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はじめに

校長 勝村 正樹

今日も私は，研修会に参加するため電車に乗り込みます。八王子や立川駅では多く

の人たちが電車を待っています。ほとんどの人が下を向いていてとても気になります。

そうです。スマートフォンを見ているのです。昭和の時代や平成の初めには決してな

かった風景です。その時代には，将来を見据えているようにみな顔を上げて立ってい

たはずです。それがいつからかこれが当たり前の世の中になってしまいました。いわ

ゆるスマホ時代にあって，日本の人たちは「葛藤があるのか」と思ってしまいます。

心の中のもやもやした思いをこの小さな情報機器に閉じ込めてしまっているのではな

いかとも思います。しかし，憂えてばかりはいられません。このような社会の中にあ

って，学校，保護者，地域は子どもたちが立派に生き抜くことができるように子ども

たちを手引いていかなければならないのです。

私たちは，この１年間，本校独自の「学びのプロセス」を大事にしながら研究を進

めてきました。第２学年の海野瑛恵教諭，第４学年の武藤直子教諭から，道徳科の提

案授業がありました。今振り返ってみますと，熱心に道徳科授業を展開している二人

の姿をはっきりと思い出すことができます。子どもたちは，なおさらこの時の授業を

いつまでも心に留めておくにちがいありません。

ちょうど私が生まれた昭和３３年に新設された「道徳」は，６０年目を一つの区切

りとして「特別な教科 道徳」として導入されました。私が初任者の頃は，先輩の先

生から，「道徳は葛藤的な場面を大切にしなければいけない」と教わりました。そこで

私は初めて「葛藤」という言葉に出会ったのです。ところが，今度の改正で，「葛藤に

重きを置かない」ようなことが言われています。私は，「葛藤なくして道徳科なし」と

思うのですが，それは間違いでしょうか。

ある子どもがふざけていて学校のガラスを割ったとします。もちろん学校で叱られ

て家に帰ります。その時，担任は「家に帰ったらお父さんお母さんに今日のことをし

っかり話すのですよ。」と言うでしょう。そう言われたその子は，「自分だけが悪いわ

けではない，でもどうしよう，何と説明したらいいだろう」と悩みます。やっと家族

に言えたとき，心は解き放たれ，「もう絶対にふざけてガラスを割らないようにしよう」

と自分に誓うでしょう。これが葛藤だと思います。学校でも，二つの対立した価値目

標に直面したとき，ここに葛藤が生じ，議論することによって価値の定着が図られる

のではないかと考えます。初めから答えが分かっているような道徳科の授業では，深

まりがないと思うのです。

思いつくままに，とりとめのないことを書きました。本校の研究は来年度もさらに

充実したものとなると確信しています。

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。「特別の教科 道徳」の学習会にお越しいただき，丁寧にご指導く

ださった山梨県総合教育センター指導主事の山田睦子先生，甲府市教育委員会指導主

事の風間俊宏先生に感謝と御礼を申し上げます。
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平成３０年度 校内研究の概要 
 

１  研究主題・副主題 

主体的に学ぶ児童の育成 

～「学びのプロセス」を生かした，学び合いを通して～ 

 

２  主題設定の理由 

（１）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。 

『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 
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   「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。 

 

（２）研究の経過と今年度の方向性 

  

昨年度までの研究では，本校の「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てきた。「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，

互いに「学び合う」過程に課題が見られたため，「考えをもつ」から「伝え合い学び合

う」に絞った指導法の研究を進めてきた。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」といった言語活動の手立てをもとにした授業づくりを行い，

発達段階に応じた意見交換や話し合い活動，討論活動を取り入れた授業実践の中で，「伝

え合い学び合う」過程の充実が見られた。その中で，意見を交換し合う「伝え合い」か

ら，子ども同士の「学び合う」へとつなげていく過程では，時間が十分に確保できなか

ったり，交換し合った意見を深めることができなかったりと，手立ての検証や継続した

指導の必要性などの課題が見られた。 

新学習指導要領改訂の方向性では，三つの柱のうちの「どのように学ぶか」の中で，

「主体的・対話的で深い学び」という言葉で，アクティブ・ラーニングの視点からの学

習過程の改善を提示している。ここで言われている「主体的・対話的」とは，表面的に

子どもたちが活発に学習活動を行ったり，形式的に話し合い活動を行ったりしているこ

とではない。児童自身が主体的な学習者として学習課題と向かい合い，課題の探求や解

決に取り組んでいくことである。そのためには，与えられた課題や活動をこなす児童で

はなく，児童自らが学ぶという姿勢を育てるための授業づくりがこれまで以上に重要に

なってくる。 

そこで今年度の校内研では，本校で研究が進められてきた授業スタイル「学びのプロ

セス」を生かした授業づくりの実践とさらなる充実を進めていく。その中でも，昨年度

でも課題となった「伝え合い，学び合う」から「課題解決する」の過程を充実させてい

く。児童が主体となった「学び合い」の場面を充実させた授業づくりを進めていくこと

で，研究主題である「主体的に学ぶ児童の育成」について研究を深めていきたい。 
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３  研究目標 

各教科の学習において，「学びのプロセス」を生かして， 

児童の学びあいの場面（A）を取り入れた授業づくりを工夫すること

によって，主体的に学ぶ児童（B）を育てていく。 

（A）児童の学びあいの場面 

学びのプロセスの「伝え合い，学び合う」から「課題解決する」の過程において，

子どもたち同士が考えを伝え合い比較検討して，課題についてまとめたり自分の考え

を深めたりする場面 

 

（B）主体的に学ぶ児童 

〇進んで思考，表現をしようとする。 

○進んで課題に取り組み，自分や友達の力で解決しようとする。 

○自分と友達の考えを比較検討して，考えを深めようとする。 

○楽しんで学習活動に取り組もうとする。 

 

４  研究内容・方法 

 

（１）「学びのプロセス」を生かした授業づくり 

①授業研究 

  ○低学年・高学年ブロックの二つに分かれて授業研究を行っていく。 

  ○学年のつながりを考慮しながら，指導法について研究する。 

【低学年ブロック】 

＜研究テーマ＞ 

伝え合いから課題解決につなげる手立ての工夫 

＜重点目標＞ 

１年 友達の考えを聞いて，自分の考えと同じか違うか表すことができる。 

２年 友達の考えを聞いて，相手の考えに付け足すことができる。 

３年 友達の考えを聞いて，自分の考えを見直すことができる。 

＜共通の取り組み＞ 

○板書の工夫  

○学び合いの方法の工夫 

○発問の工夫 
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【高学年ブロック】 

＜研究テーマ＞ 

伝え合いから学び合いに高めるための手立てを探る 

＜重点目標＞ 

４年 意見の交換を通し，自分の考えを明確にすることができる。 

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。 

＜共通の取り組み＞ 

○課題の提示の仕方を工夫  

○発問の仕方の工夫 

○学び合いの方法の工夫 

○ワークシートの工夫 

○板書の工夫 

 

②意識調査の実施 

○提案授業の事前・事後に，児童へのアンケート調査を実施し，児童の変容をつかむ。 

③一人一実践 

  ○各ブロックで研究した手立てに沿って，授業改善を行っていく。 

  ○可能な範囲で相互参観を行い，授業を行った成果と課題について交流する。 

④各ブロックでの提案授業 

  ○各ブロックで研究した手立てに沿って授業を行う。授業研究会を行い，その成果と

課題について検討する。 

○提案授業を通した児童の変容を評価することで，手立ての有効性を検証する。 

⑤研究のまとめ 

  ○本年度の研究の成果と課題を明らかにし，今後の教育実践に生かすとともに，研究

の記録を収録した研究紀要を作成して，研究に関する情報を公開する。 

（２）学習会 

  ○講師を招聘して，新学習指導要領実施に向けて，様々な指導方法について学習する。 

（３）家庭学習への取り組み 

  ○学校全体で共通の家庭学習カードと家庭学習の手引き（平成３０年度版）を活用し

て，家庭学習の定着に向けた取り組みを行う。 
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５  研究構想図 
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 児童の活動    教師の支援 
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主体的に学ぶ児童 

・課題把握 

・目標設定 

・計画・予想 

振り返る 

・提示の工夫 

・実態把握 

・場と時間確

・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 

・考えをもつ 
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・評価する 
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の工夫 

学習の楽しさ・活動の意義・新たなる課題 

次への意欲 

・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 

学びのプロセス 
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６  研究組織 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研 究 全 体 会 

研究推進委員会 

校長 教頭 教務主任 研究主任 研究副主任 

低学年ブロック長 高学年ブロック長 

研 究 部 会 

低学年ブロック 

小澤 和彦  組沢 淳 

端場 恵子  戸田 千鶴 

杉本 洋   海野 暎恵 

小笠原 咲  今井 知美 

数野 久実  小菅 美智江 

（小宮山由紀子）（羽中田 好美） 

高学年ブロック 

勝村 正樹  遠藤 絵里 

新田 勝美  武藤 直子 

古屋 悠人  中澤 ひろ子 

山田 理恵  小沢 愼太郎 

鎌田 百合  長門 知広 

（小田切 昌江）（橘田 美芳） 



概－8 

７  研究経過 

月 日 曜 会 内容 

4 

 

4 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 

10 火 第１回 全体研究会   研究の概要について 

5 14 月 第２回 全体研究会 ブロック研究会 
研究の概要について 

ブロック長，提案授業者の決定 

6 11 月 第３回 全体研究会 
 

特別の教科道徳学習会 

講師 山田 睦子 先生 

（山梨県総合教育センター指導主事） 

7 

10 火 第４回 全体研究会 ブロック研究会 
一人一実践について 

ブロック研究テーマ，重点目標 

23 月 第５回 全体研究会 ブロック研究会 提案授業について 

8 

20 月 第６回 全体研究会 ブロック研究会 研修会等還流報告 

     ブロック研究会   提案授業検討（各ブロックで実施） 

28 火 第７回 全体研究会 ブロック研究会 全国学力学習状況調査の結果分析 

10 

15 月  全体研究会  低学年ブロック提案授業全体検討 

22 月 第８回 全体研究会 
 

低学年ブロック提案授業 

授業者 ２年 海野 瑛恵 先生 

指導助言者 高橋 義美 先生 

（甲府市教育委員会学力向上専門員） 

11 

6 火 第９回 全体研究会   高学年ブロック提案授業全体検討 

    第１０回 全体研究会   

高学年ブロック提案授業 

授業者 ４年 武藤 直子 先生 

指導助言者 風間 俊宏 先生 

（甲府市教育委員会指導主事） 

12 14 金 第１１回 全体研究会   研究紀要について 

1 28 月 第１２回 全体研究会   

特別の教科道徳学習会 

講師 風間 俊宏 先生 

（甲府市教育委員会指導主事） 

2 6 水 第１３回 全体研究会   研究のまとめ，来年度の方向性について 



 

 

Ⅱ 授業研究 
 

 

１ 低学年ブロックの研究 
 

２ 高学年ブロックの研究 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１ 低学年ブロックの研究 
 

 

（１）低学年ブロック一人一実践 

（２）2 年 2 組道徳科提案授業 

（３）低学年ブロックまとめ 
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（１）低学年ブロック一人一実践 

第１学年 算数科学習指導案 

 授業者 １年１組 端場 恵子 

１．単元名 

  ひきざん 

２．校内研に関わる具体的な手立て 

①児童が見通しをもって授業に臨めるような学習課題を提示する。 

②机間巡視の中で個への声かけ，支援を行い，一人一人が自分の考えをもてるようにする。 

③友達に考えを伝えたり，友達の考えを聞いたりし，学び合いの場面を設ける。 

④児童の考えを分類，整理した板書を行う。 

３．本時の目標 

・１１～１８から１位数をひく繰り下がりのある減法計算の仕方を考え，ブロック操作や言葉

を用いて表現することができる。【数学的な考え方】 

４．本時の展開 

 

主な学習活動 

指導上の留意点 

・留意点など ◆校内研の手立て ☆評価 

 

導

入 

１．問題を読み，題意をとらえて立式する。 

 

 

 

・「だいじなすうじ」，「しきをきめるキーワー

ド」，「こたえのことば」を確認する。 

 

◆デジタル教材のイラストを見せ，具体

的場面を想起させながら「どこからお

かしを食べるかな」と児童に問うこと

で児童の考えを引き出すようにする。

【①】 

展 

開 

２．１２－３の計算の仕方を考える。 

 

 

・ブロックを使って自力解決する。 

・ブロック操作したことをワークシートに書き

表す。 

 

 

 

 

 

 

 

３．計算の仕方を説明し合う。 

・ブロックを操作しながら，考えたことを友達に

 

 

 

◆課題解決への意欲をもたせるため，こ

れまでの問題との違いに触れる。【②】 

◆机間巡視をする中で，一人ひとりの考

えを把握するようにする。考えのもて

ない児童へは，ブロックを動かすこと

で「どこから（３を）取るのか」明ら

かにさせる。【②】 

・あとで友達に説明することを意識させ

る。 

 

◆自分の考えと同じなのか違うのか，比

べながら聞くように声をかける。【③】 

おかしが１２こあります。３こたべると，

のこりはなんこですか。 

１２－３のけいさんのしかたを かんがえよう。 
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伝える。（ペア→全体） 

 

 

 

 

４．減々法の計算の仕方をまとめる。 

 

１２－３ 

１０ ２ １ 

◆減加法と減々法に分けて板書し，児童

の考えをまとめていく。【④】 

☆ブロック操作や言葉を用いて，自分が

考えた計算方法を表現することがで

きる。 

 

・「どんなときに『ひくたす法』，『ひくひ

く法』を使い分ければいいでしょう。」

と問うことで，数字を見て判断し，使

い分けられるようにさせたい。 

 

  

 

終

末 

５．学習感想を書く。 

・本時で考えたこと，分かったことを書く。 

 

・数人に発表させ，次時への意欲をもた

せる。 

５．評価について 

１２－３の答えを求めるために，ブロック操作や言葉を用いて表現することができたか。 

【ワークシート・発言】 

 

６．実践をふり返って 

 ○児童のつぶやきや発言から本時の学習課題を設定したため，児童が見通しをもって課題に取

り組む姿が見られた。また本時のめあてを青のチョーク，まとめを赤のチョークで色分けし

て囲んでいるため，毎時間，同じ流れで学習を進めることができている。 

 ○座席表をもとに，一人一人の考えの見取りを行うことができた。指名に役立てたり，学習内

容を理解しているか等，実態把握をしたりすることができた。 

 ○ペアでの話し合いは，始める前に担任が聞く視点を与えていたため「同じです。」「なるほど。」

などの反応があり，学び合う姿が見られた。 

 ○全体検討では，児童が大型のブロックを動かしながら考えを説明した。ワークシートと黒板

が同じ形式であったので，児童が考えを整理しやすく，まとめに繋げることができた。 

 △ペアでの話し合いや全体検討の場で，話すことと聞くことの切り替えができない児童，集中

できない児童がいた。 

 △考えを伝えるときに「１０のかたまりからとる」など数の構成を意識した言葉が見られなか

った。今後の学習を踏まえると，「１０」の概念を大切にしたかった。 

 

７．今後の改善策 

 ・児童に伝え合いが定着しつつある。これからも継続して行い，伝え合うことでいろいろな考

えに触れられる嬉しさ，分かる楽しさを味わわせていきたい。 

 ・ワークシートに自分の考えを書くことができているので，今後はノートでも同じように，自

分の考えたことを書き表したり，まとめたりできるように指導を工夫していきたい。 

① ２から３はひけない。 

② ３を２と１にわける。 

③ １２から２をひいて１０。 

④ １０から１をひいて９。 
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８．ワークシート 

 

【減加法で考えた児童のワークシート】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【減々法で考えた児童のワークシート】 
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第１学年算数科学習指導案 

授業者 １年 ２組 戸田 千鶴 

１．単元名 

   ひきざん  繰り下がりのあるひき算（減々法の計算の仕方） 

 

２．校内研に関わる具体的な手立て 

① 板書の工夫  色チョークなどを使い視覚的に思考過程が表せるようにする。 

② 自分の考えが少しでも出せるように，既習したことを確認する。 

③ 友だちの考えに対して，同じ考えや違う考えを伝えられる場を作る。 

 

 

３．本時の目標 

  ・繰り下がりの引き算で，減数を分解して計算する方法があることを知る。 

 

４．本時の展開 

 

主な学習活動 

指導上の留意点 

・留意点など ◆校内研の手立て 

☆評価 

導
入 

○今までの引き算の計算の仕方を確認する。 

 ・引かれる数を１０と□にわける。 

・黒板でブロックを使い，分け方を確

認する。 

展
開 

○今日の課題を確認する 

１２－３の計算の仕方を考える 

 

◎どんな計算の仕方があるか考える。 

 ・言葉や図式や絵で考えたことをノートに書

く。 

 

〇考えを発表する。 

 ・黒板にそれぞれの考えを書いてわかるよう

にする。 

 

 

〇新しい計算の仕方として，引く数を分けるこ

とができることを知る。 

 

 

 

・ブロックを使って操作させる。 

◆かけない子には既習の方法を思い

出すように声掛けをする。【②】 

 

◆板書で考えがわかるようにする。 

【①】 

◆発表された考えが自分の考えを比

べて似ているかどうか見直しをさ

せる。【③】 

・どちらも１０のまとまりで考える

ことを確認する。 

☆減数を分けても計算できることが

わかる。 

終
末 

〇どちらのやり方でも計算できることを知る。 

〇感想を書く。 
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５．評価について 

  ・引かれる数や引く数の大きさに関係なく，引かれる数を１０のまとまりといくつに分け

て計算の仕方を考え，言葉やブロックで説明できる。 

 

