
「主体的・対話的で深い学び」の授業実践例 

小学校５年国語科  

北海道遺産 函館山からの提言 

教材：「世界遺産 白神山地からの提言」（教出５年下）【１２時間】 

授業者  森   紗織    

実践のポイント 

  

国立教育政策研究所による平成 29年度全国学力・学習状況調査の調査結果を踏まえた学習指導の改善・充

実に向けた説明の資料で課題として「⽬的や意図に応じて，場に応じた適切な⾔葉遣いで話したり，必要な事

柄を整理して書いたりすることに課題がある。また，具体的な叙述を基に理由を明確にして，⾃分の考えをま

とめることにも課題がある。」ことを指摘されています。毎年６年生の 4月に行われている「全国学力・学習

状況調査」では，５年生終了時までに身に付けた力が明らかになります。 

そこで，５年生段階で，「説明文」の学習において読むことと書くことを密接に関連させて力の定着を図る

単元を構想することが必要だと考えました。 

説明的な文章を読み，分かったことや考えたことを，話し合ったり文章にまとめたりする言語活動は，文章

を比較しながら読むことにより，共通点や相違点が明確になり，それぞれの文章をよく理解することにつなが

ります。高学年においては，日常生活において考えをまとめる際に，単一の情報のみに基づくのではなく，複

数の情報を比較や分類をしたり，関係付けたりして検討することが必要です。 

本単元では，主に総合的な学習の時間と絡めて単元を構想することで，「読むこと」と「書くこと」を密接

に関連させて相乗効果を図る学習にしたいと考えました。 

授業のねらいと展開 

本単元は提言文を書く目的に向かって，さま

ざまな種類の資料から情報を読み取り，整理・

交流することで考えや根拠を広げたり深めた

りしていくことができるようにしていきます。 

第一段階として，「世界遺産白神山地からの

提言」を参考にしながら「世界遺産白神山地へ

の提言」を行います。教材文として２つの提言

文を関連する資料と共に読み，その上で，自分

でも提言文を書きます。 

さらに，その経験を生かして第二段階として

「北海道遺産函館山からの提言」を行うことで，

より確かな力へとします。 

 

 図１ 北海道遺産である函館山で調査活動を行う様子 



実践のここに注目！  

 視点１：資質・能力の育成を支える学びの文脈  

 

 五年生国語の教科書（下）の「世界遺産 白神山地からの提言」は，文章や資料を比べて読み，提言文を

書くという単元です。現在の国語科に求められている力に対応して，よく考えられている教材文だと人気が高

い一方，研究会等で行われる現場の先生方の意見交流場面では「資料の読み取りがむずかしい。」「文章が硬

くて子供たちにとってハードルが高い。」「白神山地に興味をもてない子供に提言文なんて考えられない。」

などの声も多く聞かれます。 

この教材文は２つの白神山地について書かれた文章と６つの白神山地に関する情報資料で構成されていま

す。それぞれ違う筆者による「ブナの森が支える豊かな自然」「白神山地の自然保護-『緩衝地域』の役割-」

で始まり，資料１；地図「白神山地の位置と世界遺産登録地域」，資料２：「入山届書の例」，資料３：「新

聞記事より」，資料４：グラフ「暗門の滝をおとずれた観光客数の変化」，資料５：「白神山地を旅行した及

川颯人さん（５年生）の感想」，資料６：「白神のマタギ工藤光治さんへのインタビュー」で終わります。そ

れぞれが独立した資料ではありますが，一つ一つに自然保護と関連した情報が示されています。このようなス

タイルで説明文が教科書に掲載されることは多くはありません。 

もちろん，子供が自然保護に関して異なる立場「人間を自然に近づけないようにして守る。」「人間が自然

と関わりながら守る。」のどちらかの立場決め，資料から自分に必要な情報を取り出して提言文を書くだけで

もとても有効です。 

しかし，自然保護に対する考え方は，身の回りの自然に目を向けると身近な問題であり，「白神山地」の自

然保護を考えることを通して，自分の暮らしている地域の自然保護についても考えることができます。 

そこで，図２のように，２回目は地域の自然保護について提言文を書く活動を設定し，提言文の書き方をよ

り身に付けることができるよう，設定しました。 

函館山登山ボランティアの方から説明を聞く子供たちの写真 



 

  視点２：主体的・対話的で深い学びを保障する手立て  

【手立て１】単元のゴールとなる「提言」という言語活動の設定  

多くの子供にとって提言文を書くということは，初めての経験になります。教科書では例文が紹介されてお

り，書くときに注意することについても記載されています。しかし，書くことが苦手だと感じている子供にと

っては，若干ハードルが高いと感じてしまうことが予想されます。そこで，「白神山地への提言」を書く際に

ワークシートとして下の図４を用意しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ワークシート「提言メモ」の基になっているものは，教科書で紹介されている例文です。この例文を概ね満

足できる子供の文として考え，型として子供に提示することで，より抵抗感なく書き進められると考えました。 

 さらに，実際の提言文とどうつながるか理解するた

めに，教科書の例文を「提言メモ」に実際に書き表す

ということを 1人 1人が行いました。数分間の一手間

ですが，実際にやってみて「提言メモはそのまま提言

文になる」「説得力 UP技で少し時間がかかるかも」

という見通しをもったり，「これなら書けそう。」と

いう手応えを感じたりしていました。 

 このような支援を行うことで，単元が始まった時に

図３：ワークシート「提言メモ」 

図４「提言メモ」を使用しながら交流する様子の写真 



は「提言文は書けたらかっこいいけど，書ける気がしない。」「作文は何を書いたら良いかわからないから苦

手。」と不安感をもっていた多くの子供がスムーズに「白神山地への提言メモ」を書き，「よりよい提言メモ

をするためにはどうしたらいいか」という所に重点をおいて学習を進めていました。 

 また，この時期に学期の振り返り作文を書く場面がありました。「これって立場のところをどんな学期だっ

たかって書けば，提言メモの形で書けるよ。」「もしかしたら選挙の演説でも使えるかも。」「なんだかお得

な学習だね。」という子供同士のやりとりがありました。 

 「提言文」という言葉は大人でも難しい印象を受けます。とても壮大なものというイメージをもつ人は少な

くありません。子供ではあればさらに躊躇してしまうことでしょう。しかし，「型」を知ることでそのハード

ルは下がります。「型どおりに書くなんて。」という考えもありますが，一通り書いてみてできる場合はもち

ろんアレンジは可能です。 

 何よりもこの単元では「白神山地への提言や函館山からの提言を行うために，目的や意図に応じて，感じた

ことや考えたことなどから書くことを選び，集めた材料を分類したり関係付けたりして，伝えたいことを明確

にすることができる。【B ア】」を目的としています。そのためには，子供たちに型を提供することでより内

容へと目を向けて考えることができるのです。 

 

【手立て２】必要感のある対話的な学びを促す。 

多様な情報から自らの考

えや立場を明確にして交流

する話合い場面を繰り返し

設定し，考えの根拠が広が

ったり深まったりする経験

を通して，立場や考えを明

確にする必要感や実感をも

つことができるようにして

いきます。 

 自分の論を支える根拠となる資料として使用するために，資料から読み取れることを書き込むことができる

よう，教材文が印刷されたプリント図５を用意しました。資料から示すことができる事実をより多く見つけて

いくことは，２つの白神山地について書かれた文章を理解したり，自分で提言文を書くときに根拠としたりす

る際に役立つさらなる資料となることにつながります。また，事実から導き出される解釈は提言文を書く際に

論を強める効果もあります。よって，より多く書き込むことが必

要です。 

この学習が始まった時には，限られた時間であること，自分が

読み取った事実に自信がもてなかったり，表現の仕方に悩んだり

したりして，最初からたくさん書き込める子供はほぼいません。

しかし，小グループで交流することで，友達や自分の見つけた事

図６：中交流カード 

図５ 子供が使用した教材分が印刷されたプリント 



実を交流することで，驚くほど書き込みが増えたり，より詳しい記述になり質的にも高まったりしていきます。

図６は全体での交流時に子供から出た意見を拡大印刷したプリントにまとめたものです。小グループからさら

に全体で交流することで，自分が書き込んだ部分と同じ場所でも違うことに気が付いていたり，同意見が重な

り疑いが確信に変わったり，思いもよらぬ方向からの意見を得たりしていきます。子供は，より多くの人と対

話することが，自分の論を支える根拠となる資料が充実することを自覚し，より積極的に相手を求めていきま

す。 

提言メモを書く場面でも読み手を意識し，「始め－

中―終わり」で構成する提言メモの中で，「中」につ

いて注目して学習を進めることができるよう，下の図

６「中 交流カード」を使った交流を行いました。 

自分の提言に漠然とした不安をもっている子供も，

書いたことだけで満足してしまっている子供も交流前

にはいました。 

意見と事実（根拠となる資料）のつながり，資料の

抜き出し箇所の適切さ，納得できる意見か等に着目し

た内容の交流カードを使用することで，友達に具体的

に指摘してもらうことで改善のポイントがわかったり，自信につながったりしていきました。 

何よりも，何人もの友達の提言メモを読み，交流カードに記入していくことで，子供の「中の書き方」に対

する理解が深まり，より説得力のある提言メモを目指して推敲する姿が見られました。 

 

【手立て３】資料収集の補助として ICTを活用する 

函館山に関する資料収集の補助として iPad を活用しまし

た。調べる際にインターネットを使用するのはもちろん，自

分が調べた結果を一時的に保存したり，実際に函館山に調査

に行った際には紙媒体での保管が難しい動画や音声データ，

写真などを保管したり，必要に応じて確認したりしました。 

印刷してファイルに保管するとなると膨大な枚数となり，

その印刷をするデータを精選する時間や印刷する時間そのものも必要になります。データとして保管すること

で大幅に時間を削減し，実際に提言文を書く段階で改めて資料を見直して考えを整理するということができま

した。 

授業者からのコメント  

 他教科や領域とのカリキュラムの工夫  

「世界遺産 白神山地からの提言」を，自分が提言文を書くため読むという目的を設定しました。子供にと

って未知の文である提言文を書くためには，提言文とはどのような文なのか知る必要がでてきます。そのこと

で教材文への関心が高まる子供もいますが，それだけでは十分ではありません。 

図７ ｉＰａｄを使用して記録を撮影する様子 

図６ 中 交流カード 



そこで，身近なことと結びつけることで，子供たちが遠い世界のことではなく，親近感をもって文章や資料

を読み進めたり，意見をもつことができたりするのではないかと考えて，総合的な学習の時間と絡めて構想し

ました。 

総合的な学習の時間に４年生では「函館 PR隊」として函館の魅力を調べて発信する学習を行っています。

子供たちが函館空港に降り立った人々に向けて函館の魅力を満喫するコースを提示するという内容です。その

中で子供たちは「まつり・イベント」「歴史・文化財」「景観」「食・物産」などを取り上げていますが，「自

然」についてはまったく触れていません。 

そこで５年生では，「函館ＰＲ隊 自然編 函館山」として学習を進めています。調べを進めていくうちに

函館山の自然の豊かさ，そして現在の豊かな自然は２００年間かけて人の手で再生してきた結果であることに

気が付いていきます。それは，同時に函館の未来を担う自分たちが，これから何をどう願うかで函館山が変化

していくということも含んでいます。「どのように函館山の自然を守っていくべきか」というテーマで考え，

「函館に住む５年生の意見を言葉にして大人に伝えよう」＝「提言文にまとめよう」という方向に進んでいき

ます。 

加えて，総合の時間に，インターネットや文献，博物館の学芸員の方の講話，函館山で活動されているボラ

ンティアガイドさんと共に実際に登山，アンケート調査などを行って集めた情報から自分に必要な物を選び，

充実した資料で提言文を書くということができました。 

新学習指導要領においては，資質・能力の育成のためには，教科横断的な学習を充実することや，「主体的・

対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善を，単元や題材など内容や時間のまとまりを見通して行うことが

求められると示されています。学校全体として，教育活動の質を向上させ，学習の効果の最大化を図るカリキ

ュラム・マネジメントについて考えることは，大がかりなことではあります。しかし，それらの一端は日々の

学校生活で教師が捉えた小さな気付きである「点」が結びついたものであり，目の前の子供たちと離れたもの

ではありません。もちろん，ＰＤＣＡを重ねていくことでより充実したものになっていきます。ですから，一

つの教科の一つの単元の計画を考えた際の「こうしたらもっと，効果的に学べるのではないか。」という気付

きを大切にしていくことが，他教科や領域とのカリキュラムの工夫につながると考えました。 

  

  

 



図１ 友達と手記を交流している様子 

平成 29 年度 「主体的・対話的で深い学び」の授業実践例 

小学校５年国語科  

「登場人物の手記を書こう」 
教材：『大造じいさんとがん』（教出 5 年上）（全 11 時間） 

授業者  真田  武知    

実践のポイント 

 本教材は，四つの場面で構成されており，各場面には４年間にわたる大造じいさんと残雪の戦いが１年ごと

に描かれています。一つずつの出来事が詳細に描かれ，年ごとの出来事を積み上げていくという形式で物語が

展開されるために，時間の経過がつかみやすく，話の展開がわかりやすい構成になっています。 

また，大造じいさんの心理を描き出す細かな行動描写や秋の空や日の光を中心とした情景描写，仲間を助け

るために戦う残雪の巧みな描写は，子供たちを物語の世界に引き込んでいきます。 

こうした構成や描写に着目して読み進めることで，子供たちは登場人物の人物像や相互関係，心情の変化を

読み取ることができると考えました。また，登場人物の心情の変化について自分の考えをもち，友達と交流し

合うことで，読みを深めることができると考えました。 

本実践を通して，子供たちが見通しをもって主体的に学ぶことができるようにすること，さらに友達と対話

しながら自分の考えを広げることができるようにすることを考えました。そのために「学びのゴールとなる学

習活動」を設定しようと考えました。 

 

授業のねらいと展開 

実践のポイントを考慮して，「学びのゴールとなる学習活

動」を「登場人物の手記を書こう」としました。これは，物

語の中にちりばめられた登場人物の行動描写や情景描写に着

目し，登場人物の心情を読み取り，登場人物の心情に共感し

て手記を書く活動です。 

学びのゴールとなる活動を支えるのが，教材文「大造じい

さんとがん」を用いて「ゴールとなる学習活動」を行う第 2

次となります。第２次では，左の写真のように，書いた手記

を交流したり，読み取ったことを交流したりして，考えを広

げたり深めたりしました。 

第３次では，第２次の学習活動を生かし，自分で選んだ本の登場人物になりきって手記を書きます。本実践

のねらいを達成するために，この「大造じいさんとがん」での学習経験が，そのまま「学びのゴールとなる学

習活動」の学びにおいて，身に付けた資質・能力を発揮できるように単元を構成しました。 

 



図２ 本実践における「学びの文脈」のイメージ 

 

実践のここに注目！  

視点１：資質・能力の育成を支える「学びの文脈」  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

第１次では，既習の文学的文章教材での学びを振り返り，どのような教材をどのように学び，どのような資

質・能力を身に付けてきたのかを確認しました。その後，本単元では登場人物の心情や相互関係などを読み取

り，それを表現するためには，どのようなゴールを位置付けたらよいかを考えました。 

子供から，「登場人物になりきって心情を表現する方法として日記がいいのではないか」という意見が出た

ところで，「日記も良いが，手記はどうか」と提案しました。「手記は，登場人物が経験した出来事とそのと

きの気持ちを表現したもので，ブログのようなものです。」と説明すると，子供は「やってみよう！」となり

ました。そこで，「登場人物の手記を書こう」という学びのゴールを設定しました。 

手記を書く条件は「①登場人物が経験した出来事を書くこと」「②登場人物が出来事を通して思ったこと（心

情）を書くこと」の２点です。「大造じいさんとがん」は，大造じいさんが経験した出来事が詳細に書かれ，

行動描写や情景描写から心情も読み取りやすいので，手記を書くのに適した教材です。学びのゴール設定後，

ゴールに向かい「どのような学習が必要か」，「どのように学習を進めていくか」などを子供たちと一緒に考

え学習計画を立てて，見通しをもちました。 

第２次では，場面ごとに，大造じいさんと残雪の戦いの様子，大造じいさんの心情，残雪への思いを読み取

る学習を行いました。子供は，手記を書くという目的をもち，登場人物の行動描写や情景描写に着目して，登

場人物の人物像や相互関係や心情などを読み取ります。そして，読み取ったことや考えたことを交流します。 

第２次の学習を通して，育成すべき資質・能力である「物語の中の言葉や物語の展開などについて理解する。」

これまでの学

びを振り返り，

これからの学

びにつなぐ。 

学びのゴール

となる学習活

動に出合う。 

ゴールの学習

活動を行うた

めの学習を教

材文で行う。 

学びのゴール

となる学習活

動を行う。 

資質・能力の育成を支える「学びの文脈」 

これまでの文学的文

章教材の学びを振り

返り，本単元をどの

ように学んでいけば

良いかを考える。 

本単元では，「登場

人物になりきって手

記を書く活動に取り

組んでいく」という

見通しをもつ。 

登場人物の行動描写

や情景描写から，登

場人物の人物像や相

互関係や心情などを

読み取る。 

第２次で習得した資

質・能力を活用して，

自分で選んだ本の登

場人物になりきって

手記を書く。 

前に「物語の続きを

書いた」よね。今回

は，どんな学習をす

るのかな。 

今回は，手記を

書くのか。早く

自分の好きな本

で書きたいな。 

みんな大造じいさ

んの心情を，わか

りやすく手記に表

せているな。 

これまでの学びを

生かして，自分が

選んだ本で手記を

書いてみよう。 

【開始期】 

 

 

保障する手立て１ 

 

【展開期】 

 

 

保障する手立て２ 

【まとめ期】 

 

 

保障する手立て３ 



図３ 本実践における主体的な学びを実現する手立てのイメージ 
 

 

ゴールとしての学習活動を設定 

（登場人物の手記を書く） 

「登場人物の行動描写や情景描写から，登場人物の人物像や相互関係や心情などを読み取る。」「物語を読ん

でまとめた考えや感想を交流し，自分の考えを広げようとする。」を身に付けていくことができると考えまし

た。子供たちは，描写に着目して，大造じいさんの心情を読み取ることができました。読み取った後には，読

み取りを生かして，大造じいさんになりきって手記を書こうとする姿が見られました。学習を進めていく中で，

「友達の手記を読んでみたい。」「書いた手記を交流したい。」という声が聞かれました。友達との交流を通

して，意欲的に自分が書いた手記を加筆修正する姿も見られました。 

 第３次では，子供が好きな本を選んで，登場人物の手記を書く「ゴールとなる学習活動」です。子供たち

は，本を選び，出来事と登場人物の心情を読み取り，手記を書きます。早く書き終わった子供から自由に交流

し，全員が書き終わったら，班で交流しました。その後，他の班の人にも紹介したい手記を１つ決め，全体で

発表しました。全体で発表する際に，手記をただ読むのではなく，実物投影機を使い，見せながら発表しまし

た。互いの手記を見合い，感想を伝え合ったり，コメントを書いたりする姿が見られました。最後に，改めて

自分の手記を見直し，本単元を終えました。 

第２次で身に付けた力を発揮するとともに，「選書する力」や「感想を伝え合ったりする力」などの資質・

能力も育むことができました。学びの文脈を構築することで，第１次で高まった意欲を持続させながら単元を

通して学び続け，資質・能力を身に付けていく子供の姿を見ることができました。 

 

視点２：主体的・対話的で深い学びを保障する手立て  

【手立て１】  学習の見通しをもつことができるよう，「登場人物の手記」を書くという言語活

動を位置付ける 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「登場人物の手記を書く」という，「ゴールとしての学習活動」を位置付けることで，子供は登場人物の行

動描写や情景描写に着目して，登場人物の人物像や相互関係や心情などを読み取り，それを手記に表すことに

主体的な学びの実現 

学習の見通

しをもつ 友達の書いた手記を読んで

みたい！ 

ゴールまでの 

学習プロセスを共有 

自分の手記をよりよくした

いから，友達のコメントがほ

しい！ 友達との手記の交流や

全体での読み深めを受

けて，粘り強く手記を

加筆修正する。 



図５ 本実践における対話的な学びのイメージ 
 

 

図４ 手記を書いている様子 

写真６ ペアで交流する様子 

なります。子供たちは，読み取った大造じいさんの残雪への思いなど

を大造じいさんになりきって自分なりに表現していました。また「自

分の手記をよくするために，友達の書いた手記を読んでみたい。」「自

分の書いた手記を読んでもらい，アドバイスがほしい。」「自分の手

記に対する，友達の感想を聞きたい。」などと，友達の協力を得たり，

友達と一緒に学んだりしながら学習を進めることができました。 

さらに，学びのゴール設定後，ゴールに向かい「どのような学習が

必要か」，「どのように学習を進めていくか」などを子供たちと一緒

に考え学習計画を立てて，学習の見通しをもちました。学習の進め方がわかると，子供たちは自ら進んで学習

を進めることができました。 

子供たちから「Ａさんの『待ってろよ，残雪！』という表現の仕方が上手。」「Ｂさんの手記は，『次こそ

は撃ってやる。』など，大造じいさんが話した言葉も書いていてわかりやすい。」「友達と手記を交流したら，

書き直したくなった。」などの声や「早く自分の好きな本で手記を書いてみたい。」という声を聞くことがで

きました。また，友達との手記の交流や全体での交流を受けて，粘り強く手記を加筆修正する姿を見ることが

できました。 

 

【手立て２】  育成すべき資質・能力を育成するために，班や全体で交流する場面を位置付ける 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

一人で読み取った登場人物の心情や相互関係，出来事などをペ

アや班で交流し，さらに全体で交流することで読みを広げたり深

めたりすることができました。 

「Ｃさんが『大造じいさんは，がんをとるしかけを作るのに，

相当な時間をかけている。』と話しているのを聞いて，改めて大

造じいさんのすごさに気付いた。」 

育成すべき資質・能力の育成 

一人で登場人物の心

情などを読み取る 

読み取ったことをペ

アや班で交流する 

交流したことを全体

で交流する 

友達の意見を聞きたいな。 

なるほど～ 
そうかな～ 

物語を読んでまとめた考えや感想を交流し，自分の考えを広

げようとする。 

読み取ったことを生

かし，手記を書く 

手記を交流する 交流を経て，改めて

手記を見直す 



図７ 本実践における多様な表現に触れるための手立てのイメージ 
 

 

図８ 実物投影機を活用して手記を

発表している様子 

「大造じいさんが残雪を撃たなかったのは，仲間を助けたからだと思っていたけど，みんなの意見を聞いて，

残雪のいかにも頭領らしい態度に心を打たれたから撃たなかったんだという考えに変わった。」 

などの声を聞くことができました。 

また，読み取ったことを生かして手記を書き，手記を交流することで，自分の手記と友達の手記との共通点

や相違点に気付き，表現の幅を広げることもできていました。 

  

【手立て３】  能率よく多様な表現に触れるためにＩＣＴを活用する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３次で，子供が自分で選んだ本の登場人物の手記を交流する際に，

右の写真のように実物投影機を活用しました。実物投影機を活用する

ことで，手記の内容を聞き取るだけでなく，読み取ることができるの

で，内容が捉えやすくなりました。また，能率よく多様な表現に触れ

ることができ，表現の幅を広げることにつながりました。第２次でも，

実物投影機を活用していれば，より効果的に手記を交流することがで

きたと思います。 

 

