意見を出しながら正解を
考え，記述していくという形で利用したのだが，もちろん特定の児童の発言により誘導されると
いう傾向はみられたが，正しい読み取りがクラス全体に浸透するのに有効であった。
調べ学習の際には，調べたことをメモしていくためのカードを用意した。調べたことをそのまま

ただ書き写すのではなく，わからない言葉や内容があったときには，辞書で調べたり教師に質問し
たりするなどして，一つ一つ解決しながら記入していくことができるよう，配慮を加えた。活動の
様子，また，児童の書いたカード及びでき上がった文章から評価すると，構想した手立ては有効で
あったと考えることができる。ただし，分量的な面，指示の言葉，レイアウト等については，書き
やすさという点でもう少し検討の余地があったように感じる。
一方で，まとめの下書きに用いたワークシートにおいては，想定していた以上に児童が記述する

のに時間がかかってしまっていたという反省点がみられた。ワークシート内に例となる書き出し等
を載せることで，それを参考にしながらスムーズに書き進めることができるのではないかと期待し
たのだが，実際には難しい面があった。これについては，具体的なワークシートの改善点といった
ことについて検討するのはもちろんだが，「調べたことをまとめるための文章を書く」という限定
したとらえ方ではなく，「論理的な文章を書く」という，もっと広い視点からの指導を，国語科を
中心に日常的な学習活動の中で行っていく必要があるということも再認識した。
なお，これらのワークシート類は，学習中は各個人が保管しておき，必要に応じて振り返りなが

ら作業が進められるよう配慮した。また，テーマ設定から作文の完成までの流れに沿って，思考の
過程が残せるよう意識して作成したものなので，本が完成し単元が終了した段階で，一連の活動を
振り返り，自己評価を行う際に，学習の足跡の記録として使用した。これらの点において，ポート
フォリオとしての活用ができたのではないかと考える。
イ わかりやすい文章にするための手立て
調べ学習の際，児童から教師に対して，「これ，どういうことですか」という質問が，非常に多

く行われた。第一段階として辞書や事典を用いて自分で調べてみた後，そこで解決できなかったこ
とをそのままにするのではなく，解決するための活動が継続してできていたのである。これは，事
前に、また活動中にも何度か言葉掛けを行ったこと，また，複数の教員（担任，学校司書）が図書
館内におり，質問をしやすい環境であったこと等が大きな要因だと思われるが，自分が収集した情
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報を理解しながら学習が進められていたことを示す
一例であるといえるのではないかと考える。このよ
うな活動を経たことにより、児童が自分の調べた内
容に自信をもち、その後の文章を書く活動に入れた
ことは、本単元の主たる目標である「わかりやすい
文章作り」に取り組ませていく上で重要な前提条件
となっていたように感じる。「自信のある文章だから
こそ、もっと上手にしたい」という気持ちがもてる
ことで、書く活動に対する意欲を高めることができ
たのではないかととらえている。
また，「他の人に読んでもらう」ということを常に

意識させるよう，この点についての言葉掛けを数多
く行った。そのため，調べたことを下書き用のワー
クシートにまとめていく作業の場面において，自分の文章を読み直しながら「これじゃあ，わかり
づらいかなぁ」といった言葉がしばしば聞かれ，読み手を意識して書き進めている様子がうかがえ
た。本時の中心的な活動であった友達と作品を交換して読み合う場面についても、どの子もとても
真剣な態度で目の前の作文に向かい合っている姿が見られ、充実した活動になっていたと感じてい
る。指摘し合った内容は稚拙なものも数多く見られたが、こういった活動をこれからも経験してい
くことにより、自分自身の文章を推敲する力が育ってくれるのではないかと考える。一方で今後に
向けての課題としては、時間的な面での成約があったこともあり、児童が友達の作品に対するコメ
ントを書く活動に終始してしまい、期待していた会話を通した交流が多くのペアで成立していなか
ったという点が挙げられる。小学校段階での「学び合い」を考える際には、やはり言葉を介した交
流が最も効果的であり、今後の成長を見通した中でも欠かせない活動であるはずである。今回の授
業においても、付箋に書くという活動と同時に、書いた内容について言葉で補うということを意図
していたのだが、思い通りには進まなかった。この点については作業の進め方の説明、作業中の言
葉がけだけではなく、もう一歩踏み込んだ手立てを用意しておく必要があったと感じている。

いずれにしても、今回行ったような活動は一回取り組んだだけで成果の現れるようなもので
はなく、長期的に、また系統的に取り組んでいかなければならないものであるはずである。今回明
らかになった課題を踏まえ、今後も継続した指導に取り組んでいきたい。
ウ 発表のための手立て
今回の実践においては，自分が作業をする最終的な目的を「他の人に自分の調べたことを伝える」

というところに設定し，それを常に意識させることに留意した指導を行った。そのため，学習のま
とめの方法については，特に重要なポイントとしてとらえ，２段階で行うこととした。
一つ目の手立ては、本時に扱った完成一歩手前の文章を友だち同士で読み合い，お互いに気づい

た点や感想を交換し，仕上げに生かすという活動である。普段は自分の書いた文章を人に読まれる
ことに抵抗をもっている児童が多いと感じているのだが、学習の振り返りに用いたワークシートに
おいて、7 割以上の児童が楽しかったと答えていることからも、友だちに読んでもらうということ
に喜びを感じた児童が数多くいた様子がうかがえる。
二つ目は，学級全員の文章を一冊の本にまとめた後，その本を学校図書館に置いてもらうことで，

全校の児童に見てもらえる環境を設定し，その際にも簡単な感想を記述してもらえる用紙を用意し
た。結果として寄せられた反応は，残念ながらそれほど多くはなかったが，自分たちの作品が図書
館に置かれ，1 年生から 6 年生まで，全校の児童の目に触れたということは，新鮮な経験として，
子どもたちの心の中に刻まれていたようであった。
自分の行った行為に対して，周囲から何か反応が返ってくるということは，当然大人になっても

やりがいを感じることである。特に，その反応が好意的であったときには，何ともいえない喜びを
感じたりもする。うれしそうな，その一方で恥ずかしそうな表情をしながら友だちと作品を交換し
て読み合う児童の姿を目にし，子どもたちも，この「自分を表現する」ことによって得られる楽し
さを感じているのだと確信することができた。今後，さらに成長した形で，あるいは違った方面に
おいて，「自分の考えたこと」，「自分が調べたこと」，「自分の気持ち」といったことを，積極的に
表現できるようになっていく上で，今回の経験はその基礎を築く活動になり得ていたのではないか
と考える。

（４）ブロック研究の成果と課題
〈経過〉
昨年度の研究から，以下の３点が課題として残った。

①考えたことを文章に表現すること。
②ねらいに沿って何をさせ，その結果をどのようにまとめていくのか。
③伝え合い学び合う活動を深め，高めていく手立てについて。
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そこで今年度は，国語科を中心に「意見の交流活動を，児童相互の学び合いに高めていくための
手立てを考える」をブロックのテーマとし，各学年で，以下の重点目標を掲げ，研究を進めていく
こととした。

１年：自分の考えを表現し，友達の考えを聞くことができる。
２年：自分の考えを表現し，友達の考えと比べることができる。
３年：自分の考えを表現し，友達の考えに付け加えることができる。

提案授業学年の３年生においては，山梨県学力把握調査の結果も加味しながら，課題となった「書
く」活動を取り入れた単元を構想した。
≪１年生≫

○学習規律を身につける段階なので，話し方や聞き方，学習に向かう姿勢など授業中に常に意
識して指導することができた。

○「聞く」姿勢について，普段から「目と耳と心」で聞くことを指導し，児童に浸透してきた。
○自分の考えをもつことができたらすぐに発表しようとする児童が多い段階なので，表現方法
には様々な方法があり，発表の仕方にもルールがあることを繰り返し指導した。

≪２年生≫
○「～さんと同じ意見です」「～さんと似ています」「～さんと似ているけど少し違います」な
ど発表するときの言い方を教えて発表させるように指導した。

○自分の考えをしっかりもって友達の意見を聞き，自分の考えと同じか，似ているか，違うか
など，比べながら聞くことができ，発表につなげることができる児童が増えた。

≪３年生≫
○自分の意見をしっかりもてるようにするために，意欲を引き出す課題を投げかけるようにし
た。

○ワークシートを活用したことで，根拠ある意見が言えたり，自信をもって発表できたりする
児童が増えた。

≪特別支援≫
○話し方，聞き方の掲示物を絵や図に表し，分かりやすく提示することによって，基本的な形
式を理解させるようにした。

○個に応じた指導を重視しながら，交流学級での学び合いで多くの経験をさせ，伝え合いのス
キルを高めた。

○授業のねらいや教材に合わせて話し方や聞き方のポイントを絞って指導した。
○教師や友達の意見を聞いた後，その内容を説明させて分かっているかどうか確認するように
した。

〈成果〉
○「話し方のかきくけこ」「聞き方のあいうえお」をそれぞれの教室に掲示し，授業の中で確
認しながら学習を進めたことによって，意識付けを行うことができた。
○学年や児童の実態に応じて，話し方や聞き方の基本となる型を教えることで， 自分の考え
を表現するときに参考になった。
○各学年に，重点目標を掲げたことで，めざすねらいがはっきりし，研究・実践を進めること
ができた。