６．実践をふり返って 

○今までに授業の中で自分の考えをノートに書くこと，考えを発表することを取り入れてき

たので，徐々に考えを書くことができるようになってきた。 

○書くことは難しいが，ブロック等を通して考えを示せるようになった。 

○板書で，なるべく思考過程が見えるようにした。 

○児童のノートと同じ文字数で，ノートに書きやすいようにした。 

△今回の授業で，「ほかの考え方」としたため既習の考え方以外を考えた子が多かった。「考

え方」とだけした方がより多くの考えが引き出せた。 

△わかっていてもうまく表現できない子も多く，ブロック表示などをさせた方がよかった。 

△個人差が大きく，視写が苦手な子に対して個別指導が必要だった。教師と一緒に書いてい

くような指導も必要だった。 

△考えを伝えあう場面を設けたが，板書させるのではなく説明だけにしたり，隣同士で伝え

合ったりする方がよかった。 

 

７．今後の改善策 

 ・自分の考えが書けるように，既習したことが使えるような課題の出し方を工夫していく。 

 ・視写の差が大きいので，できるだけ書く内容を減らし，黒板と一緒に書き進められるよう

にしていく。 

 ・全体での発表だけでなく，隣同士やグループでの伝え合いを取り入れ，より多くの考えが

引き出せるようにしていく。 

 ・説明と指示をしっかり区別し，児童が何をしたらいいかわかるようにしていく。 
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第２学年算数科学習指導案 

授業者 ２年１組  杉本 洋 

１．単元名 

かけ算を考えよう 

～7 の段の九九～ 

 

２．校内研に関わる具体的な手立て  

① 導入での課題提示を工夫し，既習事項と本時の学習内容の結びつきを意識させる。 

② 児童が解決までの見通しを持つことができるように時間の設定を工夫する。 

③ 隣の児童と自分の考えを交流する場面を設定する。 

④ 机間指導の中で，個に応じた支援を行う。 

 

３．本時の目標 

○ ７の段の九九の構成の仕方を理解する。 

○  ７の段を暗唱する意欲をもつ。 

 

４．本時の展開  

 

 

主な学習活動 

指導上の留意点 

・留意点など ◆校内研の手立て ☆評価 

導
入 

１．本時の学習課題をつかむ。 

・既習事項の整理をしながら， 本時の学習課題

を理解する。 

 

２．本時のめあてを確認する。 

 

 

◆既習事項と本時の学習内容の結びつきを意識さ

せる【①】 

・前時までに学習した６の段までの九九を確認さ

せる。 

・継続して行っている「九九テスト」を実施する。 

☆教師用計算カードを利用する。 

・教科書の表を拡大提示して，課題をつかませる。 

☆デジタル教科書を利用 

展
開 

３，「かけられる数が１増えると，かける数分

だけ答えが増えていく」，「かける数とかけ

られる数を入れ替えても答えは同じになる」

という２つの性質を思い出しながら，７の段

の答えを，友達と相談しながら考える。 

 

 

 

 

◆児童が解決までの見通しを持つことができるよ

うに時間の設定を工夫する。【②】 

・「どうやったら次の数が求められるか」という

発問を通して，７の段の仕組みについて考えさ

せる。 

◆隣の児童と自分の考えを交流する場面を設定す

る。【③】 

７のだんはどのようにできているのか考えてみ

よう。 

どうすれば，７のだんの九九で次の数を求め

ることができるでしょう。 
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４，７の段の暗唱の練習をする。 

 

５，７の段の九九テストを行う。 

 

 

６，７の段を利用して解答する練習問題に取り

組む。 

 

 

・隣の児童と考えを交流する場面を作る。 

・かけ算の答えは教科書に記入させる。 

・挙手をさせ説明させる。  

・確認した求め方については，ノートに書き込ませ

る。 

 

☆各自計算カードを使用して練習させる。 

 

☆７の段だけではなく，これまで学習した各段も織

り交ぜた内容でのテストを行う。 

 

◆机間指導の中で，個に応じた支援を行う。【④】 

・文章問題を解く際には，か ける数とかけられる数

を常に意識しながら式を考えることを伝える。 

終
末 

６．本時の学習内容を確認する。 

・７の段を交えた九九カードを 使って，本時

の学習内容の確認をする。 

 

・学習したことを用いて，文章問題に取り組

む。 

 

・間違えやすい九九については確認しながら進める

ようにする。 

☆ドリルの練習問題を用いる。 

☆文章題の場合は，横の式をしっかり書く，答えに

単位を付けるの 2 点に注意するよう声掛けを行

う。 

５．評価について 

○前時までに学習した乗法の成り立つ決まりや性質を用いて，九九を構成しようとしている。 

○７の段の九九を覚え，それを用いて問題を解こうとしている。 

 

６．実践をふり返って 

○単元全体を通して継続した形での指導を心がけたことが児童にとってはわかりやすく，主題の理解をス

ムーズに進めることができていた。 

○意欲を高めるために行っている九九テストが児童の興味・関心を喚起することにつながり，意欲的に取

り組むことができていた。 

○デジタル教科書や教師用九九カードを利用して，学習課題を分かりやすく提示することできた。 

△校内研の主題を意識する中で，学び合いの場面を設定したが，期待したほどの積極的な活動にはつなが

らなかった。 

△九九の暗唱については学習を進めるにつれて個人差が大きくなっていってしまった。個人的な対応を心

がけたが，もう一歩踏み込んだ対応が必要であったと感じる。 

 

７．今後の改善策 

・2 年生の後半という時期を考えると，今後のより積極的な学習活動を期待する意味で，校内研で取り上

げている「学び合い，教え合い」の活動を経験させることが必要であると感じている。今後，各教科の

教材を吟味し，意識的に設定していくことを考えている。 

・学習理解の個人差については，家庭との連携を更に密にするとともに，休み時間などを利用することも

考えながら，より積極的な個別の対応ができるよう考えていきたい。 
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第 3 学年 社会科学習指導案 

授業者 ３年１組 小笠原 咲 

１． 単元名  

店で働く人と仕事 

 

２．校内研に関わる具体的な手立て 

①児童の主体的な追究を促すための発問の工夫 

②資料を読み取ることができるようにするためのユニバーサルデザイン化 

③友達の考えを聞いて自分の考えを変容させるためのグループによる話し合い活動 

 

３．本時の目標 

 コンビニエンスストアの来客の年齢階層別構成比を調べることを通して，高齢者のコン

ビニエンスストア利用率が高いことを知り，様々な買い物の仕方が支持されるようになっ

た背景について捉えることができる。 

 

４．本時の展開 

 

主な学習活動 

指導上の留意点 

・留意点など ◆校内研の手立て 

☆評価 

導
入 

１ 前時の復習をして，本時の学習課題をつか

む。 

・買い物調べから，スーパー以外にどのようなお

店で買い物をしている人たちがいたでしょう。 

 

・同じ商品でもスーパーとコンビニエンスストア

では，値段が違います。どちらのほうが高いでし

ょうか。また，どちらで買い物をしたいと思いま

すか。 

 

 

 

 

◆日常生活の場面から生まれる素朴

な疑問を生かした学習課題を設定す

る。【①】 

【本時の学習課題】（例） 

どうしてスーパーよりも高いコンビニエンスストアで買い物をするのだろう。 
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展
開 

２ コンビニをどのような人が多く利用してい

るのか資料を読み取る。 

・どのような人たちがコンビニエンスストアを利

用していると思いますか。 

 

 

・資料①からは，どの年代の人たちが多くコンビ

ニを利用しているかがわかります。一番多くコン

ビニを利用しているのはどの年代でしょう。 

 

・資料①を昔にもどってみましょう。1982 年は，

30 代以上の人はどのくらいコンビニを使ってい

ましたか。 

 

・コンビニはお年寄りの利用が増えているのです

ね。では，どうしてお年寄りがコンビニを利用す

るようになったのでしょう。 

 

・資料②は甲運地区の地図です。赤いシールと青

いシールはそれぞれ何を表していますか。 

 

・コンビニとスーパーの数の違いを表しています

ね。どちらの方が多いでしょう。 

 

３ どうしてお年寄りのコンビニ利用が増えた

のか，グループで話し合う。 

・資料①②からわかったことも使いながら，どう

してお年寄りのコンビニの利用が増えたのか，グ

ループで考えましょう。 

 

 

 

 

・お年寄りが多くなってきたことを高齢化といい

ます。車を持っていなくて，あまり遠くまで買い

物に行けないお年寄りは，多少高くても，スーパ

ーよりもコンビニエンスストアで買い物をする

のかもしれませんね。 

 

 

 

・本時の課題を主体的に取り組むた

めに予想をさせる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆資料の読み取りが苦手な児童へス

モールステップで資料を読み取るこ

とができるようにするための工夫を

する。【②】 

 

 

 

 

 

◆司会と書記を決めて話し合いを進

める。【③】 

・グループでの話し合いの前にワー

クシートに自分の考えを記入する。 

・ホワイトボードシートを使って班

で出た意見をまとめる。 



 

低‐10 

４ お年寄り以外のコンビニを利用する人につ

いて考える。 

・他にも，コンビニエンスストアでなければ，買

い物ができない人がいます。どのような人でしょ

う。 

 

・コンビニは 24 時間やっていて，仕事帰りにも

買い物をすることができるため，平日働いていて

なかなかお母さんが買い物に行けない人も利用

しやすいですね。 

 

５ 本時のまとめをする。 

・A と B どちらか好きな方を選んでまとめをしま

しょう。 

 

終
末 

６ ワークシートに今日の学習で大切だと思っ

たことをまとめる。 

 

５．評価について 

・資料を読み取り，話し合いで友達の意見を聞きながら現在は様々な買い物の仕方が支持される

ようになった背景をとらえることができたか。【ワークシート・OPP シート】 

 

６．実践をふり返って 

○資料のユニバーサルデザイン化によって，ほとんどの児童が資料の読み取りができ，関心を引

くこともできたため，主体的に取り組むことができた。 

△話し合いの中で友達の考えに対して，自分の考えと同じ，違うということを明確にしながら進

めることができなかった。 

 

７．今後の改善策 

・話し合い活動のルールの徹底や，自分の意見の根拠や理由を説明できるように指導していく。 

・まとめを児童自身の言葉でできるように，ワークシートや問いを工夫する。 
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第３学年算数科学習指導案 

授業者  ３年２組 今井 知美 

１．単元名 

はしたの大きさの表し方を考えよう 

～小数のたし算とひき算～ 

 

２．校内研に関わる具体的な手立て  

①座席表を用いながら机間指導を行い，個々の実態を把握し，きめ細かに指導していく。 

②「聴く」「話す」「つなぐ」を意識して学習を進めていく。 

③友達の考えと自分の考えを照らし合わせながら聞くとともに，自分の考えを出し合うような場面

を作る。                                            

 

３．本時の目標 

○小数一位どうしの小数の減法の計算のしかたを理解し，計算ができる。 

 

４．本時の展開 

  

 

主な学習活動 

指導上の留意点 

・留意点など ◆校内研の手立て ☆評価 

導
入 

１．本時の学習課題をつかむ。 

 

 

 

 

（１）問題を読み，立式する。 

・0.8 ― 0.3 

 

２．本時のめあてを設定する。 

 

 

 

３．解決の見通しを持つ。 

・図 ・数直線 ・言葉 

 

 

 

 

 

・問いの文を考えることでひき算であることに気付

かせ，既習事項との違いを確認する。 

・「のみました」「のこって」からひき算であること

を確認する。 

 

展
開 

４．自力解決を行う。 

（１）個人で課題に取り組む。 

 

 

 

◆机間指導を行い，見通しを持つことが難しい児童

への支援を行う。【①】 

☆図や数直線を用いて小数 第一位までの小数の加

法及び減法の答えの求め方を進んで考えようとし

ている。【関発言・ノート】 

小数のひき算のしかた，考えよう。 

ジュースが0.8Lあります。そのうち，

0.3L のみました。 

ジュースは，何 L のこっていますか。 
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（２）ペアで考えを発表し，話し合う。 

 

 

 

 

（３）発表された考えについて全体で，確かめ合

い，話し合う。 

 

 

  

４．小数のひき算のしかたをまとめる。 

 

 

 

 

５．練習問題を行う。 

☆小数のひき算の計算のしかたを，小数を 0.1 の何 

個分とみることで，既習の整数の計算に帰着して 

考え，説明したりまとめたりしている。 

【考発言・ノート】 

 

◆「聴く」「話す」「つなぐ」を意識して学習を進め

ていく。友達の考えと自分の考えを比較しながら

聞くようにすることで，自分の考えを見直したり

深めたりすることができるようにする。【②③】 

               

 

 

・児童から出てきた言葉を使ってまとめの言葉につ

なげる。 

 

 

☆小数第一位どうしの減法の計算ができる。    

【技ノート】 

終 

末 

６．本時の学習感想を書く。 

 

・本時の学習でわかったことや，気づいたことなど

を書かせる。 

５．評価について 

関 図や数直線を用いて小数 第一位までの小数の加法及び減法の答えの求め方を進んで考えようと

している。【発言・ノート】    

考 小数の減法の計算のしかたを，小数を 0.1 の何個分とみることで，既習の整数の計算に帰着して

考え，説明したりまとめたりしている。【発言・ノート】 

技 小数第一位どうしの減法の計算ができる。【ノート】 

 

６．実践をふり返って 

○座席表に発言記録を取ることで，全員発言が達成された。机間巡視を行いながら座席表を活用する

中で，自力解決が危うい児童たちに「ヒントカード」を渡すことで解決の手助けとなった。 

○考えを書いた児童でない児童に説明させたことは，それぞれの思いを理解し広げるためにも有効で

あった。 

△授業の後半は時間がなくなり，急いでしまったが，ホワイトボードなどを活用すると，時間短縮に

なり，最後までしっかり学習できたと思う。 

 

７．今後の改善策 

・「考えて言葉にまとめること」「他者の話を聞き，自分との共通点や相違点について話し合うこと」

を重視し，それぞれの時間確保や場や集団の設定を工夫していく。 

・学年が上がるにつれて，よりよい「学び合い」をしていくために日頃から，対話を成立させるため

の意図的な働きかけをする必要がある。グループやペアによる「学び合い」を積極的に取り入れてい

く。「話す（問いかける・発表する）」ための技術を身につけさせるようにしていく。 

小数のひき算は，0.1 の何こ分あるかと考え

て，整数のひき算と同じように計算できる。 
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 ひまわり学級自立活動学習指導案 

授業者 サポートルームひまわり学級 数野久実 

１．単元名 

   ソーシャルスキルトレーニング（ＳＳＴ） 

２．校内研に関わる具体的な手立て 

・コミュニケーション力を育てるためのスキルを身につけさせる。 

３．本時の目標   

   「気持ちよくあいさつしよう」 

４．本時の展開 

 

主な学習活動 

指導上の留意点 

・留意点など �校内研の手立て 

☆評価 

 

導 

入 

１．「あいさつの言葉」を声に出す。 

・「いただきます」「ごちそうさまでした」などの日

常のあいさつを確認する。 

２．めあてを確認する。 

気持ちよくあいさつしよう 

・あいさつの言葉をきちんと理解し

ているか，場面に応じたあいさつを

行うことができたか，に注意しなが

ら発表させる。 

展 
 

 
 

 
 

 

開 

３．ペアで「気持ちよくあいさつをする」ことを練

習する。 

 

４．ソーシャルスキルかるた「あいさつ」と「とも

だち」の２つを学習する。 

・「あいさつ」の取り札を机に並べる。 

・かるた取りをする。 

 

・感想発表をする。 

・終わったら「ともだち」の取り札を机に並べる。 

・「ともだち」の取り札を机に並べる。 

・かるた取りをする。 

・感想発表をする。 

�コミュニケーション力を育てるた

めのスキルを身につけさせる。 

 

☆ペアで気持ちよいあいさつをし

ようとしているか。 

 

・まず，一枚ずつ取り札を読む。 

・教師が読み札を読み終わってか

ら，「はい」と返事をしてかるたを取

る約束をさせる。 

・「あいさつ」のかるたを通して，自

分のことを振り返らせる。 

・一枚ずつ取り札を読む。 

・教師が読み札を読み終わってか

ら，取り札の内容を口に出して取る

方法を理解させる。 

・「ともだち」のかるた取りを通し

て，自分のことを振り返らせる。 
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終
末 

５．楽しく生活していくために，気持ちよくあいさ

つしたり，場面に応じたあいさつを身につけたりし

ていこう，とまとめる。 

☆気持ちよくあいさつをすること

ができたか。 

 

５．評価について 

    あいさつの言葉をきちんと理解し，場面に応じたあいさつを行うことができたか。 

 

６．実践をふり返って 

○ソーシャルスキルトレーニング「あいさつについて考える」の導入では，自分の普段の生活を

振り返っていろいろあいさつを想起させていた。また，実体験に基づいて考えることができて

いた。 

 

△展開はかるた取りに夢中になり，「あいさつ」を考えるというめあてがおろそかになってしま

ったので，「かるたを取れてもあいさつがきちんとできなければ得点にならない」など，何の

ための活動なのか，教師が持つ必要があったのではないかという指導をいただいた。 

 

△一生懸命やろうとする児童に応えるアクションを持たなければいけない，という指導をいただ

いた。 

 

７．今後の改善策 

・５人の特性をどのように理解し，どのようにまとめていくのか，それぞれの子供の良いところ

を認め伸ばしてあげることが大切，ということを学んだ。 

 

８．資料 

・遊びからマナーとルールを身につる！！五色ソーシャルスキルかるた 

                       （株）東京教育技術研究所 
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第 6 学年 社会科 学習指導案 

  

授業者 組沢 淳 

１．単元名 

戦争と人々の暮らし 

～日本はどうして戦争を始めたのだろう～ 

２．校内研に関わる具体的な手立て 

①発問に対して，児童が自ら考えるように工夫する。 

②グループで考える時間を作り，子供同士で考えを深めるようにする。 

③教科書，資料集等の写真及び表を使い児童が理解しやすいように工夫する。 

 

 

３．本時の目標  

日本と中国との戦争がどのように始まり，展開していったかを調べ，中国で戦線が拡大し

ていった経緯を理解することができる。 

４．本時の展開 

 