授業者からのコメント  

「学びの必然性」を作り出すために 

今年度の教育研究大会の事後討議で「子供が主体的に学ぶには，学びの必然性をいかに作り出すかが大事で

ある。」というご意見をいただきました。本実践では，子供が主体的に学ぶための手立てとして，「登場人物

の手記を書くという学びのゴールとなる学習活動」と「学習計画を子供と考えること」を設定しました。登場

人物の手記を書くという活動は，本単元の目標達成につながる活動であり，教師にとっては学びの必然性があ

能率よく多様な表現に触れる 

実物投影機を活用し，手記を全員に提示する 

その本を読んでみ

たいな！ 

 内容がわかりやす

いな！ 

登場人物になり

きっているね！ 

そうやって書くと

いいのか！ 

全員が同

時に見ら

れる。 

表現の幅が広がる 



図９ 桐の子発表会で音楽劇「雪わたり」を 

発表している様子 

ります。 

また，子供たちは，これまでに取り組んだことがない「登場人物の手記」を書くという言語活動に興味を示

しました。大造じいさんになりきって，意欲的に手記を書くことができていましたし，単元全体の見通しをも

ち，学習に取り組めていました。第３次の「自分の選んだ本」の登場人物の手記を書くことに対して，興味関

心を高めていました。 

しかし，子供にとっては学びの必然性は，十分ではなかったかもしれません。「育成したい資質・能力」と

「子供の学びたいこと」に距離があると，子供は学びに切実感を持てないだろうと思います。 

子供が学びの必然性を感じるようにするには，「学びのゴールとなる学習活動の工夫」が必要だと考え

ます。「なぜ学びのゴールとなる学習活動がこれな

のか」ということが，子供の中で腑に落ちれば，子

供たちは主体的に学びに向かうことができます。そ

のためには，子供が切実感をもてる言語活動を学

びのゴールとなる学習活動にすることが有効で

す。 

例えば，図９のようにこれから学習発表会で劇発表

がある。そのために，「雪わたり」を教材にして，劇

発表を学びのゴールとなる学習活動とする。 

学校の図書室の利用者が少ないので，利用者を増やしたい。そこで，「雪わたり」を教材にして，ポップづ

くりを学びのゴールとなる学習活動にするなど。 

今後は，「育成したい資質・能力が子供の学びたいこと」になっていて，子供が学びの必然性を十分

に感じられるような授業を目指して研究していきたいです。 

必要感のある対話を生み出すために  

今年度の教育研究大会の事後討議で「対話的な学びを深い学びにつなげるためには，子供が対話をする必然

性を実感することが大事である。」というご意見をいただきました。確かに，子供が「友達の考えを聞きたい」

「友達と交流したい」という思いをもったときに，対話の場を設定することが，学びの質の高まりにつながり

ます。今後はこれまで以上に，授業づくりの際に「どのような課題・発問・展開が子供の『交流したい！』と

いう思いを引き出せるかを考えていきたいです。 

 

例えば， 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記のような課題を提示します。そして，子供から「先生，友達の考えが聞きたい。」「友達と相談し

たい。」という声を引き出します。 

・「多様な答えが出るような課題」 

→「大造じいさんは,なぜ残雪を撃たなかったのだろうか。」 

「残雪は，再び大造じいさんのところにやってくるだろうか。」 

「この物語が続くとしたら,どのような展開になるだろうか。」 など 



それで終わりではなく，交流したことについて「振り返る」ことが大切です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記のように，子供自身が対話のよさを言語化することで，「対話することの価値」を実感できるよう

になります。 

このような学びの繰り返しが，国語科で育成すべき資質・能力を身に付けた子供を育てることにつながると

考えます。  

Ｔ 「友達と交流してどうだった。」 

Ｃ１「友達の考えを聞くまでは，大造じいさんが残雪を撃たなかった理由がわからなかった

けど，友達の意見を聞いて，残雪のいかにも頭領らしい態度に心を打たれたから撃たな

かったんだということがわかった。」 

 

 

 

Ｃ２「大造じいさんが残雪を撃たなかったのは，残雪が仲間を助けたからだと思っていたけ

ど，友達の考えを聞いて，残雪のいかにも頭領らしい態度に心を打たれたから撃たなか

ったんだという考えに変わった。」 

 

 

Ｃ３「Ｄさんが，大造じいさんが話した言葉や行動描写だけでなく，情景描写からも心情を

読み取っていたので，自分もその視点で改めて読んでみた。すると，より大造じいさん

の心情が読み取ることができた。」 

友達と交流したことで，一人では解決できなかったこ

とが，解決できた。 

自分と異なる考えに出合い，考えが変容した。 

 

新しい読みの視点に出合い，読みが深まった。 

 



「主体的・対話的で深い学び」の授業実践例 

小学校１年国語科（書写）  

めざせ！ひらがなめいじん！ 

授業者  澤田  仁志    

実践のポイント 

 新学習指導要領では，内容の初めに，「知識・技能」が位置付けられました。そのことによって，知識・

技能を活用し，自ら考え，判断し，表現する力をはぐくむことを重視していることが明確になりました。書

写も文字という重要な伝達ツールを習得する重要な学習であることは，いうに及びません。 

 入門期の本単元では，文字学習の始めとしてひらがなの書き方を学習します。ひらがな一文字一文字の

「とめ」「はね」「はらい」「まがり」「おりかえし」「むすび」などの書き方や書き順を理解し，語句や

文の中で正しく書けるようになることをねらいとしています。また，拗音・促音といった小さく書く文字

と，句読点，かぎなどの書く位置と大きさを理解して，正しく書くこともねらっています。さらに，ひらが

なの表の学習において，終筆や送筆の書き方，書き始めるところ，書き順などの各項目を振り返り，書く力

の定着を図る単元を構想することが必要だと考えました。 

 書写は知識・技能を習得することに重きを置いた領域ですが，知識・技能もアクティブ・ラーニングを通

して身に付けることが効果的であると考えます。友達とどのように書くことで正しい文字が書けるのか考え

を出し合ったり，友達の文字のよさを見つけ，それを取り入れたり，文字の特徴をグループで考えを出し合

いながら見つけたりするなど，より子供が主体となり，対話をしながら学ぶ学習形態を意識した授業を構想

することが，これから求められていく書写の授業の一つの方向なのではないかと考え，本実践を構想しまし

た。 

授業のねらいと展開 

いうまでもなく書写のねらいは，「文字を正しく書くこと」にあります。

そのために，子供が，「姿勢や筆記具の持ち方」「点画の書き方や文字の形

などの特徴」「無理なく文字を書くための筆順」などの大切さに気付き，そ

こに着目しながら主体的に学習することができるような仕組みが必要となり

ます。その仕組みとして「学びのゴールとなる学習活動」を「めざせ！ひら

がなめいじん！」とし，子供が「めいじん」になるために，毎時間進んで正

しい文字を追究していく学習過程を構築しようと考えました。 

授業は，毎時間同じ流れで進みます。後段で詳しく述べますが，大まかに

は，「違和感のある文字の提示」→「課題の把握」「ただしく書くためのこ

つの交流」→「ペアでの添削のし合い」（図１）→「自分で書いた文字の添

削と仕上げ」→「学習の振り返り」という流れを繰り返します。繰り返すことで，学習に見通しを持ち，何

を学ぶかの課題を把握することができ，主体的に文字を身に付けていくことができると考えました。 

添削のし合い（図１） 



実践のここに注目！  

 視点１：資質・能力の育成を支える学びの文脈  

書写における一年生のひらがなの学習は，「覚えたひらがなを話すこと・聞くこと，書くこと，読むこと

の学習に生かす」「他教科での学習に覚えたひらがなを活用して，思考したり，表現したりする。」「伝達

ツールとして，ひらがなを積極的に使っている。」など，書写で身に付けた資質・能力を日常の様々な場面

に活用できるようになることを目的としています。つまり，子供たちにも「書写の学習をがんばって，字が

上手になると，どういうときに役立つだろう？」と投げかけ，学びの必要感をもたせることで，より子供は

目的を明確にして，主体的に学んでいくことになります。 

 

 

そこで，ここでは，今回の「ひらがなの学習」をどのように展開してきたのかを，学びの文脈に沿って紹

介します。 

国語の学習や書写の初歩の

学習で，ひらがなを学んでき

た子供たちに，ひらがなの成

り立ちを提示しました。（図

２）ひらがなを書くときのイ

メージをさらに明確にするた

めです。子供たちは興味津々

で，自分の名前の文字を確認

したりしていました。 

 
ひらがなの成り立ち（図２） 



本時の目標で，学ばせたかった

り，気付かせたかったりする部分

を，子供が違和感をもつようにあえ

て，字形の整わない文字を提示し

て，それを直す，自分で添削すると

いう流れにしました。 

ア，ワークシートの文字を自分で添

削 

イ，そのひらがなを書くこつを全体

交流（図３） 

ウ，見出したこつを使って，自分で

書く 

エ，文字を書く際にペアの友達の書

いている様子を見る 

オ，互いの姿勢や鉛筆の持ち方を指

摘し合ったり，文字を添削し合った

りする 

カ，自分で文字を書く 

この流れの中でも，なかなか難しいのが添削し合うことです。互いに添削し合うというのは，その子の主

観や文字を書く技能の差などによってかなりの個人差があり，友達の添削に満足できない子供も現れます。 

しかし，こうした学習を繰り返すことで，一年生の子供たちは，違和感のあるところに指導事項に沿って

気付くようになってきました。 

添削は，主観が混じっていたり，字形の整った文字を書けない子供もいます。しかし，この授業展開を考

えてからは，添削をするという言語活動や，文字の特徴を説明するという文脈に沿った言語活動が，書写の

学習に非常に有効に働いていることが，わかってきました。 

 

  視点２：主体的・対話的で深い学びを保障する手立て  

【手立て１】子供が意欲的に課題を解決できるような，発問の工夫や課題の提示をする 

子供が課題を解決していく必要感や必然性を感じながら，課題を追究していくことができるようにするた

めには，発問を工夫したり，課題提示を工夫したりすることが不可欠です。そこで，単元を通して「ひらが

なめいじんになろう！」という課題を提示しました。このことで「名人のポイント探し」という，課題をつ

かむ段階が毎時間繰り返されるため，自分で学習することを見つけることができ，より学びに主体的になる

と考えました。 

書写の学習でイメージがある「お手本通りに書きなさい」という指導ではなく，「どうすれば正しく書く

ことができるのか」と自分で考えて文字を書くことができるような課題提示が子供の意欲をさらに高めるこ

とになると考えます。さらに，あえて形の整わない文字を書いてどこが悪いのか，また何に気をつけて書く

とよいのか気付くことができるような発問の工夫も有効です。子供にとって難解な文字が，どうすると正し

く書くことができるのか，運筆の仕方や文字の形，マス目の効果的な活用方法など，様々な観点で考えるこ

とができるような発問の工夫も有効です。課題提示や発問の工夫をすることで，友達の考えを聞いたり，一

全体交流（図３） 

1時間の完成板書（図４） 



緒に話し合いながら考えてみたりするなど，対話的な学びも誘発することができると考えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発問や問題の提示の一例を紹介します。上の写真は，形の整わない文字（図５）を提示しているのです

が，その文字の気をつけさせたいところをあえて，子供が違和感を抱けるように，変形させて提示していま

す。そうすることで，子供は本時で学ぶべきところや課題を把握します。（図６）子供はお手本やこれまで

の文字経験をもとに，子供は，直すべきポイントを，全体交流しながら直していきます。（図７）その直し

ているところが，そのまま指導事項に直結するため，教師が「こう書きなさい」と教えなくても子供自ら

が，文字を書くこつやポイントを見つけて自分の書く文字に生かすことができるのです。 

左は，全体で交流しながら，子供たちが見つけた，文字を書くこつや

ポイントです。（図８）子供たちは，一年生らしい自分の言葉でまがり

やおりかえしを「カッキン」「ふわあ」と表現しながら文字を習得して

いきます。（図９ 図１６）この言葉をいいながら，身体全体で表した

り空書きしたりしながらさらなる定着も図ることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

形の整わない文字（図５） 課題の把握（図６） こつの交流（図７） 

文字を書くポイント（図８） 

身体全体で表す（図９） 



【手立て２】正しく文字を書いたり，文字の特徴を捉えたりするために，対話的な学びを必要とす
る場を設定する。 

友達と正しい文字の書き方について考えを出し合ったり，友達の文

字のよさを見つけ，それを取り入れたり，文字の特徴をグループで考

えを出し合いながら見つけたりするなど，より子供が主体となり，対

話をしながら学ぶ学習形態を工夫しました。（図１０）さらに，子供

同士が，教え合ったり，互いの書き方を交流したりするなど，自然と

対話が生まれるような場面設定も行いました。そうすることで，子供

自ら，文字の特徴をつかみ，より正しい文字を書くにはどうしたらよ

いか，考えを出し合いながら学ぶ姿が見られました。 

  

図１１は，子供が違和感のあ

る文字を自分で添削しているワ

ークシートの一例です。まず自

分で添削してみて，そのとなり

の空欄のマス目に改めて書いて

みます。（図１２）改めて書い

た文字は，自分で添削したり教

師が添削したりするのではなく，となり

の友達と交換して，添削をしあいます。友達の文字を添削するというこ

とは，自分の文字も添削されているということになりますから，子供た

ちは，大変丁寧に添削します。 

 この丁寧に添削するという行程が，その子の文字の定着をより確実な

ものにするのです。添削して返すときには，何か一つでいいのでアドバ

イスをして返します。自分の文字が批評されるので，子供たち

も真剣に耳を傾けます。聴き合う関係（図１３）ができあがり

ます。時には，お互いに「直したポイントが同じ」という出来事

も起こります。「人の振り見て我が振り直せ」のような，一年生

らしい可愛らしい場面がそこかしこで出会えるのは，対話的学び

を取り入れた良さとも言えるでしょう。 

 

 

 

 

 

教え合い（図１０） 

違和感のある文字の添削（図１１） 

ワークシート（図１２） 

聴き合う関係（図１３） 



【手立て３】正しい文字を書いたり，文字の特徴に気付いたりするために ICT を活用する。 

書写は，正しい文字を書く学習ですから，視覚で正しい文字や，姿勢，持ち方などを見せることは，大変

効果的です。しかし，教師が実際に黒板にチョークで文字を書いて字形などを提示することは効果的です

が，鉛筆やペンで書いている姿や，持ち方などは，教師が見せるのには限界があります。そこで，ひらがな

を実際に鉛筆を使って教師が書いている様子を実物投影機で見せたり，ひらがなの書き方の動画を視聴し，

形や文字の特徴について話し合ったりするＩＣＴを活用すること

が有効です。また，実物投影機の上で実際に書いてみながら，友

達とよいところや改善点について話し合うことができるような活

動も有効でした。図１４の写真は，映像を見ながら，空書きする

子供たちの様子です。 

 

授業者からのコメント  

 低学年の書写こそ，主体的で対話的な学びを！ 

 書写の授業は，言うまでもなく，技能を身に付ける学習です。で

すから，なんとなく，「静かな教室で一人一人が文字を書くことに

取り組み，練習をして，清書をして，提出する。」とか，「一人の

先生が 35人の子供たちに対して，一斉に授業を進めている」とい

う印象がありました。（常に楽しく書写の授業を進めている皆様は

申し訳ありません。）しかし，書写に限らず，どの教科において

も，知識や技能を身に付けることこそ，主体的・対話的な学習が必

要なのではないかと考えます。技能を身に付けるために，自分で考

えたり，友達と協力し合いながら探究したり，解決に向けて考えを

出し合うことが大切なのです。（図１５） 

そのようにして身に付けた文字を書く力を，他の教科で文字を書くときや，様々な生活場面で，紙や筆記

具を選んで，適切に文字を書くことができるように活用していくことが最終の目的となります。 

 書写・書道（習字）について考える 

 学校教育では，小中学校が「国語科『書写』」，高等学校が「芸術科『書

道』」となっており，考え方どころか，教科自体が異なります。学習指導要領

には，「各教科等の学習活動や日常生活に生かすことのできる書写の能力を育

成することが重要となる。（中略）さらに，文字や文字の集まりの書き方を基

礎として，筆記具を選択し効果的に使用するなど，目的や状況に応じて書き方

を判断して書くこと」とあります。また，毛筆を扱うことについても，「毛筆

による学習を通して点画や点画の書き方への理解を一層深めて書けるようにす

る。」「毛筆を使用する書写の指導は硬筆による書写の能力の基礎を養うよう

指導すること。」とあり，あくまで，日常生活で硬筆による文字を書く力を身

映像を見ながら空書き（図１４） 

友達と協力！（図１５） 

身体全体で！（図１６） 



に付けることが重視されています。 

 一方，書道は，「元気の良さを感じる」「力強さを表す」「伸びやかさを感じる」など，多様な美の学習

となります。つまり書写の学習では，これらの観点で評価をすることはありません。しかし，毛筆で学習し

ているときは，「書道」とか「習字」という言葉が使われます。習字は，いわゆる書道教室のイメージで考

えると，右のようになります。 

 こうした指導方法から脱却した学

習が書写です。書写は，基本的に自

分の文字をより正しくするために，

教科書のポイントと比べながら，自

分の文字はポイントをクリアしてい

るか，どのように修正していくとよ

いのかを考えて，解決していく課題解決の授業です。ですから，当然，評価も学習過程を大切にします。作

品作りは目的ではなく，あくまでも様々な場面で整った文字を活用することが目的となります。 

 書写で学習したことは，思い切り生活の中に生かされるはず… 

「覚えたひらがなを話すこと・聞くこと，書くこと，読むことの学習に生かしている。」「他教科での学

習に覚えたひらがなを活用して，思考したり，表現したりしている。」「伝達ツールとして，ひらがなを積

極的に使っている。」（※将来的には，筆順も正しく楷書で文字が書け，漢字の習得量も豊富な人。身に付

けた書写能力を様々に活用できる人。→例：領収証に素早く正確に，聞き取った名前や企業名を書くことが

できる人礼状，会議などの板書，様々なポスターなどのデザインなど，文字を工夫して書いたり，様々な場

面で活用したりできる人） 

 これは，私たちが，書写で育てたい資質・能力です。ノートやワークシー

トなど，どの教科においてもある程度まとまった文字量を書きます。書写の学

習で培った力はここでも発揮され，安定して正しい文字を書くことに生かされ

ます。 

図１７のように，書写のワークシートは，様々な大きさで書くことができる

ようにすると，より多くの場面で活用できます。多くの子供たちは，「もっと

文字を正しく，誰もが読みやすい文字を書きたい！」と思っています。そんな     

思いに応える書写の授業を作っていきたいと思い         

ます。 

①手習いによる反復練習で技術を高める。心も大切にする。 

 ②手本をそっくりまねる。 

 ③毛筆の作品をつくることが目的 

 ④評価する場面は書き上がった清書 

 ⑤静かに心を落ち着かせて集中する 

 

活用できるようなワークシート（図１７） 



平成２９年度 「主体的・対話的で深い学び」の授業実践例  

小学校６年社会科  

「★YOU★は日本をどうしたい！？」 

    ～新しい時代の幕あけ～ （全９時間） 
授業者  鎌田  尚吾    

実践のポイント 

 武士の世の中であった江戸が終わり，明治が始まると，様々な諸改革が

行われ，社会の仕組みや人の暮らしが変化していきました。本単元は，黒

船来航から大日本帝国憲法制定までの時代の変革を扱います。そのため，

子供たちが一つ一つの社会的事象の特色を相互に関連付け，意味を多角的

に考えることをより一層重要視しました。（図１） 

新学習指導要領における第６学年の内容(2)では，「我が国の歴史上の主な事象について，学習の問題を追

究・解決する活動を通して…」とあります。本実践では，人物の働きを取り上げながら，時代の変化に迫る

単元テーマや人物の働きを取り上げた１時間ごとの学習問題を設定し，自分事として価値判断することを大

切にしました。このことにより，子供たちが社会的事象等の見方・考え方を働かせながら，主体的・対話的

で深い学びを実現することができると考えたからです。そして，単元を通して獲得する概念のみならず，資

質・能力を育成することを目指し，実践を行いました。（図２） 

（図２）本実践のイメージ図 

（図１）子供たちの学びの様子 



授業のねらいと展開 

 本単元のねらいは，「武士の時代が終わる経緯や明治政府が目指した国づくりとそれによる社会の変化に

ついて追究・解決することを通して，日本が近代的な国家を目指して様々な改革を進めながら，西洋の様々

な文化を取り入れたことを理解することができる。」です。このねらいを達成するために，単元のゴールイ

メージ（見通し）とテーマ（考えていくこと）設定を大切にしました。（図３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１時では，時代の変化を確認し，単元のゴールイメージ（見通し）をもつことをねらいとしました。

（図４・図５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（図３）単元のゴールイメージとテーマ設定の流れ 

（図５）第１時の板書記録 

（図４）第１時の流れ 



 第２時では，人物の働きや思いに焦点化し，価値判断に迫る学習を進め，単元テーマ（考えていくこと）

を設定することをねらいとし，黒船来航の様子や目的について考えました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

そして日本の立場で，自分ならどのように判断するかを考え，下記のような意見が出ました。 

実際にも意見が分かれていたことや，日本とアメリカで結んだ「日米和親条約」「日米修好通商条約」に

ついても確認し，最終的な自分の考えを書きました。「人物の考えや思いは立場によってそれぞれ違

う。」，「他の人の気持ちも知りたい。」，「自分はやっぱりこう思う。」といった言葉をつなぎながら，

単元テーマ「★ＹＯＵ★は日本をどうしたい！？」の設定につなげていきました。（図７） 

・敵だとこわいけど，味方になれれば。 

・技術や文化が伝わるからいいのでは。 

・開国しないと何かされるんじゃないか。 

・勝ち目はないし，要求も言えない。 

 

・不公平だと思う。 

・日本に不利だからいやだ。 

・条件が少しでも変わってほしい。 

・この状況では，開国に納得できない。 

 

（図７）第２時の板書記録 

（図６）第２時の流れ 

【開国○】 【開国×】 



第３時では，自分の思いに近い幕末や維新に関わる人物調べを行いました。第４時以降は，１時間ごとに

「★ＹＯＵ★」として人物を取り上げ，その人物の働きや思いについて考えたり，自分の考えと比較したり

する活動を行いました。本単元を通して，「もの」や「こと」を

「人の思いや願い」を通して学んでいくようにしました。（図８） 

 第３時以降の学びの具体的な取組については，後述します。 

 

 

 

実践のここに注目！  

 視点１：資質・能力の育成を支える学びの文脈  

子供の「学びたい！」の文脈として，人物の働きや当時の人々の思いを考えること，自分なりの価値判断

をすることを大切にし，単元を設定しました。また，資質・能力を育成するために１時間の問題解決を重視

し，１時間の中で，「問い」「追究・解決」「議論」を確実に行うこととしました。 

①社会的事象と出会い，人物の働きについて「問い」をもつこと 

②自分で考えたりお互いに意見を交流したりしながら，人物の働きや思いについてまとめること 

③人物の働きや思いについて自分はどう考えるか判断し，議論する 

といった１時間の学びの過程を，単元を通して積み重ねることによって，子供たちが思考力・判断力・表

現力等を十分発揮したり，新たな概念を獲得したり，関心をもちながら学ぶことができると考えました。

（図９） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（図８）子供たちの学びの様子 

（図９）本実践における学びの文脈イメージ 



  視点２：主体的・対話的で深い学びを保障する手立て  

【手立て１】課題解決の価値や期待を高める単元テーマの設定 

子供たちの課題意識と密接した人物の思いや願いに迫る単元テーマを位置付けたことで，追究することへ

の意欲や単元を通した課題解決の見通し，期待をもちながら主体的に学びを進めることができたと感じてい

ます。また，振り返りを単元テーマに対する考えを書く時間としました。「★ＹＯＵ★」は，①人物②自分

自身の２通りで考えることとし，①その人物がどのような思いだったか，②その人物の思いに対して自分

（現代人の立場で）はどのように思うかを毎時間書き，交流しました。（図１０） 

 

このことにより，子供がお互いに考えを比較したり，毎時間の学びの集積や単元を通した学習の成果・課

題を実感したりと，より主体的・対話的に学ぶことができました。（図１１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（図１０）単元テーマと振り返りスライド 

（図１１）第５時の振り返り 



【手立て２】調査を基にした気付きや考えの交流 

 本実践では，社会的事象の意味を考えたり，子供自身が選択・判断したりする

ことができるよう，人物の働きに焦点化した学習問題を毎時間設定しました。こ

れにより，子供たちは調べたことだけでなく，人物の思いや願いを考え，お互い

の交流を通して共有，比較，関連付けを行うことへとつながります。（図１１） 

１時間の終末場面には，人物の思いと自分の思いを比較したり，働きについて価値判断したりすることが

できるよう，心情メーターを活用しました。子供たちそれぞれの価値判断が可視化，共有化することで，自

然発生的に対話を生むことができました。人物の営みや思い，それによる社会の変化などについて理解を深

めた上で，「自分自身ならどうするか？」を考えることにより，考えを伝え合う・他者の考えを理解する・

考えにこだわる・考えを広げたり深めたりすることができました。（図１２） 

 

 

 