〈課題〉
＊「伝え合い学び合う」過程の充実を図るために，伝え合う中で何を学び合うのか，明確にし
て授業づくりをすることが大切である。

＊授業の「ねらい」から「振り返り」までの本校における学びのプロセスを，より意識して取
り組むことが大切である。

＊「伝え合い学び合う」過程の充実を図るためには，毎時間の授業において繰り返し指導して
いく必要がある。

＊児童相互に伝えたり学び合ったりするために，児童が興味関心をもてる課題提示，自分の考
えをもつための時間の確保などが必要である。

〈まとめ〉
低学年でも，一人一人多様な考えがあり，友達の様々な意見を聞き合うことによって，お互いを

認め合うことができる。認め合う学級の雰囲気があれば，人によって違う意見や表現方法を尊重し
合うことができたり，相手に対する意見を伝え合ったりすることができる。その積み重ねが，伝え
合いだけでなく，学び合いに発展させることができる。
低学年ブロックでは，学習の基礎となる学習規律や，学習に向かう姿勢を大切にし，高学年にお

いてより深まりのある学習に発展できるよう，それぞれの学年，児童の実態に合わせながらきめ細
かな指導の工夫を積み重ねてきた。課題を来年度の授業づくりに活かしていきたい。
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２ 高学年ブロックの研究 

（１）高学年ブロック一人一実践                 

                     

 

 
４年１組 新田 勝美 

     

１．本時の学習目標 

 

 

 

 

２．具体的な取組 

 

 

 

 

 

 

３．学習の流れ 

 学習活動 教師の指導 備考 
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１．４つの陣地の広さの比べ方を確かめ

る。 

・重ねて比べる。 

・重ねてはみ出した部分を比べる。 

 ・ますの数を数えて比べる。 

 ・同じ大きさのますを作って数を数えて

比べる。 

 

【課題をつかむ】 

２．学習課題の確認をする。 

 

 

 

・授業前の朝学習の時間を使って

広さを比べる方法を考えさせ

ておく。 

・考え方の共有を図るために，児

童のノートの拡大図を準備して

掲示する。 

・デジタル教科書を大型テレビで

提示し，理解の一助とする。 

・あまり時間をかけずに，教師の

説明で確認していく。 

 

 

 

 

 

 

・学習課題を板書する。 
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○４つの陣地の広さを比べるいろいろな方法の中から，効率のよい方法を考えることができ

る。 

○面積の単位「平方ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ」を知り，面積の意味について理解する。 

面積のはかり方と表し方「広さを比べよう」 

 

（１） 授業開始時に，本時の学習に必要な学習用具を確認し，授業に向かう準備をしっかりと
させる。 

（２） 広さを比べる方法を考える時間を保障するために，朝学習の時間を活用し，自分なりの
考えがもてるようにする。 

（３）考え方がとらえやすいように拡大図やデジタル教科書の動画などを活用する。 

（４）授業で学習した内容を復習できるような家庭学習課題を与える。 

4 つの陣地の広さを比べるよい方法を

考えよう。 
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【考えをもつ】 

３．どの方法がよいか，自分の考えと理由

をノートに書く。 

・重ねて分からないものもある。 

・一度に比べられる方法がいい。 

・同じ大きさのますだと比べやすい。 

【伝え合い学び合う】 

４．発表し交流し合う。 

○よい点，よくない点について班で話し

合い，考えをまとめる。 

 

○班の考えを発表し合い，全体で話し合

う。 

【課題解決する】 

５．同じ大きさのマスを数える方法がよい

ことを確認する。 

・１辺が１cm の正方形の数で比べると

分かりやすい。＝「１平方ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ」 

・広さのことを「面積」という。 

・「よい方法」とは，「はかせどん」

の考え方であることを確認す

る。 

・話し合いに向けて，自分の考え

を持てるように支援する。 

 

・よいと思う方法を選んだ理由も

説明しながら，自分の考えを話

すようにさせる。 

・自分の考えと同じところ，違う

ところに気をつけながら，友だ

ちの意見を聞くようにさせる。 

 

 

 

・「はかせどん」の考え方である

ことを再確認させる。 

・「１平方ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ」「面積」の言
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【振り返る】 

６．学習感想を書く。  

７．家庭学習の課題を知る。 

 

・学習感想を書かせる。 

 

 

 

４．実践を振り返って（成果と課題） 

 ○授業に入る時点で，児童の姿勢や学用品の準備などが整えられていた。 

○デジタル教科書や児童のノートの拡大図などを有効に活用することができ，友だちの考え

や教師の説明を視覚的に確認することができた。 

○自分の考えをノートに書くことで，自信をもって考えを発表することができていた。また，

「自分と違うところに注意して」という聞く観点をはっきりさせることができた。 

▲前半に時間がかかってしまい，中心となる「効率のよい方法を考える」部分と，最後の「１

平方ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ」「面積」のまとめに時間がとれなかった。 

５．今後の改善策 

 ・中心となる課題に時間がかけられるよう，時間配分をしっかりと考えておくことが必要で

ある。児童に説明させる場面と，教師が説明する場面とのバランスや切り替えをしっかり

考えていきたい。 
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計算のやくそくを調べよう 

～工夫して●の数を求めよう～ 
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【課題をつかむ】 

１．問題文を読んで題意をとらえる。 

 

 

【考えをもつ】 

２．課題解決への見通しをもつ。 

○１つの式に表すために，どんな工夫

ができそうか考え，意見を発表し合

う。 
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・子どもから出た意見を板書

し，課題解決への見通しを

もてるようにする。 

・子どもが，●を「囲む」「移

動する」ということを特に
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板書 

●は何こありますか。１つの式に

表して答えを求めましょう。 

●の数の求め方を，まとめたり移動させたりするなど工夫して考え，１つの式に表すこと

ができる。 

（１） 机間指導を行い，個々の児童の実態に合わせた指導をする。 

（２） 児童が図を用いながら自分の考えを表現できるよう，●の書かれたワークシートを

配付する。 

（３） 個の考えを全体で共有できるよう，ワークシートを拡大したものを用意し，発表す

る際に活用できるようにする。 

（４） 友だちの考えを，無駄口をせず目を見て聞けるよう指導する。 
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【伝え合い学び合う】 

４．どのように●の数を求めたか発表

し合う。 

○自分の考えを，拡大したワークシー

トに記入し発表する。 

○答え合わせをする。 

 

・子どもがいくつも考えを書

けるように，ワークシート

を多めに用意する。 

・考えを書き終えた児童には，

拡大したワークシートに自

分の考えを書き込み発表で

きる準備をさせておく。 

・机間指導をし，学習の進度

に合わせて対応する。 

 

・発表した友だちの考えが，

自分の考えと同じなのか，

似ているのか，違うのか，

という点を意識しながら聞

けるように指導する。 

・友だちが発表をしていると

きは，いったん自分の作業

を中断し，聞くことに集中

するよう指導する。 

ワークシー

ト 

 

 

 

 

 

 

 

拡大ワーク

シート 

 

 

 

 

 

 

拡大ワーク

シート 

ま
と
め 

５．学習のまとめをする。 

 

 

 

６．次時の予告をする。 

・自分にとっての「はかせど

ん」な考えはどれだったか

考えさせる。 

・学習感想を書かせる 

 

４．実践を振り返って（成果と課題） 

○机間巡視の中で，座席表を活用していたのがよかった。 

○問題に対するまとめが呼応していた。 

○聴き方の指導がしっかりとできていた。 

▲学習の流れの中にペアコミを入れた方がよかった。 

▲子どもが友だちの考えを評価してあげる場面があるとよかった。 

５．今後の改善策 

・自力解決，ペア，全体という学習の流れをしっかり区別していきたい。 

・「はかせどん」を意識して意見を聞き，友だちを評価する場面を設けていきたい。 



 

高－5 

 

                 

                     

 
～図，表，式を使って考える～ 

５年１組 中澤 ひろ子 

１．本時の学習目標 

 

 

 

２．具体的な取組 

 

 

 

 

 

３．学習の流れ 

 学習活動 教師の指導 備考 

導 

入 

【課題をつかむ】 

１．問題文を読む。 

 

 

 

〇全員で音読する。 

 

 

 

 

 

 

 

問 題 文

を 書 い

た紙 

展 

開 

【考えをもつ】 

【課題を追求する。①】 

２．＜正方形が５つの場合＞ 

正方形が５つの場合は，ぼうが何本必

要か図をかいたり式を書いたりして考

える。 

【伝え合い学び合う】 

３．自分たちの解き方を班のペア同士で

伝え合う。（ペアコミ） 

 

 

 

 

 

 

・まずは正方形が５つだった場合

で自力解決をさせる。自分の考

えを絵や表に書いて解決する

ように伝える。 

・早く分かった児童については立

式もさせる。 

・ペアによっては時間がかかるペ

アもあるので，二人目のペアと

も交流するように伝える。 

 

ワ ー ク

シート 

 

○変化する２つの数量の関係を表や式に表すことを通して，数量関係や規則性を見つけること

ができる。 

（１）児童の興味を引く課題設定をする。 

（２）視覚化し，課題が分かりやすいように提示する。 

（３）ペアコミの内容が提示しやすいようにフリップを用意して児童に書かせる。 

（４）自分の考えと違うところも認め合って取り入れることの大切さを伝える。 

 

きまりを見つけて 

長さの等しいぼうで，図のように正方形を作り、横にならべて

いきます。正方形を□個作るとき，ぼうは何本いりますか。 

ペアコミした後，友だちのワー

クシートに印を書く。 

同じ考え…赤で◎  

似ている考え…赤で〇  

違う考え…青で◎ 



 

高－6 

 

 ・ペアコミをした後はフリップを使って

全体コミをする。 

 

 

 

 