主な学習活動 

指導上の留意点 

・留意点など ◆校内研の手立て 

☆評価 

導
入 

・教科書の焼け野原の写真を見る。 

「なぜ、こんなことになってしまったのか」 

・都市での人々の暮らしはどうであったか考え

る。 

・写真を見て戦争の様子を感じさせ

る。 

展
開 

・日本が中国大陸に進出していったことを考え

る。 

「なぜ，日本は満州を支配しようとしたのか」 

 ・班になって理由を考え，発表する。 

・満州国の建国を国際社会はどのように思ってい

たかを考える。 

「中国の人々は日本をどのように思っていた

か」 

「他の国々は，日本の動きをどのように見てい

たか」 

 

◆グループ学習を通して一人一人の

考えを深める。 

☆資料集・教科書の写真を見ながら課

題に対して理由を考えやすいよう

にする。 

☆TV を使ってわかりやすく説明をす

る 

関 話し合いの様子と発言 
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終
末 

・どのようにして，中国との戦いが拡大して行っ

たのか考える。 

・教科書，資料集から中国での戦争の

様子を知らせていく。 

５．評価について 

関 課題に対してクループで話し合い，発言をしようとしている。 

６．実践をふり返って 

○写真，地図，資料を手掛かりに子供たちの発想が膨らんでいた。 

○班ごとに考える時間をとったことは有効であった 

○子供たちが既習学習を思い出しながら答えていた。 

△自分たちの考えを発表する際に，「なぜ，そう考えるのか」という考えの根拠を明確にしていく

必要がある。 

△班ごとの解決の時間を取ることも有効であったが，自力解決の時間を取ることも必要であった。 

△グループ学習の進め方の工夫が必要，進行役，意見のまとめ役等をどのようにしていくか。 

７．今後の改善策 

・グループごとの話し合いの仕方を工夫して，話し合いの仕方が充実するようにしていく必要が

ある。 

・既習学習を振り返りながら課題を解決していくが，今までの学習を振り返る習慣づけも必要で

ある。 
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（２）低学年ブロック提案授業 

第２学年２組 道徳科学習指導案 

指導者：海野 瑛恵                

 

１ 主題名 

  分けへだてのない心 （指導内容 C－（13） 公正，公平，社会正義） 

 

２ 教材名 

  つくえふき （出典：「みんなのどうとく」 小学校２年 株式会社学研教育みらい） 

 

３ 主題設定の理由 

 

（１）ねらいとする価値について 

 

 本主題に関わる内容は，学習指導要領の中で「C－（13） 好き嫌いにとらわれないで接すること」

とあり，私心にとらわれず誰にも分け隔てなく接し，偏ったものの見方や考え方を避けるよう努める

ための内容項目である。 

 児童にとって，差別をしたり偏見をもったりしてはいけないということは当たり前のことである。

しかし学習指導要領において，「低学年においては，発達的な特質から自己中心的な考え方をしがちで

ある。そのため，人も自分と同じ考え方や感じ方であると考え，異なる考え方や感じ方を否定する傾

向がある。こうした自分の好みや利害によって，ともすると公平さを欠く言動をとる姿も見受けられ

る。」としているように，差別をしたり偏見をもったりしてはいけないと分かっていながらも，自分と

仲の良い友人を優先したり特別扱いしたりしてしまい，誰に対しても公正・公平でいられなくなって

しまうときがある。 

 身近な社会生活において，所属する一人一人が確かな自己実現を図るためには，相手の立場になっ

て行動を振り返ることが大切である。２年生という発達段階からしても，自分の好き嫌いにとらわれ

ず接することが公正・公平につながるということに気付かせたいと思い，本主題を設定した。 

 

（２）児童の実態について 

 

 本学級の児童は，明るく元気で活発である。男女関係なく休み時間に遊んだり，クラス全員でする

遊びを考えて行ったりしようとする姿が見られる。また，授業でペアを作る際には，日頃一緒にいる

児童同士ではなく，多くの友達と関わろうとする児童もいる。 

 しかし，その一方で自分と気の合う子とばかり話しをしたり遊んだりする児童の姿も見受けられ

る。配り物をする際に仲の良い友達のものだけを配り，他は違う友達に任せてしまったり，給食の配

膳の際に，仲の良い友達にだけ先に牛乳を置いたりと，日常生活の中でも課題がみられる。 

 本学級では，１学期に「およげないりすさん」において同じ価値項目の授業を行っている。およげ
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ないから仲間に入れないといった登場人物の行動を見て，みんなと仲良く過ごすにはどうしたらよい

のか，話合いをした。その際に児童からは，「みんなで仲良く遊ぶ。」や「けんかをしない。」や「最初

から仲間外れをつくらない。」などといった意見がでた。しかしそれを行動にうつしている児童は少な

く，授業後にも友達とのトラブルや仲間は外れなども多々見られる。そのため，本時ではもう一度同

じ価値項目で授業を行い，相手の立場になって考えることがみんなと仲良く過ごすことにつながるこ

とに気付かせたいと考えている。 

 

（３）教材について 

 

 本教材では，わたしとゆうとさんとかなみさんが掃除の時間に机拭きをしている。ゆうとさんは全

ての机を拭いてはいるものの，自分や仲の良い友達の机は「ゴシゴシ」と丁寧に拭き，それ以外の友

達の机は「サッサッ」と軽くなでるだけだった。その姿を見て，わたしは良くないと思いながらも，

その理由が思いつかず，なんだかもやもやとしてしまう話である。 

 授業では，全員の机の上を拭いているのにも関わらず，なぜわたしがもやもやしているのかを中心

に展開する。掃除当番として，全員の机を拭いたことは公平である。しかし，自分と親しいかそうで

ないかによって拭き方を変えることは，相手の立場になって考えてみると，嫌な思いをさせることに

つながってしまうと気づくことが出来る教材である。自分にとっては差別する意識がなくても，受け

取り方によっては，相手を傷つけることにもつながってしまう。相手の立場になって考えることが，

公平・公正な態度につながると気付かせたい。 

 

４ 研究主題との関わり 

 

（１）ブロックの目標，学年の指導重点，共通の取り組みについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ブロックの目標 

 

伝え合いから課題解決につなげる手立ての工夫 

学年の指導重点 

 

友達の考えを聞いて，相手の考えに付け足すことができる。 

共通の取り組みについて 

 

・板書の工夫【①】 

・学び合いの方法の工夫【②】 

・発問の工夫【③】 
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（２）具体的な学習場面と手立て，指導の工夫 

 

 本時の授業では，全員の机を拭いているのにもかかわらず，わたしがもやもやしているのはなぜか

を中心に展開していく。その際に役割演技を取り入れることで，課題に対して多面的・多角的に考

え，自己を見直す機会を設けたい。役割演技においては，実際に机拭きを「ゴシゴシ」と「サッサ

ッ」に分けて行う。まずは演者ではなく，周りの児童にどう見えたかを問う。そうすることで，「やっ

た人」「やられた人」だけではなく，周りで見ている人の気持ちも考えることができる。また，実際に

役割演技を行った児童だけでなく，全員が考えをもつことができる。見ていた児童に問いかけた後

に，実際に「サッサッ」と拭かれた児童にその時の気持ちを問う。そうすることで，相手の立場にな

って物事を考え，公正・公平にすることの良さに気付くことができると考えた。 

 また，今回は導入とまとめの部分で同じ発問をする。そうすることで，１時間の中で考えが深まっ

たり学んだりしたことを明確に捉えることができる。また導入で出された考えと，終末で出された考

えを板書に残すことで，視覚的にも学びの深まりを実感することができると考えた。そのため，今回

は「みんなと仲良く過ごすためにはどうすればいいのか。」を問い，１学期に同じ価値項目で行った際

に出た，「みんなと遊ぶ。」や「けんかをしない。」だけでなく，「好き嫌いにかんけいなく，遊ぶ。」や

「差別をしない。」というように，考えを深めることが出来るように展開していく。 

 

（３）事前アンケートについて 

 

 本授業では，事前アンケートを行いクラスの実態を把握した。事前に生活の中での出来事に関する

アンケートを実施することで，授業で取り扱う課題が自分たちのことであると捉えることが出来るよ

うにしたい。今回のアンケートでは，本授業に関わって「クラスの中で，自分だけやられて嫌だなと

思うことや，差別だと思うことを見たことやされたことがありますか。」という，記述式のアンケート

を行った。その結果，２５名中６名が「ある」と回答した。具体的な内容としては，「一緒に遊ぼうと

誘ったのに，自分だけ入れてもらえなかった。」や「こしょこしょ話をしていて，自分にだけ何も教え

てもらえなかった。」などが挙げられた。人によって態度を変えることはよくないと分かっていながら

も，実生活の中でも同じようなことがおきている。本授業で取り扱う課題は掃除だけではなく，学校

生活のどの場面においても起こりうることであると子どもたちに実感させたい。そのため本授業で

は，展開後半で事前アンケートの結果を取り扱い，実生活に関わらせていくことで，どんな場面にお

いても好き嫌いにとらわれずに行動しようとする態度を育んでいきたいと考える。 

 

５ 本時の学習 

 

（１）日時 平成３０年１０月２２日（月） ５校時 

（２）場所 ２年２組 教室 

（３）本時のねらい 

  全員の机を拭いているから問題はないと考えているゆうとさんと，「サッサッ」と拭かれた人双方

の立場になって考えることで，好き嫌いにとらわれずに行動しようとする態度を育む。 
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展
開

（３
０
分
） 

導
入

（５
分
） 

（４）本時の展開 

  

主な学習活動 

指導上の留意点 

・留意点など ◆校内研の手立て  

☆評価 

 １ 同じ価値項目の教材の復習をする 

○みんなとで仲良く過ごすためにはどうしたらいい

のだろう。 

・みんなでなかよく遊ぶ 

・けんかをしない 

・さいしょからなかまはずれをしない 

 

・「およげないりすさん」のまとめプ

リントを見せ，１学期に行った授業

を思い出させる。 

◆最初と最後の発問を揃えることで，

児童の考え方の変化をみとる。

【③】 

 ２ 教材「つくえふき」を聞き話し合う。 

○「ゴシゴシ」と拭くときと「サッサッ」と拭くと

きのゆうとさんの気持ちは，どのように違うのだ

ろう。 

ゴシゴシ 

・きれいにふいてあげよう。 

・ていねいにやろう。 

・よろこんでほしい 

サッサッ 

・適当でいいや。 

・楽をしたい。 

・早く終わらないかな。 

 

 

 

○補良いと思いましたか。良くないと思いましたか。 

 理由と一緒に考えてみましょう。 

 

・「ゴシゴシ」拭かれた人はうれしいと思う。 

・「サッサッ」と拭かれた人は悲しいと思う。 

・全員の机を拭いていて，さぼっているわけではな

いからいいと思う。 

・人によって拭きかたを変えるのはよくないと思

う。 

 

○実際につくえふきをしてみよう。 

Ⅰ．見ていた人は，どのように思いましたか。 

 ・「サッサッ」と拭かれた人はかわいそうだと思

った。 

 ・いじわるをしているのかなと思った。 

Ⅱ．実際に「サッサッ」と拭かれた人はどのように

思いましたか。 

 ・嫌われているのかなと思って，悲しかった。 

・教材文をコピーし配布する。 

・自分ではなく，ゆうとさんの立場に

なって考えさせる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・自分の意見を書いた後に，ペアトー

クを行い，自分の考えがもてなかっ

た児童も考えをもてるようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

・代表児童に机を「ゴシゴシ」と「サ

ッサッ」に分けて拭かせる。 

◆役割演技を取入れることで，やる側

とやられる側の双方の気持ちを考え

させる。【②】 

・先に周りで見ていた人に話を聞き，

全員が考えをもてるようにする。 

 

◎あなたはゆうとさんのつくえのふきかたにつ

いて，どう思いましたか。 
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終
末

（１
０
分
） 

 ・なんで自分だけ？と思った。 

 

 

 

 

○ゆうとさんは，どうすれば良かったのだろう。 

・みんなのつくえをきれいに拭けば良かった。 

・人によって拭き方を変えなければ良かった。 

 

 

３ 事前アンケートを紹介する。 

○だけど，クラスでも似たようなことが起こって 

います。 

○分かっているのに，やってしまうのはなぜだろ

う。 

・相手の気持ちを考えることができていないから。 

・どうしても仲の良い友達と一緒にいたくなってし

まうから。 

・ついつい「いいや」と思い，やってしまう。 

☆好き嫌いにとらわれず行動しようと

する態度を育むために，相手の立場

になって考えようとしている。 

【発言・ワークシート】 

 

・隣の人と話をするなかで，考えをま

とめる。 

・役割演技の際にサッサッと拭いた児

童の机をきれいに拭く。 

 

・実際にクラスでも課題があると自覚

させ，実生活にかえらせる。 

・簡単に画用紙にまとめて紹介をす

る。 

・分かっていながらも，やってしまう

時の気持ちを考えさせ，意識して行

動にうつせるようにする。 

 ４ 最初の発問にもどり，自分の考えをまとめる。 

○今日の授業を振り返って，みんなと仲良く過ごす

ためにはどのようにしたらいいか考えましょう。 

 

・差別せずに，誰とでも仲良くすることが大切だと   

 思う。 

・友達のことを考えて行動することが大切だと思

う。 

 

 

・1 人 1 人が，ワークシートに考えを

記入することで，考えの変化をみと

る。 

◆導入での発問を思い出させ，今日の

授業で何を学んだか考えさせる。

【③】 

◆板書に残すことで，導入の場面から

考えが深まったことを視覚的に捉え

させる。【①】 

 

６ 評価について 

 

 評価については，学習指導要領において「道徳科において養うべき道徳性は，人格の全体に関わる

ものであり，数値などによって不用意に評価してはならない。」とある。そのため，ワークシートへの

記述や授業中の観察において評価をしていく。 

評価の観点 

・好き嫌いにとらわれず行動しようとする態度を育むために，相手の立場になって考えようとして

いる。 
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７ 資料 

（１）板書計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ ワークシート 
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９ 結果と考察 

（１） 具体的な手立ての成果と課題 

① 発問の工夫 

 今回取り上げた教材「つくえふき」の価値項目は，公正，公平，社会正義であった。一学期に同

じ価値項目で取り組んだ際に，まとめとして「みんなと仲良く過ごすためには」という発問をし

た。今回はその考えをさらに深めることができるよう，導入とまとめで同じ発問をした。 

 実際に授業を受ける前と受けた後で，児童の考えに変化が見られた。導入の段階では，「けんか

をしない。」や「助けてあげる。」といった意見が出された。しかし，結末の段階では，「友達の気

持ちを考えて行動する。」や「差別や無視をしないで，優しくしてあげる。」と，けんかをしない

ためにどうしたらよいのかを考え，意見を出すことができた。発問を同じにしたことにより，導

入の段階で児童が見通しをもつことができ，授業を受けながらも，「みんなと仲良く過ごすために

どうしたらいいのだろう。」と考えながら一人一人が考えを深めていた。しかし，中には考えが変

わらない児童もいた。その児童の学びを深めるためには，ワークシートの記入の仕方を工夫した

り，意見交流をする時間を確保したりすることが必要であった。 

  

② 板書の工夫 

 本授業では，発問の工夫に関わって児童の学びの深まりが視覚的にも実感出来るように，導入

と終末で出された考えを板書に残した。 

どちらの意見も板書に残したことで，児童がこの一時間で何を学んだのかが分かりやすかった。

また，情報量を少なくし，必要最低限の文字や絵にしたことは児童の学びを深めるために効果的

であった。しかし，板書に残す際に，児童の返答から何を板書するのかが明確ではなかった。発

問と板書の内容にズレがあり，振り返った時に，大事な言葉が抜けていることがあった。何が必

要なのか，教師が取捨選択しながら子どもの意見をまとめていくことが大切である。また，本学

級では，「誰が発言したか。」や「どの発言をしたか。」を確認することを意識していなかった。名

前の磁石などを使って学びの足跡をつけていくことで，より児童の記憶に残りやすいため，振り

返りがしやすいことが分かった。そしてその活動が，児童の自信にもつながり，発言意欲が高ま

ったり，意見交流が盛んになったりすることにつながっていく。学びの足跡として，道徳が教科

化されたことからも，「第○回 道徳」と授業の始めに書くことで，一人一人が頭の中で振り返り

をすることができるため，今後実践していきたいと思う。 

 

③ 役割演技 

 本授業では，課題に対して多面的・多角的に捉えるために，役割演技を取り入れた。役割演技

を行ったことで，一人一人が「やった人」「やられた人」「見ていた人」のそれぞれの立場になり

考えることができた。「やられた人」の中でも，ゴシゴシと拭かれた人とサッサッと拭かれた人で

は意見が異なり，ゴシゴシ拭かれると嬉しい気持ちになるが，サッサッと拭かれると嫌な気持ち

になると，やられた人の立場になって考えることの大切さに気付いていた。それを見ていた周り

の人も，「差別しているように見える。」や「悪い人なのではないかと思ってしまう。」と第三者の

立場からも考えを深め，課題に対して多面的に考え，自己を見つめ直す機会を設けることができ

た。しかし，今回の授業の中では，実際に「やった人」に意見を聞くことが出来なかった。「ゴシ
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ゴシ拭いた時とサッサッと拭いた時にどんな気持ちになったか。」や「やられた人の気持ちを聞い

てどう思ったか。」などと発問することによって，さらに学びを深めることが出来たのではないか

と考える。 

 