第３時には，自分の関心に合わせた人物調べも行いました。第２時で考えた「開国⇔攘夷」に，「佐幕⇔

倒幕」の座標軸も加え，自分の位置を示しました。新しい座標では，ほとんどの子が倒幕・尊皇派でした。

「過去を見ると，幕府よりも天皇中心の方が安定した。」「幕府は自分勝手だった。」「もう力がない。」

といった理由です。真ん中に貼った子は，「幕府も天皇中心もなぁ…。両方ともにはならないのかな…。」

と言っていました。その後，「自分の考えと近い人物を見つけて調べる」時間にしました。あえて，自分の

考えと違う人物を調べる子供もいましたが，あらかじめ自分の考えや人物の考えを知り，見通しをもつこと

によって，人物調べに対する子供たちの意欲を高め，スムーズに調べていくことができました。（図１３） 

 

 

 

 

 

 

 

（図１２）学習問題の設定と心情メーターの活用（第４時の板書記録） 

心情メーターの活用 人物の働きに焦点化した学習問題 

 

（図１１）子供たちの学びの様子 

（図１３）人物調べの流れ（第３時の板書記録） 



【手立て３】情報の整理や共有化のためのＩＣＴの活用 

 授業の開始期における本時の学習問題を設定する場面では，教師が作成したスライド資料を基に，前時の

学習を想起したり当時の様子をつかんだりしながら，「問い」をもつことができるようにしました。切り替

えが速い，児童の集中力を高められる，写真や図表が見やすいなど，ICT の利点を生かした効果的な資料提

示をすることで，多くの情報や資料の整理，共有化を短時間で行うことができました。（図１４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

既習内容の振り返り（倒幕運動や大政奉還など） 

既習内容の振り返り（戊辰戦争） 

（図１４）第５時のスライド 

学習問題に向かう情報・資料提示（戊辰戦争の舞台江戸） 

本日の★YOU★の紹介 



授業者からのコメント  

 「単元テーマ」は見方・考え方を働かせていくためのキーワード 

昨年度は，日本の食料生産や子供たちの食生活の在り方に迫る「未来の食を守る」という単元テーマを設

定し，単元テーマを解決するために，どうしたらよいか考える単元構想としました。 

今年度は，単元のゴールイメージを「時代の変化を追う」と子供たちがもった上で，「★YOU★は日本を

どうしたい！？」といった，ゴールに向かうための視点を単元テーマとして設定しました。（図１５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そして二つの実践を通して，単元テーマの２つの価値を再確認しました。（図１６） 

① 自分の思いや気付き，疑問が単元テーマとして位置付くことで，より自分ごととして主体的に課題を

解決していく。 

② それぞれの思考の広がりを調整し，課題を協同的に解決していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （図１６）単元テーマ設定のイメージ 

（図１５）昨年度・今年度の単元テーマ設定までの流れ 



今年度の実践では，「人の思いや願い，働きに迫る」ということが単元テーマで位置付いているため，子

供が社会的事象と出会った時,下記の例のように社会的事象等の見方・考え方を働かせることができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

参会者の方々からも今回の単元テーマについて，「歴史学習そのもの」「キャッチーでわかりやすい」と

いった意見をいただきました。見方・考え方を働かせながら，主体的・対話的で深い学びを実現し，子供た

ちの資質・能力を育成することが求められる今こそ，単元テーマの重要性を踏まえ，どのようなテーマにす

るか熟考し，子供と共有化していかなければならないと感じました。 

 

自分なりの価値判断にこそ・・・実証的な根拠を 

本実践では，心情メーターを活用することによって，人物の働きや思いについて判断し，立場が明確にな

り，自分の思いについて議論することができました。ただ，より資料を活用していくために，授業冒頭にお

いて，心情メーターを用いて人物の働きについて判断・議論し，それぞれの調査や調べる時間を設定した上

で，もう一度議論するということも考えられます。その際，「子供にこういう思考をさせたいから，こうい

う資料を用意する」といった教師のかかわりが必要です。 

第５時では次のような展開も考えられます。 

 

 

 

 

それぞれの立場から資料をみていくことで，自然と多角的に考え，学びを深めていくことにもつながると

考えています。 

社会科には，心情的な面と実証的な面があります。子供が憶測や情緒だけでなく，客観的に社会的事象を

見ていくことができるよう，資料を活用していくことが必要です。そうすることで，より議論が深まってい

くのだと考えています。 

 

 

◆「この人物の判断で，未来は…？」（時期や時間の経過） 

◆「この人物がしたことで他の場所では…？」（位置や空間的な広がり） 

◆「他の人物はどう思ったのかな？」（人々の相互関係） 

◇「比べてみよう！」「分類してみよう！」（事象を比較・分類） 

◇「この人物がしたことってつまり…」「まとめるとこんな思いだね。」（事象を総合）  

◇「この人物のおかげで，今の私たちに生活は…」（地域の人々や国民との関連付け） 

係）と自然に考え，「比べると…」，「つまり…」（事象の比較・分類・総合），「自分も…」

「自分なら…。」「この人物のおかげで…」（地域の人々や国民との関連付け） 

◯ 勝海舟の立場から，武士の立場，西郷隆盛の立場へ変換して判断させる。 

◯ 単元の中で人物調べを行った際に活用した座標軸によって分かれた４つの立場（尊皇攘夷派

など）に分かれて判断させる。係）と自然に考え，「比べると…」，「つまり…」（事象 



歴史学習から学ぶこと 

６年生の社会科の学習が始まると，「とても楽しみ！」「◯◯はいつ出てくるの？」といった声が聞こえ

てきます。そういった子供たちに応えるため，ついついマニアックな知識ばかり話し，歴史の流れがイメー

ジできていない子が置いてけぼりの授業（それはそれで，一部の子に興味関心を高めることはできると思い

ますが…）にならないようにしなければなりません。また，暗記物としての認識が未だ残っている社会科に

おいて，子供自身が自分なりの解決や追究を大切にしながら，学んでいく必要があります。 

第５時では，勝海舟の江戸無血開城について扱いました。その中で下記のようなやり取りがありました。

（図１７） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歴史を学ぶことは，今を知ることであり，未来を考えることだと考えています。「◯◯は，どうして起こ

ったのか？」を追究することにより，「それを踏まえて今がある。」「これから先，どうしていけばよいの

か？」の解を得ることが可能になります。つまり，歴史は私たちの未来を示唆する道しるべなのです。 

何より，今の歴史の定説が未来の定説というわけではありません。何が本当か，何が正しいのか情報を集

めて，判断するときに大切になるのは，やはり見方・考え方であり，今までに身に付けた資質・能力です。

単なる暗記ではなく，自ら歴史を探究する，発見していく過程を大切にできる子供たちにしたいと思ってい

ます。話し合う，交流する時に見方・考え方のどこに焦点化していくとよいか，単元を通してどのような力

が身に付いたのかなど教師が上手にリードしながら，歴史を学ぶ意義を捉え，歴史が好きな子供を育てると

いった大きな目標を実現していきたいと思っています。 

（図１７）第５時における子供のやり取り 



平成 29 年度 「主体的・対話的で深い学び」の授業実践例 

小学校４年算数科  

「計算のやくそくを調べよう」（全 8 時間） 

授業者  冬野  恒史    

実践のポイント 

本単元では，数量を表すのに（ ）を用いることや，乗除を用いて表された式を読み，表している事柄を

具体的場面に照らし合わせて理解できるように，数学的活動に取り組む機会を多く設定しました。 

具体的には，計算の仕方を図，式，言葉を使って表し，表現し合うことを大切にしています。 

また，一度に得られる情報量を制御し，数（式）で表すことの必要感を高めるために ICT を活用しまし

た。これにより，数学的活動の楽しさや数学のよさに気付くことができると考えます。 

授業のねらいと展開 

 本単元のねらいは， 

① 計算の順序にかかわる決まりについて理解すること 

② 四則に関して成り立つ性質について理解を深め，必要に応じて活用できるようにする。 

です。これを実現するために，以下の二点を重視しました。 

 

○ 問題文・式・図の関係を相互に理解できるよう，子供同士で説明しあう活動を多く設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 1 「問題文」「絵や図」「式」の相互の関係 



 本単元の導入では，買い物場面を一つの式で表し，その計算の仕方について学んでいきます。例えば教科

書の問題で言えば「はるなさんは，140 円のハンバーガーと 2１0 円のパンケーキを 1 つずつ買って，

500 円玉を出し，おつりを 150 円もらいました。このことをことばの式にあてはめて，1 つの式に表しま

しょう。」といったものです。 

 しかしこのままでは，問題文を式にする活動のみで，本当に場面を捉えているのか，見取ることは難しい

です。そこで，それらが外化されるよう，同じの場面で「式が 1000－（260＋290）になるようなお話を

作ってみよう」や「友達が作った式から，どのような買い物をしたのか説明しよう」と発問します。このよ

うな発問により，状況を説明すること，絵や図をかくこと，式化することなどを通して，本当に状況を理解

しているかを見取ることができます（図 1）。その後も見取りを通して，外化の機会をくり返し設定するこ

とにより「数量に関する基礎的・基本的な概念や性質を理解」（算数科の目標より）していたと捉えていま

す。 

 

○ 統合的に考えることができるよう，既習内容との比較をくり返し行う。 

 年度初めから自分の考え方について，様々な図や表を用いて説明する活動を行ってきました。本単元は，

計算の仕方を覚えることや利用（知識・技能）が中心で，教師主導の説明的な授業になりがちです。そこ

で，計算の約束について，どうすれば答えが求められるかという「処理の仕方」と，既習の内容（図 2・

３）を活用して，どのように（統合的・発展的に）考えれば解決できるかという「問題解決の仕方」の両方

を理解し，表現する活動を大切にしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 第 2学年「かけざん２」より 図 3 第 4学年「ちがいに気をつけて」より 



実践のここに注目！ 

 視点１：資質・能力の育成を支える「学びの文脈」  

 ○ 子供の思いや願いと単元の目標を一体化して，互いに共有する。 

 

 

 本単元の導入で，買い物場面の問題を解きながら，子供たちは多様な式を表現し，その良さについて説明

する活動をしました。表現の比較を通して，「一つの式で表すよさ」「計算の仕方（既習内容）の確認」な

どを行い（子供の実感による「学びの文脈」），本単元の目標を「一つの式で表して，①すばやく計算しよ

う。②場面を説明しよう」（教師の「学びの文脈」との共有）としました。 

 単元の学びでは毎時間，数学的な活動のたびに，この目標を確認・共有することで，子供たちは学びの価

値や期待を感じながら，主体的に学び続けることができました（図 4）。 

 

 視点２：主体的・対話的で深い学びを保障する手立て  

【手立て 1】 課題解決の「価値」や「期待」を高める「発問の工夫」をする。 

  算数の授業において，「教えるべきは教え，考えさせるべきことは考えさせる」という考え方がありま

す。この考え方が，「知識や技能の習得を目標とした授業においては，教師主導の従来の授業スタイルの

ままでよい」と勘違いされることがあり，結果としてその後の授業でも子供の学びが「主体的・対話的で

深い学び」にならないということをよく耳にします。 

  この考え方の根底にあるのは，子供の「学び」のためにということです。子供が主体的・対話的で深い



学びをしていくため，子供の必要感の下に「教える」ことが大切であることは，「これまでと変わらな

い」話であると言えます。そして，子供の必要感を高めるに，学びの「価値」と「期待」を高めることが

重要（図 5）です。 

 

 

 

 

 

 

  

一単位時間の導入では，数学的な見方・考え方を働かせて，事象を数学的に捉え，式で表すことにより解

決への見通し（期待）をもつことを大切にしました。これにより，自ら課題を見つけ，見通しをもちながら

主体的に学びを進めることができると考えました。 

 

 

 

【手立て 2】 「振り返り」においては，よさが実感できる体験を積み重ねる。 

また，振り返りにおいては，学習の成果（価値）を実感できるよう，本時で学んだ内容を基に，統合的・

発展的な考え方を用いる適応問題にくり返し取り組みました（図 6）。導入における見通しを基に出された

考え方を振り返ることで，学習する内容だけでなく，見通しをもって考えることや，解決へ向けた学び方に

ついても価値を見出していることが，振り返りの言葉から見取ることができました。 

 

 

【手立て 3】 

 

 

 

 

 

 

 

振り返りにおける 「簡単に表した式も，図があると考え方が伝わりやすいな。」   

子供の声     「今まで学習した移動算が使えるのにビックリした。他の問題でも使いたい。」 

導入における   「どんな風に分ければ，1つの式で表せるかな。」 

子供の声     「かけざんで表したほうが，わかりやすいし簡単だよね。」 

 

図 5 より主体的に学ぶため「価値」や「期待」を高める 図 6 適応問題において価値を実感する 

など 



【手立て 3】問題提示場面において，提示物が「消える」メリットを活用する 

 

  

 

 

 スライドや写真の提示は，子供の興味をひきつけるために大きな効果があります。一方，板書と違って残

らない（消えてしまう）ことが，デメリットであると捉えられることが多くあります。しかし，そのことを

逆に利用し，算数的な価値である「数理的に処理するよさ」の必要感を高め，学びを展開することができる

と考えます。 

 本時の導入では，ドットの数を「数える」には少なすぎる時間で提示し（図 7），まとまりで捉える必要

感に気付くことができるようにしました。これにより，本時の目標が明確になり，その後の学びもそのねら

いに沿ったものになりました。 

 

授業者からのコメント  

 単元の目標を確実に達成する（深い学びを実現する）ために，数学的活動を盛り込む。 

 

 

 

 

図 8 数学的活動を通して深い学びを実現する 

図 7 「消える」ことを利用した ICTの活用例 



  これまで附属函館小学校で取り組まれてきた「アクティブ・ラーニング」。その視点からの授業改善と

いう切り口から数学的活動を見れば，これまでも大切にしてきた 

  ① 子供が学びに主体的に取り組めるようにする 

  ② 事象を数理的に捉える力を育み，数理的に処理するよさに気付けるようにする 

  ③ 見通しをもち，筋道立てて考える力を育む 

  ④ 学んだことを学習や生活に生かそうとする態度を育む 

  ⑤ 統合的・発展的に考え表現する力を育む … 

 などであり，これはこれまで「育成を目指す資質・能力」として，私たちが目指していた子供の姿そのも

のです。これらが算数科の目標に明確に位置づくことで，主体的・対話的で深い学び（AL による授業）の

実現がそのまま，目標の達成につながるようになったと言えます。その目標の達成のために，数学的活動

があるというのも，これまでの算数的活動と変わりません。活動ありきで目標が達成できていない（活動

あって学びなしの）授業も，AL の失敗事例の中からたくさん見られます。算数科においても，深い学びが

実現されたかどうかは，目標の達成の成否によって語られるべきでしょう（図 8）。 

  そして次に考えられるのが，主体的・対話的で深い学びが保障される授業，つまり教科の目標が確実に

達成される授業のために，単元や評価内容によってどのような単元・授業モデルがありえるのかというこ

とです。単位時間の授業改善ではなく，まとまりや単元を意識した上で，算数科の見方・考え方を鍛え，

主体的・対話的な学びが促される授業の在り方について，今後も研究していきたいと考えています。  

 主体的・対話的で深い学びのために，子供との対話を見直す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9 より主体的・対話的な学びになる対話の例 

T ：この問題の式は 500-140+210 だね。 

C 複数 ：違うよ～。 

T ：なんで？だって 2 つの式（500-350 と 140+210）を 

1 つにしたらこうなるんじゃないの。 

C1 ：だって 140+210 を先に計算しなくちゃだめだよ。 

T ：ん？どういうこと？ 

C2 ：140+210 は「ひとまとまり」だから･･･。 

C3 ：あぁ（ ）を使って表すやつだ。 

T ：（ ）を使うの？ 

C2 ：そう。だから，式は 500-(140+210)です。 

T ：2 人はこう言ってるけど本当？ 

C4 ほか ：ひとまとまりで先に計算すれば，いいんだよ。 

T ：そっかぁ。じゃあ先生の式は間違っていたね。 

     正しい式は 500-(140+210)でした。 

C 複数 ：やった！ 
 

① 誤答をすばやく提示して， 

説明の時間を確保します。 

② 誤答の理由を提示し，つまずいている

子供の課題を焦点化します。 

③ 算数の言葉を用いた言い換えにより， 

より深い理解に向かいます。 

④ 根拠を明確にする活動で， 

批判的思考を育成します。 

 



最後に，算数科の導入において，とても身近で「主体的・対話的で深い学び」に大きく影響する教師の発

問の仕方についてです（図 9）。 

全国の AL 研究において，AL を妨げるものとしてよく紹介されたのが「教師の発言」でした。例えば， 

① 教師主導の文脈の無い「めあて」の提示 

② 必要感のない過剰な復習，ヒント 

③ 正解が出るまで繰り返される「他には？」という問いかけ 

④ 子供同士の対話を妨げる一部の子供と教師のみの対話 

⑤ 子供の発表後に，教師が全て説明し直す 

などです。いずれも子供が主体的・対話的に学ぶ意欲を妨げていると言えます。②や⑤については，授業

改善において重要な時間的なロスも大きいと言えます。 

対話はたくさん（機会・時間）すればよいと言うものではありません。そこに質的な視点を加えることが

大切です。対話することの価値を実感し，それにより得るという経験を積み重ねることが大切です（詳しく

は「平成 28 年度研究のまとめ，2 年算数」をご覧ください）。 

そのためにはまず，教師自身の対話の仕方を見直すことも重要だと考えます。ある種「対話のモデル」と

して，教師が率先して間違ったり，勘違いした発言をしたりすることも，子供が対話的に学ぶために必要な

ことだと考えます。そしてその結果として，自分の考えを整理してから対話を通して学ぶことができるよ

う，粘り強く主体的に学んでいくこともあるでしょう。 

子供の力を伸ばすために何かを「させる」前に，教師自身の働きかけ方を見直

すことは，対話に限らず大切なことと言えるでしょう。 



平成 29 年度 「主体的・対話的で深い学び」の授業実践例 

小学校６年算数科  

「経営者の決断」（全 8 時間） 

授業者  神野藤  均    

実践のポイント 

算数科における見方・考え方は「事象を数量や図形及びそれらの関係などに着目して，根拠を基に筋道を

立てて考え，総合的・発展的に考えること」です。データの因果関係に着目して，根拠を基に筋道を立てて

推論し，その妥当性について批判的に考察することが，統計における深い学びなのです。ですから本単元の

目標を「代表値としての平均や散らばり，度数分布について理解するとともに，目的に応じてそれらを用い

て，統計的に考察したり表現したりすることができるようにする」と設定しました。 

代表値や資料の整理方法を学ぶ必要感を創り出すために，国語科「未来の自動車」を契機に総合的な学習

「モーターショーin Fusoku」に発展していく学習を構想しました。その中で，「算数科において統計を学

ぶ」という文脈を子供が自ら創り出すように，教師が単元をデザイン（図１ 単元のイメージデザイン）し

ました。日本の未来を予測してモーターショーを成功させるために，統計を学ぶという明確な目的意識の

基，子供は統計的に処理し表現する力を高めていきました。 

 
図 1 単元のイメージデザイン 



授業のねらいと展開  

 本単元の主要な目的は，前述のように統計的な処理や考察の力を伸ばすことです。よりよい指導過程を検

討するために，６社の検定済み教科書について分析しました。全ての教科書が，単元の前半～中盤はグラフ

のかき方を指導します。そして，２つの柱状グラフを組み合わせた人口ピラミッドを単元の終末に学習する

という，ほぼ同様の単元構成でした。つまり，単元の中盤までは，学習指導要領の「ア 資料の平均につい

て知ること」「イ 度数分布を表す表やグラフについて知ること」を主眼に，単元終盤は，「当家的に考察

したり表現したりすることができるようにする」を主眼においていることが分かります。 

 ここに２つの課題があります。 

① 単元中盤までは，子供は統計的処理を教師から教わり続けることとなる点です。数学的判断のプロセス

がなく，統計的処理を学習する目的が子供には必要です。 

② 単元終末の人口ピラミッドが難しすぎる点です。 

 そこで，本単元では，子供にとって学ぶ目的意識のはっきりした状況を設定しました。 

 

図２ ７月１９日の授業展開 

 図２のように，自動車産業への興味を喚起し，国語科と総合的な学習，算数科を関連付けて学習するよ

う子供を教師が導きます。子供は自ら学習計画を発案し，単元の大まかなデザインを全員で共有します。 



実践のここに注目！  

 視点１：資質・能力の育成を支える「学びの文脈」  

 

本単元の核は，３点あります。 

 

 

 子供にとって学ぶ目的が生まれるような文脈が必要だと考え，他教科との連携を模索しました。教育出版

の６年生国語科に「未来の自動車」があります。2050 年の未来の車について話し合う単元です。自動車産

業については，５年生社会科で，子供は既に学習しています。自動車会社は新車を構想し，発売までに一般

的に 6 年間はかかると言われています。工場建設などについても１～５年の歳月を必要とします。将来性を

見据えた設備投資が必須の産業なので，未来の正確な予測が必要となる産業です。本単元の主旨に合致する

のです。 

「データを基に 2050 年の日本を予測した上で，未来の車を構想すると，凄いことになりそうだ。」とい

う思いを子供がもつように教師が働きかけ，子供が主体的に学ぶ文脈を子供と教師が創り出すのです。 

 その予測の過程で，根拠として重要な役割を果たすのが人口ピラミッドです。商品は買い手を意識して作

られます。「どの年齢層をターゲットにするのか」をキーポイントに置くよう教師が働きかけると，子供は

必要感から人口ピラミッドを読み解き，推論すると考えました。 

【単元の開始期】 

単元のイメージをもつ 

【単元の展開期】 

基本的な学習内容の理解 

【単元のまとめ期】 

グラフの活用と統計的考察 

統計って大切なんだ！
経営者として問題を 
解決して，     
能力を高めていこう！ 

モーターショー
2050in 

Fuzoku を開く！ 

自分たち
の課題の
確認 

「主体的・対話的で深い学び」の展開による 

学びの 
見通しを
もつ 

代表値としての平均の理解 

柱状グラフによる考察 

人口ピラミッドを分析
統計的に考察する 

単元の学習を
振り返る 

統計的に予測した
ことと，現実はな
かなか一致しない
なぁ。難しい。 

【保障する手立て１】 

目的と文脈が 

明確な数学的活動 

【保障する手立て２】 

ＩＣＴを活用した問題提
示 

【保障する手立て３】 

ＩＣＴ活用による深い学び：
データを整理し，考えを説明 

私ならこっちの小屋を経
営すると思う。だって，
平均はこっちの方が多い
から。あれ？でも・・・ 

図３ 本単元における学びの文脈 

・ 子供が主体的・対話的に学ぶ文脈をどのように創り出すか。 

・ 数学的判断プロセスをどのように組み込むか。 

・ 上記２点に人口ピラミッドをどのように組み込むか。 



こうして単元のゴールであるまとめ期が確定しました。単元のゴールから逆算して単元を構想しました。

単元の展開期では，代表値としての平均や柱状グラフについて学びます。「あなたが経営するなら，どちら

の小屋ですか？」と子供に教師が投げかけて，それぞれの立場を明確にして活動するよう促しました。子供

は，それぞれの立場からデータを統計的に処理し，主張をしました。以上をモデル図にしたものが図３で

す。子供は，「現実の問題」を「数学の問題」として考えていくのです。このような過程がまさに「数学的

判断プロセス」（後述）なのです。 

 視点２：主体的・対話的で深い学びを保障する手立て  

【手立て 1】 目的と文脈が明確な数学的活動 

 

 

 

 子供にとっての学ぶ文脈を明確になるように，架空の自動車会社の社長を登場させました。タイムスリ

ップして，社長が新入社員だった頃，係長だった頃等に，課された問題を子供が自分の課題として解決して

いきます。社長の問題を解決していくと，最終的に自分たちのゴールである「2050 年の予測」につながっ

ていくという明確な目的を子供はもちます。数学的活動である統計的分析に子供は主体的に取り組むので

す。 

 

図４ 単元の展開期 



 

【手立て２】 ＩＣＴを活用した問題提示 

 

 