【課題を追求する。②】 

４．＜正方形が 30 個の場合＞ 

正方形が 30 個の場合は，ぼうが何本必

要か図をかいたり式を書いたりして考

える。 

・棒の並び方や増え方のきまりを使って正

方形が 30 個のときの棒の数を求める。 

・答え合わせをする。 

・全体コミをするとき，できるだ

けいろいろな解き方が紹介で

きるように教師の方で指名し

てフリップに自分の解法を書

かせる。 

・友だちの解き方の中でどれが

「はかせどん」なのか考えさせ

る。 

 

・全体コミで確認した「はかせど

ん」の解き方を活用するように

伝える。 

 

 

 

 

ま 

と 

め 

【振り返る】 

６．学習のまとめをする。  

７．次時の予告をする。 

 

・学習感想を書かせる。 

・次時は正三角形を使って考えて

みることを伝える。 

 

振 り 返

り カ ー

ド 

４．実践を振り返って（成果と課題） 

 ○ワークシートに図ものせたことで，算数が苦手な児童も問題の解き方を予想することができ

た。その結果，一斉にペアコミを始めることができたので，伝え合いの時間を確保できた。 

 ○全体コミをする際，フリップに書かせたものを発表させたので，児童の言葉が不完全であっ

ても図があることで聞き手が理解することができた。 

 ○フリップに発表の内容を書き残すことができたので様々な解き方の中から，どの解き方が「は

かせどん」なのか吟味することができた。 

○「はかせどん」をキーワードにより良い解き方を知ったので，その後正方形が 30個の場合の

問題で実際にその解法を使うことができた。 

 ▲２問解く時間を確保したため，振り返りカードを書く時間が短くなってしまった。 

 ▲「はかせどん」の解き方はどれか考える時は教師主導で話し合いをリードしてしまったが，

児童自身に気付かせたかった。 

 ▲「問題」と「課題」のとらえを再確認する必要があった。 

５．今後の改善策 

 ・交流の時間を充実するために，自己解決の時間を確保したり，図を提示するなどの支援をし

たりするなど工夫をしていきたい。 



 

高－7 

 

                 

                     

 

 
～比例のグラフを読み取ろう～ 

６年１組 小沢 愼太郎 

     

１．本時の学習目標 

 

 

 

２．具体的な取組 

 

 

 

 

 

 

 

３．学習の流れ 

 学習活動 教師の指導 備考 

導 

入 

１．前時の復習をする。 

①比例のグラフのかき方について

振り返る。 

②比例のグラフの特長について振

り返る。 

 

【課題をつかむ】 

２．学習課題の確認をする。 

 

 

 

① 問題の内容を確認する。 

 

②グラフを読み取る。 

○グラフの題名 

○縦軸や横軸が指しているもの 

○1 目盛の大きさ 

○2 つの直線が表しているもの 

などを確認する。 

 

・比例のグラフの特長や基本的

な読み方を押さえる。 

 

 

 

・学習課題を黒板に板書する。 

 

・子どもの興味や関心がわくよ

うな教材提示を心がける。 

・それぞれの要素を指差しさせ

て視覚的に理解を促す。

 

 

グラフを拡大し

たもの 

 

 

 

 

 

 

グラフを拡大し

たもの 

 

○比例の関係をグラフに表して考察することでき，比例のグラフの特長を理解する。 

○比例のグラフを考察することを通して，比例のグラフについて理解を深める。 

比例をくわしく調べよう 

（１）子どもの興味・関心を引くような課題設定をする。 

（２）自力解決の時間を十分にとり，その後，グループで話し合ったり，答えを確認し合った

り，教え合ったりすることで，自分の考えに自信を持たせたり，理解の手助けとなった

りするように心がける。 

（３）話し合いに参加することで，友達の考えを取り入れながら，自分の考えをよりよくする

手助けをする。 

 

比例のグラフを読み取ろう 



 

高－8 

 

展 

開 

【考えをもつ】 

【伝え合い学び合う】 

３． グラフを読み取る問題を考え

る。 

 

①2 つのグラフの関連を読み取る問

題を考える。 

○どちらが速いかとその理由 

○5分間に走った道のりは何ｍか。 

○800ｍ地点を通過するのにかかっ

た時間 

○前者が 1400m 地点を通過してか

ら，後者が通過するまでの時間

差。 

○出発してから 5 分後の 2 人の差 

○10 分後の差 

 

 

○それぞれの問題について 

 自力解決の時間(3 分) 

 グループでの話し合い 

(1 分) 

全体での確認(3 分) 

を行う。 

○自力解決の時間中に早く終

わった子どもには，友達にわ

かりやすく発表できるよう

発表内容を考えさせる。 

○話し合いに入る前に話し合

いの意図やルールについて

全体で確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ま 

と 

め 

【振り返る】 

６．学習のまとめをする。 

  

 

７．次時の予告をする。 

 

・グラフの読み取り方について

まとめる。 

・学習感想を書かせる。 

 

 

 

４．実践を振り返って（成果と課題） 

 ○導入の場面で，子どもたちに比例のグラフのかき方と基本的な読み方の確認ができた。 

○子どもたちが興味関心のある話題から入ることで，意欲を持って学習に入ることができた。 

 ○自力解決の時間をとったことで，自分の考えを持って話し合いに参加できた。 

 ○話し方のルールを提示することで，子どもたちに目的意識をもたせて，意見を発表させる

ことができた。また，友達の考えとすりあわせることで自分の考えに自信を持ち，発表す

る機会が増えた。 

 ▲話し合いをする前に，自己解決の時間をもう少し確保する必要があった。 

 ▲問題が容易だった場合，話し合いが短時間で終わってしまい，雑談してしまう場面が見ら

れた。また，話し合いが円滑に進まないペアやグループへの支援が足りなかった。 

 ▲発表する人が固定化されてしまっていた。 

５．今後の改善策 

 ・話し合いのルールを常に意識したり，考えをまとめる手立て「はかせどん」を意識させた

話し合いをさせたりするような手立てを講じていく。 

 ・自分の考えを持てるような手立てを講じていく。 



高－9 

 

比例をくわしく調べよう 

～比例を使って考えよう～ 

６年２組 山田 理恵 

 

１．本時の学習目標 

○比例の性質を活用し，問題を解決するとともに，解決方法を式や表で説明することができ

る。 

  

２．具体的な取組 

（１）身近なもの（エコキャップ）を教具とすることで，児童が意欲的に活動できるよう 

にする。 

（２）自分の考えを持って話し合いに参加できるように，ワークシートを活用する。 

（３）班で話し合う中で，一番「はかせどん」である方法を考えさせる。 

（４）班で考えた方法を，式や表，グラフを使い，説明させる。 

 

３．学習の流れ 

 学習活動 教師の指導 備考 

導

入 

【課題をつかむ】 

１．学習課題の確認をする。 

○解決する為の条件を知る。 

・数えていいのは，１０個までとする。 

・５００個ずつ袋づめするために使え

る道具は定規・はかりとする。 

○エコキャップの数に比例するもの

は何かを考える。 

 

エコキャップ５００個を，全部数え

ないで袋づめにする方法を考えよ

う。 

 

・学習課題を板書する。 

・今まで学習してきた「比例」

の考え方を使って，キャッ

プを袋づめにする方法を

考えることを確認する。 

 

 

 

・比例について復習し，数が

○倍になれば，○倍になる

ものを考えさせる。 

 

 

エコキャップ 

 

 

 

はかり 

展

開 

【考えをもつ】 

２．ワークシートに自分の考えを書

く。 

 

 

・分からない児童には，ヒン

トを出す。 

・早くできた児童には，他の

方法を考えさせる。 

 

ワークシート 



高－10 

 

展

開 

【伝え合い学び合う】 

３．班で，自分の考えを発表し合う。 

 ○一番「はかせどん」の考え方を選

んで，式や表，グラフを使って，

ワークシートに記入する。 

 ○ホワイトボードに書いた各班の

考えを仲間分けし，それぞれの仲

間の考えのいいところを発表す

る。

 

 

 

・どの考え方が「はかせどん」

かを意識させる。 

 

・それぞれのいいところを考

えさせ，いいところは積極

的に取り入れていこうと

意識させる。 

 

 

 

ホワイトボー

ド 

ま

と

め 

【振り返る】 

４．班で考えた方法を実践する。 

○班の方法で，エコキャップを袋づ

めにして，５００個になるかどう

か確かめる。 

 

 

 

・全部数えなくても，500 個

になることで，比例の良さ

と，生活の中で比例の考え

方が便利に使えることを

実感させる。 

 

４．実践を振り返って（成果と課題） 

○導入で，身近な物（エコキャップ）を使うことで子どもたちの興味付けができた。 

○普段から使っているので，「はかせどん」が浸透してきている。 

○説明をするときに，文字や式，図や表，グラフを使える児童が増えてきた。 

▲時間が足りなくなってしまい，最後の検証が１つの代表の班だけになってしまった。（次時

に改めて検証し直した。） 

▲話し合いがなかなか進まない班があった。 

５．今後の改善策 

・最後まで 1 単位時間内で終わる授業の流れを考えていく。 

・話し合いは，特定の児童しか発言しないことが多いので，少しでも全員が発言し，納得で

きる話し合いを進められるように，「話し合いの型」を作っていきたい。 



高－11 

 

                 

                     

 

 
～「はかせどん」に気をつけて計算方法を考えよう～ 

すみれ 下條 稔 

     

１．本時の学習目標 

 

 

 