（２）教師の指導・支援 

○補助発問…児童の発言への問い返しはどうだったか。 

 役割演技をして，それぞれの立場からの意見を発表した後に，「ゆうとさんはどうすれば良かっ

たのだろう。」と児童に問いかけた。その際に，多くの児童は「全員の机をゴシゴシ拭けば良かっ

た。」や「差別をせずに，同じようにしたら良かった。」と発言していた。その中で，「全員サッサ

ッと拭けばいい。」といった発言をした児童がいた。その発言を拾い，全体に問い返しが出来たこ

とは良かった。問い返したことによって，「サッサッと拭かれると嫌な気持ちになるから，ゴシゴ

シ拭かないとやられた人がかわいそう」と，公正・公平であればなんでもよいのではなく，相手

の立場になって考えることの大切さに気付くことができた。 

 役割演技後，事前アンケートから，「差別はよくないことである。」と分かっていながらもクラ

スで似たようなことが起きていることを紹介した。その際に，「分かっているけどやってしまう。」

と発言した児童がいたが，話を広げずに終わってしまった。学習指導要領において，「偏った接し

方をしてしまうのには，人間の弱さが起因している。」とある。この児童の発言はまさにこの考え

方に関わる意見であった。クラスに所属する一人一人が過ごしやすい環境をつくるためには，そ

の弱さを乗り越えて，正義を大切にしていかなければならない。「分かっているのにやってしまう

のは何故だろう。」と問い返すことで，さらに考えを深めていくことができたのではないかと考え

る。 

 今回の授業を通して，問い返しの難しさを改めて実感した。ねらいを明確にし，どこを広げる

べきなのか瞬時に判断しなければ，問い返しから授業をうまく展開することはできない。本授業

においては，問い返しが一回で終わってしまったので，問い返しを繰り返し，児童が主体的に学

べる授業展開をつくっていきたいと思った。 

 

（３）児童の様子 

○児童の課題解決につながる姿が見られたか。 

 教材文に沿って，自分の考えをもち，ワークシートに記入する場面でも，なぜゆうとさんの拭

き方がよくなかったのか考えて，記入しようとする姿が見られた。しかし，本授業の中で一番児

童が課題解決に向かっていたのは，役割演技の場面である。それぞれの立場からつくえ拭きを体

験したことで，自分のこととして置き換えて考えを深めていた。結末で書いた児童の考えを見る

と，「友達の気持ちを考えて行動していきたい。」や「差別や無視をせずに，友達に親切にしてい

きたい。」や「差別をしている人がいたら，注意をしていきたい。」と，本時の課題である，「みん

なと仲良く過ごすためにはどうしたらよいのか。」を，自分なりに解釈していたように思う。その

ため，今回の授業では，役割演技を取り入れたことが，課題解決につながったのではないかと考

えられる。 

 しかし，中には友達の意見を聞いてそのまま写したり，導入の場面と考えが変わらなかったり

する児童もいた。考えようとしている姿は見られたが，今後はさらに力をのばしていくためにも，



 

低‐25 

役割演技だけでなく，話し合いや説話なども取り入れながら，主体的な課題解決ができるような

授業づくりの工夫をしていきたい。 

 

 

10 指導助言者のお話から 

○児童の様子について 

 児童の聞こうとする態度が良く，意欲・関心をもって授業に臨んでいた。また，ワークシート

へ自分の考えを書くときには，どうしてそう思ったのか理由とともに書くことができていた。 

 

○授業展開について 

・最初の発問を，一学期の振り返りにしたことで，児童が見通しをもって授業に取り組むことが

できていた。 

・授業の中に何度かペアトークを入れていたが，隣の人と話したことで考えをもつことができた

児童が何人かいた。ただ，今回の授業においては反対意見がなく，ほとんど全員が「ゆうとさ

んの拭き方はよくない。」といった意見であったため，盛り上がりはあまりみられなかった。そ

の中でも自分と理由が違う意見と出会えたことは良かった。今後も実践を積み重ね，互いに反

応をしたり，ペアトークの中でも討論をしたりするようになれば，さらに力をのばしていくこ

とができるのではないだろうか。 

・役割演技をしたことは，今回の授業において道徳的諸価値を深める手立てとなっていた。役割

演技を行ったことで，教材文を全身で感じ，授業に変化をもたらしていた。子どもの考えが深

まった瞬間であった。 

・終末で事前アンケートを用いたことで，掃除だけにとらわれず，日常生活に目をむけて，自己

の課題として見つめ直すことができていた。 

 

○教師の指導について 

・問い返しが一度で終わってしまっていたため，何度も繰り返して全体に問うことで，より考え

が深まったのではないだろうか。 

・導入での発問と終末での発問に対する児童の意見を板書していたため，授業が終わったときに，

視覚的に振り返りがしやすかった。 
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（３）低ブロック研究のまとめ 

１ ブロックでの共通の取組 

  ・ブロックの目標 

   伝え合いから課題解決につなげる手立ての工夫（低学年） 

 

  ・共通の取組 

① 板書の工夫 

② 学び合いの方法の工夫 

③ 発問の工夫 

 

２ ブロック研究の成果と課題 

①板書の工夫 

   〇児童の発言や考えを整理して板書した   

ことにより，児童の思考過程が明らかに  

なった。 

   〇本時の「めあて」や「まとめ」を色分け

して板書したことにより，児童がその時

間に学んだことが明らかになり，主体的

に学ぶための手立てとなった。 

   〇視覚的な支援として，板書する情報は必

要最小限にし，また文字や絵を用いた。

そのことが児童の思考をより促し，学び

を深めるために有効であった。 

   〇道徳科において，導入と終末で出された意見を板書した。それにより児童がこの一時

間に何を学んだかが明らかになった。 

   △児童の発言から，何を板書するのか明らかでないときがあった。また，発問と板書に

ずれがあり，授業を振り返ったときに大事な言葉が抜けてしまっていた。 

 

 

②学び合いの方法の工夫 

   〇ペアでの話し合いは，担任が「聞く視点」を与えていたため，児童から「同じだ。」「な

るほど。」といった反応があり，学び合う姿が見られた。 

   〇ペアトークを行うことにより，考えがまとまらなかった児童が考えをもったり，自信

をもったりすることができた。 

   〇考えを書いた児童でない児童に説明させる場面を設けた。それぞれの思いを理解し，

広げたりするためにも有効であった。 

   △ペアトークで話し合いが盛り上がらないこともあった。意見が分かれたり，児童の考

えが揺さぶられたりする場面を設定したい。 
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   △道徳科では役割演技や，全体での意見

交換，ペアトークを行ったが，友達の

考えをそのまま写す児童，導入と終末

で考えの変容が見られない児童がい

た。   

 

③発問の工夫 

〇道徳科において，授業の導入と終末で 

同じ発問をすることで，自分の思いや 

考えをさらに深めたり，考えを変容さ  

せたりすることができ，有効であった。 

   〇本時のねらいに迫る発言をした児童のつぶやきを拾うことができた。またその発言を

全体に問うことができ，児童の思考を深めることができた。 

   △課題解決に繋げるための補助発問，支援の言葉かけの難しさを感じた。 

△児童が自分の考えをもったり書いたりできるように，既習したことが使えるような課

題の出し方（発問の仕方）を工夫していくことが必要である。 

 

３ まとめ 

  以上，先生方が行った実践の中で共通して挙げられる成果と課題についてまとめた。 

  低ブロックでは「伝え合いから課題解決につなげる手立ての工夫」をブロックの目標と

して，①板書の工夫，②学び合いの方法の工夫，③発問の工夫の３点を柱として研究を進

めてきた。実践を通して，発問や板書の工夫によって児童の思考が促され，課題解決へと

繋がったり，ペアやグループ活動を取り入れることで一人一人が考えをもったり，学びが

より深まったりすることなどが明らかになった。そしてこの３点は，それぞれ独立したも

のではなく，例えば，授業の導入と終末の発問を同じものにし（発問の工夫），それを板書

して変容を学びの跡とすること（板書の工夫）や，ペアトークやグループでの話し合い（学

び合いの方法の工夫）を授業の中で仕組み，話し合いを盛り上げたり深めたりするための

課題の設定，発問をすること（発問の工夫）など，互いに深く関わり合っていることも分

かった。それぞれが目標に迫るために有効な取組であったと思う。 

 

 それぞれの実践，またその成果と課題から以下のことをまとめた。 

〇板書について･･･ 

一時間の授業を終えたときに，何を学んだのか，分かるようになったのかを明らかにする

ために大事な言葉を落としてはいけない。そのために授業者が指導意図をしっかりともっ

ていること，児童の名前のマグネットを用いるなどの工夫をすること。 

 

〇学び合いの方法の工夫について･･･ 

・低学年では，伝え合いや話し合いそのものに慣れさせていきたい。何度も話し合いを重ね

ることで，自分の考えを伝えることができるようになってくる。 

・中学年は，高学年に向けて「話し合い」に発展させていきたい。学年の発達段階を踏まえ
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て，ペアやグループでの話し合いを計画的に仕組み，話し合うことで答えを導き出したり，

考えを確かなものとしたりする経験を積ませていく。また，伝え合いや話し合いに入る前

に，自分の意見の根拠や理由を明らかにしておくことが大切である。 

 ・授業展開にも関わるが，話し合いの方法も，ペアかグループか，工夫が必要。また，話し

合いのルールを徹底しておくこと，自分の意見の根拠や理由を説明できるようにしておく

ことも大切である。 

 

 〇発問の工夫について･･･ 

・特に道徳科では，道徳的価値に近づくための補助発問が大切である。また児童のつぶやき

や発言を拾い，問い返すことで，さらに児童の思考を揺さぶり，考えを深めさせていくこ

とが重要になる。個への問い返し，全体への問い返しが考えられる。 

 

 以上のことを，来年度の実践に生かしていければと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

２ 高学年ブロックの研究 
 

 

（１）高学年ブロック一人一実践 

（２）４年 2 組道徳科提案授業 

（３）高学年ブロックまとめ 
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（１）高学年ブロック一人一実践授業 

 

第 4 学年 道徳科学習指導案 
授業者 ４年１組 新田 勝美 

１．主題名 

自分のよさを見つけてのばす （指導内容Ａ-(４)個性の伸長） 

教材「花をさかせた水がめの話」（学研 みんなの道徳４年）   

 

２．校内研に関わる具体的な手立て 

①導入で提示した課題に関わる課題を終末で提示することで，多面的にとらえることができるよ

うにさせる。 

②自分の考えをもったり変容をとらえたりすることができるように，ワークシートを活用する。 

③グループトークの場面を設定し，考えの交流をすることで新たな気づきを促す。 

 

３．本時の目標 

自分のことをよく知り，よいところを伸ばそうとする態度を養う。 

 

４．本時の展開 

 
主な学習活動 

指導上の留意点 

・留意点など ◆校内研の手立て ☆評価 

導 

入 

１．自分を見つめる。 

○「自分のよくないところ」について考えてみ

ましょう。 

・自分たちの生活から想起させることによ

って，ねらいとする価値への関心を高め

る。 

◆導入で考えたことを生かした終末で価

値に対する考えを深めていくことがで

きるように，「自分の短所」について考

えさせる。【①】 

展 

開 

２．「花をさかせた水がめの話」を読んで，話

し合う。 

＜前半部分の読み聞かせを聞く。＞ 

○初めの頃の水がめは，どんなことを思ってい

たでしょう。 

・自分のせいで，水くみの男に苦労させている。 

・水をしっかり運べない自分は，役立たずだ。 

・自分なんかいたってしょうがない。 

・いっそのこと壊してほしい。 

・どうしてこんな自分を男は使ってくれるのだ

ろう。 

 

 

 

・水がめの気持ちについて十分に共感させ

る。 

・水がめを運ぶ男の心情についても触れる

ことで，男が水がめのよさに気づいてい

るらしいことを感じ取らせる。 
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 ＜後半部分の読み聞かせを聞く。＞ 

◎ひび割れた水がめは，自分が咲かせた花を見

て，どんな気持ちだったでしょう。 

・自分のひび割れも，役に立っていたんだ。 

・自分にもできることがあったんだ。 

・自分はだめではない。 

・役に立ててうれしい。 

・自分のことが大好きになった。 

 

・「初めの頃の水がめ」と「きれいな花の

道を見た水がめ」を比較しながら，気持

ちの変化について考えさせる。 

◆自分なりの考えがもてるように，ワーク

シートに自分の考えを書かせる。【②】 

・自分を卑下していた水がめが，自分のよ

さに気づいたことについて話し合わせ

ることで，価値についての考えを深めて

いく場につなげていく。 

 

３．自分を見つめる。 

○この話から分かることや，教えられることは，

どんなことでしょう。 

・自分が短所だと思っていることが本当にそう

だとはかぎらない。 

・自分はだめだと簡単に思ってはいけない。 

○授業の始めに考えた「自分のよくないところ」

を，見方を変えて「よいところ」にしてみま

しょう。 

 

・水がめが視点を変換させて自分のよさを

見いだすことができたことを理解し，そ

のことを自分自身にあてはめて考えるこ

とができるように促す。 

 

◆導入で取り上げた「自分の短所」につい

て，「自分の個性をよさとして生かす」

という視点で考え直す活動を行わせる。

【①】 

◆グループで友だちのよさについて話し

合い，自分では短所と思い込んでいた部

分も別の視点から見れば長所とも言える

ことに気づかせる。【③】 

◆友だちからの意見をワークシートに記

入させる。【②③】 

終 

末 
４．学習のまとめをする。 

○この学習を通して考えたことを，ワークシー

トにまとめましょう。 

 

 

 

・価値に対する自分の思いの変容や日常の

自分を見つめ直すことができるようにさ

せる。 

☆自分のことを様々な面からとらえるこ

とでよいところに気づき，さらに伸ばし 

ていこうとする気持ちをもつことができ

たか。【ワークシート】 

 

５．評価について 

  自分のことを様々な面からとらえることでよいところに気づき，さらに伸ばしていこうとす

る気持ちをもつことができたか。【ワークシート】 
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６．実践をふり返って 

○教科書を開かせない導入により，子どもたちが教師の話に集中でき，内容をしっかりととらえ

ることができていた。 

○割れた水がめの気持ちを考えさせるために，板書が有効だった。水がめの気持ちの変化を子ど

もたちがとらえやすかった。難しいかと思われた「この話から分かること」という発問に対し

て，「自分ではだめだと思うことでも役に立つことがある」「自分でだめだと思い込んではい

けない」といった主発問につながる発言が出てきたこともよかった。 

△グループトークのやり方の指示は的確でよかったが，どうすれば欠点を直せるかについて話し

合っているグループもあったので，何を話し合うかについてはもう少し説明が必要だった。「リ

フレーミング」について，例を挙げて説明を加えると子どもたちも分かりやすかったのではな

いか。 

 

７．今後の改善策 

・グループトークの際は，話し合いのやり方とともに，話し合う内容について，例を挙げるなど

して子どもたちにしっかり理解できるように説明をするようにしたい。 

 

 

８．ワークシート 
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第５学年 道徳科学習指導案 

授業者 ５年１組 古屋 悠人 

１．主題名 

相手の立場を考えて （指導内容Ｂ－（10） 相互理解，寛容） 

教材 「すれちがい」（学研 みんなの道徳 5 年） 

 

２．校内研に関わる具体的な手立て 

①児童が自分自身の問題として捉えられるような課題の提示の仕方を工夫する。 

②児童が，見るだけで学習の流れが分かるような板書を行う。 

③ワークシートを使い，書くことで児童が自分の考えを明確にできるようにする。 

④机間指導を行い，一人ひとりの実態に応じた指導や声掛けを行う。 

 

３．本時の目標 

 相手の立場や意見を尊重することの大切さを理解し，相手の立場に立って考え，広い心で接

しようとする態度を養う。 

 

４．本時の展開 

 

主な学習活動 

指導上の留意点 

・留意点など ◆校内研の手立て 

☆評価 

導
入 

１．事前アンケートをもとに，友だちと考えや気

持ちがすれ違った経験について振り返る。 

 

 

 

２．学習問題を設定する。 

◆自分たちが書いたアンケートの結

果を提示することで，児童が自身の

こととして課題意識をもてるよう

にする。【①】 

・アンケートの結果を黒板に貼り，可

視化できるようにする。 

 

 

 

展
開 

３．「すれちがい」の前半部分を読んで，よし子

の気持ちについて考える。 

 

・Ｐ１０３の２０行目まで読み聞か

せる。 

・児童には教材文のコピーを配布す

る。 

・よし子は，えり子の事情を聞かず，

一方的に腹を立てている点をおさ

える。 

 

友だちと気持ちよく過ごすためにはどんなことに気をつければよいだろう 
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展
開 

４．「すれちがい」の後半部分を読んで，えり子

の気持ちについて考える。 

 

 

 

・教材文の残りの部分を読み聞かせ

る。 

・児童には教材文のコピーを配布す

る。 

・よし子のことを気に掛けながらも，

勝手に２時と決め，言い分を聞いて

くれないよし子に腹を立てている

点をおさえる。 

◆よし子とえり子の行動のすれ違い

を板書で整理する。【②】 

展
開 

５．２人がすれちがわないようにするためには，

それぞれどうすればよかったかを考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．普段の生活の中で，友だちとすれちがわない

ようにするために，どのような思いをもって

友だちと接するか話し合う。 

・ワークシートを配布する。 

◆ワークシートを活用することで，自

分の考えを整理し，明確にできるよ

うにする。【③】 

・近くの友だちと意見交換をしたり，

全体で意見を共有したりすること

で，多面的・多角的に考えられるよ

うにする。 

☆相手の立場に立って，広い心で接し

ようという態度が見られる。 

【ワークシート】 

・話し合ったことをもとに，実生活に

ついて考えることができるよう，学

習問題を再度意識させて考える。 

終
末 

７．学習のまとめをする。 ・教師の体験談を聞き，ワークシート

に本時の学習感想を記入する。 

 

５．評価について 

・相手の立場に立って広い心で接しようという心情を深めることができたか。 

（発言・ワークシート） 

６．実践をふり返って 

○座席表で子どもたちの様子を見取りながら指名できていた。 

○登場人物のそれぞれの気持ちを対比して考えるには良い板書だった。 

○返事のない子どもにやり直しをさせていたことが，学習規律をつけさせるために有効だった。 

△課題提示の際に，「すれちがい」というテーマをしっかりおさえておくとよかった。 

△板書に登場人物のイラストがあると，より心情をイメージしやすかった。 

△自力解決の時間が短く，自分の考えをしっかりもつ前に話し合いに入ってしまった。 

△子ども同士が話し合う場面で，３人だと相談しにくかった。 
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７．今後の改善策 