 平成２９年度全国学力学習状況調査の結果から，グラフの読み取りと説明の力が，全国的に低いことを教

師が提示しました。他の問題の傾向からも説明力が大切なことを子供から引き出します。そして，統計学に

ついて導入し，統計が企業において需要が高いことを知らしめて，本学習の必要感を高めました。（図５ 

単元の開始期） 

 このように，毎時間，ＩＣＴを活用して問題を提示し，必要な情報を簡潔に子供に与えました。子供は，

視覚と聴覚から問題場面を認知し，前時までの文脈から，見通しをもち，明確な目的意識をもって，学習に

向かえるのです。 

 

 

 

 

 

 

￥ 

図５ 単元の開始期 



 

【手立て３】 ＩＣＴ活用による深い学び：データを整理し，考えを説明 

 

 

 本単元においては，子供自身に単元の方向性を考えさせていました。子供は，日本だけではなくフラン

ス，韓国，スウェーデンの人口ピラミッドをそれぞれ分析し，日本の人口予測をしたいと希望しました（図

６）。子供は教師の意図した文脈の中で主体的に判断していきました。ここにおける主体的判断とは，子供

は気付かない教師の間接的な支援によって，教師が暗黙的に提示している選択肢から適切な道を選択するこ

とです。ですから，子供が主体的に判断できるように，子供の思考を方向付け，ある程度制限するように問

題場面を設定しています。 

教師は，子供の思いを事前に予想し，人口ピラミッドの簡易アプリを iPad 向け（図７）に作成しました。

iPad の表を操作すると連動して人口ピラミッドが変わります。子供は，人口の推移を視覚的に簡単に確認で

きます。人口ピラミッド自体の仕組みを理解し，時間経過と共に，若い年代が次第に上の年代に上がってい

くことなどに気付けるようにしました。 

 また，アプリやソフトは，個人やグループで考えを整理したり表現したりする際に，絶大な力を発揮しま

す。しかし，これまでのＩＣＴの問題点として，データ処理後の共有がありました。ネットワーク上で共有

図６ 単元のまとめ期 



したり全体の場で大型スクリーンに投影したり

する共有方法は，設備が整っていないと難しい

です。そこで，書画カメラとパソコンをつな

ぎ，ネットワークを介さずに iPad の人口ピラ

ミッドをすぐに印刷できるようにしました（図

８）。子供は，実際に，自分たちの考えた人口

ピラミッドをすぐに印刷し，更に加筆して説明

を加えて説明しました（図９）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図８ 書画カメラによる印刷 

図９ 印刷物への加筆・修正 

図７ iPadによる人口ピラミッド 



授業者のコメント  

 目的とした資質・能力を高める深い教材研究  

本校では，科学研究費の助成を受け，アクティブ・ラーニングが展開する算数科の授業の設計方法について

研究を続けてきました。これまでの授業づくりを整理したところ，図１０のようになりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shulman(1987)の「A Model of Pedagogical Reasoning and Action」を秋田喜代美(1997)は，

「教えることの推理と思考過程のモデル」に整理しています。秋田のモデルに基づいて，授業設計を整理

（図１）すると，上記のような５つの活動に分かれました。 

「Ａ．教材の理解」では,学習指導要領解説等による目標・内容の分析を行い,単元の教える内容を理解し，

先行文献により，教材の意義や概念の分析を進めます。そして,教科書の問題を子供の視点で解き,子供が獲得

する概念や手続きとそれに関わる既習事項を整理していきます。 

「Ｂ．指導案立案」では，教材の核となる部分の分析を行うために，6 社の検定済み教科書を比較して，

子供が理解し辛い点や困難に陥り安い点を明らかにしていきます。次に，どのような問題や活動が適切であ

るかを検討し,子供の理解の仕方に即して学習指導計画の立案・修正を行います。子供を具体的にイメージし

ながらシミュレーションし，子供の特性に合わせて学習指導計画を修正していきます。Ｂ①～④は進み戻り

を繰り返します。 

 

図１０ 



「Ｃ．授業の実施」では，ウェアラブルカメラによって，教師の視線から授業を記録します。 

「Ｄ．子供に対する評価と内省・省察過程」では，教師視線で撮影した映像を視聴しながら，気になると

ころで映像を止め，反省点や改善点などをメモしていきます。子供の悩む姿や手の止まる姿を目の当たりに

し,子供の理解し辛いポイントが明確になっていきます。また,子供の分かり方の傾向への理解も深まっていき

ます。 

このことにより，「Ｅ．理解の深化」が生じます。「Ｅ．理解の深化」によって「Ｂ‘リデザイン」で

は，教材の分析がより詳細になり，学習指導計画が修正されます。より具体的な子供のイメージに基づいた

シミュレーションにより，子供の特性に合わせて再調整し,次の「Ｃ，授業の実施」を迎えます。このように

「子供の理解過程に基づく教材理解」によって,子供の理解へ寄り添っていくこととなります。そして，

「B→C→D→E→B’リデザイン→…」と続く発展的循環過程により子供が主体的に学ぶアクティブ・ラー

ニングが成立します。 

 図１０に基づき，本単元「経営者の決断」も授業設計しています。 

 教材研究の実際  

① 学習指導要領解説等による目標・内容の分析 

 現行の学習指導要領と先頃発表された新学習指導要領の「Ｄ データの活用」に関わる文言を「対象」

「着目・見つける」「情報収集」「分類整理」「知る」「選択・判断」「表す」「考察」の観点から整理し

（別表：資料の調べ方に関わる学習指導要領の文言の整理）ました。新学習指導要領では，「Ｄ データの

活用」は中学校から「最頻値」「中央値」「階級」などの言葉も移行されるなど，大幅に増大しました。内

容も具体化されました。 

 特に重要視されているのは，現実の問題を子供が解決する道具として統計を活用するということです。

「目的に応じて」と何度も記述されており，かなり強調されています。図２の中でも【現実の世界】を強く

意識して「Ｄ データの活用」は指導しなくてはならないことが分かります。 

 ６年生では，「着目・見つける」「情報収集」の内容が新たに追加され，「表す」以外の全ての項目の内

容が具体化されました。特に着目すべき点は「対象」が「問題解決に関わるデータ」となっているところ

と，「考察」が「その妥当性について批判的に考察すること」になっているところです。 

 子供の現実の世界における問題を解決するという文脈の中で，統計的な問題解決をしていくことが求めら

れているのです。ですから，本単元は，子供が自ら問題意識をもち，課題を解決するために，データを求

め，代表値などを用いて自分なりの結論を表現することが必要です。そして，推論の妥当性について批判的

に考察しなければなりません。また，算数科における見方・考え方は「事象を数量や図形及びそれらの関係



などに着目して，根拠を基に筋道を立てて考え，総合的・発展的に考えること」です。従って，データの中

の因果関係に着目して，根拠を基に筋道を推論し，その妥当性について批判的に考察することこと，統計に

おける深い学びなのです。 

②先行文献による教材の意義及び概念の分析 

 日本数学教育学会「資料の活用」検討ワーキンググループ（以下，「資料の活用ＷＧ」と略）では，５つ

の提言をしています。「提言1 ： ドットプロットを小学校第6 学年で扱い，柱状グラフ（ヒストグラム）

を中学校第1 学年で扱う」「提言2 ：箱ひげ図に係わるグラフ表現を複数学年に位置づける」「提言3 ： 

テクノロジー利用を前提とした，ビッグデータや実データを扱う指導」「提言4 ：架空のデータを扱う指

導」「提言5 ： 数学的判断力を育成する統計指導」（松嵜昭雄他，2014）それぞれの提言に関わって様々

な実践や研究報告がなされています。とりわけ，提言5に関わっては，西村圭一らが総合的な研究（西村圭

一，2013）を行っています。 

 西村らは，社会的な文脈を設定し，子供がデータを統計的に分析・考察し，批判的に議論する教材を多数

開発している。 

 一方，平成 27 年度全国学力・学習状況調査の中学校 B（5）は「資料の傾向を的確に捉え，判断の理由を

数学的な表現を用いて説明することができるかどうかをみる。」（文部科学省，2015）を出題の趣旨と

し，正答率は 24％と極めて低い水準でした。学習指導にあたっては，「資料の傾向を的確に捉え，判断の

理由を数学的な表現を用いて説明できるようにする」（文部科学省，2015）とあり，やはり統計的推論の

能力を高めることが求められている。柱状グラフ自体も比較的平易なものに留まっていることから，難解な

資料やグラフを読み解くというより，判断の理由の説明にこそ，重きが置かれていることが分かります。ま

た，問題場面は，生活委員会が落とし物を減らすためにという文脈が設定されており，子供は柱状グラフと

表から考察することとなります。つまり，与えられた文脈に沿って考察したり文脈を創り出したりしていく

ことが重視されています。 

 

③教科書の分析 

現行の６社の教科書を比較（表１）しました。単元の前半は，グラフのかき方などを指導します。そし

て，全ての教科書が２つの柱状グラフを組み合わせた人口ピラミッドを単元の終末に教材として選択してい

ます。つまり，単元の中盤までは，現行学習指導要領の「ア 資料の平均について知ること。」「イ 度数

分布を表す表やグラフについて知ること。」を目的としています。そして，単元終盤は，学習指導要領の

「統計的に考察したり表現したりすることができるようにする。」を目的としています。 



単元終末の人口ピラミッドは，各教科書で扱い方に差が見られます。（表２：６社の人口ピラミッドの扱

い）区間が大きく，グラフへの補助線が多いほど，グラフは読み取り易くなります。 

ここに 2 つの課題があります。１つ目は，単元中盤までは，子供は統計的処理を順番に教師から教わり続

けることとなる点です。数学的判断プロセスがないのです。なぜ，統計的処理を学習するのか，子供にとっ

ての目的が必要なのです 

2 つ目は，単元終末の人口ピラミッドが難しすぎる点です。中学校の１年生の教科書にも 2 つの柱状グラ

フを組み合わせた人口ピラミッドは登場しないのです。前述した「資料の活用 WG」においても，柱状グラ

フは中学校に指導するよう提言している。従って，小学校６年生にとって読み取りやすいグラフに改善する

必要があるのです。 

 

 

 

 

 

 

表１：６社の人口ピラミッドの扱い 

会社名 大日本図書 学校図書 教育出版 啓林館 日本文教出版 東京書籍 

区間 5 才 10 才 5 才 10 才 10 才 5 才 

人口ピラ
ミッドの
構成 

男女別 

1950 年 

２０１０年 

男女別 

１９７０年 

２０１０年 

男女別 

1950 年 

２０１０年 

男女別 

1950 年 

1980 年 

男女別 

1960 年 

２０１０年 

男女別 

１９７０年 

２０１０年 

追加のグ
ラフ 

なし なし なし なし なし 人口変化と
予測の棒・
折れ線グラ
フ 

グラフへ
の補助線 

横軸 なし 縦軸 縦軸 縦横軸 なし 

設問数 ２ ３ ４ ２ ２ ４ 

 



 対話的な授業の実際  

 本時におけるグループ間交流の際のプロトコルです。Ｃ１のグループは，２０５０年の最頻値が男性は２

０代，女性は８０才以上になると予測しています。Ｃ２，Ｃ３は，Ｃ１のグループの考えを聞きに来ていま

す。なお，Ｃ１～３は，子供の発言。Ｔは教師の発言を表しています。 

① プロトコル前半 

C１：えっと、女性の方が、（2010 年のデータ見て）、女の方が年寄りが多いし。 主張の理由 

T：ああ、年寄りは・・、女性の方がお年寄りが多いからね。あー。はいはいはい。  受容 

C２：（80 才から）どこまでにすればいいの？ Ｃ１への質問   

C１：80 才からの女と、20～29 才の男       Ｃ１の主張 

C３：え、じゃあ・・・、なんで，女は 80 才からになるの？  Ｃ１への質問 

C１：２０１０年の３0 代が最頻値で，４０代も多い。        Ｃ１の説明 

C２：ああ、ほんとだ本当だ、多い。本当だ。             Ｃ１の意見に賛成 

C３：男の 20 代は？  Ｃ１への質問 

C１：えっと理由はね、１９７０，２０１０年の 20 代が、まあまあ、多いっていうのと、まだ生まれてい

ない・・・。   説明 

 Ｃ１が主張の理由を説明しています。Ｃ２～Ｃ３は，それに対して質問をしています。Ｃ１は，１９７０

年と２０１０年の最頻値の階級を根拠にしているように読み取れます。Ｃ２～３は，分かったように発言し

ていましたが，実際には，よく分からないという表情を浮かべていました。そこで，図１１との照応関係が

明らかになると，主張と根拠の関係がはっきりすると授業者は考え，図との照応を求める質問をしました。 

 

図１１：１９７０年と２０１０年の日本の人口ピラミッド 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



② プロトコル後半 

T：（アイパッドを操作しながら）どこ？どこがポイント？ここでいうと？  図との照応を求める質問 

C１：えっと・・。（１９７０年の２０～２９才を指し示す）    図を活用した説明 

T：ここ（2010）だったらどこがポイントなの？ 図との照応を求める質問    

C１：2010 年だと、40 歳のところ。     図を活用した説明 

T：40 歳のところ。ここ（2010 年の 40 代女性のグラフ）？  図との照応を求める質問  

C１：ここ。  図を活用した説明 

T：ここ。ここがポイント。これがあがってって多くなると。なるほど。     

 図との照応を求めたところ，１９７０年の２０～２９才が最頻値であることをＣ１は指し示しました。そ

して，「２０１０年の４０才のところ」と発言し，２０１０年の４０～８０才全てを手で囲みました。プロ

トコル前半の「Ｃ１：２０１０年の３0 代が最頻値で，４０代も多い。」とプロトコル後半の「Ｃ１：２０

１０年の４０才のところ」は，２０１０年の３０～３９才が最頻値だが，４０～８０才が合算される２０５

０年の８０才の方が２０５０年の７０～７９才よりも，多くなると主張していると分かりました。 

 このように，子供と子供，教師と子供が対話しながら学習を進め，必要に応じて子供の考えが明示される

ような手立てをうっていくことが大切だと改めて実感しました。 
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平成 29 年度「主体的・対話的で深い学び」の授業実践例 

小学校 3 年理科  

「音のひみつを調べよう」（全 5 時間） 

授業者  若竹  淳一    

実践のポイント 

 この実践は，次期学習指導要領第 3 学年「Ａ 物質とエネルギー」に（３）光と音の性質として，新たに

追加される内容を試行的に実施したものです。音にかかわる学習は平成 10 年改訂の学習指導要領より，中

学校 1 年生へと移行したため，目標や評価規準，単元計画は現行の中学校指導要領および平成元年版の学習

指導要領を参考にしながら作成しました。 

単元の最初に，音が出ているものは，必ず震えていること（振動）を共通体験する場を設定しました。こ

れにより，震え方の差異点や共通点を感覚的に捉えやすくなるのではないかと考えました。また，目に見え

ない音を可視化して捉えるため，オシロスコープを用いる等，ICTの利用にも取り組みました。 

授業のねらいと展開  

 この授業のねらいは，音の大きさや震え方，伝わり方等について，比較を基に，差異点や共通点を見いだ

して，音の性質についての理解を深めることです。 

 理科の学習では，単元の導入時に，子供たちから出される疑問を集約し，いくつかの「問題」を生み出

し，それらを解決していくという学習プロセスが一般的です。今回は，3 年生という発達段階を考慮し，音

楽室から楽器を持ち寄り，実際に音を鳴らすという共通体験の場を設け（図 1），そこから子供たちが調べ

てみたいことを「問題」として位置付けました。また，目に見えない音を扱う学習であるため，できるだけ

自分の体を使った体験的な学びを取り入れる展開としました（図 2）。また得られた結果から考えられるこ

とを，言葉や絵で伝えて交流するなど，思考力・判断力・表現力等を中心に資質・能力を育てていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

  図 1 楽器を自由に鳴らす体験           図 2 子供から出された調べたいことを「問題」とする 



実践のここに注目！  

 視点１：資質・能力の育成を支える「学びの文脈」 

 ○ 子供の思いと教師の願いを重ね合わせた単元構成 

 

 

子供が学びの連続性，必要性，関連性を自覚できる，教師は育成すべき資質・能力をイメージし，目標を

設定する，両者の意図を重ね合うような学びの文脈のある単元を構想します（図 3）。 

 

音という事象と出会い，共通体験をする中で，子供たちから調べてみたい問題が生み出されます。今回は

音の大小や高低，伝わり方などが問題として出されました。一方，教師も子供から出された問題をどのよう

に解決していくか，その方向性を共に考えたり，解決してほしい問題を提示したりします。このように単元

構成は，学習の 1 単位時間ごとに確認し，適宜修正がなされます。 

 

本実践で取り上げた音の高低については，新学習指導要領には含まれておらず，高度な内容になります。

ただし今回は，子供の思いを生かすことと，教師としては，3 年生理科において育成を目指す思考力・判断

力・表現力の中にある差異点や共通点を見つけるという力をより高めていくことを意図し，あえてこの内容

を取り上げることにしました。 

 

 



 視点 2：主体的・対話的で深い学びを保障する手立て  

【手立て 1】 身近な教材・教具を用いた体験的な学びの充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

音の学習を始めるにあたり，現行の教科書には記載されていないこともあり，子供たちの体験が不足して

いるであろうという実態は十分に予測できました。そこで単元の導入時に，身近な楽器を使って，音の出る

楽器は必ず震えていること（振動）に気付く体験をする場を設定しました。そして，この気付きを糸電話作

りにつなげていきました。糸電話はほとんどの子供が知っていたものの，実際に遊んだことのない子供も学

級の半数程度おり，活動の振り返りでは，糸電話をもっと聞こえるようにしたいという声が出されました。

そこで，材料や使用方法などを試行錯誤しながら，体験的に学ぶ機会を設けました（図 4）。 

 

糸電話の材料と使用方法と，変える   

べき点が 2 つあったため，教師が想

定していたよりも，時間がかかってし

まいました。しかし，毛糸や針金な

ど，振動しているものに直接ふれて，

その違いを体感するというよさが見ら

れました（図 5）。 

 

 

また，糸電話は 2 人で会話する道具であるため，2 人もしくはそのグループ内での試行や対話が自然発生

的に生まれました。振動を体感し，その違いを表現し合う様子が見られ，思考力・判断力・表現力等を育成

する上で有効な教材であると感じました。 

図 5 素材に注目したり，糸の張り方に気をつけたりしている 

図 4 糸電話の音をより伝わるようにするためには 板書記録 



次に音に関するおもちゃ作りとして，「回るヘビのおもちゃ」を提示しました。これは，声が紙コップに

伝わり，その振動により，モールでできたヘビが動

くというものです。最初のうちはヘビがなかなかよ

く回りませんが，しばらくすると，ヘビをとてもよ

く回す子供が現れます。すると，その子供の周りに

みんなが集まってきます。「どうすればいいの？」

「あ，音だ，音がちがうよ。」など，自然とその子

のおもちゃと比較して話し合い，工夫をする様子が

あちこちで見られました（図 6）。モールの工夫は

もちろんですが，音の大小と高低にも目が向き， 

次時へとつなげることができました。 

 

 【手立て 2】 考えを伝え，広げるための対話的な学び 

自分が体験したことや考えたことを言葉や絵でワ

ークシート上に表現し（図 7），それをグループ内

で交流することを基本に学習を展開しました。グル

ープ内で交流することで，友達の多様な考えにふれ

ることができます。その中で差異点や共通点に気付

き，「もしかしたら○○くんの考えの方が正しいか

もしれない」「この実験をすると，ぼくはこんな結

果になると思うんだけど，友達の考えは少し違う

な」など，自分の考えを修正して広げたり，見通し

をもったりすることにつながります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6 おもちゃを楽しみながら交流する様子 

音の大小について実験した子供のワークシート 

図 8  音の大小 板書記録             図 9 実験する子供たちの様子 

図 7 音の大小について実験した子供のワークシート 



具体的には，単元の導入時の音に対する気付きを交流場面で，音の大小と高低を混同しないよう整理しま

す。子供たち全員が共通のイメージをもてるよう，音の大小は音程が関係しない大太鼓や小太鼓で実験する

ことを確認します（図 8）。太鼓を強く叩いた時と弱く叩いた時を比較し，振動の違いをとらえることがで

きるようにします。 

また，太鼓の皮の手触りを振動と関連させながら表現したり，太鼓の上に紙等を置いたりして，音の大小

が可視化できるような配慮も行いました。子供たちは，太鼓の振動という体感と可視化された紙の動きを無

結びつけて，考えを伝え合うことができました（図 9）。 

 

 【手立て 3】 ICT の活用（活動をつなげる，音の可視化） 

 授業の中で，子供たちは予想や結果，振り返りをホワイトボードやワークシートに記入しています。それ

を教師が画像で記録しておきます。（上記までの板書記録等参照）この記録を適宜子供たちに提示すること

で，子供たちは単元の中で，現在どの部分を学んでいるのかを意識することができます。このことは問題解

決の手法を習得する上で有効な手段であると言えます。また，子供たちから出される振り返りによって，次

時の問題を変更することもあります。本単元では，単元の導入時に楽器を使って，音が振動であることを捉

えましたが，「他の楽器も同じように振動しているのか調べてみたい」という振り返りの声が多くあがりま

した。そこで，当初の計画にはなかった他の楽器や身の回りの物を扱う時間を 1 時間設定しました。このよ

うに，活動の中から出された子供の思いを受け止め，次時に生かすことで，学びがつながっていきます。 

さらに，目に見えない音を可視化し，振動の様子と合わせて発展的に理解するために，オシロスコープの

アプリを使用しました。3 年生段階ですので，体験を通して学ぶことの延長線上として捉えています。音の

大小と高低の違いを視覚的に捉えやすくなったと感じています（図 10）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 10 オシロスコープ画像（1オクターブ分違います） 上下は音の大小（振幅），左右は音の高低（振動数）です 



授業者からのコメント  

体験の中から生み出される思いを子供自身が認知することで，            

問題解決の流れが身に付いていく 

 

共通体験の場を保障し，その体験したことを根拠として考える，論理的な思考の入り口に立ってほしいと

いう願いから，今回の単元構成では，体験的な学びを多く取り入れました。（図 11）子供たちは日常生活

の中で様々な自然体験が不足しています。そこで，実際に音楽室の楽器を使い，自由に音を出す体験，糸電

話を自作して，より聞こえやすいものに改良する体験等，できるだけ子供が試行錯誤しながら考えたり，作

り上げたりするものを用意しました。 

子供は事象に出会うと今までに似たようなことがなかったかを考え，その事象同士や事象が起こる原因を

比較して，問題を見いだしたり，仮説を作り上げたりして問題を解決していきます。3 年生の特性として，

まだ感覚で物事を捉えてしまう傾向があります。実際に体験をし，視点を明らかにした比較を行い，問題を

解決していくという今回のスタイルが望ましいと考えています。 

 

 

 

 

 



 

問題解決の流れを身に付けることも重要なことです。新学習指導要領の目標に，「観察，実験などを行

い，問題解決の力を養う。」ことが示されました。問題解決の力を養う上で，「比較」という考え方が 3 年

生では大切にされています。しかし，3 年生が「比較」だけできればよいわけではありません。今回実践し

た音の学習の中では，音の高低を考える際に，「鉄琴のたたく強さはどうすればよいか。」が話し合われま

した。強くたたく，弱くたたくことは，前時までに音の大小で学習しています。「同じくらいのたたき方を

しないと比べられないよ。」という意見が出されました。これはまさに「条件制御」の考え方です。3 年生

だから条件制御しなくてもよい・・・というわけではないのです。子供たちに必要感さえあれば，このよう

な理科の考え方が生み出されていくのではないでしょうか。そして，このような体験を通して子供たちに問

題解決の力が身に付いていくのではないかと思います（図 12）。 

 

 



平成 29年度 「主体的・対話的で深い学び」の授業実践例 

小学校 2年生活科 

「とつげき！ぐんぐんたんけんたい！」（全 28時間） 

授業者  酒谷 明子・阿部 智   

 