２．具体的な取組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．学習の流れ 

 学習活動 教師の指導 備考 

導 

入 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

展 

開 

【課題をつかむ】  

１．学習課題の確認をする。 

○
２

５
＋０．３の計算のしかたを考えよう 

〇自分の考えを持つ 

・どのようにしたら良いかを考え発表す

る。 

 

【考えをもつ】 

２．自力解決をする 

 

 

〇小数＋小数，分数＋分数の二つの解き

方を考える。 

 

・課題を把握してノートに書

くことができているか確認

する。 

・子どもが考えているかみて，

分からない時にはヒントを

出して考えの手立てにす

る。 

・友達の考えを聞いて，問題

の解き方を理解できるよう

に支援する。 

 

・小数を分数に，分数を小数

に変える方法が分からない

子には，個別指導をして前

時の学習の理解も深める。                       

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○分数と小数の加減混合計算ができる。                        

〇宮本朋輝君を中心に個別指導をしていく 

分数をもっとくわしく調べよう 

（１） 分数を小数に表す方法と，小数を分数に表す方法で計算をするが，「はかせどん」は，

どちらかを考えていく中で，分数に直して計算する方が良いことに気づかせる。 

（２） 解く時間を確保し，机間巡視をしながら，分数を小数に表す方法と小数を分数に表す方

法の両方の方法ができるようにする。 

（３） 「はかせどん」がわかりにくい場合は，小数で割り切れない問題を用意して分数の方が

良いことに気がつかせる。 

（４） 友だちの考えをしっかり聞いて，自分の考えと比べられるようにする。 

 

 

二つの方法で問題の答えを出そう 



高－12 

 

【伝え合い学び合う】 

３．発表し交流し合う。 

〇どちらの方法が，「はかせどん」かを考

え話し合う。 

〇よく分からない子がいたら，
２

３
＋０．

５の問題について考えさせる。 

 

 

・個人に声かけをしながら，

考えを出させるようにす

る。 

・
２

３
の答えに注目するとよい

ことに気づかせるような言

葉がけをする。 

ま

と

め 

【振り返る】 

４．学習のまとめをする。 

〇「分数と小数が混じった計算では，分

数に直した方が「はかせどん」である 

ことをノートにまとめる。 

〇学習感想を書く。 

 

 

・分数と小数が混じった計算

では，分数に直した方が「は

かせどん」であることを理

解させ，今後の計算の時に

も分数に直して計算した方

がいいことを確認する。 

・まとめをしっかりノートに

書いているかを確認する。 

 

 

４．実践を振り返って（成果と課題） 

 ○計算をする時に「はかせどん」に注目して考えることができた。計算する時には，「はか

せどん」に気をつけて計算するようになってきている。 

 ○小数＋小数，分数＋分数の二通りの考え方が出て，一つの方法しか分からなかった子が違

う方法でできることやその方法を知ることができた。 

○授業の流れが子ども達の考えに沿っていてわかりやすかった。 

 ○
２

３
＋０．５の問題を出すことによって「はかせどん」の考えにつながって分数＋分数の考

えの優位性を知ることができた。 

 ▲多くの子どもの発言があるとよかった。 

 ▲子ども達の様子を見て考える時間を多くとったが，話し合いの時間をもう少しとってどち

らの方法がよいのか考えさせたら良かった。 

 ▲授業のまとめは，子ども達の考えでまとめることができたら良かった。 

５．今後の改善策 

 ・ペアでの話し合いの仕方を決めて，その中の活動を深めていくことが，自信につながり全

体への発言にもつながっていくので，ペア学習について考えていく必要がある。 

 ・子ども達の発言をどう処理していくのがよいのかを考えていく必要がある。 



 

高－13 

 

                

                     

 

 

 

４年１組 数野 久実       

     

１．本時の学習目標 

 

 

２．具体的な取組 

 

 

 

 

 

 

 

３．学習の流れ 

 学習活動 教師の指導 備考 

導 

入 

 

 

 

 

 

○既習曲を練習する。 

・「Smile Again」の意味を考え，

きれいな声で歌う。 

・「Believe」をリコーダーで練習す

る。 

 

 

・柔らかい声を出す練習をした

り，楽しい雰囲気づくりをし

たりする。 

 

 

 

 

 

 

リコーダー 

 歌詞の表す情景を思い浮かべながら歌う。 

にっぽんのうた みんなのうた 

     「もみじ」 

 

 

 

 

 

（１）前半部分はカノン風，３段目は３度のハーモニー，４段目は対位的な合唱になっている

ことに気づかせながら，曲の特徴をつかむ。 

（２）２つの旋律を弾いて聴かせたり，プリントに楽譜の一部を書き込ませたりして，高さの

違う旋律から美しいハーモニーが生まれることを確認する。 

（３）それぞれのパートを別々に歌い，アルトパートが主旋律より少し低い音で歌うことに気

づかせる。 

（４） 
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展 

開 

○「もみじ」の旋律の特徴をつか

む。 

・アルトパートの旋律を覚える。 

 

 

・高さの違う旋律から，美しいハー

モニーが生まれることを確認す

る。 

 

 

・伴奏に合わせてアルトパートを

歌う。 

 

 

・前半部分はカノン風になって

いることに気づかせる。 

 

・プリントに楽譜の一部を書き

込ませる。 

 

・３段目の歌い始めの音程を正

確に歌わせる。 

プリント 

拡大譜 

 

ま 

と 

め 

○主旋律パートとアルトパートに

分け，二部合唱する。 

 

・アルトパートの音程が難しい

ので，繰り返し歌わせる。 

 

 

 

３．実践を振り返って（成果と課題） 

 ○歌唱指導を通して，子どもたちに音楽の楽しさが伝わる授業だった。 

△授業導入に時間をかけていたので，めあてを達成するために，時間配分を考えておく必要

がある。 

 

４．今後の改善策 

 ・本時の子どもたちが目指すべき目標は何か，ゴールをつかませるための手立てを工夫した

い。 
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（２）５－２算数科提案授業 

第5学年 算数科学習指導案 

授業者 長門知広 

１ 単元名   

比べ方を考えよう（１） ②単位量あたりの大きさ 

 

２ 単元の目標 

◇ 平均の意味を理解し，それを理解することができる。 

◇ 異種の２量の割合としてとらえられる数量について，比べることの意味や比べ方，表し方を理解し，そ

れを用いることができる。 

 

《関心・意欲・態度》 

○ 平均で比べることのよさに気づき，生活や学習に生かそうとする。 

○ 単位量あたりの大きさを用いると，異種の２量の割合としてとらえられる数量を数値化して表せたり能

率的に比べられたりすることのよさに気づき，生活や学習に生かそうとする。 

《数学的な考え方》 

○ 測定の場面などにおいて平均の意味をとらえ，妥当な数値として平均を用いることができる。 

○ 異種の２量の割合としてとらえられる数量について，単位量あたりの大きさで比べることの有用性をと

らえ，用いることができる。 

《技能》 

○ 平均を計算で求めることができる。 

○ 異種の２量の割合としてとらえられる数量を単位量あたりの大きさを用いてくらべることができる。 

《知識・理解》 

○ 平均の意味や求め方について理解する。 

○ 異種の２量の割合としてとらえられる数量を単位量あたりの大きさを用いて比べることの意味や比べ

方について理解する。 

 

３ 単元について 

 

＜学習指導要領での位置づけ＞ 

 

（１）教材について 

児童はこれまで，第３学年の「わり算」の学習において，等分除や包含除といった除法の考え方について学習

し，「１２個のクッキーを３人で分ける」といった，分離量（分けて考えられる量）で均等に分ける操作を行って

いる。第５学年の１学期には，「小数のわり算」の学習において，「２．５ｍで３００円のリボンの１ｍの値段を

求める」といった，連続量（分けられない量）で１あたりの量を求める操作を行った。この学習では，除法の考

え方を，１つ分を求める等分から，単位量を求める考えへと拡張してきた。 

第５学年 B量と測定 

（３）量の大きさの測定値について理解できるようにする。 

ア 測定値の平均について知ること。 

（４）異種の二つの量の割合としてとらえられる数量について，その比べ方や表し方を理解できるようにする。 

ア 単位量あたりの大きさについて知ること。 
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本単元「比べ方を考えよう」の ①平均では，これまでのわり算の経験を発展させて，「いくつかの数量がある

とき，それらを同じ大きさの数量にならす」という操作を学習する。この「ならす」という考えを生かして，②

単位量あたりの大きさの単元では，こみ具合などの，面積と人数といった異なる２つの量を比較する活動に取り

組む。こみ具合の比べ方を考える際には，特に導入段階では絵や図を使って表すことでこみ具合の実感を持つこ

とができるようにさせていく。初めは公倍数を用いて比較する考え方も取り上げながら，一方をそろえて比べる

考えを理解させていく。そのうえで，資料の数が多くなったり，数値が大きくなったりする場合の効率性や，い

つでも比べられる一般性の観点から，単位量あたりの大きさで比べるよさについて理解できるようにする。さら

に数値が大きくなった方が混んでいるということがとらえやすいことから，単位面積あたりの匹数で比べる方法

の有用性について理解させるようにしたい。 

２つの数をそろえる（ならす）段階では，比例の学習で学んだ数直線を利用しながら，１㎡あたりの数にそろ

えるわり算の意味を理解させ，正しく立式できるようにさせたい。 

話し合いの際には，事前に子どもたちが一緒に考えた「こんでいる状態にはどんなものがあるか」という例を

掲示しておく。こみ具合を調べる方法を比較する時に，「例えばこういう時には～」と，教科書の課題にとらわれ

ず，自分たちの経験や知識を生かした話し合いに発展させる補助としたい。 

 