・再度，学習規律を確認・徹底する。 

・児童の活動の方法として，話し合い活動だけではなく，役割演技等を取り入れていくことで，

より児童の本音を引き出していけるようにする。 

・道徳の授業で，児童の考えが１つの方向に決まってしまいそうなときに，教師からの投げか

けや問い返しによって，子どもたちの考えを揺さぶるようにする。 

・授業に関わらないことについては，授業外の時間に子どもたちに投げかけるようにする。 

・３人で話し合い活動をする場合，それぞれの児童に係を分担させた上で話し合い活動に取り

かかるようにする。 

 

８．ワークシート 
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第 5 学年 道徳科学習指導案 

授業者 ５年２組 中澤 ひろ子 

１．主題名 
誠実な生き方（指導内容A‐(2) 正直 誠実） 

教材「手品師」（学研 みんなの道徳5年） 

 

２．校内研に関わる具体的な手立て 
①導入ではアンケート結果を提示する。 

②個人→グループ→全体→個人という学習形態を通して，友達の考えの様々な理由を聞くことにより，

客観的な視点から手品師について深く考えられるようにする。フリップを利用してグループトークの

跡が残るようにする。 

③個人→グループ→全体→個人の学び合いを通して自分の考えが広がったか振り返られるワークシート

にする。 

 

３．本時の目標 
男の子との約束を守った手品師の思いを理解することを通して誠実に生きることの素晴らしさに気付く。 

 

４．本時の展開 

 
主な学習活動 

指導上の留意点 

・留意点など◆校内研の手立て☆評価 

導
入 

１． 事前アンケートの結果を見て，今まで選択を迫

られて悩んだことがあったことを振り返る。 

・すぐに選べることが多い。 

・なかなか選ぶことができず困った。 

・友達のことで悩むことがある。 

◆事前アンケート結果を知らせ，だれもが

かつて選択を迫られたことがあること

を知らせる。【①】 

展
開 

２．資料「手品師」を読み、主人公の気持ちや考えに

ついて話し合う。 

①男の子と約束をしたとき 

 

 

 

 

・自分の手品をこんなに喜んでくれたという気持ち

からだと思います。  

・明日も元気付けてあげたいと思ったからです。  

・どうせ暇なのだし、また見せてあげようと思ったの

だと思います。 

 

②友人から大劇場出演の誘いを受けたとき 

自己との対話→他者との対話 

 

 

 

 

 

 

・CDを流しながら、資料を読ませる。 

 

・男の子を見過ごすことができなかった手

品師の気持ちを考えさせ、手品師の人柄

をとらえさせる。また男の子の喜ぶ様子

にも着目させる。  

 

 

 

 

 

 

 

・判断理由に焦点を当てて、手品師の心の

葛藤について深く考えられるようにす

る。 

◆ワークシートを書かせてから，グループ

トーク→全体トークをさせる。【②・③】 

・グループトークの時はフリップに一人一

人の考えが分かるようにネームカード

を貼ったり，話し合った内容を書き残さ

せたりする。 

 

・手品師はどんな思いで男の子と約束したので

しょう。 

・手品師はどちらかの決断を迫られました。どち

らかを選んだときのそれぞれの良い点，「でも…」

と思われる点を考えながら，自分ならどちらを選

ぶか自分の考えを書きましょう。 
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展
開 

【大劇場へ行く】  

・ずっと夢だったから。  

・大勢の人を喜ばせたい。   

・お金をもらえる。  

【男の子のところへ行く】  

・男の子との約束が先だった。  

・男の子をほっておけない。  

・チャンスは、またやってくるさ。  

 

③友人の誘いをきっぱりと断ったとき  

  

  

 

  

・自分の信じた生き方をしようとすることは、人間

として大切なことだから。  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

・手品師が男の子を喜ばせることだけでな

く、自分自身の心のあり方（生き方）を

大切にしようとしたことに気付かせる。 

・自分に誠実に行動した手品師の充実感に

迫るようにする。 

 

終
末 

３．本時の学習で考えたことをワークシートに書く。 

自己との対話 

◆本時の学習を通して考えたことを書く

活動を設定し，友達の考えを通して自分

の思いの変容や日常の自分を見つめる

ことが出来るようにさせる。【③】 

☆手品師の思いを理解することを通して、

誠実に生きることの素晴らしさに気付

くことができたか。【ワークシート】 

５．評価について 

・誠実に生きることに対して，自分との関わりでとらえ，自己の生き方を見つめようとすることができた

か。（ワークシート） 

６．実践をふり返って 

○アンケートの提示は児童の興味関心を引くものでよかった。 

○「他の考えはありますか」といろいろな考えを吸い上げようとする姿勢は良かった。 

○ワークシートを使うことで「大舞台に立つ」「男の子に見せる」の両側面を考えやすかった。 

△学び合いに入る前の指示をもっと明確にした方がよかった。また，フリップを利用すると時間短縮にな

ってよいと思う。 

７．今後の改善策 

５年生の目標は「意見の交換を通し，自分の考えを深めることができる」ことである。この目標を目指

してさらに以下のような授業改善が必

要だと考える。 

・形式的なペアトークやグループトー   

クではなく，もっと児童が自主的に

相手の考えを聞きたくなるような場

の設定を考えていく。 

・どの教科でも意見交換をするには

様々な教科の基礎基本（算数の公式，

社会の地名や重要単語等）を理解さ

せていく必要がある。それらを使っ

た説明方法を実際に書かせるなどし

て慣れさせていく。 

◎手品師が、男の子との約束を守ることで大切

にしようとしたものは何でしょう。 

自分の生活を振り返って、手品師や友達の考え

から学んだことを書きましょう。 

  

でも…男の子を

一人で残すのは

かわいそう。 

でも…明日の

食べ物を買う

お金もない。 
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第６学年 道徳科学習指導案 

授業者 ６年 １組 山田 理恵 

１．主題名  真の友情（指導内容 B－（１０）友情・信頼） 

教材 「ロレンゾの友達」（学研 みんなの道徳 ６年） 

２．校内研に関わる具体的な手立て 

①導入で，自分にとっての友達とはどのような人か考えさせることで，課題につなげる。 

②グループで話し合わせることで，友達に対しての思いが，いろいろあることに気づかせる。 

③価値観の再構築の様子がわかるように，ワークシートを工夫する。 

３．本時の目標  

互いに信頼し，高め合いながら，友情を深めようとする態度を育てる。 

４．本時の展開 

 
主な学習活動 

指導上の留意点 

・留意点など�校内研の手立て☆評価 

導
入 

１ 学習課題を把握する。 

（１）自分にとっての友達とはどのような人か考え

る。 

  ○あなたにとっての友達とは，どのような人です

か。 

・仲良しの人。 

・一緒にいて楽しい人。 

   ・困っているとき，助けてくれる人。 

     「本当の友達」とは何だろう。 

 

�自分にとっての友達とはどのよう

な人かを考えさせることで，本時の

課題につなげる。【①】 

展
開 

２ 「ロレンゾの友達」を読んで考え，話し合う。 

（１）三人のロレンゾに対する友情について，考える。 

  ○ロレンゾに対して，三人はどうしようと考えま

したか。 

  ・アンドレ…お金を持たせて，逃がしてやる。 

  ・サバイユ…自首を勧めるが，ロレンゾの気持ち

を優先させる。 

  ・ニコライ…自首に付き添う。いやなら警察に知

らせる。 

（２）自分がロレンゾの友達だったらどうするか考え

る。 

○自分がロレンゾの友達だったらだれと同じ考

えですか。理由も考えましょう。 

  ・アンドレ…捕まったらかわいそうだから。 

・サバイユ…自分のやりたいようにするのがいい

と思うから。 

 ・ニコライ…悪いことをして逃げるのはよくない

し，心が苦しい。 

 

・三人の考えを明確にし，三人ともロ

レンゾのことを思っていることに

気づかせる。 

 

 

 

 

 

 

 

�グループで話し合わせることで，友

達に対して，いろいろな考えがある

ことに気づかせる。【②】 

☆自分に引き寄せて，考えることがで

きたか。【記述・発言】 



 

高‐10 

 

３ 「本当の友達」について，さらに深く考える。 

（３）三人が，かしの木の下で話したことをロレンゾ

に言わなかった理由を考える。 

  ○三人はなぜ，かしの木の下で話し合ったことを

言わなかったのでしょう。 

  ・ロレンゾを疑ってしまったから。 

  ・ロレンゾを信じられなかったから。 

  ・ロレンゾが悪いと，決めつけたから。 

（４）今日の学習から，「本当の友達」とは何か考え

る。 

   

 

 

 

  ・信用・信頼できる人。 

  ・お互いに高め合える人。 

  ・深いきずなで結ばれている人。 

  ・自分のことを真剣に考えてくれる人。 

 

・ロレンゾを疑い，警察を信じてしま

ったことを押さえる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・導入で書いた「友達」と比較しなが

ら考えることができるようにする。 

�ワークシートに書かせることで，自

分の考えが深まったことが分かる

ようにする。【③】 

☆「本当の友達」としての在り方を考

え，信じ合い，助け合うことの意識

を高めているか。【記述・発言】 

終
末 

４ ゆず「友～旅立ちの時～」を聞き，今後の実践意

欲を高める。 

・卒業を意識させ，今後の友達との付

き合い方を考えさせる。 

５．評価について 

 ・ロレンゾの過ちに対して，自分に引き寄せて考えることができたか。【記述・発表】 

 ・「本当の友達」としての在り方を考え，信じ合い，助け合うことの意識を高めているか。 

【記述・発表】 

６．実践をふり返って 

 ○導入で，手書きのワークシートや手紙を使い，児童の気持ちを引き付けられた。 

 ○児童が，自分なりの「友達感」を持って，授業に臨むことができた。 

 ○児童の友達に対する考えが，友達の意見を聞いて変化したと感じられた。 

 △グループトークの部分で，話をせずに，ワークシートの交換で済ませてしまっていたところ

が多かった。話し合いという意見交流の場を，しっかりとる必要があった。 

 △児童の「友達感」からすると，一歩進んで，「どんなときでも，信じること」まで発展させて

もよかった。 

 △時間が不足してしまい，終末が時間内にできなかった。全体の見通しが甘かった。 

  

７．今後の改善策 

 ・普段の授業の中でもグループトークをし，話し合いの中心になれるリーダーの育成をしてい

く必要がある。 

 ・終末まできちんと終わる授業展開を考える必要がある。 

 

 

○三人のロレンゾに対する友情のあり方から「本当の友達」とは

どのような友達か，考えましょう。 

 



 

高‐11 

 

８．ワークシート 

 



 

高‐12 

 

第６学年 道徳科学習指導案 
授業者  ６年２組 小沢 愼太郎 

 

１．主題名 

真の友情 （指導内容 B-(10) 友情・信頼） 

教材 「ロレンゾの友達」 （学研 みんなの道徳 6 年） 

 

２．校内研に関わる具体的な手立て 

①導入での課題提示を工夫し，実際の生活と学習場面の結びつきを意識させる。 

②児童が自分なりの考えを持つことができるように発問を工夫する。 

③個人→小グループ→全体と段階的に意見交流を行い，子ども同士が考えを深め合う場面を作る。 

 

３．本時の目標 

互いに信頼し，互いに高め合いながら，友情を深めようとする態度を育て，本当の友達ならど

うするかについての判断力を育てる。 

 

４．本時の展開  

 

 

主な学習活動 

 

指導上の留意点 

・留意点など ◆校内研の手立て ☆評価 

導

入 

 

 

 

 

 

 

１．本時の学習課題をつかむ。 

（１）教科書 P63 の質問に答えて，友情を保

つために気をつけていることを考え

る。 

   ・けんかをしない。 

   ・優しくする。 

２．本時のめあてを確認する。 

 

 

◆日常の友達との関係について考えることで，

友達に気をつけているのではなく，気を遣っ

ていることを押さえ，学習課題を設定する。

【①】 

 

 

・黒板に本時のめあてを書く。 

展

開 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．資料を読んで考え，話し合う。 

（１）資料を読む。 

（２）3 人の友だちのうち，どの意見に賛成

か考え，意見を交流し合う。 

①個人で考える 

②同じグループで発表し合う。 

 

 

 

 

 

 

 

（３）自分だったらどうするか考え，意見

を交流し合う。 

  ①個人で考える 

 

・大事なところに線を引きながら読むことで，

内容を理解する手助けとする。 

 

◆同じ考えを持った子どもどうしで考えを交流

し合うことにより，自分の考えに自信を持て

るようにする。【②】 

・それぞれの根拠となる気持ちについて押さえ，

3 人ともロレンゾのことを思っていることは

共通していることに気づかせる。 

・3 つに分かれなかったら，みんなでその理由

を考える。 

 

◆「自分だったら○○する。なぜなら，～だ

からだ。」の定型文を与えることで，自分

の考えを書きやすくする。【②】 



 

高‐13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ②グループで発表し合う。 

  ③グループのまとめを意見交換し合

う。 

 

４．「本当の友達」について，さらに深く

考える。 

（１）なぜ，かしの木の下で話し合ったこ

とを言わなかったのでしょう。 

（２）３人のロレンゾに対する友情につい

ての考えから，「よい友達」の在り方

について考えを交流し合う。 

    ①個人で考える 

  ②グループで発表し合う。 

  ③まとめを意見交換し合う。 

☆自分の考えと友達の考えを比較し，多面的

・多角的に捉えて考えを深めることができ

ている。  【記述・発言】 

 

・ロレンゾのことを疑ってしまったことを押

さえる。 

 

 

◆多数の考えを出し合い，聞き合うことで，

多角的・多面的に考える機会をつくる。【③】 

☆友達とは信じ合え，助け合えることの意識

を高めることができたか。【記述・発言】 

 

 

終

末 

 

 

 

 

 

 

５．教師の話を聞く。 

 友人に不信をいだくことは，友人にあざ

むかれることよりももっと恥ずべきこと

だ。 

ラ・ロシュフコー（フランスの文学者） 

 

６．本時の学習感想を書く。 

 

 

 

 

 

 

 

・本時の学習で考えたことや，感じたことなど

を書かせる。 

 

５．評価について 

☆友達とは信じ合え，助け合えることの意識を高めることができたか。【記述・発言】 

☆自分の考えと友達の考えを比較し，多面的・多角的に捉えて考えを深めることができている。 

                                   【記述・発言】 

 

６．実践をふり返って 

○教科書を使っての導入により，子どもたちの集中力の高まりを感じた。 

○黒板に３人の絵を貼り，分けて考えることで，3 人の気持ちの違いが分かりやすくなっていた。 

○特にリーダー等を決めなくても自分たちで話し合いを進められていた。 

○自分の考えがしっかり持てていたので，話し合いがスムーズであった。 

△資料の読みを深めるための線を引きながら読むことを呼びかけなかったため，線を引く子どもが

無かった。 

△話し合いの視点(同じ所を探そう・違うところはどこか・発表するときには意見を合わせて・ 

代表を選んで・・・） 

△授業後に子どもの学びを振り替えるためにも，ワークシート等に記録をしておいた方がよい。 

 

７．今後の改善策 

・話し合いの視点(同じ所を探そう・違うところはどこか・発表するときには意見を合わせて・

代表を選んで・・・など）を話し合いの前に提示し，話し合いが寄り深いものになるような手

立てをさぐっていきたい。 



高‐14 

 

 

自立活動学習指導案 

授業者  サポートルームたんぽぽ 鎌田 百合 

１．単元（主題）名 

小さな友達に楽しんでもらおう 

 

２．校内研に関わる具体的な手立て  

①活動に意欲的に取り組めるよう，課題設定を工夫する。 

②視覚的な情報提示をし，学習の流れの見通しを持つことができるようにする。 

③個々の考えを明確にするためにワークシートを工夫する。 

④子ども同士が作り上げ・深め合えるような場面を作る。 

 

３．本時の目標 

○聞く人に楽しんでもらえる読み方を考えることができる。 

○めあてを決めて読む練習に取り組むことができる。 

 

４．本時の展開  

 

主な学習活動 

指導上の留意点 

・留意点など �校内研の手立て ☆評価 

導
入 

５
分 

１．本時の学習課題と学習の流れを確かめる。 

（１）朝の読み聞かせでどんな話を読んでもらっ

たのか思い出す。 

 

（２）友達が帰るとき，どんな気持ちになっていて

くれたらうれしいか考える。 

 

（３）学習の流れを確かめる。 

 

２．本時のめあてを確認する。 

 

�見学に来る園児へ，読み聞かせのプレゼ

ントをして喜んでもらうことを目標に，

意欲的に取り組めるようにする。            

【①】 

・読書週間中であり，実際に教師の読み聞

かせを聞いたことで，楽しんでもらえる

読み方とはどんな読み方をしたらよい

かに意識させる。                 

�学習の流れの見通しを持つことができ

るように黒板に提示し，いつでも確認で

きるようにする。【②】                 

・黒板に本時のめあてを掲示する。 

・聞く人に楽しんでもらえる読み方を考え

る，という課題を押さえる。 

 

３．楽しんでもらえる読み方を考える。 

（１）大型ワークシートの読み方（話し方）の例文

を見ながら，どんなことについて考えたらよ

いのか確認する。 

 

�自分の役割を踏まえて，どんな読み方

（話し方）をしたらよいか，ワークシー

トを活用して自分の考えを明確にさせ

る。【③】 

 

聞く人に楽しんでもらえる読み方を考えよ

う。 



高‐15 

 

展
開 

３
５
分 

（２）ワークシートに，自分で考えた読み方（話し

方）についてまとめる。 

 

（３）自分で考えた読み方（話し方）を発表する。 

・自分の考えを持つためのヒントとして，

声のものさしや，話し方聞き方名人の視

覚資料を参考に考えさせる。 

☆聞き手に楽しんでもらえる読み方を考

えることができた。【ワークシート】 

 