実践のポイント 

本単元は，学校の周辺探検を通じて出会った人や場所に対して親しみをもち，これからの学校生活において

も自分から深くまちや人に関わろうとする子供の姿を目指しました。そのために，周辺探検を３回，視点を「場

所」や「人」に特化した探検を３回行いました。対象（美原のまち）に視点を変えて何度も繰り返し関わるこ

とを通して，それぞれの探検で個人が得た気付きを関連づけ，「学校が美原のある美原のまちには，こんなに

すてきなところやすごい人がいるんだ」ということを子供たち自身が気付いていくことができるように，それ

ぞれが探検で見付けた「ひみつ」をグループごとの「ぐんぐん地図」に表していく活動を取り入れました。そ

れをもとに全体共有しながら「ひみつ」を解決していくといった方法で気付きの質を高めていく活動を行いま

した。 

これからの学校生活において，自分からまちや人に深く関わろうとする

美原のまち・人
どんな場所があるの？ こんな人がいたよ！

みはらについてもっと知りたいな！

個の気付きを
関係付ける

すごい人がたくさ
んいるんだね

すてきな場所
がたくさんあ
るんだね！

気付きの
質の高まり

本単元における「資質・能力」を身につけた子供の姿（例）

・ 学校の周りにはどんな場所があり，そこで働く人々はどんな仕事をしていて，そこで生活する人はどんな人々なのかに
気付き，場所の意味や人の様子をもっと深く知ろうとしている。

・ 学校の周りにある場所や人々の様子について自分がわかったことやこれから知りたいことなどを友達と交流している。

・ 学校の周りにある場所や地域の人々の仕事・様子について友達とわかったことを伝え合いながら，わかったことを比較し
たり，分類したり，関連づけたりして活動を振り返り，次の活動への見通しを立てようとている。

・ 学校の周りの地域に親しみをもち，地域の人たちとより深く関わろうとしたり，活動を通して地域についてわかったこと
や思ったことを他者に伝えようとしている。

 

 

 

このような活動を通して本単元の終わりには，学校周辺のまちの人や場所に親しみをもつようになった子供

が，自然と学校で学んだ視点で自宅周辺のまちにも目を向けることができるようになると考えました。 

                               

 

 本単元のねらいは，自分たちで計画を立てて，身近な地域に出かけ，様々な場所を調べたり，地域の場所や

人との関わりを広げたりするとともに，地域に親しみをもち，人々と適切に接したり，安全に気を付けて生活

することができるようにすることとしました。 

授業のねらいと展開 

図１ 実践のポイントイメージ図 



そして次のような資質・能力を身に付けた子供を育成することを目指しました。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 これらを達成できるよう，本単元では次のような学習活動を展開しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本単元における「資質・能力」を身に付けた子供の姿 

 ・ 学校の周りにはどんな場所があり，そこで働く人々はどんな仕事をしていて，そこで生活する人はど

んな人々なのかに気付き，場所の意味や人の様子をもっと深く知ろうとしている。 

 ・ 学校の周りにある場所や人々の様子について自分がわかったことやこれから知りたいことなどを友

達と交流している。 

 ・  学校の周りの地域にある場所や人々の仕事・様子について友達とわかったことを伝え合いながら，わ

かったことを比較したり，分類したり，関連づけたりして活動を振り返り，次の活動への見通しを立て

ようとしている。  

 ・  学校の周りの地域に親しみをもち，地域の人たちとより深くかかわろうとしたり，活動を通して地域

についてわかったことや思ったことや考えたことを他者に伝えようとしたりしている。 

〇 美原の町の周辺探検をして，どんな場所があってどんな人がいるのか確かめる。（第 1～4時） 

〇 周辺探検を繰り返しして，わかった場所を地図に表す。（第 5時～１１時） 

〇 気になる場所やまた見に行きたい場所をみんなの「探検地図」に書き入れる。（第 12時）。 

〇 前時に書き入れた「探検地図」をもとに，みんなでまち周辺の探検に出かける。（第 13～14時） 

〇 もっとくわしく見てきたい場所はないかを伝え合う。（第 15時） 

〇 グループを作り，グループの「探検地図」に見てきたい場所や理由を書き入れ，次の学習の見通しを

もつ。（第 16～17時） 

〇 探検で使用するｉＰａｄの使用方法について学ぶ。（第 18時） 

〇 グループに分かれて場所ごとの探検に出かける。（第 19～20時） 

〇 探検してわかったことを交流する。（振り返り） 

【グループ内交流から全体交流へ】（第 21～22時） 

〇 グループに分かれて場所ごとの探検に出かける。（第 23～24時） 

〇 探検してわかったことを交流する。（振り返り） 

【グループ内交流から全体交流へ】（第 25～26時） 

○ 探検を振り返り，美原のまちのすごい人や好きな場所について全体で交流する。（第 27～28時） 
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視点 1：資質・能力の育成を支える「学びの文脈」 

教材と
出会う

学びの
見通しを
もつ

美原のまちの
周辺探検をする

わかったことを
書き入れながら
大きな地図を作る

グループを作って
気になることや
見てきたいことを
話し合う

グループで場所ご
と探検に出かける

わかったことをも
とにグループごと
の地図を作る

グループの地図を
もとにわかったこ
とを全体交流する

単元の学習を振り返る

【単元の開始期】
学校の周りを探検
しよう！

【単元の展開期①】
美原のまちを探検しよう！

【単元の展開期②】
美原のまちを場所ごとに探検しよう！

【単元のまとめ期】
美原のまちのすごい
人は誰だろう？

「主体的・対話的で深い学び」の展開による

１年生の時は，みんなで学校を探検してわかったことを地図にしたよ。
地図を作ったら学校に詳しくなったんだ。美原のまちも探検して地図を

作って，まちにくわしくなりたいな！

【】【】【】【】

【保障する手立て１】
必要感のある課題が設
定できるような発問と
振り返りの設定

【保障する手立て２】
必要感のある対話的な
学びを促す 【】【】【】【】

【保障する手立て３】
調べてきたことを画像で
共有できるようなＩＣＴ
の活用

 

 

 

前述のような子供の資質・能力を育成するために，「主体的・対話的で深い学び」を保障しなければなりま

せん。昨年度の研究でも主張してきたところではありますが，子供が学びの連続性・必要性を自覚しながら学

ぶ姿こそ，「主体的な学び」であると考えます。 

 特に生活科では，活動や体験の後に生まれた子供の「思いや願い」が次時の活動の課題となるような単元の

ストーリー作りをしていきます。子供の「思いや願い」が生かされた次時の活動は，子供たちにとって必要感

のあるものとなり，必要感があるからこそ，子供達は活動に没頭していきます。 

 しかし，子供の「思いや願い」だけに沿った学習では，「育てたい資質や能力」は育成されません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グループに分かれて場所ごとに探険 わかったことを交流 
実践のここに注目！ 

図２ 本単元における学びの文脈のイメージ 

単元の見通しをもつ＝主体的な学びへつなげる支援 写真 単元の見通しを持たせる板書



 

「育てたい資質や能力」が育成されるよう，教師の意図的な単元計画作りが必要不可欠です。ですから，生活

科では，教師の願いや意図＝子供の思いや願いとなるよう，対話や応答を通して子供たちと一緒に単元を作

っていくことが必要になるのです。 

 本単元では，「探検することを通してわからないひみつを解決し，解決の証として地図にあらわしていくこ

とで，美原のまちにくわしくなることができるようにしていく」，という一連の学習の流れを単元の始めに子

供たちと共に決め，学習の見通しを立てました。単元のはじめに立てた見通しを踏襲しつつ，一つの活動を進

めるたびに，子供たちと一緒に次の活動の課題や見通しをもつことを繰り返し行いました。 

 地図づくりを通して，子供たちは地図上に表したいけれど位置がわからなくてうまく表せないという段階

から，場所や人についてもっと知りたい，わかったことを地図に書き込みたい，という思いをどんどんふくら

ませて活動を進めていきました。 

 

視点２：「主体的・対話的で深い学び」を保障する手立て 

 

 

 

子供たちが自分たち自身の思いや願いから必要感のある課題を設定することができるよう，教師が意図的な

対話や応答をするといった発問の工夫をしました。 

 例えば，探検を進め，全体で大地図にわかったことを書き入れる活動が進んできた際，あえて「はてなボッ

クス」を地図上に提示し，子供の答えに対して問い返し，ゆさぶりをかけます。 

 

 

 

 

 

【手立て１】 必要感のある課題の設定と振り返りの設定 

写真 本単元における主体的な学びを保障するための手立て

Ｔ：「ここはなんだったか教えてくれる？」 

Ｃ：「わかる！わかる！交番だったよ！」 

Ｔ：「ほんとに交番だった？」 

Ｃ：「ほんとにそうだったかな…。」 

Ｔ：「ところで，地図にある，たくさんのはてなボックスがほんとはなんだったか自信をもって言えない

人が多いんだけど…。このままで地図はできるのかなあ？」 

Ｃ：「こんなにはっきりしない場所が多いなら，まだまだ探検して，調べてこないと地図は作れないよ！」 



 

このようなやりとりを何度か繰り返すうちに，子供たちは必要感をもって話し合うようになります。この必要

感から生まれたものが，次時の課題の設定なのです。 

子供たちが主体的に学びを進めていくためには，活動を振り返って個の気付きをグループで関係付けたり，

全体で関係付けたりすることが重要です。気付きの質が高まるためには，子供たち自身が「振り返り」という

活動をすることから次への課題を見つけることが大切なのではないかと考えます。 

 地図づくりがどんどん進むと，どこに何があったか，場所の名前は何なのかということは理解し，書き込め

るのですが，その場所や建物がお店なのか施設なのかということや，そこにいる人は何をしている人なのかと

いった疑問が生まれてきます。みんなで話し合って「知りたい！」という思いが高まります。グループや全体

で活動を振り返って，「みんなの疑問を解決しなければ！」という必要感が生まれ，次の探検ではどんなこと

を見てくるのか，または聞いてくるのかを整理することで，次の課題が設定されるというわけです。 

 下の写真は，場所ごとに探検に出かけ，その結果気付いたことを全体交流した際の板書です。同じ場所に出

かけても，子供によっては見つけたことや考えたことが違います。そのことを自覚化し，「また行ってみたい。」

「今度は〇〇さんが言ってたことを確かめたい。」などという思いが生まれます。また，違う場所に探検に行

った子も，「〇〇さんの言っていたことを見てきたい。聞いてきたい。」という思いが生まれます。そして，

再び探検に出かけたことで，個の気付きが関係づけられたことによって気付きが高まっていくのです。そのた

めに，このような振り返りを共有する板書が必要になってきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 学習の振り返りを共有するための板書

個の気付きが関係付けられた部分

全体の気付き・ 思いや願いがあら
われた部分



 

 

 

子供たちの中で，「話したい！」「伝えたい！」という思いが高まり，必要感のある対話的な学びが生まれる

手立てとして，以下の二つの手立てを講じました。  

 

 

 ① 探検グループと地図づくりグループを分ける 

これは，探検に行くグループと，探検に行って

わかったことを地図にしていく活動を行うグル

ープを別々のグループにしたということです。探

検に行くグループは行きたい場所が同じ人同士

をグルーピングし，安全面での管理という点も考

慮して少人数で（４名程度）出かけるようにしま

した。地図づくりグループは，各学級で日常的に

活動している学習班（３～４名）で行いました。 

 地図づくりグループの中ではそれぞれが違う

場所に出かけているので，もっている情報が違います。地図作りグループでは，探検に出かける前にそれぞれ

が「知りたいこと」「わからないこと」「聞いてきたいこと」「見てきたいこと」などをお互いに地図上にカ

ードに書いて貼り，調べなければならないことを可視化しています。ですから，ぞれぞれがグループの中でわ

かったことを報告して，調べてくることを貼ったカードのところにその答えを書くという作業が必要になり

ます。「ぼくは，はこまるずしに行ったけど，不二家のことは知らないんだ。知ってる人いる？」「私は不二

家に行ったよ！ケーキがたくさんあったよ。一番人気はショートケーキなんだって！」「へぇー，知らなかっ

たなあ。じゃあ，それを地図に書こうよ！今度はぼくも行って見てきたいな。」などという子供たち同士のや

りとりが見られました。 

【 手立て2】 必要感のある対話的な学びを促す

写真 本単元における対話的な学びを保障するための手立て

写真 場所ごと探検のグルーピングの際の板書



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，地図づくりグループの人数は最大 4 人なので，地図上に表すことができる情報も限られます。そこ

で，地図づくりグループの中での探検報告という形での振り返りだけでなく，情報を全体共有する振り返りの

必要性が生まれます。「地図を完成させるためには，たくさんの人にわかったことや聞いてきたことを教えて

あげなければならないね。」「たくさんの人からも教えてもらわないといけないよね。」という声が自然と聞

こえてきました。 

 このように，探検グループと地図づくりグループを分けることによって，「自分たちだけが知っている情報」

をお互いにもつことにより，「伝えたい！」「話したい！」「教えたい！」だけでなく，「教えてほしい！」

「聞きたい！」という思いも高まりました。 

 

 ② 「場所ごと探検」では，場所の変更を可能にする 

 ３回の「場所ごと探検」の中で，３回とも同じ場所でなければならない，ということではなく，それぞれの

探検で場所を変えてもよいということにしました。これは教師の側で，単元計画を立てる時に意図的に考えて

いたことです。これまでの生活科では，同じ場所に繰り返し探検に出かけ，気付きが徐々に高まることによっ

て場所や人への愛着が生まれるという考え方が根強くありました。しかし，今回は前述のような①の手立てを

講じることにより，対話的な学びが生まれることによって，友達からの情報を聞いた結果，「自分も行って見

てきたい。」「私も行ってもっとくわしく話を聞いてみたい。」という子供たちの声が出てくるのではないか

と考えました。場所の変更を可能にし，いろいろな子供がいろいろな情報を持ち寄り，グループ内や全体での

振り返りを丁寧に行うことによって，結果的には「美原のまち全体」に愛着をもつようになる子供の姿が期待

できるのでないか，と考えたわけです。 

 その結果，実際探検に出かけた後のそれぞれの振り返りでは，友達から聞いた情報から，「ぼくも美原町会

に行ってみたいな。」「私もさくらるーむ行って，そこに来る人たちの様子を見てみたい。」「友達の話を聞

いて，ほかにも知りたいことができたよ。」などという子供たちの反応がたくさん出てきました。 

 場所ごと探検で場所の変更を可能にすることにより，様々な場所に出かけた人が増えたことから，子供たち

の中で「やっぱりそうだったよ！」「自分で確かめたら，もっとくわしくわかったよ！」「本物が見られてよ

かったな。」という声がたくさん聞かれました。この言葉は，実感を伴った気付きの現れではないかと思いま

す。実感を伴った気付きが生まれると，自然と「伝えたい！」という気持ちも高まったように思いました。 

聞きたいこと・見てきたいことを
白いカードに書いて，地図づくりグ
ループの地図に貼る

見たり聞いたりして，わかったこと
を色つきカード（1回目黄色，2回目
ピンク）に書いて地図上に貼る

写真 グループごとの活動の様子



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自分たちが調べてきたことを自分たちで記録し，振り返りの際にも自分たちでその画像を見ながら振り返る

ことができると，より主体的・対話的な学びになると考えました。「手立て１・手立て２」のところでも述べ

ましたが，自分たちにとって必要感のある課題を見つけた時に記録し，それが他の人が知らないことである

と，誰かに伝えたくなりますが，言葉だけではなかなかうまく伝わりません。記録してきた画像そのものがあ

ると，画像を通してその時の心の動きや感情を思い出しながら，簡単に伝えることができます。ｉＰａｄで気

付きを伝えるという手段は，子供たちにとって表現活動の１つであるとも思います。探検時の様子を子供たち

が全体共有し，振り返りに生かすことで，「今度は○○を見てきたい。」「○○がどうかをみんなで試しにい

ってこよう！」など，次にやってみたいことを明確にすることができ，それが次の課題になると考えました。 

 実際にｉＰａｄを使って記録してきたことを語る時の子供たちの目の輝きは一段と光って見えました。

「あ！これ私たちが調べてきたことだよ！この神社は何のためにあるのかって思ったの！」「ああ，これね。

町会の近くにあったから，美原町会の青山さんに聞いてみたらわかるんじゃない？」「今度行って聞いてこよ

うよ！」などというやりとりが聞こえてきました。言葉だけで伝え合うことは難しくても，画像を使うと俄然，

やりとりが対話的になり，気付きが関係付けられていく様子がみられました。ＩＣＴを活用した課題の共有は，

子供たちの学びが主体的にも対話的にもなり，その２つがうまく作用して深い学びへつながる，１つの有効な

手立てであると言えるのではないかと考えます。 

ｉＰａｄの使い方を学ぶ 探検で調べたことをｉＰａｄに記録する

探検で調べたことをｉＰａｄを使って
振り返る

自分たちが調べてきたことを画像で全
体共有する

写真 ICT活用の様子

【手立て３】 調べてきたことを画像で共有することができるような ICTの活用 



また，ＩＣＴ活用については，新しい指導要領においても全ての教科・領域において新設され，効果的な活

用が求められています。今後も，活用方法や単元のどこでどのように扱うのが効果的なのかを考えていかなけ

ればならないと思います。 

 

 

【成果①】２学年間を見通した学習活動を設定することを通して，３年生の社会への接続を意識した空間認

識を育てることができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新学習指導要領では，「カリキュラム・マネジメント」がキーワードとなり，「児童の発達段階や特性を踏

まえ，2 学年間を見通して学習活動を設定すること」が一層重視されるようになりました。そこで今回の実践

では，1 年生の学校探検と 2 年生のまち探検の内容をリンクさせ，「地図づくり」を通して「3 年生の社会科

へとつなぐ」ことを意識しました。 

 1 年生の実践では，はじめに学校の白地図を提示し，みんなで探検してわかったことを持ち寄り，大地図

を作っていく活動を行いました。2年生の実践でも，はじめに学校周辺の白地図を全体に提示し，美原のま

ちを探検してわかったことを持ち寄り，大地図とグループごとの地図を作っていく活動を行いました。一

見，同じ活動をしているように感じますが，対象が学校内から学校周辺の美原の町へと空間が広がること

で，１年生の時のように簡単に地図づくりは進みません。１年生の時は対象が学校という限られた空間であ

り，教室から一歩外へ踏み出せばすぐ調べることができました。しかし対象が「まち」となれば，一度帰っ

てきて情報を整理していかなければなりません。この際に必要となる力は，3 年生の社会科の内容「観察・

調査したり地図などの資料で調べたりして，白地図などにまとめること」という知識・技能の力の育成につ

ながります。 

 子供たちは何度も探検を繰り返すことで白地図をどんどん調べてきたことで埋めることができるようにな

りました。更に学習を進めると，以下の写真にもあるように，地図を見て目的地にたどりつくまでのルートを

グループごとに決めることができるようになりました。これは調べてきたことを白地図に表すことによって

空間認識が鍛えられた姿だと考えます。この力は，2 年生のまち探検だけでは育むことが難しかったのではな

いかと思います。2 年間を通じて「地図づくり」という活動を設定することを通した成果の１つではないかと

考えています。 

授業のねらいと展開 

1年生「学校探検での地図づくり」 2年生「学校探検での地図づくり」

空間認識の広がり

地図作りで「3年生の社会科」へとつなぐ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【成果②】「探検をして地図を作る」という 2 学年間を見通した学習活動を設定することで，「１つの学び

方」を確かにし，「学び方を学ぶ」ことができた。 

成果①で前述した通り，空間認識が育っていない状態で「美原のまちの地図を作ろう」と課題を設定しても，

空間の把握が未発達な子にとってはとても難しく，2 年生の発達段階では地図に表すスキルの面でも壁にぶつ

かります。 

 しかし，1年生の時に「みんでなで力を合わせて白地図から学校の地図を作った」という経験のある子供た

ちです。課題設定の時から「ああ！学校を探検して学校にくわしくなった時と同じように，探検して地図をつ

くれば美原のまちにもくわしくなるよ！だから，みんなで地図をつくろう！」とごく自然に思いや願いがふく

らみました。活動が始まって，難しいことに何度もぶつかっても解決方法を教師から与えずとも，「一人がわ

かったことをみんなにお知らせすれば地図が完成していくね！」「わからないひみつにはひみつシールを使っ

たよね。」「どうやって解決したんたっけ？」「わからないことは人に聞けばいいんだよ！」「インタビュー

のしかたはどんなだった？」「それはね…。」というように，前に学んだ方法を今回の学びにも生かそうとし

ていました。これは「学び方を学んでいる子供たちの姿の１つである」と言えるのではないか，と考えます。 

 また，学校探検とまち探検とでは教材の広がりがあるので，出会う人々との交流や気付きの広がりも大きく

なります。2学年間を見通した指導計画によって，一人一人の対象への見方や考え方を広げ，思考力を伸ばし，

気付きの質を高めていくことにつながるようにしていくことが必要なのは言うまでもありません。 

 

【課題】成果②から考えられる「2学年を見通した学習活動」の内容を吟味していくこと。 

 今回の実践から見えてきた課題の１つは，やはり「カリキュラム・マネジメント」の必要性ではないかと考

えます。今回の実践では，２学年間の活動内容に連続性をもたせて指導計画を立てたことにより，一定の成果

が見えました。しかし，連続性をもたせる活動の中身については生活科の見方・考え方に沿って吟味されてい

かなればなりません。 

 例えば指導要領の内容項目（８）伝え合う活動で考えてみると，以下のようになります。 

 

 学年・大単元名 １年・みんないっしょに ２年・あしたへジャンプ 

  小単元名         家の名人さん                  家族へありがとう          

 伝えたいこと 

 

     家の人の得意なこと 

 

  家族の自分に対する思いとそれ 

  に対する感謝の気持ち 

さくらるーむに行くにはさ，２
つ行き方があるよね。中学校門か
ら出ると，交番を通ってから行く
ことになるから，おまわりさんに
も会えるよ。小学校門から出る
と，美原廉売と美原町会を通るこ
とができるから，たくさんのもの
を見ることができるね。どっちの
ルートにする？

写真 地図を見て， 探検のルートを決める様子



1 年生でも 2 年生でも家の人との関わりがあり，家の人を学校に招いた会を開く設定をしたとすれば，この

2 年間の活動を通して「伝えたいことをどんな伝え方で伝えるか」「学校に来てくれた家の人にどう過ごして

もらうか」といったことを 1 年生の経験を踏まえて，2年生ではより具体的にイメージをもって話し合いを進

めていくことができると思います。 

 内容（2）にある，「相手のことを想像したり伝えたいことや伝え方を選んだりすることができ，身近な人々

と関わることのよさや楽しさが分かるとともに，進んで触れ合い，交流しようとする」姿の現れが期待できる

と思います。 

 同じ内容に関わる 1 年生の時の子供の姿から 2 年生の時の子供の姿が，よりステップアップしたものにな

るように，2 年間を見通して教師が意図的に指導計画を立てることで，より子供の成長が促されるものになる

と思います。 

 このような 2学年を見通した学習活動を考えるときには，生活科の枠組の中で「季節に応じて単元と単元の

つながりを意識した配列」にする，「ストーリー性を重視して単元を連続する」，といった学年間の「つなぎ」

を考えることも大切です。 

 また，幼児教育とのつながり意図したスタート・カリキュラムのあり方や，スタート・カリキュラムとのつ

ながりを考えた各教科の単元の構成の方法なども大切な視点の一つです。 

 今回の指導要領の改訂では，生活科だけの指導計画の作成にとどまらず，低学年における教育の全体を視野

に入れ，生活科を柱にした低学年教育の教育課程を創意工夫していくことが求められています。これは，幼児

教育との接続という意味合いだけでなく，3学年以上の学習との接続という意味合いも含まれています。今回

の実践では，3年生へのつながりを意識しました。これからも 3 年生以上の学習との接続を考えていく必要が

あると思います。しかし，知識や理解の系統性にばかりとらわれることがあってはならないと思います。一見

同じように見える活動でも，学習のねらいはそれぞれに異なっているからです。社会科や理科，総合的な学習

の時間などとの違いや関連を理解しつつ，生活科のねらいを実現していくことを大切にしていきたいと考え

ています。 

 

 

 

【参考文献】 

  平成 29 年度版 新学習指導要領の展開 生活 明治図書  2017年 

  平成 29 年度版 小学校 新学習指導要領ポイント総整理 生活 東洋館出版社 2017 年  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成 29年度 「主体的・対話的で深い学び」の授業実践例 

小学校 6 年家庭科  

「洗濯は必要!!手洗いは必要!?～洗濯と環境と私～」（5 時間扱い）  

 C 快適な衣服と住まい (1) イ，身近な消費生活と環境 (2) 