（２）児童について 

 男子１４名（ひまわり学級在籍児童１名，たんぽぽ学級在籍児童１名含む），女子１２名，計２６名の学級であ

る。元気がよく明るい児童が多く，いろいろな活動に前向きに取り組む雰囲気が見られる。学習に対しても，課

題解決に向けて真面目に取り組む姿が見られる。しかし，学習の定着に差が見られ，課題に対して自分の考えを

持つことが難しい児童も数名いる。 

授業中にみんなの前で発表することに対しては，「どちらかといえば好き」「どちらかといえばきらい」がほぼ

半分ずつという結果が出ている。理由としては「自信がない」「間違えるのがはずかしい」と答えている児童が多

い。実際の様子では，自分の経験を話したり，気が付いたことを発表したり，短く単純な意見の発表を好んです

る児童は多いが，自分の考えを周りに説明する際には挙手して発表をする児童は限られている。また，友達の考

えを自分の考えと比べながら聞くことに対して，ほとんどの子どもが「聞いている」「まあまあ聞いている」と答

えている。しかし，実際の様子からは，友達の意見を漫然と聞いてしまい，自分の意見と比べる様子が見られる

児童は多くない。しかし，友達の話を聞いて分かったり自分の考えが変わったりしたことについて「よくある」

「まあまあある」と答えた児童は多い。 

このことから，友達の意見から学ぶ経験は多くの児童が積んできているが，まだ主体的に友達の考えに対して

比較検討したり，意見を言ったりする力がまだ十分でないと考えられる。本学習において，お互いに考えを伝え

あう楽しさや，学び合う充実感を経験させていくことで，より主体的に学びに向かう姿勢を育てていきたい。 

 

＜児童への事前アンケートより＞ 
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＜レディネステストの結果から＞ 

   

 

 

 問１と問２については，多くの児童がしっかりと立式して答えることができている。計算ミスや表記ミスもあ

るが，概ね既習事項は理解できているようである。 

しかし，問３では約半数の児童が無答・誤答という結果が出ている。問２に比べて，場面をイメージしにくい

問題である。このことから，問題文を正確に読み取って，何が単位量になっているのかを正しく読み取って立式

することができていないという実態が見られる。 

 本単元においても，何が単位量となるかを正しく読み取り立式する場面が多く登場する。数直線などを利用し

ながら，割り算の意味を正しくとらえて立式することができるようにしていきたい。 
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（３）研究主題との関わり 

本年度の研究では，『自ら学び，考え，行動できる児童の育成～「学びのプロセス」に沿った学習活動を通して

～』を研究主題として研究を進めてきた。昨年度の研究から，学びのプロセスに沿った学習活動の中の「考えを

持つ」過程では多用な意見が見られたことが成果として挙げられた。次の段階として，「伝え学び合う」過程での

学習活動において，友達の考えを自分の考えと比較することで，「伝える」から「学び合う」ことに高めていくこ

とが課題として確認された。そこで本年度は，「伝え学び合う」過程を充実させるための指導法について研究を進

め，各学年で次のような重点目標を設定して，実践に取り組んできた。 

 

 

 

 

その取り組みの一つとして，各学年の算数の学習で問題の解き方や考え方を比べる

活動での意見の拠り所として，「算数はかせどん」を合言葉にした話し合い活動を行っ

てきた。昨年度までの「算数はかせ」の３つの視点「は＝早く，か＝簡単に，せ＝正確

に」加えて，本年度からは「どん＝どんな時も」（普遍性）を付け加えて，よりよい解

決法をさぐっていく話し合いでの拠り所とさせてきた。 

５年生では，算数科の「単位量あたりの大きさ」での，こみ具合を調べる学習を研

究の場面として選んだ。１時間目では「どんな比べ方があるか考える」という課題で多様な意見を出し合う。本

時である２時間目では，「どの方法がよいのかを比較する」という課題で，自分の考えを持ち，友達の考えを聞き

ながら自分の考えを補強・修正していくという活動場面を設定した。本時におけるこみ具合を比べる方法の比較

では，特に「どんな時も＝普遍性」を強く意識させることで，自分本位でのよさではなく，より客観的な便利さ

に目を向けられるようにしていく。そして，自分と同じ考えに対して付け足したり，自分とは異なる考えに対し

て質問や意見をしたりする活動を通して，お互いの「学び合い」へとつながっていく学習を行っていきたい。 

 

４ 指導計画 （②単位量あたりの大きさ） 

時 目 標 学習活動 主な評価規準 

 

１ 

○プロローグ 

 

 

○面積，匹数が異なる場

合のこみ具合の比べ方

を理解し，比べること

ができる。 

・いろいろなこみ具合の場面を見ながら

こみ具合の比べ方について話し合う。 

・面積とうさぎの数が違う３つの小屋の

こみ具合の比べ方を考え部屋のこみ具

合の比べ方を考える。 

・A とB，B とC をそれぞれ比べる。 

・A とC を比べる。 

関）こみ具合は２種の割合としてとら

えられる量であることに気づき，面

積や人数が異なる場合のこみ具合の

比べ方を考えようとしている。 

 

 

 

 

２ 

（
本
時
） 

 

本 時 

    

○面積，匹数が異なる場

合のこみ具合の比べ方

を理解し，比べること

ができる。 

・面積もうさぎの数も違う小屋Dとのこ

み具合の比べ方を，一度に比べるに

はどうすればいいか考える。 

・面積を揃えて，１㎡あたりの匹数で

比べたり，匹数を揃えて１匹あたり

の面積で比べたりすればよいことを

まとめる。 

・前者のほうが分かりやすいことをお

さえる。 

考）こみ具合を比べるときに単位量あ

たりの大きさを用いて比べるとよい

ことを考え，説明している。 

 

３ 

  

○「人口密度」の意味と

求め方を理解する。 

・北海道と沖縄県のこみ具合を調べる。 

・「人口密度」を知り人口密度を求める 

技）人口密度を求めることができる。 

知）人口密度の意味を理解している。 

４年：わかりやすい説明を心がけ，意見の交換をすることができる。 

５年：意見の交換を通し，自分の考えを深めることができる。 

６年：意見の交流を通し，互いに理解を深めることができる。 
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４ 

○単位量あたりの大きさ

を用いて，問題を解決

できる。 

・米のとれ具合を，単位量あたりの大き

さを用いて調べる。 

技）単位量あたりの大きさを用いて，

２つの資料を比べることができる。 

 

５ 

○学習内容を適用して問

題を解決する。 

・「力をつけるもんだい」に取り組む。 技）学習内容を適用して，問題を解決

することができる。 

 

６ 

○算数的活動を通して学

習内容の理解を深め，

興味を広げる。 

○学習内容を適用して問

題を解決する。 

・（やってみよう） 

 

 

・「力をつけるもんだい」に取り組む。 

関）学習内容を適切に活用して，活動

に取り組もうとしている。 

 

技）学習内容を適用して，問題を解決

することができる。 

 

７ 

○学習内容の定着を確認

し理解を確実にする。 

・「しあげ」に取り組む。 

 

知）基本的な学習事項を身につけてい

る。 

 

５ 本時の学習 

（１）日時 平成２９年１１月１５日（水）５校時 

（２）場所 ５年２組教室 

（３）本時のねらい 

○ こみ具合を比べるときに単位量あたりの大きさを用いて比べるとよいことを考え，説明できる。 

（４）評価規準 

考 こみ具合を比べるときに単位量あたりの大きさを用いて比べるとよいことを考え，説明している。 

Ａ Ｂ Ｃ 

(支援を要する児童への手立て) 

こみ具合を比べるときに単位量

あたりの大きさを用いて比べる

とよいことを考え，客観的な理

由で説明することができる。 

こみ具合を比べるときに単位量

あたりの大きさを用いて比べる

とよいことを考え，説明するこ

とができる。 

ペアやグループでの意見の交換

や全体の話し合いを通して，単

位量あたりの大きさを用いて比

べるとよいことに気付かせる。 

 

（５）本時の展開 

過程 学習活動 指導上の留意点，教師の支援，評価 

つ
か
む
（
５
分
） 

１．前時の学習をふり返る。 

① 面積をそろえて比べる。 

② うさぎの数をそろえて比べる。 

③ １㎡あたりの平均のうさぎの数で比べる。 

④ １匹あたりの平均の面積で比べる。 

 

２．問題をつかむ。 

（１）匹数も面積も違う小屋A，B，C，Dのこみ具合を比

べる方法を考え，こんでいる順番を調べる。 

 

 

・前時に学習した，比べる方法を掲示し

て，学習内容を思い出しやすくさせる。 

 

 

 

 

・Dのウサギ小屋の絵を見て，どれがこん

でいるのか予想させる。 

・場面絵と表を掲示し，児童が課題の内容

をつかみやすいようにする。 

・小屋 D は匹数も面積もそのままでは比

べられないことを押さえる。 
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考
え
る
（
１
０
分
） 

３．問題に取り組む。 

（１）自力解決をする。 

① 面積をそろえて比べる 

○９０㎡あたりの匹数で比べる 

○ＣとＤ→４５㎡ ＡとＤ→５４㎡ 

② うさぎの数をそろえて比べる 

○１００８匹あたりの面積で比べる 

○AとD→１２６匹 B，CとD→１１２匹 

③ １㎡あたりのうさぎの数で比べる 

○D：１４÷９＝１．５５… 

④ １匹あたりの面積で比べる 

○D：９÷１４＝０．６４２… 

 