４．今日の練習めあてを決め，みんなと練習をす

る。 

・自分で考えた読み方（話し方）の中から一つ，今

日のめあてを決める。 

�仲間とともに取り組む活動を通して，み

んなで作り上げ・深め合えるような場面

にする。【④】 

・はじめる前に全員に自分のめあてを発表

させる。 

終
末 

５
分 

５．本時の学習を振り返る。 

 

・一人ずつ活動を振り返っての自己評価を

させながら，上手にできたことを互いに  

認め合えるようにする。 

☆練習へのめあてを決めて，みんなと練習

することができた。【発言】 

 

５．評価について 

・聞く人に楽しんでもらえる読み方を考えることができた。 

・今日の練習めあてを設定し，意欲的に取り組むことができた。 

 

６．実践をふり返って 

○学習の課題を全員が同じではなく，高学年は「読む」，中学年は「話す」と自分たちの学習内容に合

わせて変えることで，それぞれの課題を明確にできた。 

○どんな読み方（話し方）をするのが良いか個人の考えを引き出すために，ゲーム形式で行ったこと

は子どもたちの興味を引き出すために有効であった。 

○大型ワークシートに，自分のめあてを明確にするために顔磁石を貼ったことは，自分・友だちのめ

あてを確認するために有効であった。 

○ホワイトボードに１時間の流れをきちんと示してあげることで，授業に見通しをもって活動できた。 

△高学年の二人が問い返しをしている場面があったので，他の子どもたちにも広げていくと良かった。 

△授業開始時から気持ちが落ち着かない子がいたため，動機付けや内容などきちんと伝わらなかった

こともあり，学び合いの場面に至らなかった。 

△自立への課題はそれぞれ違うことから，同じ単元で学習するとしても，もう少し個々に合わせた目

標（課題）にした方が良かった。 

 

７．今後の改善策 

・全員揃って授業を行うには，学年がそれぞれ違いできることも違うことから，教師がそれぞれの目

標をきちんと明確にすることが大切であり，共通の課題として取り組むことが可能かなども含め課

題設定をしていく。 

・落ち着いて授業が始められるように，授業前の児童の様子をよく観察する。その時の様子で，１時

間の中をどのように割り振りながら授業を進めるか考え工夫する。そのための用具なども用意して

おくようにする。また，どうしても一人での対応が難しいときの対処方法を決めておく。 

 

 

 



 

高‐16 

 

第 6 学年 国語科学習指導案 

授業者 サポートルーム 長門 知広 

１．単元名 

季節の言葉３ 秋の深まり ６年国語 創造（光村図書） 

 

２．校内研に関わる具体的な手立て 

①課題への興味を持たせるために，導入での活動を工夫する。 

②交流学級での発表活動に向けた学習場面を設定して，子ども同士による学び合いの機会につなげる。 

③考えたことを言葉で表す補助となるように，ワークシートを工夫する。 

 

３．本時の目標 

秋を感じる言葉を見つけて，短歌を創作することができる。 

 

４．本時の展開 

 
主な学習活動 

指導上の留意点 

・留意点など ◆校内研の手立て☆評価 

導入 

10

分 

１．秋の言葉ならべかえクイズをする。 

〇昔の人は，どんなことに秋を感じて，どんな言葉

で表現したのでしょう。 

◆秋の節気の順番を考えさせることで，

秋を表す言葉に興味を持たせる。【①】 

☆季節を表す言葉などに興味を持ってい

る。関【発言】 

展開 

1 分 

 

 

 

2 分 

 

 

 

 

 

21

分 

２．自分が秋を感じたものを発表する。 

〇自分が，身の回りのどんなものに秋を感じたのか

発表しましょう。 

・服装 ・食べ物 ・寒さなど 

 

３．本時のめあてを確認する。 

 

 

 

 

 

４．自分の集めた言葉をもとに，短歌をつくる。 

〇昔の人たちが詠んだ秋の短歌を見てみよう。 

 

 

 

・あらかじめ身の回りで秋を感じたもの

を探させておく。 

・簡単に，どんな時に秋を感じたのかも説

明させる。 

 

・ホワイトボードに，本時のめあてを掲示

する。 

◆交流学級で発表・鑑賞をすることを伝

え，友達との学び合いを意識させる。 

【②】 

・短歌の約束事を簡単に確認する。 

・秋に関する短歌を数首紹介して，昔の人

の秋の感じ方に触れさせる。 

・現代の短歌も紹介する。 

自分の感じた秋を短歌で友だちに伝えよう。 



 

高‐17 

 

 〇秋を感じたものから一つ選んで，短歌をつくっ

てみよう。 

 

 

◆ワークシートを使って，その時の情景

を具体的にイメージさせて，短歌をつ

くるための言葉を考えやすくさせる。 

【③】 

・教師との対話を通して，より詳しくその

時の情景を思い出させる。 

☆季節を表す言葉を使って，短歌を書い

ている。書【ワークシート】 

終末 

3 分 

５．次時の見通しを持たせる。 ・交流学級で，友達と作品を発表・鑑賞し

あうことを伝える。 

 

５．評価について 

関季節を表す言葉などに興味を持っている。（発言） 

書季節を表す言葉を使って，短歌を書いている。（ワークシート） 

 

６．実践をふり返って 

○導入で，秋を表現する言葉を写真付きのカードで提示したことで，季節の言葉への関心が高まった。 

〇短歌に表す場面を思い返すために，教師との対話をくり返しながらワークシートに書き込んでいく作業

はよかった。 

〇ワークシートを使って具体的なイメージを持たせることで，自分の感じた秋を短歌に表すことができた。 

△導入が長くなってしまい，展開後半の短歌をつくる時間が十分に確保できていなかった。 

△季節の言葉カードや紹介した短歌から，秋に関するキーワードに線を引かせるなどするとよかった。 

△五七五七七のリズムをもっと意識させて，短歌づくりに取り組ませた方がよかった。 

△交流学級での学び合いとは，どのような活動を指しているのかが曖昧だった。短歌を発表するだけなの

か，つくった背景まで発表するのか，明確になった方が活動の見通しを持つことができたのではないか。 

 

７．今後の改善策 

・友達と交流する場面を設定するだけでなく，教師がもっと具体的なビジョンを持って，学び合いの場面

を設定する。 

・文を読ませる時などに，何に注目するのか，探すためにどんな活動をするのか，視点と活動を示して，

より具体的な読み取りができるようにする。 
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８．ワークシート 
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第５学年 音楽科学習指導案 

授業者 遠藤 絵里 

１．題材名 

「日本の音楽に親しもう」 

 

２．校内研に関わる具体的な手立て 

①単元のおおまかな流れや，学習の流れを提示することで見通しと意欲をもたせる。 

②課題についてワークシートに自分の考えを書いたり，それを用いて発表できるようにしたりする。

自分の考えが持てないときは，友だちと交流する時間を取り入れる。（ペア） 

③友だちの考えを，自分の考えと比較しながら聴いたり，友だちの考えを自分の言葉で確認したりす

るなどして聴くことへの必然性をもたせる。 

④児童一人一人の考えを見取ることに努め，意図的な指名を取り入れながら対話的活動を進めていく。 

 

３．本時の目標 

鑑賞を通して，日本の民謡に親しむとともに，歌い方やリズムの特徴に気づく。 

 

４．本時の展開 

 
主な学習活動 

指導上の留意点 

・留意点など ◆校内研の手立て ☆評価 

導
入 

【常時活動】 

〇「マイ ソング」を歌う。 

 

【課題をつかむ】 

１． 本時の学習課題をつかむ。 

○題材の大まかな流れと，本時の学習課題を確認

する。 

『チャレンジ！日本の民謡 

～歌ったり演奏したりしてみよう～』 

 

民謡の特徴を見つけよう。 

 

・本時の学習の流れを示しておく。 

・授業に向かう雰囲気づくりを行う。 

 

 

◆題材のおおまかな流れを示すことで，学習

課題に見通しをもたせる。【①】 

・学習課題がわかるように黒板に提示する。 

・「民謡」とは何か確認させる。 

展
開 

【考えをもつ】 

２． ２つの民謡を聴いたり，聴き比べたりして

歌い方やリズムの特徴を感じ取る。 

〇歌い方やリズムを意識しながら，「会津磐梯山」

と「音戸の舟歌」を聴く。 

 

〇感じ取ったことをワークシートに書く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・聴く視点を示す。 

◆ワークシートに書くことで自分の考えを

整理させる。【②】 

◆自分の考えが持てない児童がいる場合は，

ペアでの交流へ進む。【②】 

・特別支援が必要な児童へ，歌い方やリズム

についてのことばが書いてあるカードを

渡し，その中から選択させるようにする。 

☆日本の民謡に興味・関心をもち，聴く学習

に主体的に取り組もうとしている。 

【関表情の観察・発言・ワークシートの記述】 
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【伝え合い学び合い・課題解決する】 

３． 自分の感じ取ったことをペアで交流する。 

〇自分が感じ取ったことを友だちに伝える。 

〇自分の感じ取ったことと比べながら聴く。 

〇友だちの発表内容を確認する。 

〇わからないことがあったら質問する。 

〇友だちの考えを書く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４． 学級全体で感じ取ったことを交流する。 

〇友だちの感じ取ったことと比べながら，自分の

考えを深めたり，修正したりする。 

〇２曲をもう一度聴き，出されたことを確かめ

る。 

〇手拍子を打つなどして，２曲の拍の違いを感じ

ながら聴く。 

 

 

◆児童の考えを見取り，全体の交流につなげ

られるようにする。【④】 

◆友だちの感じ取ったことと，自分の感じ取

ったことを比べながら聴き，同じ・似てい

る内容は「〇」，異なる内容は「☆」，自分

の感じ取ったことに付け加えがある場合

は「△」 

上記の記号をワークシートに記入させる

ようにする。【③】 

◆友だちの感じ取ったことを自分の言葉で

確認させるように声をかける。【③】 

☆日本の民謡の歌い方やリズムの特徴を感

じ取り，それぞれのよさや面白さに気づい

て聴いている。 

【鑑発言・ワークシートへの記述内容】 

 

 

◆見取りをもとに指名し，対話的活動を進め

られるようにする。【④】 

 

 

・身体表現（手拍子や指揮など）を通して，

２曲の拍の有無を感じられるようにする。 

終
末 

【振り返る】 

５．学習のまとめをする。 

〇本時の学習を振り返り，学習感想を書く。 

〇次の学習について知る。 

 

 

・本時の学習で「わかったこと」を中心に，

学習感想を書くように伝える。 

・次の学習について伝える。 

 

５．評価について 

関 日本の民謡に興味・関心をもち，聴く学習に主体的に取り組もうとしている。 

【鑑賞時の表情の観察・発言やワークシートへの記述の内容】 

鑑 日本の民謡の歌い方やリズムの特徴を感じ取り，それぞれのよさや面白さに気づいて聴いている。 

【鑑賞時の表情の観察・発言やワークシートへの記述の内容】 

 

６．実践をふり返って 

○ホワイトボードに授業の流れを提示することは，子どもたちに今何をするのか，どこまで終わった

かを理解させるために有効であった。 

〇ワークシートと板書が連動していたので，子どもたちにとって何をするかが明確で，学習内容がま

とめやすい点がよかった。 

〇児童は，ワークシートを拠り所にし，自分の考えを発表したり，友だちの考えと比較して聴いたり

することができていた。 



 

高‐21 

 

〇ペアトークでは，自分の考えと友だちの考えを比較し，自分の考えと「同じ・似ている」，「異なる」，

「自分の感じ取ったことに付け加えがある」のいずれかを，記号でワークシートに記入させるよう

にしたことで，友だちの考えを聴くことへの意識づけになっていた。 

〇全体トークの中で，座席表を活用し，児童の考えを見取っていくことで，異なる考えを出させるこ

とができた。（多様な見方・考え方のつながりとなった。） 

〇ペアトークで「友だちの考え」が記入できなかった児童も，全体トークで確認することができた。 

△ペアトークに慣れてきているが，ペアを固定せず，フリートークもできるようにしていきたい。 

△４５分間で授業を行うために，どこをどのように改善するべきか考えていく必要がある。 

△音楽活動の時間の確保について考えていく必要がある。 

 

７．今後の改善策 

・さまざまなパターンでのトークを取り入れていき，学び合いの仕方を広げていく。 

・考えを持つ時間，学び合う時間を確保しつつ，発問や投げかけ，児童のつぶやきへの返し方を工夫

していく。 

・話し合いが主にならないように，聴き取った旋律の一部を口ずさんでみたり，旋律や声の出し方に

合わせて手などを動かして表現したりするなどの音楽活動の時間を確保していく。 
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（２）高学年ブロック提案授業 

第４学年２組 道徳科学習指導案 

                                  授業者 武藤 直子 

 

1 主題名  

ゆるす心の広さ （指導内容 B－（12） 相互理解，寛容） 

 

2 教材名  

「へらぶなつり」（出典：「みんなの道徳」 小学校４年 株式会社学研教育みらい） 

 

3 主題設定の理由 

（1）ねらいとする道徳的価値について 

 本主題は，中学年における内容項目Ｂ[相互理解，寛容]「自分の考えや意見を相手に伝えるととも

に，相手のことを理解し，自分と異なる意見も大切にすること。」を深めることを意図したものであ

る。これは，高学年の内容項目Ｂ「自分の考えや意見を相手に伝えるとともに，謙虚な心を持ち，

広い心で自分と異なる意見や立場を尊重すること。」につながっていく。 

中学年においては，自他の立場や考え方，感じ方などの違いにおおむね気付くことはできるよう

になるが，その違いを受け入れられずに感情的になったり，対立が生じたりすることが多々ある。

相手の立場や考え方が理解できれば自ら歩み寄ろうとする心の成長も見られる時期ではあるが，お

互いの違いに対する気付きを促すには，教師や周りの大人の手助けが必要である。 

お互いに許し合える関係を築くためには，まず相手の言葉の裏側にある思いを知ろうとし，その

上で自分の思いも伝える相互理解の考え方が大切である。相互理解を進めることで，自然と相手の

気持ちを考えた言動へと変わり，結果として相手に寛容になれると考えるからである。学習指導要

領解説では，指導の要点の中で「望ましい人間関係を構築するためには，自分の考えや意見を相手

に伝えるとともに，自分と異なる意見について，その背景にあるものは何かを考え，傾聴すること

ができるようにすることが必要となる。」と指摘している。傾聴できるようになるためには，相手が

なぜそのような考えを持ったのかという考えの背後にあるものに興味を持てるかどうかが大事であ

る。相手の考えに興味を持つことができるということは，相手の考えを大切にするということであ

り，相手自身を大切に思うことと同じであると考える。加えて，自分と異なる考えを大事にするこ

とは，広がりと深まりのある人間関係を築くためにも欠かせないものである。お互いの気持ちを大

切にすることで，許し合い認め合える関係を築いていける児童の育成を図りたいと考え，本主題を

設定した。 

 

（２）児童の実態について 

本学級は，男子１２人，女子１０名，計２２名のにぎやかなクラスである。授業への活発な参加

は男子の方が多く，物事を前に動かす力が感じられる。女子は周りの状況を観察しながら慎重に行

動する児童が多く，先を見通して行動できる力がついてきている。係活動や当番活動など，友だち
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と声掛けを行い協力して物事に取り組む一方で，一度友だちとの意見が合わなかったり，自分の意

見を否定されたと感じたりすると，感情的になったり，手や足が出てしまうことがある。相手の至

らない点にばかりに目が向いてしまい，相手の言動を素直に受け止められず，一方的に相手を責め

てしまうことも多い。 

児童は，これまでの道徳科で「Ｂ主として人との関わりに関すること」において，「思いがけない

あいさつ」（礼儀），「心の信号機」「心と心のあく手」（親切，思いやり），「泣いた赤鬼」（友情，信

頼）と他者とよりよく生きることについて考えてきた。しかし，学習した様々な価値の大切さを知

識として理解しつつも，日常生活をともに過ごす中で，学んだ知識を行動に結び付けることが難し

い児童が多くいるように感じている。本主題である「ゆるす心の広さ」も，人と人とのつながりに

おいて基盤となるような重要な価値であるが，知識として理解できていても，小学校中学年の児童

において行動に移すことは難しい。授業を行うことにより，お互いに理解し合うための考え方や具

体的な行動を一人一人が考えることで，周りの人との新たな関係づくりの第一歩としたい。 

 

（３）教材について 

 本教材は，へらぶなつり大会に出場することになっていた明とその友達の健二の話である。この

教材は，二つの場面に分けることができる。前半は，へらぶなつり大会で優勝したいあまり，明は

父の宝物であるへらうきを勝手に持ち出し，つり仲間の健二とともに出場する。始めは順調だった

ものの，明の針が沼の底に引っかかってしまうというアクシデントがあり，健二が代わりにはずそ

うとした時，糸が切れ，へらうきがなくなってしまった。健二は何度も謝ったが，明は健二を許す

ことができず，そのまま家へ帰る。前半では，特に健二を責めてしまった明の気持ちに寄り添わせ

ることで，相手を許す難しさを改めて実感させたい。 

後半は，明がへらうきをなくしてしまったことを父から責めることなく許されたことで，健二 

と自分を重ね合わせた明が電話に向かうという場面で締めくくられている。後半では，まず父が明

を責めなかった理由を問い，父が明の行動の背後にある気持ちを考え，その気持ちに寄り添おうと

したからであることに気付かせる。父に寄り添ってもらい安心したからこそ，明も健二を安心させ

てあげようと電話するという行動を起こしたことにつなげたい。なお，最後に「今日学んだことを

生かして，どうすれば相手を分かってあげられるでしょうか。あなただったら，どんな気持ちでど

のような行動をしていきますか。」と，事前アンケートを参考にしながら振り返りを行い，課題解決

への具体的な行動を考えることで，日々の生活へのつながりが持て，行動につなげようと意識でき

るのではないかと考えた。 

 