（ 次期学習指導要領からは，B 衣食住の生活 (4) ア（イ），イ ）  

                                  授業者  安達  聡子  

実践のポイント 

便利で快適な生活を目指す時，環境保全との間で生じるジレンマがあります。今回の実践では，そのジレン

マを家庭生活で日々行われている「洗濯」を通して考えることで，適切な洗濯の仕方やよりよい生活について

も考えていけるようにしました。 

家庭科は，子供たちが自分の生活を見つめることが大切です。実践のポイントは，子供たちが自分の家庭生

活を見つめ直すきっかけとなる切り口です。時にはクリティカルに，時には葛藤することができるような話題

提示を心がけました。そうすることで，子供は課題を明確にし，学習に見通しをもって主体的に考え，必要感

をもって他者と対話をしようとします。このことが，深い学びにつながると考えたからです。 

私たちの行動は，社会とつながっています。それを実感することで，「自分にもできることがある」とい

う，家庭生活を営む一人として，よりよい生活を考え，目指すという姿に結びつくことを願って，授業を構成

しました。 

授業のねらいと展開 

本題材では，日々繰り返し行われている洗濯に目を向け，洗濯の必要性や環境に配慮した洗濯の仕方につい

て調べたり実践したりする活動を通して，現代における手洗いの必要性について考えるとともに，洗濯の仕方

を理解し，適切にできることを目指しています。 

このねらいに向けて以下のような題材構想を考えました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図１ 題材における学びの文脈のイメージ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私たちの生活では，洗濯機による洗濯が主流です。洗剤や洗濯機の商品開発が進み，衣服や汚れに合わせた

洗濯がコース選択で可能になっています。そのため，家庭において手洗い洗濯を施す頻度は減っています。し

かし，数年後，部活動の遠征でユニフォームを洗うことや万一の災害時に衣服を洗い，できるかぎり衛生的に

暮らすことを考えると，手洗いでの洗濯の仕方を身に付けておくことは必要です。また，今回は手洗い洗濯の

仕方だけでなく，洗濯によって生まれる環境問題などに目を向けながら，学習を展開することとしました。

様々な資料をもとに洗濯と環境について考えることや実践を通して，手洗い洗濯のよさや必要性に気付かせて

いきたいと考えたからです。そのために，現代の手洗いにおける洗濯の状況や洗濯をすることで生まれる環境

問題などについての資料を提示し，子供たちが自分の生活を様々な視点から見つめ直すことができるよう，問

題提起をしていくことを大切に題材を構想したり，学習活動を工夫したりしました。そうすることで，洗濯の

知識や技能だけでなく，環境に目を向けながら家庭生活をより快適にしていくにはどうすべきか考える力や，

それらと折り合いを付けながら生活をしていく心情をも育んでいくことができると考えたからです。 

実践のここに注目！  

 視点１：資質・能力の育成を支える「学びの文脈」 

本題材において目指す，「資質・能力」を身に付けた子供の姿は次の通りです。 

・ 洗濯と環境との関連を健康・快適・安全，持続可能な社会の構築など，様々な角度から見つめ，どうす

ることがよりよいのかを考えることができる。 

・ 学んだことを基に，汚れや洗うものに合わせた洗剤や洗濯方法で洗濯をすることができる。  

・ 洗濯について調べたことや手洗いの実践を通して，手洗いの必要性について根拠を明確にして説  

 明することができる。 

図２ 本実践における題材のグランドデザイン 

 



これらの姿を想定し，子供が目的意識・必要感をもって，主体的に学ぶことができるように，題材を貫く課

題を設定し，学びの文脈に沿った学習を展開しました。ここでは，具体的な学習の流れを紹介します。 

 

  

 

 導入場面で，洗濯機の写真

を基に，自分の家の様子を交

流しました。左の写真にもあ

るように，洗濯機の売り上げ

や環境に与える影響，安価に

手に入る洋服に関する資料を

立て続けに提示し，洗濯の必

要性について問いかけまし

た。（以下資料提示や教師の

発問については視点２をご参照下さい）子供たちは，５年生での消費者教育で学んだことや，生活経験，環境

に関する知識を活用して洗濯をしながら繰り返し衣服を着ることのよさなど，洗濯に対する自分の考えを出し

合いました。 

その結果，「気に入った服も大事に着たい」「環境にもいい洗濯の仕方があるんじゃないかな」という結論

に至りました。そこで，「服にも環境にもよい洗濯はあるのか？」という題材を貫く課題を設定し，「衣服

編」と「環境編」に分け，一つずつ解決していくという見通しをもちました。 

 

 

前時の学習で，洗濯でどれ

位の汚水が出るのか，また，

衣服を使い捨てで着た場合の

ことを考え，燃やせるゴミの

処分にどれくらいの費用がか

かっているかが知りたいとい

う声が出たので，資料を提示

しました。汚水については水

量よりも処理にかかる費用を

計算した方が，子供たちにとって洗濯と環境とのつながりを実感できたようです。本時は，課題の「衣服に優

しい洗濯編」です。昨年，洗濯表示が国際基準になりました。そのこともふまえて，洗濯表示の役割について

考えたり，環境との関わりに触れながら話し合ったりしました。子供たちは，「洗濯表示を守って洗うと，服

も長持ちするし，ゴミも減るのでは。」「水も洗剤も無駄なく使えそうだ。」「洗濯表示と環境のことをもっ

と考えてみたくなった。」など，本時の学びを振り返る姿が見られました。 

 

 

 

次は，洗濯と環境につ

いて考える学習です。こ

こでは，洗濯洗剤につい

て扱いました。洗濯によ

る環境被害の写真で導入

し，合成洗剤と石けん洗

剤についての資料を提示

し，「水にとって本当に

図３ 第 1時間目の板書 

図４ 第２時間目の板書 

図５ 第 3時間目の板書 



よいのはどれなのだろう」という投げかけをしました。 

子供たちは，用意した３種類の実物の洗剤のパッケージや補足資料から必要な情報を読み取り，これまでの

学習や生活経験などを関連づけながら自分の考えを明確にしていきました。「自然の力できれいになる洗濯せ

っけんがいいのではないか。」という意見と「合成洗剤であっても，洗剤を使いすぎることなく汚す水の量を

減らすことが水にはよいのではないか。」という意見がでてきました。この授業は，消費者教育に関わるとこ

ろでもあります。それぞれが，５年生で行った「目指せ 買い物名人」での学習や，これまでの生活で培った

自分の価値観をもって考えていきました。全体での交流の中で，「水のことだけを考えたら，せっけんかもし

れない。」「でも，洗濯は毎日するし，汚れを落とす効果も大事だよね。」というつぶやきが出てきました。

どの洗剤を使うにしても，「使いすぎない」ということが大切だということに子供たちは気付いていきまし

た。 

 

              ４・５時間目は，これまでの学習を生かして衣服にも環境にも優しい洗濯を実

践します。子供たちは，それぞれ持参した洗濯物を洗いますが，これまでの学習

を振り返るほかに，洗濯機での洗濯にかかる時間や工程を確認しました。一人一 

枚，各自持参した物を洗います。某家電メーカーの洗濯機，お急ぎコースの１０分を目処に実践することを提

示しました。そのことが，洗剤や水の使いすぎを防ぐという意識を高めることにも繋がると考えたからです。

洗剤をしっかりすすぐことは，衣服のためには必要であり，水を使いすぎないためにも洗剤は最小限にしよう

とする子供たちの姿が見られました。水と洗剤の量をきっちり量る。一見手間のようですが，どの子も時間内

にすっきりきれいに洗い終えることができました。「１枚や２枚だったら，手洗いでも簡単にできるね。」

と，体験を通して手洗いのよさを実感することができていました。（授業者，猛烈に子供たちと関わっていた

ため，写真はありません。笑）                   

視点２：「主体的・対話的で深い学び」を保障する手立て                   

【手立て１】多面的に問題を見つめ，学習の見通しをもつことができるような資料提示 

まず，子供たちが普段何気なく見ている洗濯のことを様々な視点で見つめることができるような資料を提示

しました。各家庭における洗濯機の種類や効果，手洗いの必要性について考えるきっかけとなりそうな資料提

示です。そうすることで，子供は，洗濯について自分が知っていることと，事実との違い等に気付き，新たな

疑問や知りたいという思いをもつことができました。また，環境に配慮した洗濯の仕方や衣服に合った洗濯の

仕方に目を向けることができるような，洗濯表示や洗剤など具体的な資料提示も行いました。資料を活用した

導入や授業の展開期での資料提示の仕方を工夫することで，子供の主体的な学びを支え，家庭生活を支える仕

事と自分，環境との関わりに気付き，学習の本質にも迫っていくことができると考えました。 

 「環境にも服にもよい洗濯はあるのか？」という題材を貫く課題

に対して，子供たちに節水・時短効果の左の資料を提示しました。

そこから，子供たちは，水の量の節約や，時短による電気代の節約

などを読み取り，洗濯機の種類に応じた長所と短所に目を向け，洗

濯と環境の関係について考察しました。                                                                      

 また，洗剤が環境に与える影響を学習した後に，洗剤濃度と洗浄

力のグラフを提示しました。このグラフから子供たちは，ある一定

の量からは，洗剤を多くしても洗浄力は変わらないことを読み取り

ました。そこから，洗剤量を多くすることは，洗浄力が変わらない

だけでなく，それだけすすぎの時間やすすぎに使う水の量が増え，

さらに環境に悪影響を与えることを考察しました。そこから，水を

汚さない洗剤はないのか，環境に優しい洗濯はどうしたらできるの

かという新たな疑問をもち，さらに学び続けていくことになったの

です。 
図６ 提示した資料の一例 



【手立て２】多様な考えを共有し，自分の価値観を明確にできるような場の設定と対話 

生活の営みに係るすべてのことは答えが一つではありません。だからこそ，私たちは自分の生活を見つめ何

をどのようにするのがよりよいのかを考えることが大切です。そこで，この学習では，子供たちが，自分の家

庭の洗濯の様子や知っていることや調べたことなどの情報を共有したり，学習しながら形成してきた友達の考

えと自分の考えを交流したりすることができる場を多く設定しました。また，自分の考えを明確にするには，

物事を多面的に見つめた情報や様々な考えを基にした深い思考が必要だと考え，グループによる学びの場や子

供の思考をゆさぶったり問い返したりする教師の言葉がけで，子供たちの深い思考を促しました。その積み重

ねにより，自分の価値観を明確にし，さらには，自分の新しい価値観を生み出しながら学ぶ姿が見られまし

た。ここでは，その一例を紹介します。 

 子供がもった考えに対して，

根拠を明確にしたり，自分の考

えをしっかりもたせたりするた

めに左のように言葉がけをしま

した。そうすることで，子供

は，二つの洗剤を改めて比較

し，自分の考えを明確にしよう

とし始めました。この教師の働

きかけは，子供の考えているこ

とを整理しつつ，より深く考え

たり，次の学びへの課題意識を

より深くしたりするための働き

かけです。 

 

 

 

子供が結論づけに悩んでいる

場面において，左のように言葉

がけをしました。そうすること

で，子供は，自分たちの考えを

より確かなものにするために，

いろいろな人の情報（考え）が

知りたくなり，友達の意見を聞

きに行ってより深く考えまし

た。この教師の働きかけは，子

供の悩んでいる原因を明らかに

し，他者の考えや価値観に触れ

させることで，自分たちの考え

をより広げたり深めたりするた

めの働きかけです。 

 

 

 

図７ 子供の思考を促すための働きかけ その１ 

図８ 子供の思考を促すための働きかけ その２ 



【手立て３】「見えないところを見る」ための道具として ICTを活用する 

家庭生活を支える仕事の多くは，子供たちが日中学校にいる時間や放課後の習い事の時間に済まされてお

り，わかっているようでわかっていないことが多いものです。ですから，実際の物を見たり，メカニズムを知

るために，映像教材を活用したりすることが有効です。そこで，ICTを活用し普段見ることができない洗濯の

様子を見たり，汚れの落ち方などの洗濯の仕組みを知ったりする学習を位置付けました。そうすることで，

「うちはどうなっているのかな？」「だから～だったんだ。」と自分の生活を見つめ直したり，「もしかする

と～した方が本当によりよいのではないか。」など，自分の考えを何度も問い直したりする子供の姿が見られ

ました。家庭科の視聴覚教材として，洗剤メーカーなどに問い合わせると，授業に効果的な教材を提供してく

れるので，ぜひ活用してみてください。 

 

授業者からのコメント  

家庭科の学習を通して深く思考する子供を育てる   

「部活動の遠征先でユニフォームを自分で洗うことがあるだろうな。」「バックパック 1つで旅に出て，こ

まめに衣服を洗う子もたくましい。」「災害時，電気が無い環境にあっても，自分で汚れた服を洗って強く生

きてほしい。」「遊んで汚してしまった制服を，怒られる前にこっそり洗うのも自立だね。」「ワイシャツの

襟の汚れを手洗いしてから洗濯する子がいたらうれしい。」「台所用ふきんを毎日洗って清潔に使うことがで

きるようになったら素敵だね。」 

このように，私たちは日々，「こんな実践的な態度や実践力を身に付けた子供を育てることができたらいい

な」と家庭科の授業づくりをしながら，数年後の子供たちの姿を想像しています。こうした時間は，とても楽

しく夢のある時間です。 

 そして，こうした時間の中で最終的にいつも行き着くのは，「子供が直面する課題に対して，深く思考し，

自分の意志で判断して，実践できるように育てていきたい」という思いや願いです。そのためには，「子供が

日常の家庭生活を意識したり，家庭生活での経験を基にさらに深く知ったり考えたりしながら自分が家族の一

員であることを実感する授業」で在りたいと考えます。 

家庭科は教科そのものに実践的・体験的な活動を通して学ぶという特質があります。家庭科の目標の「生活

をよりよくしようと工夫する資質・能力の育成」に向かうためには，この特質をなしにしての学びはありえま

せん。加えて，子供が課題に対して深く思考し，自分の考えをもって，実践していくことで，資質・能力はよ

り高まると考えます。そして，「活動がアクティブなだけではなく，頭の中をアクティブにすること」が大切

だと常々考えています。 

 これらのことから，新学習指導要領における学びを具現化するために，家庭科の学習を通して子供に「深く

思考させる」ことに重点を置いて研究を進めることにしました。今後は，「葛藤場面の設定」「子供が抱いて

いる常識を覆すような話題提示」など，子供が必要感をもって深く思考する学習をさらに構想していきたいと

考えます。 

  

  



平成 29 年度 「主体的・対話的で深い学び」の授業実践例 

小学校１年体育科  

「おに・オニ・鬼遊び」（全 8 時間） 

授業者  石崎  寿和    

実践のポイント 

新学習指導要領では，習得した知識や技能を活用して課題解決することや，学習したことを相手に分かりや

すく伝えること等に課題があること，運動する子供とそうでない子供の二極化傾向が依然として見られること

が指摘されており，その解決に向けて，体育の見方・考え方を働かせ，「生涯にわたって心身の健康を保持増

進し豊かなスポーツライフを実現するための資質・能力」を育成することが重視されることとなりました。 

そこで，本単元では，第 1 学年として馴染みのある

「鬼遊び」を学習内容として扱い，運動の知識・技能を

身に付け，友達との伝え合う関わりを通して，存分に運

動の楽しさに触れ，「できた」「楽しい」を実感できる

ことをねらいとしました。そのために，①③自分自身や

友達の動きを見て，自己の課題を見付け，粘り強く取り

組み，解決しようとすること。②ルールや場の工夫を考

えたりすること。①仲間とかかわり，こつを伝え合った

り，教え合ったりすること。 

以上の３つの手立てを設定し，敏捷性・巧緻性を伸ば

していき，子供たちは主体的に体を動かすことの楽しさ

を十分に味わうことができるであろうと考え，本実践を

構想しました。 

授業のねらいと展開 

 本単元のねらいは，「簡単な規則の鬼遊びを通して，周りを見て素早く動くことができるようにするととも

に，フェアプレイ（全力・ルール順守・相手尊重・安全第一）で，自分やチームのよりよい動きを選んだり，

協力して運動したりすることができる。」です。これを実現するために，「宝取り鬼」をメインゲームとして

置き，学習を進めていきました。「宝取り鬼」は，十分な運動量を確保できるとともに，ルールがわかりやす

く，勝敗もはっきりとつくため，ゲームとして子供たちの中に理解しやすいという理由でメインに据えました。

そして，学習を展開する中で，次の２点を重視しました。 

図１ 豊かなスポーツライフの実現に向けて 



 

 

 

 

 １点目は，本単元の導入の W―UP で，チームごとにサ

ーキットトレーニングを行い，動きの基礎を高めることと

しました。サーキットトレーニングは，メインゲームにつ

ながる基本的な動きを楽しみながら身に付けられるよう，

繰り返し活動できるもの，ゲーム性のあるものを取り入れ

たものにしていきました。（図２） 

いろいろな動きを取り入れることで，個人の十分な運動量が

確保されるとともに，チーム内で動きを確認しながら進めることが

でき，個々の技能の向上やチーム内での高め合いが生まれました。 

２点目は，ゲームを展開しながらチームごとに役割を明確化しま

した。明確にすることで，攻めるチーム，守るチーム，応援や審判

を行うチームがはっきりし，子供たちが互いに声を掛け合いながら

主体的に活動することができました。（図３） 

 

実践のここに注目！  

 視点１：資質・能力の育成を支える「学びの文脈」  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 場の設定や役割の明確化 

①敏捷性・巧緻性の高めることができるよう，場の設定の工夫や W―UP からグループでの活動を多く設定する。 

②単元を通して，子供に身に付けさせたい動きを明確にして学習活動を進める。 

図２ 敏捷性・巧緻性の高まる場の設定 

図４ 本単元における学びの文脈 



 学びの文脈の中では，「思考力・判断力・表現力等」を中心として，「運動や健康についての自己の課題を

見付け，その解決に向けて思考し判断するとともに，他者に伝える力」の育成を目指します。特に，他者に伝

える力の育成においては，子供が考えたことを積極的に伝えようとする学びが必要です。そこで，子供同士，

子供と教師による対話を本単元だけではなく，体育科の実践において大切に進めます。振り返りの場面やチー

ムでの話し合い，全体の場での話し合いにおいて，対話をもとに学習テーマや学習課題をデザインしていきま

す。（図４） 

 

 そこで，ここでは，今回の「鬼遊び」をどのように展開してきたのかを，学びの文脈に沿って紹介します。 

 

単元の開始期（出会い）は，子供たちの慣れ親しんだ鬼ごっこを行いました。今回は，タグを使った鬼遊び

を行うこととし，タグを渡したところ，自然発生的にタグを使ってタグを取り合うタグ取り鬼が生まれ，チー

ム対抗で勝敗がつくゲームを行えるのではないかという視点に目をつけていきました。幼稚園でしっぽ取り鬼

を経験した子供は行い方を教える姿さえ見られました。ここでも，子供同士の対話が自然と生まれたのです。 

 

単元の展開期では，チーム対抗のゲームを行う中で，子供の伝え合いを通して，「動きのこつ」を見つけて

いくことに重点を置き，全体の目標，個人の目標を設定し，課題解決に向けて活動していきました。そこで，

「こんな動きがあるのでやってみよう」という指導ではなく，自分の良かった動きや友達の良かった動きを子

供たち同士で見つけ合い，伝え合う時間を設けました。W－UP やゲームの中で，チームメイトや対戦相手の

動きを見ながら，自分たちの動きを紹介したり，「もっと宝を取るために，次は○○さんの動きの○○を使っ

てやってみたい。」「自分も○○さんの動きをまねしてみ

よう。」という，友達のよい動きを見て自分を振り返るこ

とができたりと，自己を高める意識が生まれました。もち

ろん，友達のよい動きを見つけるには，ともに十分な時間

運動し，交流する中で生まれます。ですので，振り返りの

際に，自己を見つめ，他者を認められるのです。 

そこで，運動する時間，振り返る時間を確保するために，

子供が自ら動くことのできる手立ても必要になってきます。

今回は，黒板やホワイトボードにスケジュールや役割を掲

示して，目で見て確認できるようにしました。（図５） 

振り返りの中では，よさを見つけるだけではなく，ルー

ル決めやコートのよりよい使い方を子供たちと一緒に決め

ていきました。簡単なルールはあらかじめ提示しておき，

授業が展開していく過程において，子供たちとの対話の中

図６ 対話的な学びが生まれる場の設定 

図５ 動きが見える掲示物の工夫 



で「こうしたほうがいい」「審判をしていて，ここが困ったので，こうしたほうがいい。」という意見が出て

きた際，それがフェアプレイとして成立するのかを考えて，全員で決めていきます。教師が対話のコーディネ

ート役（つなぎ役）となり，自分たちでよりよいルールをつくっていったことで，ゲームに対して意欲的かつ

内容の理解も早くなりました。（図６） 

 

 単元のまとめ期になると，「どのような動きのこつを使えば勝てるのか」ということを，体育の時間だけで

なく，休み時間などでチーム毎に話し合い，アドバイスし合うようになりました。そして，何度もゲーム形式

で練習していくことで，最終的には１年生段階でも，チームでの動きや役割を理解し，主体的に自分たちでゲ

ームを進めることができるまで成長しました。 

 このように，文脈に沿って単元を展開する中で，子供たちと一緒に考えながら学習を構築していくことで，

子供たちは，積極的かつ主体的に活動することができました。 

 

 

 

 視点２：主体的・対話的で深い学びを保障する手立て  

【手立て１】 より楽しく活動できる課題設定の明確化と振り返り活動の充実 

より楽しく活動するためには，できるようになるステップが大切になってきます。もともとできることをた

だやるのではなく，できるようになったと実感できる過程がより意欲的な活動につながっていくはずです。そ

こで，必要になってくるのが，課題設定の明確化です。授業を展開していく中で，子供たちから「宝取り鬼大

会を開きたい」というゴールイメージが出てきて，大会に向けてどのようなスキルアップが必要なのかを共通

認識していきました。そして，子供たちは，スキルアップには，『「動きのこつ」を使って宝を取るというこ

とが必要である』ということに気づき，自分の動きや友達の動きを見て，よい動きを試すようになりました。

ここでの課題は，「よい動きを見つけよう」→「よい動きをたくさん試そう」→「動きのこつを使って，宝を

たくさん取ろう」と変容していきます。子供たちは，宝をたくさん取るために，チームが勝つためにどうした

ら良いのかを考え，「次はこうしてみよう。」「この動きのこつを使って，宝を取ろう。」といった明確な目

標ができました。 

振り返り活動の場面では，「振り返りカード」を活用し，自己評価と相互評価の２点で振り返り活動を行い

ました。相互評価の「今日のフェアプレイヤー」を発表することで，ゲームの中で，友達やチームの良い動き

を見ることもできました。「○○くんのジグザグの動きが速くてタグを取れなかった。」「○○さんと○○さ

んが同時に分かれる動きがすごかった。」などといった意見が出てきたことで，振り返りの中から動きのこつ

を見つけ，自分の次の課題につなげることができました。次の学びへの意欲につなげるには，対話が必要不可

欠になります。本時の課題設定の場面や振り返りの場面，動きのこつを見つけていく場面，フェアプレイヤー

の発表の場面で，自己を見つめたり，友達を認めたりしながら，全体に伝えていくことで，学びの連続性が生

まれてきました。 



【手立て２】 対話的な学びが生まれる場の設定と教師のかかわり 

学習の入門期である１年生には， 

①子供と教師の対話と応答   ②子供同士の対話を生む働きかけ 

の２点を大切にしました。運動観察をしながら，対話を大切にし，課題を焦点化させることで，深い学びを

実現させていきます。 

①は，教師が子供の学びの中に入り，考えや疑問を共有し，ともに対話をすることで，対話的な学びのモデ

ルとなるかかわりのことです。 

 

 

 

 

 

 

 

 この後の対話の中で，「この動きのこつを使って，実際に挑戦してみたい。」「ぼくも同じようにやってい

た。」「動きのこつを教えたい。」「教えてもらいたい。」と展開されていき，子供と教師の対話の応答を，

個から全体に波及させることで，必要感を持って授業に臨むことができました。子供の動きや説明を評価して

あげるためにも，実際にまねてやってあげることで，「やっぱりこの動きを使ってみたい。」という自分事と

して捉えることができると考えます。振り返りの中でも，「○○くんのジグザグの動きをやってみたら，タグ

を取られなかった。」といった声も聞かれ，技能の習得にもつながりました。 

 １年生段階では，教師側が子供の考えを拾って，広げて価値付けすることによって，「できるかもしれない。」

「自分でもやってみよう。」につながっていくと考えます。そして，子供が自ら仲間に動作や言葉を使って伝

えたくなり，自然に対話が生まれ，より支持的風土を持ちながら活動できるようになりました。 

 