 

 

（２）比べ方を発表する。 

・自分はどの方法で解決するのか，見通し

を持たせてから取り組ませる。 

・自力解決の難しい児童には，前時の学習

掲示やノートを見させて，求め方をふり

返らせる。 

・一つの比べ方で解き終わった児童には，

別の比べ方で解き，比べるように声掛け

をする。 

・解き終わった児童に，式をフリップに

書かせて，黒板に掲示させる。 

 

 

 

 

 

４．本時のめあてを確認する。 

 

 

 

・「はかせどん」の合言葉（早く，簡単に，

正確に，どんな時でも）を確認して，比

較するときの根拠とさせる。 

 

こみぐあいを調べるにはどの方法が一番よいか考えよう。 
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深
め
る
（
２
３
分
） 

５．どの比べ方がよいのか比較検討する。 

（１）どの方法がよいのか，自分の考えをワークシートに

記入する。 

 

（２）班ごとに話し合い，一番良い方法を考える。 

 

＜予想される児童の意見＞ 

・かけ算の方がやりやすいので，①や②がよい。 

・①と②は公倍数を見つけるのが大変。 

・②は２回比べないとできない。時間がかかる。 

・③と④は一度に比べられる。 

・④は商の小さい方が混んでいるのでわかりにくい。 

・③と④は，前時の計算した値を使うことができる。 

・①と②は別の小屋が登場したら，何度もやり直さなけ

ればいけない。 

選んだ理由 → 赤の短冊 

選ばなかった理由 → 青い短冊 に書く。 

 

（３）全体で話し合う 

・班ごとに，選んだ方法とその理由を発表して，短冊を 

黒板に貼る。 

 ・掲示してある短冊に書かれた意見を比較して，質問や 

意見を発表する。 

 

・比べ方の比較検討のため，予め解法を記

してあるプリントを使用する。 

・話し合いの中で出た友達のよい意見は

ワークシートにメモをするように声掛

けをする。 

・事前に考えた「こんでいる場面」を提示

して，課題の場面だけでなく，どんな時

でも分かりやすい方法はどれか考えさ

せる。 

・選んだ方法とその理由を２色の短冊に

記入させる。短い言葉にまとめさせる。 

 

 

・意見がほとんど同じ場合には，選ばなか

った理由に焦点を当てる。 

・①②に意見が傾きそうな場合には，「こ

んでいる場面」の中から，扱う量が大き

い，多い場面を例示して，１㎡あたりの

量で考えるよさを考えさせる。 

・④に意見が傾きそうな場合には，こみ具

合を表すのに，数が大きい方が分かりや

すいことを示して，１㎡あたりの量で考

えるよさを考えさせる。 

解
決
す
る
（
４
分
） 

６．こみ具合の比べ方についてまとめる。 

（１）１㎡（１匹）あたりで表した大きさを「単位量あた

りの大きさ」ということを知る。 

（２）５での話し合いを元に，こみ具合を比べるには１㎡

あたりの平均の匹数で調べる方法が便利であることを

確認する。 

 

・「はかせどん」に注目することで，１㎡あ

たりのこみ具合を比べることが有効で

あることを理解させる。 

 

考こみ具合を比べるときに単位量あたり

の大きさを用いて比べるとよいことを

考え，説明している。 

（発言・ワークシート） 

振
り
返
る
（
３
分
） 

７．学習のふり返りをする。 

（１）ノートに学習感想を書く。 

 ・こみ具合を比べる時に，１㎡あたりの数で比べればよ

いことが分かった。 

 ・わり算は難しいが，１㎡あたりの数で比べるのがよい。 

 ・グループで話し合って，自分の考えが変わった。 

・○○の意見を聞いて，よくわかった。 

 

・友達の考えを聞いて自分の考えが変わ

ったことや，この授業で分かったことを

簡潔に書かせる。 
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６ 資料 

＜板書計画＞ 

 

＜１時間目ワークシート＞ 
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＜解法ふりかえりプリント＞ 

 

 

＜本時ワークシート＞ 
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（３）研究協議会の様子 

 ①授業者の反省 

・班で出た意見を２色の短冊に書いて掲示したことで，全体の意見がどうなっているのか

が一目で分かった。 

・子どもたちは比較検討の際に，よい方法＝「はかせどん」ということを自然に意識でき

ていた。１学期から継続して指導してきたことが生きていた。 

・混んでいる場面の例を掲示しておいたことで，話し合いの中で「大きい数を比べる時に

はこの方法がよい。」という意見が出ていた。 

・展開の前半部分（Ｄのウサギ小屋の混み具合を計算する自己解決の時間）に時間がかか

ってしまった。そのため，本時の中心の活動である４つの考えを比較検討する場面で，

子どもたちが質問や意見を出し合うことができなかった。 

 

 ②授業観察の視点から 

（３，６年） 

○授業の流れはスムーズだった。 

○５・６班は，「はかせどん」をもとに話し合い，盛り上 

がった。 

△前半の子どもたちが考える場面を短くすると，時間が 

生まれるかも。 

（２，５年） 

○導入の具体的掲示物がよかった。理解できれば簡単に 

進めても・・。 

○単位量あたり，どんなときもだったら，どちらもできる方がよい。授業のめあてなら③

であるが・・。 

△自力解決しているので，時間短縮できたはず。 

（１，４年） 

○導入・・掲示物，板書とも子どもの思考にそったものでよかった。 

○付箋紙の使い方も２色で色分けしたのがよかった。 

○話し合い活動・・２班が④を選んだが，③がよい理由を伝え，話し合いがよくできてい

た。 

△時間配分・・前半をカット？         

（全体を通して） 

  ○導入については，効果的であった。 

○時間配分について 

・５－１のプレ授業では，話し合いまでは③や④が出てくる子が少なかった。自力解決

を省くことができなかった。フリップを書くのに，時間がかかってしまった。 

・めあてにいくまでに時間がかかった。 

・Ｓさんの「面倒くさい」というつぶやきを使って，めあてを出して意識させながら進

めてもよいのでは。 

・高学年ブロックでも全部することは時間がかかると思っていた。時間で切ってしまう
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という考えもあったが，どうしても確認したいという気持ちが生まれてしまう。 

・子どもたちはできるやり方で，自力解決している。長門先生が「はかせどん」を出し

たことで，考えが変わりよかった。２段階で考えるのもよかった。 

○学び合いについて 

・③，④を理解できない子にとっては難しい。できない子を納得させるためにはどうし

たらよいか。 

・④「６÷９」「９÷６」はどういうことかがしっかり分かっていると，前半が短くなる

かも。 

・苦手な子にとってどう指導したらよいか。 

 

③一瀬 孝仁先生からの指導・助言 

〇ブロックでの研究は，効果的。協同意識は大切。こ

うやった方がいい，ああやった方がいいという意見

が出て話し合うことはいい。 

〇校内研の授業は，４月から実践していることが見え 

 る授業がよい。 

〇教材について 

   ・４５分では終わる授業を見たことがないくらい難 

しい授業内容である。 

   ・均一化して，ならしてみる。公倍数で片方をそろえる。単位あたり量の大きさは，６年

生の速さにつながる。 

  ・数値の小さい方か大きい方かどちらが混んでいるのか，混んでいるってどういうこと    

なのかを考える。速さでも，値が大きいほうか小さいほうのどちらが速いのか遅いのか

につながっていく。子どもの概念をくすぐることから始まり，生活していく中で解決し

ていく。 

 ・今までは，長さや重さなどは，大きい方をとっていた。前時に６÷９，９÷６の意味に

ついて子どもたちにしっかり理解させておき，Ａ÷Ｂ＝Ｃ・・・Ｃは何を表しているの

か意味づけをするのは難しい。 

   ・教科書は，６社ある。公倍数を扱っていない教科書は，３社。使っている内容を吟味し

精選してそれを参考にすることも必要。公倍数の考えは，分からなくてもいいし，そろ

えると，なぜ面倒になるということが分かるようにさせるとよい。数直線を扱っている

単元は，１７単元中７単元もあるくらい重要だから，図だけではなく数直線を利用する

ことも大切。特に次の学習の人口密度では，図や数直線を活用してほしい。 

〇板書の工夫 

 ・字や数だけだったので，図や表を使って視覚的に捉えさせるようにした方がいい。 

  〇学び合い 

  ・教師の話が多い。先生が，ほとんど説明している。 

 ・子ども達の意見の交流をどうさせるか。子どもの話す場面では，前に出て説明させた  

り，伝わっているか確認したり，ほかの子どもに説明させたり，どのように話をさせ  

たりするかなどを考えたりしていかないといけない。また，それを続けることも大切に
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なる。 

  ・自力解決では，ホワイトボードに何を書かせるのか。ただ書いたものを読むのではな  

く，ＡとＢに線を引いて～と書かせたり，自分の言いたいことをコンパクトにまとめ  

させたりして発表させる（これを書かせるにも指導がいる）などして説明が分かりやす

く伝えられる内容になっていないといけない。   

  〇学習課題と学習問題 

  ・課題と問題の区別をしっかりしていない。スタンダードをはき違えている。 

・めあては，子どもの問いとして子ども達が動き出す時に出すとよい。（それまで３０分か

かった。） 

 〇はかせどん 

・急がないほうがいい。「はやく・かんたん」という考えは，１時間や２時間ではできない。

積み重ねが大事。 

  〇まとめ 

   ・めあてに対応したまとめをする。 

   ・子どもの言葉でまとめさせる。 

   ・学習感想は，毎時間でなくてもよいが，書かせてほしい。 

  〇全般を通して 

  ・ノートを隠さないし，字が上手でとても見やすかった。普段からの指導の賜。 

 