4 研究主題との関わり 

（１）ブロックの目標，学年の指導重点，共通の取り組みについて 

  ・ブロックの目標 

   伝え合いから学び合いに高めるための手立てを考える。（高学年） 

  ・学年の指導重点 

   意見の交換を通し，自分の考えを明確にすることができる。 

  ・共通の取り組み 

   ①課題の提示の仕方を工夫  

②発問の仕方の工夫 
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   ③学び合いの方法の工夫 

   ④ワークシートの工夫 

   ⑤板書の工夫 

 

（２）具体的な手立てと指導の工夫 

 ① 課題の提示の仕方を工夫 

  ・相互理解を意識させるために，導入時「好きな色は何ですか。」と問うことで，人はそれぞれ

感じ方・考え方・ものの見方・捉え方が異なっていることや，それは相手から話を聴かなけ

れば分からないことに気付かせる。 

 ② 発問の仕方の工夫 

  ・中心発問について，父の気持ちではなく，責めなかった理由を問うことで，父が何を考えて

いたのかを簡潔にまとめ，分類・整理する。 

 ③ 学び合いの方法の工夫 

  ・話し合い活動をペア，全体と広げていくことにより，自分の考えと友だちの考えを比べるこ

とで，考え方や感じ方は多様であることを実感できるようにする。 

 ④ ワークシートの工夫 

  ・ワークシートを活用することで，自分の考えを整理し，明確にできるようにする。ワークシ

ートには，自分とは異なる意見を書き込んだり，意見を聞いて考えたこと・学んだことを書

き足せるようにしたりすることで，自分と違う意見も意識させる。 

 ⑤ 板書の工夫 

  ・場面絵やキーワードを活用して，教材文について考えたり話し合いを行う。今回扱う教材文

は、主人公明と明の父、明の友だちの健二という 3 人の考え方や行動の違いに気付かせるこ

とが目的であるため，個々の考えを対比させるように板書にまとめていく。 

 

（３）事前アンケートから 

本授業では，事前アンケートを行いクラスの実態を把握した。学んだ知識を行動に移すためには

道徳的価値に基づいて行動することへの納得感が必要である。納得できるためには日々の生活に立

ち返り，自分を見つめることが重要であり，そのための手段として，事前アンケートを行うことは

有効だと考える。今回のアンケートでは，本授業に関わって，「あなたは友だちを責めてしまったこ

とはありますか。その時の様子や自分の気持ちを書きましょう。」という記述式のアンケートを実施

した。その結果，２２名中１３名（３名責められた・６名無回答）が責めたことがあると回答した。

具体的な内容としては，「なわとびのチャンピオン大会で，なかなか跳べない友達を責めてしまった」

や「英語でカードあてゲームをしていた時，同じ班の人の答えがはずれだったので責めてしまった」

などが挙げられた。一方的に責めてはいけないことはよくないと分かっていながらも，相手の気持

ちを考えず，感情的になるということが日常的に起きているということが分かった。そのため本授

業では，導入部分でアンケートで挙げられた具体的な場面を扱うことで，自分のこととして学習課

題を捉えられるように活用したい。なお，今回このようなアンケート結果になったが，教師の目か

ら見て，日々の様子から他にも多くの責めた，または責められた事例があると感じている。 
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5 本時の授業 

（１）日時 平成３０年１１月１６日（金）３校時 

（２）場所 ４年２組 教室 

（３）本時の目標 

  お互いに認め合える関係を築くため，相手の気持ちに寄り添うことを通して，相手を理解しよ

うとする態度を育む。 

（４）本時の展開 

 主な学習活動（○主な発問・子どもの反応） ・指導上の留意点  

◆校内研の手立て ☆評価の観点 

導入 

（３分） 

1 学習問題を設定する。  

○あなたの好きな色は何ですか。 

・青 

・オレンジ 

・緑 

 

 

 

 

・人はそれぞれ感じ方・考え方・もの

の見方・捉え方が異なっており，そ

れは相手から話を聴くことで初め

て分かることに気付かせる。【①】 

 

展開 

（４分） 

 

 

（４分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３分） 

 

（１０分） 

 

 

 

 

 

 

 

2 資料「へらぶなつり」の前半を読み，話し合う。 

 

 

 

○何度もあやまる健二と耳をかそうとしない明。二

人の気持ちを考えてみよう。 

・健二「ごめん。君を助けようと思ったんだ。」 

・明「健二のせいだ。許せない。」 

  

 

 

 

 

3 資料「へらぶなつり」の後半を読み，話し合う。 

 

◎父は，どうして明を責めなかったのでしょうか。 

その理由を考えましょう。 

・明がすごく反省しているから。 

 ・失敗は誰にでもあるから。 

 ・心から反省しているから。 

 ・正直に言ったから。 

 ・勇気を出して言ったから。 

 

 

・131 頁 12 行目まで読み聞かせる。 

・児童には教材文のコピーを配布す

る。 

・許さない明と許してほしい健二を対

比させ，その気持ちや行動の背後に

あるものを考えさせることで，多面

的・多角的な視点で見られるように

する。 

◆黒板に，明と健二の言動を比較しや

すいように分かりやすく提示する。                     

【⑤】 

 

・131 頁 11 行目から最後まで読み聞

かせる。 

◆ワークシートを活用することで，自

分の考えを整理し，明確にできるよ

うにする。【④】 

◆隣同士で意見発表をし，次に思った

ことを伝え合う，最後に全体で共有

することで，明のことを分かるため

に，明に寄り添おうとする父の気持

ちに気付かせる。【③】 

どうしたら相手を分かってあげられるだろう。 
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（２分） 

 

 

 

 

 

 

（３分） 

 

 

 

 

 

（１３分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○父の話を聞いた後，明は電話で健二にどんな言葉

をかけるでしょうか。 

・健二，何度も謝ってくれたのに，無視してごめん

なさい。 

・優勝するために，力を貸してくれたのに怒ってし

まってごめんなさい。 

 

○なぜ明は健二に対して謝ることができたのでしょ

うか。 

・健二の気持ちを考えることができたから。 

・自分が悪かったのに，全てを健二のせいにしてし

まったと反省したから。 

 

4  今日学んだことを生かして，どうすれば相手を分

かってあげられるでしょうか。あなただったら，

どんな気持ちでどのような行動をしていきます

か。 

・思いこみで文句を言わない。 

・分からなかったら，相手にきく。 

・相手だけ責めない。 

◆父の気持ちではなく，責めなかった

理由を問うことで，父の思考を簡潔

にまとめ，分類・整理する。【②】 

◆黒板に，明と父の言動を比較しやす

いように分かりやすく提示する。

【⑤】 

・教材に描かれていない部分の気持ち

を想像することで，道徳的価値への

理解を深める。 

 

 

 

 

・父が明の気持ちに寄り添ったことで

安心し，健二に謝ることができたこ

とに気付かせる。 

 

 

 

・事前アンケートを紹介し，日常生活

においては，相手を理解しようとせ

ずに責めてしまったり，責められた

りすることが多いことを実感させ

る。 

◆ワークシートに記入することで，自

分の考えを整理し，明確にできるよ

うにする。【④】 

◆全体で共有することで，自分と友だ

ちの考えを比較できるようにする。

【③】 

☆相手を理解するために、どのように

行動するのかを具体的に考えてい

るか。（ワークシート） 

終末 

（３分） 

5 瀬戸内寂聴の言葉を聞く。 

 

・相手の気持ちを考えて，相手と向き

合うことの大切さを感じさせる。 

 

6 評価について 

評価の視点 

・相手を理解するために、どのように行動するのかを具体的に考えているか。 

（ワークシート） 
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7 板書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 ワークシート 

 

勝手に持ち出してごめ

んなさい。 

なんで勝手なことをす

るんだ。許せない。 

第
二
十

一
回
道
徳 

へ
ら
ぶ
な
つ
り 

 
 

    
 

 
 

 
 

 

             

父
は
，
ど
う
し
て
明
を
責
め
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。 

そ
の
理
由
を
考
え
ま
し
ょ
う 

 
 

     

今
日
学
ん
だ
こ
と
を
生
か
し
て 

   

君を助けようと思って

やったんだ。ごめん。 

あやまった 

せめた 

健二 

せめなかった 

明 父 

あやまった 

場面絵① 
場面絵④ 

場面絵③ 

ど
う
し
た
ら
相
手
を
分
か
っ
て
あ
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。 

場面絵② 

なんで勝手なことをす

るんだ。許せない。 

勝手に持ち出してごめ

んなさい。 
・気
持
ち
を
考
え
ず
責
め
て
し
ま
っ
て
ご
め
ん
ね
。 

・
優
勝
す
る
た
め
に
力
を
貸
し
て
く
れ
た
の
に
，

怒
っ
て
し
ま
っ
て
ご
め
ん
ね
。 
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9 結果と考察  

（１）具体的な手立ての成果と課題  

①課題提示の仕方を工夫  

 取り上げた教材「へらぶなつり」の指導内容は，相互理解・寛容であり，特に今回の

授業においては相互理解に焦点を当てて指導案を作成した。授業の導入では，「好きな

色は何ですか。」と児童に問うことで，人はそれぞれ感じ方・考え方・ものの見方・捉え

方が異なることを実感できるように考えた。  

 成果として，子どもたちが答えやすいような問いの形で提示できたことで，児童の緊

張を解きほぐし，活発な意見が出され，いつも一緒にいるけれども自分とは違うという

ことを実感できたと思う。教師の好きな色を児童に尋ねる場面では，その答えを聞いて

「そんなの聞かないと分からないよ」と，早くも相手から話を聞くということを意識し

始めた児童もいた。課題としては，導入から展開への流れがあまり児童の思考に沿った

ものではなかったということがあげられる。学習課題である「どうしたら相手を分かっ

てあげられるだろう」につなげるための導入を様々に考えたが，納得のいく流れを考え

出すことができなかった。改善策として，研究授業後の研究会で出されたように事前ア

ンケートを活用したり，あるいは相手を一方的に責める場面を作り出したりすることで，

責められて嫌な気持ちにさせないために，どうしたら相手を理解することができるのか

という自然な流れを作る出すことができるのではないかと考える。  

 

②発問の仕方の工夫  

 成果として，中心発問については，主人公明の話を聞いた時の父の気持ちではなく，

「どうして父は責めなかったのか。」と責めなかった理由を問うことで，父の考えを分

かりやすく簡潔に分類・整理してまとめられた。具体例としては，「明がへらぶなつりで

勝ちたかったという気持ちが分かったから」「明がへらぶなつり大会で優勝したかった

んだろうなと思って」など，父が明の行動の裏側にある思いに寄り添ったから責めなか

ったという相互理解の考え方が表れた意見や「正直に謝ったから」「ごまかさず謝った

から」など明から父が正直さ・誠実さを感じ取ったからと考えた児童もいた。課題とし

て，発問した後の問い返しが効果的にできなかったため，児童の意見を深められなかっ

たことがあげられる。「いつしかこんなことが起こると思っていたから」という児童の

意見を，問い返しもせずに流してしまうという場面があった。具体的にお父さんはどん

な気持ちなのか問い返す必要があったと考える。  

 

③学び合いの方法の工夫  

 今回の授業では，学び合いの方法として，ペアトークの後に全体で共有するという方

法で行った。  

 成果としては，全体で共有する前に話し合いの最小単位である２人で話し合いをする

ことで，全体発表での自信につなげることができ，いろいろな見方や考え方があること

を知る中でお互いを認め合う雰囲気をつくり出すことができたところである。しかし，

まだペアトークの仕方や内容に課題が見られる。２学期に入り，本格的にペアトークに

取り組んでいたが，自分と相手が意見を言った後に，何を話せばいいのか分からず話が
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止まっているペアが多く見られた。自分と同じ意見だと思えば，同じだと思うところを

相手に伝え，自分と意見が異なっていると思えば，異なっているところを伝えるように，

自分の意見と比較して話し合うよう取り組んできたが，これからも児童が話したいと思

えるような話し合いにできるよう継続して考える必要があると感じている。  

 

④ワークシートの工夫  

 成果として，ワークシートを活用することにより，児童一人一人が意見を明確にする

ことができたと思う。また，ワークシートに，自分の意見だけでなく，友だちの意見を

書く欄を作ったことで，自分と友だちの意見を目に見える形で比較することができ，考

え方や感じ方の多様さに気付いてもらうことができたと考える。しかし，友だちの考え

をいつワークシートに書き，どのように書かせるのかということは課題が残るところで

ある。今回の授業では友だちの考えをいつ書くのか教師自身の設定も曖昧だったため，

ペアトーク中に，話し合いよりも友だちの考えを書くことに時間を取られ，話し合わず

に終わってしまったペアがいた。今後は，ワークシートに書く時間を話し合いとは別に

確保することや，自分の意見とは違う意見だけを書いていくなど，書く時間と何を書く

のかを明確にして，書くことに時間がかかりすぎないように工夫していきたいと思った。 

 

⑤板書の工夫  

 成果として，明と健二，明の父の心をハートの形で見える化したことで，登場人物同

士の心の距離が一目で分かり，物語が進むにつれてどのように変化していったのかが分

かりやすく表せたところはとても良かったと考える。相互理解を学ぶ上で大切な登場人

物の気持ちに注目させることができた。今回の授業では，教師が主導でハートの位置を

決めて貼っていったが，児童に考えさせることも良いのではないかと思う。また，明，

健二，父の 3 人を並べ，矢印を使って，それぞれの行動や考え方などを分かるように整

理したことで，明の健二への態度と，父の明への態度の違いを明確にでき，中心発問に

取り組みやすくなったのではないかと考える。  

 

（２）教師の指導・支援  

○全体の話し合いで，児童の発言を引き出すことができたか。  

 中心発問について全体共有する場面において，児童の発言を引き出すことはできなか

ったと考える。問い返しについては，2 学期から日々の授業の中で取り組み始めている

が，何を問い返すことでどのようなことを得て，それを授業の中でどのようにつなげて

いけばよいのかが難しく，児童の考えを掘り下げていくような問い返しを試行錯誤して

いる途中である。児童の言葉をそのまま鵜呑みにするのではなく，言葉の裏に隠された

その児童の気持ちや思いを問い返しで明らかにしていけるよう取り組みを続けていき

たい。  

 

（３）児童の様子  

○児童の課題解決につながる姿が見られたか。  

 最後の「今日学んだことを生かして，どうすれば相手を分かってあげられるでしょう
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か。あなただったら，どんな気持ちでどのような行動をしていきますか。」という発問で

は，板書を振り返りながら，自分の考えを真剣にまとめる姿が見られた。普段は，授業

で学んだことをどのように実生活に生かしていくのかを考えるのが難しいようで，教科

書の言葉を引用する形で簡単にまとめる児童が多い。しかし，回収したワークシートを

確認してみても，自分の言葉で具体的にどのように行動していくか書かれているものが

多く，責める前に相手の気持ちを聞いたり，相手の気持ちになって考えたりすることの

大切さに気付くことができていた。  

 

10 指導助言者のお話から  

落ち着いた中でも，児童の積極性があってとても良く，武藤先生の声が後ろまでよく響  

き，児童が何をすればよいのか分かりやすかったとのお言葉をいただいた。  

 道徳的諸価値を理解するためには，道徳的諸価値の意義や大切さを理解するとともに，

道徳的諸価値が人間らしさを表すものであることに気付き，価値理解と同時に人間理解

や他者理解を深めていくことが大事である。今回の授業では，全ての諸価値に触れること

ができていた。加えて，お父さんの発言・明君の行動・児童の感想や行動の，この３つを

考えるなかで自己理解することが大切であるとご指導をいただいた。今回の授業の中で

事前アンケートがあったことにより，自分自身のことを振り返ることができたと評価し

ていただいた。  

 児童の実態から何を課題にするのか，教師が考え授業を計画していくことが大切であ

る。教材には一つではなく多くの価値項目が含まれていることがある。そのどれに焦点を

あてるかを考えていくことが必要であるという助言をいただいた。また，課題をたてる

際，範読をしたあとに「今日の話を聞いて，何が問題だと思った？」などと発問し，児童

に課題をたてさせることも一つの手立てとしてあると指導していただいた。  

 本授業の中で，ただ児童に考えさせるだけでなく，役割演技などを通して，実際にやっ

てみることも良かったのではないか。明が健二に電話をした場面で児童と教師がそれぞ

れの役になり，「どうして許してくれたの？」などと問い返しをすることで，ねらいに近

づけるのではないだろうかとのお話があり，役割演技を効果的に取り入れる大切さを考

えさせられた。  

 最後に，教師が授業準備をすることで，児童もそれに答えようと一生懸命に学ぼうとす

る。教材研究を続けていくことが大切であると励ましの言葉をいただいた。  
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（３）高ブロック研究のまとめ 

1 ブロックでの共通の取組 

・ブロックの目標 

   伝え合いから学び合いに高めるための手立てを考える。（高学年） 

 

・共通の取り組み 

   ① 課題の提示の仕方を工夫  

② 発問の仕方の工夫 

   ③ 学び合いの方法の工夫 

   ④ ワークシートの工夫 

   ⑤ 板書の工夫 

 

2 ブロック研究の成果と課題 

① 課題の提示の仕方を工夫 

○教科書を開かせない導入により，子どもたちが教師の話に集中でき，内容をしっかりとと

らえることができていた。 

○児童の実態をアンケートしてその結果をグラフ化し提示したことは児童の興味関心を引く

ものでよかった。 

○導入で，手書きのワークシートや手紙を使い，児童の気持ちを引き付けられた。 

 

② 発問の仕方の工夫 

○中心発問については，目標に照らし合わせて，どの場面のどの登場人物の行動を児童に考

えさせるかを吟味し，決定した。例えば 4 年生の「へらぶなつり」では主人公明の話を聞い

た時の父の気持ちではなく，「どうして父は責めなかったのか。」と責めなかった理由を問う

ことで，父の考えを分かりやすく簡潔に分類・整理してまとめられた。具体例としては，「明

がへらぶなつりで勝ちたかったという気持ちが分かったから」「明がへらぶなつり大会で優

勝したかったんだろうなと思って」など，父が明の行動の裏側にある思いに寄り添ったから

責めなかったという相互理解の考え方が表れた意見や「正直に謝ったから」「ごまかさず謝

ったから」など明から父が正直さ・誠実さを感じ取ったからと考えた児童もいた。 

△発問した後の問い返しが効果的にできなかったため，児童の意見を深められなかったこと

があげられる。「いつしかこんなことが起こると思っていたから」という児童の意見を，問

い返しもせずに流してしまうという場面があった。具体的にお父さんはどんな気持ちなの

か問い返す必要があったと考える。 

 