②は，例えば， 

・子供のよさを紹介する。 

・同じ悩みや疑問をもっている子を出会わせる。 

といったことで，対話的な学びを誘発するかかわりのことです。 

 

 

 

 

 

T：「前の時間は，動きのこつをたくさん見つけてもらったけど，どんなのがあった？」 

C：「ジグザグ」「フェイント」「空いているところを見つけて，真っ直ぐ走る。」など 

T：「どういう動きか，説明できる人いますか？」 

C：「ジグザグは……（動作や言葉で説明）。」 

T：「A さんが，説明したように，こうやって動くとタグを取られなかったよね。」 

Ｃ：「今度，ぼくも自分のめあてでジグザグの動きに挑戦してみよう。」 

Ｃ：「フェイントの動きもできたよ。みんなに紹介したい。」 

T：「○○さんがうまく相手をかわす動きができていたよ。どうやってやったの？」 

C：「空いているところを見つけて，そのまま真っ直ぐに走ったよ。」 

T：「今のわかった？」「同じ動きをしてみた人？」 

C：「はい。」「同じ動きだけど，ちょっと違う動きもいれてみたよ。」「おとりを使ってみた。」 

C：「○○さんのフェイントの動きもすごかったよ。」「こうやって動いていて，タグが取れなかったよ。」 

T：「○○さん，よく見ていたね。先生も見ていて，○○さんの動きで相手が完全にフェイントに引っかかっていたよ。」 

 

 

 

子供の解明行動 

より詳しくするような発問 

よい動きの紹介 

動きの共有化 

教師の模範で評価・価値付け 

評価・価値付け 



教師が子供のよさを見て，評価して価値付けしていくと同時に，そこから，子供同士でよかった動きや友達

の良いところを見つけ，伝える対話が生まれました。これらの支援を繰り返していくことで対話的な学びの基

礎を身につけていくのです。 

 

 

【手立て３】 動きや作戦を可視化するための ICT 活用 

 ゲームの様子を iPad に記録し，よい動きを紹介する際に活用します。休み時間や空き時間を使って，映像

を見合う時間をとり，自分の動きや友達の動きを確認しました。合わせて，静止画を写真で残し，動きのこつ

として常に確認できるように体育館に掲示します。可視化により，児童は本時でやってみたい動きを明確にす

ることで，メタ認知（自分の思考や行動そのものを対象として客観的に把握し認識すること）できるとともに，

理想の動きを見つけ，試すことができました。  

 

 

 

授業者からのコメント  

 子供とともに創り上げていく，授業スタイルの充実 

 体育科の実践では，「子供が思わずやってみたい，楽しそうと思えるような学習活動に出会わせること，子

供との対話から学習テーマをデザインしていくこと」を常に意識して授業を進めていきます。学習活動の出会

いにおいては，これまでの体育や学級活動，幼稚園の学習経験を想起することなど多岐に及びます。それがき

っかけとなり，子供の実態や運動の特性に応じて目標に向かっていくのです。 

 どの教科でもそうですが，体育科でも，「やってみたい。」「楽しそう。」という意欲を持たせ，子供が常

に主体的に活動できることが大前提です。そのためには，教師は実態に合わせて，教材・教具の出会わせ方を

工夫していくことも必要です。「タグを使った鬼ごっこです。」「ルールは，こうです。」という提示の仕方

もあれば，今回のように，「こんなものがあるよ。」とタグだけを渡します。そうすると，自然とタグ取り鬼

が展開され，「チームを作って対戦してみたい！」という意見が生まれました。そして，「宝取り鬼といって，

宝を取り合う鬼ごっこがあるんだよ。」と提示しました。「早く宝取り鬼をやってみたい！」「なんだかおも

しろそう！」と目を輝かせていました。こうした，教材・教具の出会わせ方を工夫することで，子供たちの学

習への意欲も変わってきます。 

意欲を高めるには，子供たちが見つけた動きのこつを，自分たちの言葉で表現させ，掲示等で残していくこ

とも，方法の一つであると考えます。そこで，子供が見つけた動きのこつを紹介し合い，名前を付けていくこ

ととしました。例えば，切り返しや相手のすきを見つけて突破する動きなど，見つけた動きのこつに，「ジグ

ザグ」「フェイント」「大きく回る」「ラインぎりぎり」「空いているところを攻める」「二人で一気に分か

れる」など，子供たち自身が名前を付けることで，より具体的なイメージを持って取り組むことができるとと

もに，自分たちで見つけた動きとしての共有化が図られました。何より，自分たちが付けた名前ですので，意



識して使うことができました。しかし，子供たちだけでは限界もあります。そのときは，教師が見取りの中で，

良い動きを紹介してあげたり，例示を教えたりすることも必要になってきます。 

今回授業を見ていただいた先生から「子供の動きの可能性をより広くもたなくては，教師側が次の追究に行

かない。教師が子供を見過ぎて（声かけをしすぎて），教師の思いが強く出てしまう価値付けがかえって，可

能性を狭めることになるので，よい距離感を持って授業を展開すると，子供同士の対話が生まれ，より深い学

びにつながってくる。」とのご指摘もありました。教師が思い描く青写真がかえって，子供の可能性を狭めて

しまうこともあります。教師が子供との対話を通して，つなげていこうとすることで，教師主導になってしま

うこともあるため，ともに対話をしながら進めていくところと，見守るところとを見極めながら，授業を行っ

てく必要があると感じました。 

 

その他の授業例として紹介します。「体つくり運動遊び」の「多様な動きをつくる運動遊び」を扱った単元

では，「ピースどうぶつランドをつくろう」を単元のテーマにし，一定の条件下で，動物の動きをグループで

考える場を設定し，発展的な運動につなげていきました。活動していく中で，「自分たちの考えた動きを，他

のグループに教えたい。」という考えが生まれ，グループで考えた動きのポイントを発表しながら，ほかのグ

ループに伝える，学び合いの場が生まれました。 

授業の中では，実際に動作で対話したり，掲示板に動きのポイントを書き込み，言葉で対話したりする様子

が見られました。子供たちから，「自分たちの考えた動物を隣のクラスに教える交流会をしたい。」というこ

とで，「ピースどうぶつランド」を開園し，交流会として，「飼育員」と「動物たち」となり，各ブースをグ

ループで回り，友達の動きのよいところやどのようにすればよい動きになるのかを伝え合う活動を最後に行い，

意欲的にどっぷりと「体つくりの運動遊び」に浸かり，楽しんだ様子が見られた実践でした。（写真７） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教師が介入できる作戦タイムの設定 

ゲームを進める中で，チームで作戦を立てたいという言葉が出されたため，「簡単な約束」を「作戦」とい

う言葉で作戦を立てる時間と試す場を設定しました。これは，中学年の「思考力・判断力・表現力等」の資質・

能力にも関わってくるため，教師も介入しながら，各チーム考えることにしました。もちろん，事後討議でも

アドバイスをいただいたように，低学年は個人の目標に特化すべきという点もありました。 

しかし，今回作戦の時間を設けたことで，チーム内で，個人の立てた動きのこつのめあてをお互い確認して，

写真７ 動きを動作や言葉で伝え合う，主体的・対話的な学び場面 



「ラインをはみ出さないようにしよう」「一気に攻めよう」「おとりを使おう」と自分の動きを再確認できる

場でもありました。また，教師側は，作戦の時間に，個々のめあてを把握する機会となり，ゲームでの価値付

けしてあげる声かけがよりしやすくなりました。そして，各チームの作戦がどのような意図で決めていったの

かを把握できました。 

ここでのポイントは，チームでの作戦には，教師が加わり，個人の立てためあてをもとにチームの簡単な約

束を決めていったことです。W－UP は１分×６ブースで行い，その中の１つのブースを「さくせんタイム」

として設定しました。そして，教師がチーム内での話

し合いをコーディネートすることで，話し合いが停滞

しないような支援をしていくことが必要でした。 

今回のような，作戦を立てる活動を通して，自分の

課題を振り返ったり，友達の課題について解決してい

こうとする姿勢が見られたりと，考えたことを友達に

伝え合う対話が生まれました。（図 8） 

 これらの経験を積むことで，学習指導要領で挙げられている，中学年の「規則を工夫したり，ゲームの方に

応じた簡単な作戦を選んだりするとともに，考えたことを友達に伝えること。」という目標につながってくの

ではないでしょうか。 

 

図 8 W－UPと作戦を考える時間 



平成 29 年度 「主体的・対話的で深い学び」の授業実践例 

小学校３年特別の教科  道徳  

「あの子だから」（全１時間） 

授業者  阿保  裕也    

実践のポイント 

本授業では，内容項目 C－（12）「公正､公平､社会正義」に関わる授業を行いました。 

主人公への自我関与を求める中心発問を通して，分け隔てなく公正，公平な態度で接することの大切さと

難しさに気付くこと，本授業で取り扱った道徳的な課題を自クラスで起きないようにするためにどのような

ことができるのかを考える活動を通して，自分のこれからのよりよい生活や生き方について考えることがで

きるのではないかと考えました。 

授業のねらいと展開  

 本単元のねらいは，「登場人物の言動や心情，これからの生き方ついて考え，話し合うことを通して，分

け隔てなく関わることの難しさや大切さに気付き，これからの生活で活かし，よりよく生きようとする心情

を育む。」です。これを実現するために以下の二点を重視しました。 

 ◯ 分け隔てなく接することの難しさや大切さについて考えることができるよう，主人公への自我関与を

求める中心発問を行う。 

   本授業の主発問として，「もし，自分が主人公なら，どのように行動するのか」を問う発問をしまし

た。そうすることで，現時点での自分の道徳的価値観と照らし合わせた子供たちの考えが表出してきま

す。加えて，その出てきた考えの理由を問い返したり，資料の中での登場人物のやり取りを想起させる

ことで，よりよい道徳的価値に近づいていったり，価値に向かうことの難しさに気がつくことができま

す。 

 

 ◯ これからの自分の生活について自分事として考えることができるよう，本授業で取り扱った資料の中

での課題を自クラスで起きないためにどうするかを考える発問を行う。 

   本授業の後半では，資料内で挙げられて課題について「自分たちのクラスで起きないようにするため

にはどうしたらよいか」を考える発問をしました。することで，学習したことを活かしながら，自分た

ちの実生活ではどうしていったらよいのかを自分事として捉え，真剣に考え，話し合うことができると

考えました。 

 



図１ 本実践における「学びの文脈」のイメージ 

 

実践のここに注目！  

 視点１：資質・能力の育成を支える「学びの文脈」  

 ◯ 子供たちの実態や教師の「目指す子供の姿」に合わせて，道徳の授業を配置したり，一単位時間の授

業を構想したりする。 

   特別の教科道徳においては，一単位時間で学びの文脈を考えるというよりは，教育活動全体に適切に

道徳の授業を配置することで，子供たちの思いや願い，経験が授業とつながったり，教師が目指す資

質・能力を身につけた子供の姿が実現できたりすると考えます。 

本授業におきましても，読み聞かせなどの行事や関連する内容項目の授業を意識しながら，授業の配

置や授業作りを行っていきました。 

 

 

 一単位時間で考えた際には，図１のように， 

・価値に触れる   ⇒学ぶ価値についてつかみ，学習の見通しをもつ 

・自己を見つめなおす⇒学ぶ道徳的価値についての現時点での自己を自覚する 

・課題を見出す   ⇒解決すべき課題を捉える 

・多様な考えにふれる⇒解決する方法やどうしてその方法を選んだのかを伝え合う 

・課題解決     ⇒実生活においてどのように課題解決を行っていくのかを考える 

・自己を見つめなおす⇒授業で学んだことをもとに，道徳的価値について自分の考えを再度見つめなおす 

という過程を経ることで，道徳の見方・考え方を働かせながら，道徳の学習プロセスを学び，少しずつで

すが，自分たちで学びを展開できるようになってきました。 

本時のねらいや内容項

目，児童の実態によって授

業構成が変わるため、順序

性はないと考える。 



本時の板書の一部 

 

掲示・配付した板書 

 

 視点２：主体的・対話的で深い学びを保障する手立て  

【手立て１】 自分事として考えられる課題・発問の工夫  

子供が課題を解決していく必要感や必然性を感じながら，課題を追究していくことができるよう，課題

作りや発問の工夫を行いました。 

  課題については，以前行った同内容項目の授業を想起させることで，その際に抱いていた問題意識を喚

起すること，また，資料を通して問題点を見出すことを関連づけることで，自分たちの課題と資料の課題

が結びつき，子供たちが「学びの価値」に気付くことができるようにしました。 

  また，学習の中で子供たちの対話の中で生まれた問いを発問として投げかけたり，実生活に立ち戻った

時を想定した発問を投げかけたりすることで，自分事として考えることができました。 

 

【手立て２】 立場の明確化で対話の活性化を図る 

主発問については，子供たちから出された複数の意見から自分の考えに近い立場を選択し，黒板にネー

ムプレートを貼ることで，視覚化を図りました。立場を明確化させることで，自分の考えをしっかりと持

つことができるとともに，自分とは違う考えも知りたいという気持ちを高めました。また，同じ立場でも

根拠が異なることもあるため，多様な考えにふれることができました。 

 自分と資料との対話の中で，道徳的な価値についての自分の考えを 

自覚化し，自分とクラスメイトとの対話で，道徳的な価値について 

の多様性を広げていきました。 

  本時では，はじめは「２人で食べる」と言っていた児童が， 

「みんなを説得した方がいい」という意見を聞いて，「そっちの 

ほうがいいね」「難しいと思うけど，理由も伝えてわかってもらえ 

るまで説得する」とネームプレートを動かし，考えが変容する児 

童もいました。 

 

【手立て３】 効率的な授業の振り返りのための ICT 活用 

本時では，以前行った同内容項目の授業の板書を記録し

ていたものを掲示し，授業の様子を振り返りました。子供

たちは授業の様子を思い出しながら，「相手によって態度

を変えると相手にいやな思いをさせることがあった」「本

当はできていると思っていたけど，しっかり考えるとでき

てなかったことに気付いた」と学ぶ価値についてつかんだ

り，その際に抱いていた問題意識をもつことができたりしていました。 

板書を記録したものを後日配付することで，ワークシートへの記入の時間を短縮し，対話の時間を確保す

ることができます。また，授業後には，自分たちの考えがまとめてある板書を配付し，手元にあることで

自らの考えの変容を知ることができ，学習への意欲を高めることができました。 



図２ 特別の教科道徳の授業作りのプロセスイメージ 

授業者からのコメント  

教師が問わなくても進む授業を目指して 

 教材を提示する，そうすると，「ここがまずいよね」「ここがだめじゃないかな」と問題点を見つけてい

く。「○○はいやだったんじゃないかな」と登場人物の心情を読み取っていく，「自分も△□と同じことす

るかもな」と登場人物に自分を重ねて考え始める。「もっとこうしたらいいんじゃないかな」「○○はこう

すべきだったんだよ」「こういうことにならないために○〇していかないとね」と問題を解決していく。子

供たちと道徳の授業を通して，道徳の授業の学び方を共に学んでいくことで，見通しをもってより主体的に

学ぶ子供たちを育成していくことができるのではないかと考えます。 

また，道徳の学習を繰り返す中で，多様な考えを交流し，対話するよさ，学び合うよさを多く経験するこ

とで，自分たちで対話を求めていく子供に育っていくのではないかと考えます。そのきっかけを作るために

対話を生み出す工夫や場の設定が必要になってきます。 

教師が問わなくても，課題を見つけ，解決方法やよりよい過ごし方を議論し合い，自分の生き方を振り返

られるようになるのが理想かもしれません。しかし，わかっていてもできない弱さや大変さもあります。そ

こを教師が問うたり，問い返しをしたりしていくことで，よりリアルに，ねらいにせまった授業になってい

くのではないかと考えます。 

 明確な指導観をもった授業作り 

 道徳の授業作りを進めるにあたって，「明確な指導観（価値観，児童観，教材観）をしっかりともって授

業作りに臨むこと」が主体的・対話的な深い学びにつながる第一歩であると考えます。それ以前に，それぞ

れの指導観についての理解を深めていくことがより深い学びに迫っていけるのではないかと考えます。 

 

 



 まず，「内容項目の理解」「児童理解」を深めていきます。 

「内容項目の理解」 

授業を行う内容項目の段階性や関連する内容項目を把握し，中学年で学ぶべきことは・・・，３年生で

は・・・，本時では・・・とより具体化していきます。 

 

「児童理解」 

  授業を行う内容項目に関わる児童理解は，非常に重要です。アンケートの実施や道徳の授業の様子の観

察，日常の観察を通して理解を深めていきます。 

  これらを深めていくことで，その授業で目指すべき子供の姿やねらいが明確になってきます。そして，

目指す姿やねらいを達成するために，教材を選んでいきます。 

 

「教材の理解」 

  教材の場面や登場人物の心の動きや問題点などを整理し，教材を構造化していきます。子供たちがどの

ようにこの教材をとらえるのかというのも大切です。その構造に合わせた，発問や学習活動，板書などを

考えていきます。 

 

 教師が，「これを学ばせたい」「これに気付いてほしい」と願いをもって授業作りを行っていきます

が，教材が児童の実態にあっていなかったり，発問が教材の構造とあっていなかったりするとなかなかね

らいに迫ることが難しくなります。 

 指導観の明確化と理解を深めていき，ねらいに合わせた発問，学習活動，適切な問い返しを行っていく

ことで，主体的・対話的な深い学びの実現に近づいていくのではないでしょうか。 



平成 29 年度 「主体的・対話的で深い学び」の授業実践例 

小学校４年小学校英語科 

「友だちを助けよう 小さなお医者さん」（全 5 時間） 

授業者 安彦 有里恵   

実践のポイント 

この実践は，北海道教育大学と共同で制作した研究開発学校オリジナルの教材を使用したものです。

本単元は，外国語科の見方・考え方である「コミュニケーションを行う目的や場面，状況などに応じ

て，情報を整理しながら考えを形成し，再構築する」という点を重視して行いました。 

そのため，単元全体を通して，コミュニケーションを行う目的や場面，状況などに応じて，身近で

簡単な事柄について，聞いたり話したりするとともに，自分の考えや気持ちなどを伝え合うことがで

きる基礎的な力を養うことができるようにしました。 

授業のねらいと展開 

この単元で育てたい資質・能力は以下の通りです。 

 

 

 

 

この単元のねらいは，相手の体調を尋ねたり，自分の体調を伝えたりするために必要な語句・表現

等を理解し，相手の体調に合わせた会話をすることができるようにすることとしました。これを達成

できるよう，本単元では以下の学習活動を展開しました。 

 

 

 

 

 

 

 

  

・英語を通じて，言語や文化について体験的に理解を深める。 

・積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度の育成を図る。 

・英語の音声や基本的な表現を活用していく中で身に付けさせながら，聞くこと，話すこと， 

読むこと，書くことなどのコミュニケーション能力の基礎を養う。 

 

図 1 コミュニケーションの目的等を整理し，適切な学習形態により学びを進める 

 

 

 

 

 

ペア 自由交流 ペア 

第１時 友達の具合が悪いときにどんな言い方をすればよいかを考え，単元の見通しをもち，単元計画をたてる。 

第 2～3 時 ペア学習でやりとりの練習をする。グループ学習でカルタとりゲームやジェスチャーゲームを取り入れ学習をする。 

第 4時 友達の具合にあったお助けグッズを作る。 

第 5時 友達に具合をたずねて，答えてもらった具合にあわせて絵カードや物をわたす。（図 1） 

グループ 



実践のここに注目！ 

 

視点 1 ：資質・能力の育成を支える「学びの文脈」 

 

 

 

 

資質・能力の育成を目指して「主体的・対話的で深い学び」を保障するためには，子供の思いや願

いを見取ることがとても重要です。それは子供自身が学習することの見通しをもつことで，より主体

的に学び続けることができるからです。そこで，単元の開始期には,単元の学びのゴールを示し，それ

に至るためにはどのように学習を進めたらよいかを子供と共に考え，設定することを特に大切にしま

した。 

同時に，その学びの見通しが単元の目標に沿うものである必要があります。そのために，目標の達

成に向けて，適切な学習活動を設定し，「学びの文脈」（図 2）を構想することが重要です。 

 

本単元における具体的な「資質・能力」を身に付けた子供の姿は， 

 ① 「What‘s wrong？」と友達の具合をたずねることができる。 

 ② 自分の具合（「I have a fever.」や，「I have a  cold.」等）を答えることができる。 

 ③ 相手の体調に合わせて判断し（I have a fever.の場合は風邪薬や，アイスパック等），答える。 

この姿が見られることで，この学びが深い学びとなっていると捉えます。 

 

 

 

 

 

 

図 2 本単元における学びの文脈 



視点 2 ：「主体的・対話的で深い学び」を保障する具体的手立てについて 

【手立て 1】 振り返りを活用することにより，主体的な学習を促す。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主体的に学びを進めるためには，学習の振り返りを活用し，学習の成果と次のめあてを明確にする

ことが大切です（図 4）。例えば，「友達の体調の聞き方がわかったから，いろんな人と会話してみた

い。」という振り返りをした場合には，次時の学習を「ペアやグループ，全体交流をしよう。」という

学習活動を設定します。また，「○○くんの言い方が本当に具合の悪そうな言い方でよかった。演技やジ

ェスチャーを入れると相手に伝わりやすいね」という振り返りをした場合には，「次は，○○くんみたい

にジェスチャーをしながら会話してみよう。」という学習活動を設定し，主体的で目標に向かった学習

になるように工夫ました。（図 5） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4 本単元における振り返りの活用例

ける主体的な学びを保障するための手立て 

図５ 振り返りを活用することで展開される学習活動例



単元のまとめ期では，「生かしたいこと」の観点で，「外国で習った表現を使いたい」という「学習

した表現を自分の生活に生かしたい」という振り返りが出ていました（図 6）。 

このように，学びの文脈における目標を大きく変えずに，学習活動を弾力的に配置することで，主

体的な学びが促されると言えます。 

  

 

 

【手立て 2】 必要感のある対話的な学びを促す。 

 

 

 

本単元では，英語の言い方に慣れ親しむことができ，いろいろな友達の体調に気付くことができる

よう，友達の具合をたずね，その具合にあった絵カードや物を渡すという活動をしました。さらに，

英語表現を身につけるために，ペアで会話の練習をしたり，グループでのカルタとりゲーム，ジェス

チャーゲーム等の活動をしたりして英語表現に慣れるように工夫しました。 

 

ドクター役の子供たちは，お助けグッズを持ちながら患者さん役の子供たちに声をかけます。患者

さん役の子供たちが答えてくれた具合にあったお助けグッズを渡すことができたら(図 7)，本時の目標

が達成されたと判断し，結果として資質・能力が身についていることになります。 

その中で，友達の具合に応じてふさわしい絵カードや物を選んで渡すことができるよう，友達の体

・次はみんなと一緒に英語で会話をしたい。 

・隣の人だけでなく，いろいろな人と英語で会話したい。 

・研究大会の授業で，相手を思いやる言葉をたくさんつかいたい。 

・相手を思いやれるナイスドクターになりたい。 

・友達が本当におなかや頭がいたくなったときに，Are you OK?と聞きたい。 

・やさしくドクターが声をかけたら，かんじゃさんはちょっとでもげんきになれるかも。 

図６ 振り返りカードにかかれていた子供たちの言葉 

 

図７ 役割を演じる活動を通して，対話的な活動を生む会話モデル例 

 



調をインタビューする場面を持ちました。その結果，子供たちの会話では，「具合にあったお助けグ

ッズを渡したら友達が喜んでくれた。」という相手の反応を実感することができていました。 

 

 このように，より友達の具合にあう言葉やお助けグッズを考えることができるよう，必要感のある

対話的な学びを繰り返しました。その結果，さらに友達の反応を感じる様子が見られ，相手の体調を

気遣う表現を話したいという様子を感じることができました。その結果，「That’s too bad.（かわいそ

うに）」や「Are you OK?（大丈夫?）」や「Take care（お大事に）」という表現を会話の中で言う様

子が見られ，必要感のある対話を通して学ぶことができました。 

 

【手立て 3】 Warm upや学習記録などで ICT を活用する。

 

 

 