④授業の成果と課題 

＜成果＞ 

・継続した指導を通して，子供たちが「はかせどん」という比較検討の視点をしっかりと

持つことができていた。そのため，ひとりひとりの児童が自分の考えを持ち，意欲的に

話し合い活動に取り組む様子が見られた。 

・こみ具合をもとめる多様な方法を考え出したことで終わらずに，いくつかの方法の中か

らよりよいものを選ぶという姿勢が見られた。 

＜課題＞ 

・４５分という授業時間の中で充実した話し合いを行うには，授業展開の工夫が必要であ

る。子供たちが意見を発表して，全体で交流する時間をいかに確保するが課題である。

本時のめあてを提示するのが，問題の自己解決の後だったが，問題を自力解決する段階

でよい方法を選ばせるなどの展開の工夫も考えられる。 

・教師の言葉や，特定の児童とのやりとりで授業が進んでいく場面が多かった。班ごとに

短冊に書いた意見は，しっかりと子どもたちの言葉で発表させるなど，教師主導ではな

く，児童主体の話し合いで授業を展開していくことが大切である。 

・③（１㎡あたりの匹数）と④（１匹あたりの面積）のどちらが便利な方法なのか，とい

う実感を子供が持ち切れていなかった。そこからも，単位当たりの量という考え方の定

着が，まだまだ十分ではないように感じた。理解がしっかりしてれば，話し合いに割く

時間をもっと増やすこともできる。今後の割合や速さなどにも関わってくる大切な考え

方なので，しっかりと指導していく必要がある。 
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（４）ブロック研究の成果と課題 

＜成果＞ 

  ・「伝え合う・学び合う」過程に重点をおき，いろいろな考え方がある中でよりよい解決方

法を話し合うための意見の拠り所として，共通の合い言葉「はかせどん」を取り上げ，

話し合い活動に取り組むことができた。子どもたちも「はかせどん」を意識しながら式

を立てたり，計算をしたりしていた。これから学習をしていくうえでも有効活用してい

き，学習の理解の手助けとしたい。 

  ・話し合い活動を深めるためにグループを活用したことは，子ども一人一人が自分の考え

を言ったり，他の子の考えを聞いて自分の考えと比べたりすることができて，考えを深

めることにつながった。発表することへの抵抗感も緩和された。 

・子どもたちの考えを深めるには，授業の中で子どもたちの考えをどう分析して処理し次

の考えにつなげていくかや，子どもの考えを生かす発問や問いかけなどの対応力が大事

で，教師の力量が問われる。また，教材研究をして子どもに分かりやすい授業を提供す

ることも大事になってくる。今回のように多くの先生方との考えを集結して教材を分析

して，子どもたちの考えを引き出すための手立てを考えたことは，よりよい教材分析の

仕方や授業の流れを共通理解できたので，今後の授業研究に生かしていきたい。 

  ・各学年の重点目標を設定し，発達段階を考えながら，研究・実践をすることができた。

【４学年】「分かりやすい説明を心がけ，意見の交換をすることができる。」 

    ・分かりやすい説明をするための話し方についての型を提示し，自分の考えとその理

由を伝えることができるようになった。また，図や表などを活用しながら，分かり

やすく伝えることができるようにもなった。 

    ・よりよい考えを選ぶ拠り所としての「はかせどん」が子どもたちの中にも浸透して

きて，この合い言葉を使って理由の説明をすることが増えてきた。聞いている側も

この合い言葉を拠り所にしながら，友だちの考えを聞くことができた。 

   【５学年】「意見の交換を通し，自分の考えを深めることができる。」 

・意見の交換をするために，ペアコミとフリップを活用したことで積極的に自分の考

えを伝えられるようになってきた。 

ペアコミ…相手と同じ考えか違う考えなのか比較しながら聞くポイントを示し

た。そのことによってペアコミの相手に自分の考えをすべての子ども

が伝えることができた。 

フリップ…様々な考えを紹介するためにフリップを用意し，それを見ながら自分

の考えをクラス全体に伝えさせるようにした。自分がどうしてこのよ

うに立式したのか自分のかいた図を見せながら説明させた。 

・自分の考えを深めることについては，友だちの考えから自分とは違う考えを知るこ

とができたことに加えて，どの考えが，より良い解き方かということを「はかせど

ん」を手掛かりに考えることができた。 

   【６学年】「意見の交流を通し，互いに理解を深めることができる。」 

    ・自力解決の結果を途中でもグループ内に発表することで，続きをみんなで考えてく

れたり，教えたりする姿が見られた。 

    ・「はかせどん」を話し合いの拠り所にすることで意見の交流が深まり，分からない
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友達の理解を助ける機会が増え，進んで挙手して発表する子どもが増えた。 

    ・意見の交流をしたり，分からない友達に教えたりする事で，自分の考えに自信がつ

いたり，様々な意見を聞いて考えが深まったり，理解する力の補強となり，その後

の活動も活発に行う姿が多く見られるようになった。 

 

＜課題＞ 

  ・「伝え合う」ことから「学び合う」ことに高めていくためには，話し合い活動の充実が

不可欠である。ペアやグループ，クラス全体での話し合いをより充実させるための手立

てを考えていきたい。 

  ・時間配分についても，しっかり見通しをもって進めていく必要がある。もっとも時間を

かけるべき場面に時間をかけることができるように、タイムマネジメントを行っていく

ことが大切である。 
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～今年度の研究の成果と課題～ 

（１）研究主題・副題について  

   昨年度，甲府市教育委員会から「甲府スタイルの授業」が示された。「すべての甲府の子

どもに確かな学力を定着・向上させるとともに，これからの社会に生きる子どもたちに求

められる資質・能力を育成するために，甲府市内のすべての小中学校が志向する，『こうふ

のたから（授業づくりの視点）』に基づく授業を言う。」とある。 

   『こうふのたから』とは，以下の通りである。 

   ○こ…子どもの視点に立った見通しと振り返り 

   ○う…動き出したくなる課題 

   ○ふ…深い教材研究をベースに  

   ○の…ノート指導と板書は表裏一体 

   ○た…確かな発問 

   ○か…学級集団づくりも大切に  

   ○ら…ランダムな机間指導から意図的な机間指導へ 

   本校の主題・副主題である「自ら学び，考え，行動できる児童の育成～学びのプロセス 

  に沿った学習活動を通して～」は，「甲府スタイルの授業」の方向性と重なっている。「学

びのプロセス」はどの授業にも生かすことができ，学習のつながりを意識した取組が，よ

り深くできたと考える。継続して取り組んでいるテーマではあるが，学びのプロセスは授

業における基本であり，今後も継続して目指すべきテーマである。また，このテーマをも

とに，どういった児童像を目指していくか具体的に考え，研究を進めていく必要がある。 

 

（２）研究目標について 

   昨年度は，「学びのプロセス」における，「伝え合い学び合う」過程の充実を図るための

指導法について研究を行った。今年度も継続して，「伝え合い学び合う」過程の充実を図る

ための指導法について研究を進め，学習会や実践を通して研究してきた。 

   今年度は年間を通して，低学年では「話し方名人・聞き方名人」，高学年では「算数はか

せどん」といった言語活動での手立てをもとに研究を進めてきた。発達段階に応じて，意

見交換や話し合い活動，討論活動などの実践を意識して取り入れる中で，ブロックや学年

ごとに「伝え合い学び合う」過程の形が見られ，研究の手応えを感じることができた。 

一方で，研究を重ねていく中で，教師が言語活動の意図を考えたり，児童の考えを深め

たりすることに対して難しさも感じた。それ以前に，「伝え合い」について教職員間で様々

な捉え方があり，全校やブロックでの共通認識ができなかった部分もあった。 

教師の発問や児童が「考えをもつ」ことなど，「伝え合い学び合う」過程を深めていくた

めには，まだ多くの課題がある。新学習指導要領では「主体的・対話的で深い学び」が謳

われている。形に執着するのではなく，自分の考えを広げたり，深めたりする「深い学び」

を実現していかなければならない。「伝え合い学び合う」過程の研究について，今後も研究

をしていく必要がある。    
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 （３）研究内容・方法について 

    研究内容（１）「学びのプロセス」に沿った学習活動を充実させるための教師の支援に

ついては，学習の要となる授業において，朝学習，家庭学習を有効活用させながら，学

力を定着させるために，日々の授業改善を行うこと（一人一実践），授業づくりを行う中

で，言語活動を取り入れ，その言語活動の手助けとなるものを考えていくこと，授業を

参観したり相談し合ったりして，互いに学び合うこと（相互参観）を行ってきた。 

    一人一実践では，研究を進めるにあたって，各学年の実態に応じて身につけさせたい

力を以下のような重点目標として，日々の実践（低学年は国語科を中心に，高学年は算

数科を中心に）を通して，授業改善に取り組んできた。 

 

 

 

 

 

 

 