③ 学び合いの方法の工夫 

○グループで話し合わせることで，友達に対しての思いが，いろいろあることに気づかせた

ので，児童の友達に対する考えが，友達の意見を聞いて変化したと感じられた。 

○特にリーダー等を決めなくても自分たちで話し合いを進められていた。 
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〇ペアトークでは，自分の考えと友だちの考えを比較し，自分の考えと「同じ・似ている」，

「異なる」，「自分の感じ取ったことに付け加えがある」のいずれかを，記号でワークシート

に記入させるようにしたことで，友だちの考えを聴くことへの意識づけになっていた。 

〇全体トークの中で，座席表を活用し，児童の考えを見取っていくことで，異なる考えを出

させることができた。（多様な見方・考え方のつながりとなった。） 

〇ペアトークで「友だちの考え」が記入できなかった児童も，全体トークで確認することが

できた。 

○フリップを利用すると時間短縮になってよいと思う。 

△ペアトークに慣れてきているが，ペアを固定せず，フリートークもできるようにしていき

たい。 

△グループトークの部分で，話をせずに，ワークシートの交換で済ませてしまっていたとこ

ろが多かった。話し合いという意見交流の場を，しっかりとる必要があった。 

△グループトークのやり方の指示は的確でよかったが，どうすれば欠点を直せるかについて

話し合っているグループもあったので，何を話し合うかについてはもう少し説明が必要だ

った。「リフレーミング」について，例を挙げて説明を加えると子どもたちも分かりやすか

ったのではないか。 

△話し合いの視点(同じ所を探そう・違うところはどこか・発表するときには意見を合わせて・

代表を選んで・・・） 

△自力解決の時間が短く，自分の考えをしっかりもつ前に話し合いに入ってしまった。 

△子ども同士が話し合う場面で，３人だと相談しにくかった。 

 

④ ワークシートの工夫 

○ワークシートを使うことで「大舞台に立つ」「男の子に見せる」の両側面を考えやすかった。 

○ワークシートと板書が連動していたので，子どもたちにとって何をするかが明確で，学習

内容がまとめやすい点がよかった。 

○児童は，ワークシートを拠り所にし，自分の考えを発表したり，友だちの考えと比較して

聴いたりすることができていた。 

 

⑤ 板書の工夫 

○割れた水がめの気持ちを考えさせるために，板書が有効だった。水がめの気持ちの変化を

子どもたちがとらえやすかった。難しい

かと思われた「この話から分かること」と

いう発問に対して，「自分ではだめだと思

うことでも役に立つことがある」「自分で

だめだと思い込んではいけない」といっ

た主発問につながる発言が出てきたこと

もよかった。 

○登場人物のそれぞれの気持ちを対比し

て考えるには良い板書だった。 
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○黒板に３人の絵を貼り，分けて考えることで，3 人の気持ちの違いが分かりやすくなっていた。 

△板書に登場人物のイラストがあると，より心情をイメージしやすかった。 

 

3 まとめ 

以上，各実践の中でそれぞれの先生方が行った共通の手立ての成果と課題についてまとめた。

それぞれの実践において課題が多かったのは，やはり授業の中でいかに「学び合い」を効果的に

行うかという点である。今回，高学年ブロックの提案授業も学級担任の先生方の一人一実践も，

教科化になった道徳を行い，「学びのプロセス」を生かして「児童の学び合いの場面」を取り入れ

た。それぞれの実践の成果と課題から以下のことが明らかになった。 

・グループトークは， 

☆話し合いのやり方・役割分担 

☆話し合いの視点（例を挙げる・同じところを探そう・相違点はどこか・など） 

を話し合いを始める前に徹底させる必要がある。 

・普段の授業でもグループトークをし，話し

合いの中心になれるリーダーの育成をして

いく必要がある。 

・役割演技等を取り入れて児童の本音を引き

出していけると道徳における学び合いに広

がりが出る。 

・形式的なグループトークや全体トークだ

と，ワークシートを交換し合っておしまい

になってしまう。もっと児童が自主的に相

手の考えを聞きたくなるような場や発問内

容を教材研究していかなければならない。 

・問題文や課題文を読ませる時などに，何に注目するか，探すためにどんな活動をするのかな

ど視点と活動を示して，より具体的な読み取りができるようにさせるとその後の学び合いに

結びつくと考えられる。 

・考えをもつ時間，学び合う時間を確保しつつ，発問や投げかけ，児童のつぶやきへの返し方

を工夫していく。 

・様々なパターンでのトークを取り入れていき，学び合いの仕方を広げていく。 

 

以上の改善策を来年度の実践に生かしていければと考える。 
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今年度の研究の成果と課題 

1  研究主題・副主題について 

昨年度までの，学びのプロセスに沿った授業づくりの研究を引き継ぎ，その成果と課題

を生かしながら，新指導要領の新しい学力観に合った授業づくりについて研究することが

できたと考える。 

学年の発達段階に合わせた学び合いの姿を意識して，様々な手立てに取り組んできた。

学び合いにつながる学習活動を意識して，日常から授業づくりに取り組んだ。その結果と

して，少しずつではあるが，子どもたちの様子にも変化が見られ，進んで自分の考えを持

つことができるようになったり，友達と自分の意見を比較して考えようとしたり，受け身

ではなく主体的に学習に向かう姿が見られるようになってきた。これらは研究主題「主体

的に学ぶ児童の育成」について研究を進めてきた成果と言えるだろう。今年度の取り組み

の中の，どんな手立てが児童の変化をもたらしたのかを洗い出して，毎日の各教科・領域

の授業の中で，継続して長期的に取り組んでいくことが必要になってくると考えられる。 

2  研究目標について 

学びのプロセスの中の「伝え合い学び合う～課題解決」の学習場面に焦点を当てて，児

童が主体的に学び合う姿を目指して，授業づくりに取り組んできた。学習場面と児童の姿

が示されていたので，学びのプロセスを土台にして，発問やワークシートの工夫，少人数

での話し合い活動など，目標に向けた手立てを取り入れた授業づくりを意識することがで

きた。児童が課題に対して自分の考えを持つ習慣がついてきたり，主体的に取り組む姿が

見られるようになってきたり，一定の成果が見られた。 

しかし，児童同士の意見交流に留まってしまい，学び合いにまで発展していないのでは

ないか，などの反省も出されている。学習場面と児童の姿が示されていたが，本研究にお

ける学び合いとはどんなものなのか，職員間での共通理解が十分でなかったことが原因と

して考えられる。今後の課題として，より児童が授業の中心となるように，児童と一緒に

目標を考えることや，教師からの発問の工夫，継続した話し合い活動への取り組みなどが

必要だと考えられる。 

また，学び合いの活動に重点を置いた授業づくりは，教科が限られるという意見もあっ

た。全ての教科の全ての活動において，常に共通した学び合いの場面が見られるわけでは

ないが，ある教科の学習を通して身につけた学び合いの力が，教科の枠を超えて様々な学

習活動で生かされる普遍的な力につながる，という広い視点で授業づくりに取り組んでい

くことも大切ではないだろうか。 
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3  研究組織・研究計画について 

今年度の研究内容が授業研究中心であったこと，本校の学級数と職員数，研究会の持ち

やすさや意見交流のしやすさ等を考えると，低学年ブロック・高学年ブロックで研究を進

めていくのが研究しやすかったと言える。来年度以降，研究内容が課題別研究などになる

場合には，学年ブロックとは別の組織構成になっていくことも考えられるが，今年度は妥

当な組織構成であったと考える。 

 今年度，予定されていた１２回の校内研究会全体会と，２回の指導案検討，数回のブロ

ック研究会を行った。そのうちの２回は道徳科の学習会，２回は教育課程還流報告と学力

把握調査の結果分析報告であり，これは年度当初の計画通りである。連絡・提案が中心に

なった会もあったが，その後のブロック研究会の回数確保という面からも，必要最低限の

回数で実施されていると言える。回数を増やしていくことは現状では難しいので，来年度

も同程度の回数で研究を進めていくのがよいと考える。 

4  研究内容・方法について 

(1) 授業づくりについて 

研究主題をもとに，児童の学び合いの場面を取り入れた授業づくりについて研究に取り

組んできた。低学年・高学年ブロックで話し合いを行い，重点目標と共通の手立てを設定

して，全職員の一人一実践と提案授業を行った。ブロック研究会では，提案授業に向けた

指導案づくりを中心に目標に迫るための手立てについて話し合う中で，様々な視点からの

考えが出され，研究を深めることができた。 

提案授業では，各ブロックで研究を進めてきた児童同士による学び合いを取り入れた授

業を全員で参観した。１０月には，２年 海野 瑛恵教諭による道徳科の提案授業を行

い，甲府市教育委員会学力向上専門員 高橋 義美先生に指導助言を頂いた。１１月に

は，４年 武藤 直子教諭による道徳科の提案授業を行い，甲府市教育委員会指導主事 

風間 俊宏先生に指導助言を頂いた。それぞれの発達段階に合わせた，児童同士の学び合

いにつながる発問や板書，話し合いなどの手立てについて，成果と課題を共有することが

できた。お二人の先生方には，主体的な学びにつながる授業づくりや，より考えを深め学

び合いへとつなげるための手立てについて，具体的なお話をしていただいた。指導と助言

をしていただく中で，手立ての成果と課題がより明確になり，さらに研究を深めることが

できた。 

一人一実践では，二つの提案授業の成果と課題を受けて，学び合いを意識した授業づく

りに全職員が取り組んだ。それぞれが児童の実態に合わせた課題と手立てを持って，授業

を行ったことで，多様な意見が出るようになったり，話し合いを通して考えの深まりや変

化が見られたりと，成果が見られた。そして，継続した取り組みの必要性や，話し合いの

ためのスキルやルール，より主体的に学ぶための発問や場面設定の工夫など，今後につな

がっていく具体的な課題を持つことができた。 

しかし，それぞれの実践による成果はあったが，校内研全体としては研究が深まりきら

なかったように思われる。それは，研究主題である児童同士の学び合いに迫るための，柱
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となる手立てが明確でなかったことが一つの原因だと考えられる。共通の手立てを設定し

て取り組んでいくことで，校内研全体として，より主題に迫っていく研究を進めていくこ

とができるのではないだろうか。 

また，反省の中では，他の先生方の授業を参観したかったという意見も多く見られた。

ブロック内で参観する授業を実施したり，情報交換の機会を設定したり，限られた時間の

中で少しでも実践に触れる機会をつくっていくことが大切になる。 

 

(2) 道徳学習会について 

本年度は道徳の教科化初年度ということで，校内研の主題研究とは別の位置づけとして，

「特別の教科道徳」学習会を２回実施した。 

５月には，総合教育センター指導主事 山田 睦子先生を講師としてお招きした。道徳

の教科化に関する概要，評価の方法や注意点，考え議論する道徳の授業づくりの具体的な

指導法などについて，お話をしていただいた。教科化となった道徳のスタートに当たって，

基本的な部分から実践的な内容まで丁寧に教えていただき，大変有意義な学習会となった。 

１月には甲府市教育委員会指導主事 風間 俊宏先生を講師としてお招きした。模擬授

業を行いながら，考え議論する道徳の授業づくりについて教えていただいたり，児童の変

容を評価するための方法や，具体的な記述などについて教えていただいたりした。年度当

初から一年間実践してきたことをもとに，より具体的に学ぶことができた。また評価や記

述などについて丁寧に疑問に答えていただき，学習を深めることができた。 

道徳の研修会などに出席されている先生には重複するものも多かったかもしれないが，

教科化初年度にあたり，指導する私たち教員が，しっかりと基礎的な部分から学ぶことが

できたのは，たいへん意義深いものであった。しかし，今後も多くの実践事例を知り，自

分たちが実践をしていく中で，研鑚を積んでいかなければならない。 

5  来年度の方向性について 

来年度の研究の方向性について話し合いを行い，下のような意見が出された。 

＜話し合いでの意見＞ 

・学びのプロセスに関する研究は１０年近く行ってきた。新しい研究に取り組んでもよ

いのではないか。 

・学びのプロセスに沿った学び合いについては，何年も研究されてきていどのように今

に積み重なってきているのかが見えてこない。例えばペアトークなら，その手立てに

ついて先生方で共有していくようにしていくことが大切。 

・主体的・対話的で深い学びについて，道徳の研究として取り組んでいくこともできる

のではないか。 

・考え議論する道徳をテーマにした研究ならば，今年の研究を生かすことができる。 

・低学年は道徳の中での学び合いは，今年度の感想としては，発達段階として難しい。

道徳の研究としてスタートするなら，すっきりとして具体的な研究となる。 

・低学年は道徳，高学年は外国語という形も考えらえる。 
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プログラミング教育については，平成３２年度からの実施に向けて，自分たちが実際に

どういった指導をしていくのかがはっきりと分からない状態だと言える。学んでいく必要

性は感じているが，主題に設定して研究していくのは難しいという意見が多かった。学習

会などを計画して，全職員の研修する機会を確保していくのがよいと考える。 

 来年度の研究の方向性について多かったのは，今年の研究を継続して学び合いについて

より深めていくという意見と，道徳についての研究を進めていく意見の二つである。それ

ぞれの方向性について，考えられる内容や課題については，以下のような意見が出された。 

 

＜道徳の研究を進めるにあたって＞ 

・評価につながるワークシートの工夫などが知りたい。 

評価の方法をどうすればよいのか。板書で子どもの言葉に名札を貼るなどの方法もある。気持ちの

変容が見えない子どもをどう評価していくのか。やはりワークシートが有効なのではないか。 

・道徳の特性として，低中高で目指すところが違ってくる。それを踏まえた共通のテーマの設定が必

要。低学年では学び合いや議論は難しいので，主題に迫る手立てになってくるのではないか。 

・学び合いを継続する中で，道徳の授業を行う学年があってもいい，くらいではどうだろうか。 

・考え議論する道徳の研究。考え議論することが，他教科につながり，学びのプロセスも生かされる。 

＜学び合いの研究を進めるにあたって＞ 

・ペアトークをしても，発表で終わってしまう場面が見られる。これは学び合いなのか。 

・学び合いとはこういうものだ，という指導を繰り返して，継続した取り組みを行っていくことが大

切。 

・学年の系統的な手だてを研究するのはどうか。ただ，最後は教師のコーディネート力。 

・例えばペアトークなど。どう進めれば力になるのか，話し合いのモデルを決めて，繰り返すことで力

になっていく。そのくらいに狭めて研究するのもいいのではないか。 

・主体的，対話的で深い学びのしっかりとした共通認識をすることが大切。学年ごとの発達段階をしっ

かりと考慮に入れる。 

・対話のモデルから広げていく手立てがあってもいいのではないか。深い学びとは何なのかをはっきり

とさせることが必要。 

 

 道徳の研究では，評価の方法やワークシートの工夫や，考え議論するための手立てなど，

今年度の実践を生かしたより具体的な内容が挙げられている。学び合いの研究では，発達

段階を踏まえた系統的な手立てを決めることや，対話や議論のモデルを決めて継続した取

り組みを行っていくことなどが挙げられている。そのためには，主体的・対話的で深い学

びについてより具体的に全体で共有していく必要がある。 

これらの意見を元に，来年度の新体制において，研究の方向性について全職員で熟考し

て定めていきたい。 

・プログラミング教育について，触れていく必要があるのではないか。 

・プログラミング教育を主題にして研究していくのは難しい。学習会を行っていくくら

いだろうか。 

・プログラミング教育や外国語，新しいし不安もあるが，研究よりは研修だろうか。 



あとがき 

 

本年度は昨年度の研究を発展させ，『主体的に学ぶ児童の育成』をテーマとし，「～学びのプロセスを生

かした，学び合いを通して～」をサブタイトルとして研究を進めてまいりました。 

昨年度まで研究を進めた「学びのプロセス」【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 → 次時への意欲につなげる】の実践に向けて取り組んでまいりま

した。道徳の教科化初年度ということもあり，各学年ともに教科の実践だけではなく「特別の教科道徳」

の中にもこの学びのプロセスを導入できるように研究を進めました。 

道徳教育の目標は，『道徳的諸価値についての理解を基に，自己を見つめ，物事を多面的・多角的に考

え，自己の生き方についての考えを深める。』であります。 

 ・道徳的価値を人間としてよりよく生きる上で意義深いこと，大切なことであると理解すること。 

  （価値理解） 

 ・道徳的価値は大切なことであるが，それを実現することは容易なことではないと理解すること。 

  （人間理解） 

 ・道徳的価値を実現したり，実現できなかったりする場合の考え方や感じ方は多様であると理解する

こと。（他者理解） 

 ・道徳的価値の理解を自分との関わりで深めたり，自分自身の体験やそれに伴う考え方や感じ方を確

かに想起したりすることができるなど，自分の生き方についての考えを深める。 

これらのことを主眼に置きながら，考え・議論する道徳授業づくりを実践していくとともに，「主体的・ 

対話的な深い学び」の実践に向けた授業改善についてもさらに深めていきたいと考えています。 

「特別の教科 道徳」学習会においては，総合教育センター指導主事 山田睦子先生。また，授業研究

の際には，甲府市教育委員会 学力向上専門員 高橋義美 先生，甲府市教育委員会 指導主事 風間

俊宏 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。三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３０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；遠藤 絵里 

１学年；端場 恵子○   戸田 千鶴   ２学年；杉本  洋  海野 瑛恵 

３学年；今井 知美    小笠原 咲   ４学年；新田 勝美  武藤 直子 

５学年；中澤ひろ子○   古屋 悠人   ６学年；小沢愼太郎  山田 理恵 
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