本単元では，学習への意欲を高めたり，英語の文字と音を結びつけたりするため，Warm upでのチ

ャンツで ICT を活用しました。さらに，よい会話のモデルを見ることができるよう，子供たちの会話

を iPad で録画した動画を，授業の導入時に視聴しました。このような ICTの活用により，友達の会

話を客観的に見ることができ，どんな視点で会話をすればよいかが明確になりました。 

さらに，動画を見ることで，コミュニケーション活動の大切な要素（clear voice，eye contact な

ど）を意識しながら会話をすることができていました。このように，会話のモデルとして，大切な要

素を取り入れながら，自分の会話に生かしていけるように活用していく姿が見られました。 

 

 

 

 

 

 

図 8 Warm upや学習記録で ICTを活用した例 

 



授業者からのコメント 

（成果）子供たちが手立てを生かして主体的・対話的に学習をしていた。 

本単元では目指す子供の姿を，相手の体調を尋ねたり，自分の体調を伝えたりするために必要な語

句・表現等を理解し，相手の体調に合わせた会話をすることができるようにすることとしました。そ

のため，相手の体調に合わせた言葉や、体調にあわせたお助けグッズを渡すことが大切です。そのた

め相手が何を伝えているのかを聞き取ろうとする気持ちをどのように見取るかが重要になります。 

子供たちが主体的・対話的に学習を展開するために効果的だった手立ては，大きく分けて以下の3点

であると考えます。 

 

(1) 会話のモデルを提示したこと 

主体的な学習を進めるために，導入時に ICT を活用して，動画を視聴しました。このことにより，

子供たちは会話の仕方を理解し，その後の学習活動に生かしていく子供たちが多くなりました。 

さらに授業の中で，教師と ALT から子供たちのよい会話モデルを紹介する場面をもちました。会話

の大切な要素（clear voice, eye contact 等）を取り入れながら会話をしている子供を全体交流の場面で

取り上げ，学級全体で共有することができました。 

このように，よい会話のモデルを何度も見て学習を積み重ねていくことで，会話の大切の視点を明

確にし，より主体的に学習できることがわかりました。 

 

(2) ドクター役，患者さん役の役割と，会話場面を明確にしたこと 

ドクター役，患者さん役という役割を明確にすることにより，コミュニケーションを行う目的や場

面をはっきりさせ，相手の体調に応じて自分の考えや気持ちなどを伝え合うことができていました。 

さらに，相手の体調にあった物を渡したり，相手を思いやる言葉をかけたりすることができている

ドクターを，ナイスドクターとしました。そこで，単元のゴールとして「ナイスドクターになって，

友達を助けよう」という場面設定をしました。この学習の中で，子供たちの会話の最後に「Take 

care．（お大事に）」「That’s  too bad.（それはかわいそうに）」と相手の体調を気づかうような言葉をか

けている子供たちも多く，友達の体調を考えた言葉をかけることができている様子も見ることができ

ました。 

 

(3) 子供たちのよい会話を認め合う場面を設定したこと 

授業の振り返りの場面で，友達の学習の様子を紹介する場面をもちました。本時で目指す姿を教師

と子供で共有していることにより，目標にある「知識・技能」や，「思考力・判断力・表現力」の力が

ついている子供の様子を，子供たち同士の中で感じ取り，伝え合うことができていました。 

子供が認められる場面を設定することで，子供同士が互いに資質・能力を高め合う，学級の雰囲気

ができていました。 

 

 

 

 

 



（課題） 交流中の一人一人の子供の見取りが難しい。 

 本実践の場合，既習の語句・表現・文の形を活用して子供が自由に個人の思いを表し交流すること

ができるという効果的な面があげられます。しかし，自由な子どもたちの会話の場面で，教師が一人

一人の子供の見取りをすることが難しくなってしまうという点が課題となりました。 

教師側が子どもたちの見取りをするためには，お医者さん役の座席を固定し，患者さんがお医者さ

んを選びながら交流をする方法が考えられます。そうすることで，患者さん役の子供たちも意図的に

ドクターを選んで会話することができると考えます。お医者さん役の子どもたちは，患者さんのため

既習の語句・表現・文の形を活用し，会話をすることができるのではないかと考えました。 

この度の実践で得られた課題については，今後の授業実践の中で改善を図っていく所存です。 

○ 事後研でいただいたご指導・ご助言等 

本実践における授業公開後の事後研において，たくさんのご指導・ご助言をいただくことができ

ました。改めて厚くお礼申し上げます。 

 

（１）「主体的・対話的で深い学び」を保証する３つの手立てについての内容 

○ 学習のスタート時に，JICA 研修の最中であったこともあり，単元のゴールを，もし JICA の先生

が倒れたらどうするかをスタートとした。目標を具体的にして，コミュニケーションの目的・場

面・状況を子供たちと共有していたので，「主体的・対話的な深い学び」につながっていたと考える。 

単元のゴールに関して，旭川小ではゴールとして単元の最初にコミュニケーションの様子を見せ

ている。そうするとどう学習を進めていくとよいか見通しをもてる。【手立て 1】 

○ 授業の初めに ICT を使い，子供たちの会話を動画視聴することが効果的であった。効果的な支援で

あり，よい会話モデルがあって，よい活動が生まれたと考える。【手立て 3】 

 

（２）本単元における「資質・能力」を身に付けた子供の姿についての内容 

● 本単元ででてくる語句・表現は What’s wrong? - I have a ～.が教科書に載っているやり取りである

が，絆創膏などの薬の単語は４年生にとっては難しいと感じた。そのため，教科書を使って繰り返

し聞かせながら練習をし，さらに興味をもって取り組めるよう，聖徳太子ゲーム，ジェスチャーゲ

ーム，カルタを取り入れた。しかし，表現・語句がわからなくなった場合はジェスチャーで伝える

のもありということにした。また，物を渡す表現として，単語が言えなくても，Here you are.とい

って渡すことを教えていた。 

○ ５・６年生がやるような内容を４年生が資質・能力を身に付け学習していて素晴らしかった。もっ

とすばらしくするために，会話の中で，ドクターのセンテンスが多くなりがちなので，Dr；Here is 

medicine.に対して Patient；Oh, medicine.と反復するなどの会話の工夫もありだろう。 

○ 単語の発音の最終確認のときに，ジェスチャーも付けさせていたのが良かった。思いやりをもって

グッズを渡すことにつながっていると思う。中学校の英語に結びついているのがよい。 

○ 本時に至るまでの流れが教室内の掲示物でよくわかる。子供たちはよく英語に慣れ親しんでおり，

Nice doctor. Nice patient. Take care.など自然に出てくるやり取りから子供たちの成長が感じられる。 

○ 言葉は伝達手段の一つであるが，ジェスチャーの方がものを言うことも多い。Good job. Feel 

better soon.などのとき，ジェスチャーが伴うとよいだろう。ジェスチャーの意味合いにもう少し重

きをおいてもよいだろう。 



平成 29 年度 「主体的・対話的で深い学び」の授業実践例 

小学校 6 年小学校英語科 

「日本を紹介しよう」（全 10時間） 

授業者  伊藤 光 ・ Wesley Folmar   

 

実践のポイント 

この実践では，北海道教育大学と共同で制作した研究開発学校オリジナルの各種教材を使用しました。

ALT に日本の食べ物，遊び，道具，名所，行事について，自分の考えも交えて簡単に発表することを通

して，相手に配慮しながら，既習の語句・表現の中から必要なものを活用してコミュニケーションを図

ることができるようにしたものです。 

「主体的・対話的で深い学び」を保障し，子供の資質・能力の育成を図ることができるよう，コミュ

ニケーションの目的・場面・状況を単元の開始期で明らかにしました。そして目的の達成に必要となる

語句・表現を押さえ，班の友達と役割分担をして書画カメラ，プロジェクター，タブレット端末等の機

器を活用しながら発表するための学習を展開できるようにしました。 

 

授業のねらいと展開 

この授業のねらいは，日本の食べ物，遊び，道具，名所，行事について説明するために必要な語句・

表現等を理解し，自分の考えも交えて相手に配慮しながら簡単に発表することができるようにすること

としました。そして，表 1 に示すような資質・能力を身に付けた子供の育成を目指しました。 

 

表 1 資質・能力を身に付けた子供の姿（例） 

① 日本の食べ物，遊び，道具，名所，行事について説明するために必要な語句・表現等を理解している。 

② 語句・表現を，綴りや語順等に気を付けながらカードに正しく書き写している。  

③ 日本の食べ物，遊び，道具，名所，行事についての説明や自分の考えを，話したり書いたり，

質問に答えたりするなどして表現している。 

④ 既習事項を基にして単語を推測して読んだり，必要な語句・表現を選択して話したり書いたりしている。 

 

これらを達成できるよう，本単元では次のような学習活動を展開しました。 

○ コミュニケーションの目的，場面，状況と到達目標を知り，学習計画を立てる。（第 1 時） 

○ カルタやクイズ等を通して，日本の食べ物，遊び，道具，名所，行事について説明するために必要な語句・表現等を知る。（第 2～4 時） 

○ 発表してみたいと思う内容に基づいた意図的な班をつくり，班ごとに発表内容を考えたり発表の

練習をしたり，全体での発表リハーサルをしたりする。（第 5～9 時） 

○ ALT に発表をし，ALT からの質問に答えたりコメントをもらったりするとともに，単元の学習

全体の振り返りを行う。（第 10 時） 
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実践のここに注目！ 

 

視点 1：資質・能力の育成を支える「学びの文脈」 

 

資質・能力の育成を目指して「主体的・対話的で深い学び」を保障するためには，子供の思いや願い

を見取ることがとても重要です。それは子供自身が学習の見通しをもつことで，より主体的に学び続け

ることができるからです。このため単元の開始期には単元の学びのゴールを示し，それに至るためには

どのように学習を進めたらよいかを子供と共に考え，設定することを特に大切にしました。 

同時にその学びの見通しが単元の目標に沿っている必要があります。目標の達成に向けて適切な学習活

動を設定し，「学びの文脈」（図 2）を構想することが重要です。 

学びの見通しをもつための支援として，例えば写真 3 のように，ALT への発表のイメージをもてるよ

う，学習で使うものを提示しながら，発表の望ましい姿とそれとは真逆の姿の例をそれぞれ視聴する場

を設定しました。両者を比較することにより，子供たち自身が学習を通して目指す姿を明確化できるよ

うにしました。 

さらに子供たちがより必要感をもって学び続けることが出来るよう，単元の学習を通して身に付けさ

せたい英語の力を，小学校英語科で設定している「単元の到達目標」から引用し示しました。この上で，

それらを達成できるような学習計画を子供とともに立てました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 3 第 1 時の板書より（抜粋）～単元のゴールにおける姿を子供と教師が共有し，学習計画を立てる 



¥¥ 

視点 2：「主体的・対話的で深い学び」を保障する手立て 

【手立て 1】明確なコミュニケーションの目的・場面・状況と振り返りの場を設定する 

 

子供が課題を解決するために，英語の語句・表現，適当な文の形を使う必然性を感じながら学習を進

め，より主体的に学ぶことが出来るよう，図 4 のような手立てを講じました。 

（１）明確なコミュニケーションの目的・場面・状況を設定する 

子供が主体的に学習を進めるためには，単元のゴールにおける姿と目

標達成に至る見通しをもつことが大切です。そこで本実践では図 4 左の

ようなコミュニケーションの目的・場面・状況を設定しました。それを

子供が捉えられるよう，教師が発表例の動画を制作し，それを見ること

で発表のイメージをもつ場を設けました。さらに ALT に日本を紹介す

る際に目指す姿を明確にするために，既習内容（自分たちの町にある名

所・名物の紹介や行ってみたい外国とその理由の説明）やこれまでの学

習の仕方を想起しました。 

（２）学習の成果を実感し共有できる振り返りの場を設定する 

子供が学習を進める中で得た成果や課題は，次の学習や自分の生き方，

将来との関わりをもたせることが大切です。本実践では図 4 右のような

振り返りを行いました。その際に使用した振り返りカードに

は，図 5 のように単元の中で活用した技能に関する成果を具

体的に見出せるよう表 1に沿ったCAN-DOチェック形式の項

目を掲載しました。 

あわせて，一連の学習を評価の観点に即した視点で振り返

り，共有できるようにすることも大切です。そのため，振り返

りカードには楽しかったこと・わかったこと・できるようにな

ったこと・生かせそうなことの視点で振り返り内容を書く自由

記述欄を設けるとともに，板書の際には写真 6 のように X チャート形式で表しました。 



【手立て 2】役割分担しながら行う発表（プレゼンテーション）やそのための話合い等を設定する 

 

学習で用いている語句・表現，文の形を活用し，友達と協力して課題解決を図ることができるよう，

図 7 のような手立てを講じました。 

本単元においては，自分が伝えたいと思う内容を，相手（ALT）に配慮しながらよりよく伝える方法

を見出していくことが大切です。そのためには，自分の発表を客観的に見つめ，改善していく必要があ

ります。そこで本実践では，4 人グループを編成し，他者からの評価を得やすい環境をつくりました。

そして課題解決のための話合いや発表の練習を効率よく行えるよう，相手に配慮した発表にするための

視点を明確にしました。 

（１）役割分担しながら行う発表の設定 

グループは，子供 1 人 1 人が発表してみたいと思った

ものに基づく 4 人編成としました。発表内容は簡単な英

語（身近なもの・ことを表す英語に加え，自分の気持ち

や考えを伝え合うための語句・表現など）で行えるよう

にし，3 つの役割を交互に分担するようにしました。 

① 英語で説明する  

② 説明に合わせて写真を拡大させる 

③ 説明している場所を指し示す 

（２）課題解決のための話合い等の設定 

発表内容に合う語句・表現，文の形を活用できるよう，「語句・

表現，文の形リスト」（図 8）を用意し，それを使いながら情報や

考えを整理していく話合い（写真 9）を設定しました。子供たちは

発表内容に合う語句・表現を選び，ALT に説明をするために声に

出して読んでみたり，「英語・写真カード」を作る際に綴りを確か

めたりしていました。 

図 8 語句・表現，文の形リスト（一部抜粋） 

 

写真 9 班での話合い 



また，相手に配慮した発表を行うためのポイントを学級全体で共有し，友達と改善点を具体的に見出

だせるよう，発表の練習やリハーサルの際に，図 10 のような「プレゼンチェックシート」を用意しま

した。子供は常にこれを意識し，よりよい発表をつくっていくための話合いや練習を重ねることができ

ました。（写真 11） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【手立て 3】自分たちの発表を客観的に振り返ったり効率よく発表したりするために ICT 機器を活用する 

各グループの子供たちが，より相手に配慮した発表を行うことができるようにするために，ICT 機器

の活用は有効です。本実践では，発表の様子をタブレット端末で録画して，自分たちで見ながら改善点

を探る場を設けました（写真 12）。自分たちの発表の様子と「プレゼンチェックシート」とを照らし合

わせながら，改善点を見出していきました。そして練習を繰り返す中で着実に発表の仕方を単元のゴー

ルにおける姿（単元の初めに視聴した動画にあった発表の望ましい姿）に近づけていきました。 

 また ALT に発表を行う際には，伝えたい内容を具体的に，既習の語句・表現，文の形でわかりやすく

伝える必要があります。そこで，作った英語・写真カードを書画カメラとプロジェクターで投影し，説

明箇所を強調しながら発表できるようにしました。子供たちは，必要な情報を考え判断し英語・写真カ

ードを投影したり，説明部分を示したりしながら発表することができました（写真 13）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 11 第 10 時の板書の一部（めあて，発表の流れ・ポイント等） 

 

写真 12 発表を録画する様子 

図 10 プレゼンチェックシート 

写真 13 ALT に折り紙について説明する様子 



授業者からのコメント 

【成果】我が国の文化を伝えるための学習を通した資質・能力の高まりが見られた 

本実践では，表 1 のような「資質・能力を身に付けた子供の姿（例）」を設定し，実践を進めました。

そして子供たちは学習を進める過程や単元末で，写真 14 と写真 15 のように学習を振り返りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）学習の振り返りを通して見る資質・能力の高まり 

 本実践を通して，「知識・技能」や「思考力・判断力・表現力等」はもちろん，異文化をもつ相手に対

しても主体的にコミュニケーションを図ろうとする態度が醸成されている姿，すなわち「学びに向かう

力，人間性等」の高まりも見ることができました。例えば，写真 14 と写真 15 の色枠で囲んだ内容は，

表 1 の「① 日本の食べ物，遊び，道具，名所，行事について説明するために必要な語句・表現等を理

解している」ことと「③ 日本の食べ物，

遊び，道具，名所，行事についての説明や

自分の考えを，話したり書いたり，質問に

答えたりするなどして表現している」こと

につながる内容です。 

さらに子供たちは写真 16 のような英

語・写真カードを作り，発表で使用しまし

た。これを通して表 1 の「② 語句・表現

を，綴りや語順等に気を付けながらカード

に正しく書き写している」ことや「④ 既

習事項を基にして単語を推測して読んだ

り，必要な語句・表現を選択して話したり

書いたりしている」ことも達成したといえます。 

（２）「外国語によるコミュニケーションにおける見方・考え方」を働かせる姿 

 これらを達成する過程で，「外国語によるコミュニケーションにおける見方・考え方」を働かせながら

学習を進めました。子供たちは説明に必要となる情報を集め，整理し，要約しながら使える語句・表現，

文の形に当てはめて再構築していきました。 

① 簡単な英語で行う説明の手順に気付く 

子供たちは，ALT に日本の食べ物，遊び，道具，名所，行事について説明するために，それらを題材

にしたカルタや 3～4 ヒントクイズを友達と行いながら，説明に最低限必要な語句・表現，文の形を押

さえてきました。そして写真 14 の「クイズの逆で説明ができそう」という振り返り内容のように，ク

イズの答えの部分を先に提示し，その後にヒント部分を続け，それぞれ適切な文の形で表すと簡単な説

写真 15 第 10 時の板書の一部（単元の学習の振り返り） 

写真 16 子供が作成した「英語・写真カード」 



明になるということに気付きました。これは必要となる語句・表現、文の形を押さえるためだけでなく，

明確なコミュニケーションの目的をもってカルタやクイズを行ったことによる成果であると考えてい

ます。ラーメン，折り紙，風鈴，富士山，七夕など，子供たちにとっては馴染みあるこれらを，詳しく

知らない相手に説明するという目的意識があったからこそ「クイズの手順を逆にすることで説明が可能

になる」ことに，実感をもって気付くことができたのです。 

② 説明に必要な情報を整理し発表で使う語句・表現，文の形を決め出す 

気付いたことを生かして，ALT への説明内容を具体的に考えていきました。例えば風鈴です。子供た

ちは写真 16 のような風鈴の写真を見せながら， ALT もよく知っているであろう bell を活用し，This 

is furin. It’s like a bell.と表しました。そしてカタカナ言葉にもなっている sound を活用し，It has good 

sound.と続けました。日本語で伝える場合は「風鈴は，夏に天井や下屋に吊るして飾るもので，とても

小さな鐘のようなものやガラスでできたものがあり，風が吹くとリンリンと音が鳴って…」など詳しい

説明を考えることができます。これを英語で伝えるのは小学生には難しいですが，説明に必要な情報を

整理し，ALT はもちろん自分たちも理解可能な語句・表現で要約しながら再構築することで，説明が可

能になります。絵や写真を見せたり，似ている別のものを例示したりするとより効果的です。 

 

 このように見方・考え方を働かせることにより，子供たちは我が国の文化について，これまでの学習

で使ってきた語句・表現，文の形の中から必要なものを集め，ALT に発表することができました。そし

て学びの成果を実感したり，生かしたりすることができました。「主体的・対話的で深い学び」を通して

資質・能力を身に付けつつあるといえるでしょう。 

 

【課題】学びに向かう力につながる子供の思いは引き続き大切に 

学びに向かう力を一層高めるために，グループで ALT に発表する中で，紹介しているものに対する

個人の思いを自由に表現するよう促しておくとよかったと考えています。 

 例えば「どら焼き」について発表したグループがありました。発表した後に，ALT がグループの子供

たちに Do you like Dorayaki? と質問しました。それに対しては，Yes. と答えていましたが，Is it your 

favorite snack? に対しては「ん～まぁまぁ」と答えていました。その後の What’s your favorite snack? 

に対しても子供はやや考えていましたが，授業者が I like potato chips. How about you? と助け舟を出

したところ，I like Norishio (flavor). と笑顔で答えることはできました。  

本実践の場合，ALT の質問に答える

際に，既習の語句・表現，文の形を活用

して子供が自由に個人の思いを表すこ

とができる可能性がありました。しか

し今回は班の中でまとめた内容を表す

に留めてしまいました。子供 1 人 1 人

の思いを十分に表せるような発表をつ

くることもできたでしょうが，その場合

は使用する語句・表現が多岐にわたり，既習の語句・表現，文の形を活用するという目標から大きく外

れてしまうことを懸念したのです。班としてまとめた内容を発表することとは別に，ALT からの質問に

対しては個人の思いを存分に表すよう促しておくとよかったです。これは既習の語句・表現を活用して

即興で話す（やり取りする）力の向上にもつながると考えます。 

写真 17 グループで日本について発表した後に ALT の質問に応じる様子 



 本実践では，「主体的・対話的で深い学び」を保障する手立ての１つとして，興味・関心が合った子供

同士によるグループをつくりました。グループの編成は，子供 1 人 1 人が発表してみたいと思ったもの

（代表的な日本の食べ物，遊び，道具，名所，行事の中から選んだもの）に基づいて教師が意図的に行

い，グループ間で発表内容が重複しないよう調整しました。グループ内で発表内容を吟味し，各グルー

プの発表を通して ALT に多くのことについて紹介できるようにするためでした。これに関して授業公

開後の事後研の中では，「発表内容が他の班と重複してもよい，いろいろな班から異なる表現で出てき

たことがいちばんの紹介になりそう」といったご指摘をいただきました。 

この度の実践で得られた課題については，今後の授業実践の中で改善を図っていく所存です。 

 

○ 事後研でいただいたご指導・ご助言等 

本実践における授業公開後の事後研において，たくさんのご指導・ご助言等をいただくことができま

した。改めて厚くお礼申し上げます。 

(1) 本校の研究に対する内容 

○ 「主体的・対話的で深い学び」を保障する 3 つの手立てが単元・授業で明確になっていることに

よって，小学校英語科において「5 つの技能を実際のコミュニケーションで活用する学習の充実を

図る」ことができていた良い例であった。【新学習指導要領の趣旨の実現に関する内容】 

(2)「主体的・対話的で深い学び」を保障する 3 つの手立てについての内容 

○ 目標を明確にして，コミュニケーションの目的・場面・状況（つまり課題）を子供たちと共有し

ていたので，ALT の状況というのも子供たちはよくわかっていてプレゼンテーションを用意して

いるのだということがよく伝わった。【手立て 1】 

○ 主体性を発揮している振り返り内容もあれば，汎用性を確認できた振り返り内容もあった。目的

を達成するために考えた方法を伝えようともしていた。こういう学びに向かう力が育つということ

と，1時間の学びが深まるということは，一体的に醸成されるのだという見方ができた。【手立て 1】 

(3) 本単元における「資質・能力」を身に付けた子供の姿についての内容 

○ 振り返りをやっているときに，「英語でプレゼンテーションができるようになった」と言った子

供がいた。これは目標になっていることだから，そのように振り返ったことに感銘を受けた。 

● プレゼンの内容が重ならないようにしていたが，重なってかまわない。プレゼンテーションで同

じものを紹介するにしても，いろいろな班から異なる表現で出てきたことがいちばんの紹介になり

そう。 

● （子供たちに）もう少し思いは込めてほしいと思った。これまで学習してきた表現をリアルな場

面で繰り返し使うチャンスをもう少し生かせたかなと思った。（特に好きな点を強調して説明する。

ALT にはご自分の状況を理解していただいて，Thank you for your recommendation!などと言っ

てもらい，子供たちが You’re welcome.などと言って終了するなど） 

意見：今日発表したもの・ことに対して子供たちが選んだ理由もプレゼンで表せば，子供たちの発表

したい気持ちも高まる。子供たちからのおすすめという意識の高まりがもっとあればよいのではな

いか。 

(4) 感想など 

○ 聞いたり読んだりしたことについて考えたこと，感じたことをまた伝える，発信するということ

が求められている。本時で発表の後にやり取りが位置付けられていたことはたいへんよかった。 

 