   今年度の朝学習は，学年・学級ごとに授業とのつながりを意識しながら，復習や児童の 

考えの構築の時間に充てた。しかし，朝学習の１５分間を有効活用できていない様子も見 

られた。今後は，全校体制で朝学習に取り組むなど，学力向上に向けて朝学習の時間の使 

い方を考えていく必要がある。 

 家庭学習については，「家庭学習の手引き（平成２９年度版）」を年度初めに全家庭に配 

布し，参考にしていただくように呼びかけた。また，今年度は県の家庭学習定着促進事業 

において「家庭学習のすすめ」や「家庭学習実践事例集」が配布され，それらを参考にし 

て取り組みを進めた。全校で情報交換をしながら，学年ごとに「自学カレンダー」や「自 

学取り組み表」などの実践を行い，家庭学習の定着を図った。来年度は，今年度の実践を 

もとに，全校で「家庭学習カード」を取り組んでいく。保護者との連携を図りながら，家 

庭学習の定着を進め，児童の学力向上を図っていきたい。 

 言語活動については，低学年・高学年それぞれで，言語活動におけるルールを設定し， 

研究を進めてきた。低学年では「話し方名人・聞き方名人」をもとに，「話す」「聞く」の 

基本の定着を図り，意見交換や話し合い活動へとつなげてきた。「話す」「聞く」ことは授 

業だけでなく，生活をしていく上での基本であり，今年度の実践は改めて重要であると確 

認された。高学年では「算数はかせどん」をもとに，話し合い活動の質を高めてきた。多 

様な考えの中から，より効率的な考えへと導く中で，相手を意識したり，自分の考えが変 

化したり深まったりする様子が見られた。「算数はかせどん」は「主体的・対話的で深い学 

び」につながっていく手立てだということを，実践の中で感じることができた。 

   相互授業参観については，教職員評価授業に合わせ，事前に略案を全職員に配布するな 

ど，お互いの授業の参観を呼びかけた。しかし，計画的に自習体制を取れなかったことや， 

授業の進度の事情から難しかった，との反省があった。様々な実践を見ることで，多くの 

学びを得ることができ，児童への指導の向上にもつながる。意図的な授業計画やブロック 

１年：自分の考えを表現し，友達の考えを聞くことができる。 

２年：自分の考えを表現し，友達の考えと比べることができる。 

３年：自分の考えを表現し，友達の考えに付け加えることができる。 

４年：わかりやすい説明を心がけ，意見の交換をすることができる。 

５年：意見の交換を通し，自分の考えを深めることができる。 

６年：意見の交流を通し，互いに理解を深めることができる。 
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ごとの日程の調整をしたり，ブロック研究会で実践を持ち寄ったりするなど，新たな方法 

を考えていく必要がある。 

   研究内容（２）については，２本の提案授業を軸に，講師を招聘して様々な指導方法を 

学んだり，各ブロックにおいて，学年のつながりを考慮しながら指導法について研究・実 

践してきたりした。 

 １０月には山梨大学教職大学院の小林 大先生に国語科の提案授業（３年・杉本 洋教 

諭）を，１１月には千代田小学校の一瀬 孝仁先生に算数科の提案授業（５年・長門 知 

広教諭）を参観していただき，「伝え合い学び合う」活動の充実について，多くの指導・助 

言をいただいた。お二人共，継続して本校の研究に関わっていただいているため，より具 

体的な話をしていただき，大変参考になった。２つの授業研究会を通して，改めて言語活 

動における，教師の役割や指導技術について学ぶことができた。一方で，研究をより深め 

る意味でも，１学期に学習会を設け，研究の方向性を確認していくことも大切だと感じた。 

 ２つのブロックで研究を進めていくことで，学年間のつながりを意識することができ， 

発達段階に応じた指導法を考えることができた。今年度は，低学年は国語科，高学年は算 

数科と，教科が違うことで「伝え合い学び合う」の幅も広げることができた。本校の職員 

構成から，来年度も二部会制で研究を進めていくことが適当だと考える。 

 また，７月には山梨県教育委員会の小尾 綾指導主事をお呼びし，来年度の道徳の教科 

化の実施に向けて，「特別の教科 道徳」の学習会を実施した。「考え，議論する道徳」や 

「評価」についてなど，以下の点について丁寧に説明していただいた。 

 

 

 

 

 

 

教師が教材について理解し，教材を通して児童に何を考えさせていくかを明確にさせて 

おくことが重要だと教えていただいた。その中で，発問や活動の中に明確な指導観を入れ

て，気づかせていくことが大切だというお話もあった。 

説明の後には，「およげない りすさん」（わたしたちの道徳１・２年より）をもとに， 

授業づくり演習を行った。内容の確認から始まり，段階的に授業づくりを進めた。その中

で，教師・児童それぞれの視点から発問についてじっくりと考えることができた。その後

の実践発表では，小尾先生から具体的な助言をいただき，「特別の教科 道徳」の授業づく

りに向けて，大変有意義な学習会となった。 

来年度，高学年の外国語科，中学年の外国語活動の授業も始まり，大きな変革期を迎え 

る。教職員間で連携を図りながら，確実な理解の上で，教科指導をしていく必要がある。

児童へ指導していくと同時に，指導する側の教師も道徳や外国語について，学びを深めて

いかなければならない。 

 

 

①「特別の教科 道徳」の内容について（新設された内容も含めて） 

②「特別の教科 道徳」の目標について 

③「考える道徳」の授業づくりで大切なこと 

  ・教師の指導観 ・発問 ・教材の活用 

④ 評価について 
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（４）来年度の方向性 

   ○「甲府スタイルの授業」や本校がこれまで行ってきた「学びのプロセスに沿った

学習活動」を，関連させながら授業改善に取り組む。 

   ○「家庭学習カード」や「家庭学習の手引き（保護者向け）」を活用し，家庭学習の

啓発を継続して図っていく。 

   ○「伝え合い学び合う」過程の充実を図るために，その指導法についての研究・実

践をより深めていく。 

   ○新学習指導要領の実施に向けて，講師を招聘して学習会を設けたり，教材や指導

法の研究を進めたりしていく。 

 

【参考・引用文献】 

 ・平成２９年度山梨県学校教育指導重点           （山梨県教育委員会） 

 ・小学校学習指導要領解説 国語編             （文部科学省Ｈ２０） 

 ・小学校学習指導要領解説 算数編             （文部科学省Ｈ２０） 

 ・平成２９年度全国学力・学習状況調査の結果 山梨県の状況 （山梨県教育委員会） 

 ・家庭学習実践事例集 小学校版              （山梨県教育委員会） 

 ・家庭学習実践事例集 中学校版              （山梨県教育委員会） 

・甲府スタイルの授業                   （甲府市教育委員会） 

  

 

      

 

      



あとがき 

 

本年度は昨年度に引き続き，『自ら学び，考え，行動できる児童の育成』をテーマとし，「～学びのプロ

セスに沿った学習活動を通して～」をサブタイトルとして研究を進めてまいりました。 

新学習指導要領では，子どもたちに身につけさせたい資質・能力として３つの柱を掲げています。その

一つが「生きて働く 知識・技能の育成」二つが「未知の状況にも対応できる 思考力・判断力・表現力

の育成」三つが「学びを人生や社会に生かそうとする 学びに向かう力・人間性等の涵養」であります。

「何ができるようになるか」を明確にし，「何を学ぶか」を問い直し，「どのように学ぶのか」という学習

過程を大切にしていくための学習スタイルが『主体的・対話的で深い学び』へとつながります。本校もこ

の『主体的・対話的で深い学び』を目指した，甲運小学校の学びのプロセスの充実を目指し今年度は，「考

えを持つ」～「伝え合い学び合う」を研究の中心としてきました。 

低学年ブロックは「国語科」を中心として，それぞれ学年に応じた「学び合い」のスタイルを授業の中

で探っていきました。高学年ブロックは「算数科」を中心として，「算数 は・か・せ・どん」（はやく・

かくじつに・せいかくに・どんなときも）の考え方を取り入れながら，「子どもたちがお互いに学び合う」

授業スタイルを探ってきました。教科は違いますが，どちらのブロックも，①自力解決の時間を大切にし

て自分の考えをしっかり持つ，②ペア，少人数グループ，班，学級全体など子どもたちの発達特性や課題

に合わせた学び合いの時間を確保する，③今まで気づかなかった新しい考えを知る（自分の考えにより

自信を深める）といった学びの過程を大切に考えていく授業づくりに取り組んできました。子どもたち

が進んで取り組む「課題」をどのようにつくっていくのか，自力解決の時間と学び合いの時間をどのよう

な割合でやっていけばよいのかなど，悩みながらの取り組みでした。 

授業研究の際には，山梨大学 教職大学院 小林 大先生，甲府市立千代田小学校 教頭 一瀬 孝仁

先生には，多大なる指導・助言をいただき私たちの研究の方向性を示唆していただきました。心からお礼

を申し上げます。お二人の先生から教えていただいたこと，そして，今年度の研究の成果をいかして甲運

小学校の「学びのプロセスに沿った学習活動」を確立し，職員一丸となって『自ら学び，考え，行動でき

る児童の育成』をさらに目指していきたいと考えています。 

 

 

平成２９年度 研究同人 

 

校長；勝村 正樹  教頭；小澤 和彦  教務主任；組沢  淳  教務；数野 久実 

１学年；今井 知美   小松澤輝美○  ２学年；戸田 千鶴   牛奥 達也◎ 

３学年；杉本  洋   武藤 直子   ４学年；新田 勝美○  古屋 悠人 

５学年；中澤ひろ子   長門 知広   ６学年；小沢愼太郎   山田 理恵 

特別支援；下條  稔  遠藤 絵里  塩谷あけみ   養護教諭；小菅美智江 

事務主査；小田切昌江  栄養職員；梶原 千春  非常勤講師；羽中田好美 

司書；角田 真紀   特別教育支援員；小宮山由紀子 

スクールカウンセラー；山田 英美   FET；ライト・テラ 

           ◎；研究主任   ○；ブロック長 
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