
平成 30年度 附属函館小学校研究について  
平成 30年度 北海道教育大学附属函館小学校 研究テーマ  

 「主体的・対話的で深い学び」を保障する授業の具現化 

～「学びの文脈」に基づいた各教科等の単元のデザイン ～ 
* 課題設定の理由と研究の経緯 については，「研究のまとめ」を参照して下さい。 

 

1. 「単元のデザイン」とは 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 まず前提として，授業づくりを行う時に重視しなくてはいけないのが，主体的・対話的で深い学びを通

して，単元の目標を確実に達成することです。そのための，「単元のデザイン」は，本校では 3つのステ

ップにより行われています。 

 最初は，単元の目標を分析し，目指す子供の姿に至るまでの単元の構想をします。学習指導要領の内

容を確認したり，各教科書会社の教科書を比較したりすることなどを通して，どのような学びを展開す

れば，単元の目標が達成できるのかを考えます。その時，単元の終了時における目指す子供の姿から逆

算し，どのような過程を経てその姿になるかを構想することも重要です。このようにして，単元の構想

をすることが，第 1のステップです。 

 次は，その学習活動の流れを，子供の問題解決のストーリーの視点で，整理します。先述の通り，主

体的・対話的で深い学びを通して，資質・能力を獲得・育成していくには，子供が学びたいと思える

「問題解決のストーリー」が重要になります。子供の実態を捉え，単元における問題（課題）を解決す

ることに，必要感や必然性を感じるような単元になるよう整理することが，第 2のステップです。 

 最後に，「学びの文脈」を生み出したり，つないだりするための教師の支援や手立てを具体化します。

「学びの文脈」を通して，子供が主体的・対話的で深い学びをしていくには，適切な教師の関わりが重要

です。それは時に直接的な関わり（対話や発問など）であったり，間接的な関わり（場の設定や環境整備

など）であったりします。また，各教科等の特質や単元のもつ特性，児童の実態などにより，その手立て

は多様になり得ると考えています。その手立てについて考え，単元の中で適切な支援ができるよう具体

化していくことが，第 3のステップです。 

 



 2. 単元における資質・能力の育成を支える「学びの文脈」 

 

 

 

 

 

 これまでの研究で，資質・能力

の育成のために「学びの文脈」が

重要であることはわかってきまし

た。そして育成を目指す資質・能

力については上の 3つがあるとさ

れています。 

 これまで本校では，「学びの文脈」

は①の資質・能力の育成に資するも

のと考えてきました。 

 今年度は，本校において育成を目

指す資質・能力の軸を①としながら，

その単元で育成を目指す資質・能力

が②や③の資質・能力の育成にどのようにかかわり，「学びの文脈」上でどのように表されるかを追究

しています。 

  具体的には，単元の学習終了時や，その教科等を学び進めた時，あるいは将来的な（各教科等の目標

に沿った）子供の姿として授業者がイメージし，それに向かう姿が見られようにすることに挑戦してい

ます。そのために，指導案上で「学びの文脈」を図化することで，①の資質・能力の育成はもちろん，

②や③の資質・能力とのつながりを捉えることができることを期待しています。 

   

3. 「学びの文脈」を生み，つなげる具体的手立て  

 今回の研究では，これまでに行わ

れてきた授業づくりにおける具体

的な手立てを，各教科等の資質・能

力の育成という視点からもう一度

見直し，単元の学びをどのようにつ

ないでいるのかを示すことに挑戦

しています。これにより，授業にど

んな学習活動を盛り込むことで「学

びの文脈」を生み，資質・能力を育

成することができるかを，より明確

に見出すことができると考えまし

た。 

 「学びの文脈」を”生み出す”ための手立ての多くは，単元や題材を選びません。また，教科等も限定さ

れない（汎用性が高い）ことも多いです。例えば，「気付きを生む資料と出会う」ことや，気付きから「単

元テーマ」を設定するなどの手立てです。その多くは教科横断的に活用できると言えます。 

 そして「学びの文脈」を”つなぐ”ための手立ては，各教科等の特質に応じて行われる（「見方・考え方」

を鍛える）学びの場面で多く見られます。例えば，「教師との対話により目標に迫る」「既習との関連を明

確にして統合的・発展的に学ぶ」などです。その多くは，より「深い学び」を実現する手立てとして，活

用できると言えます。 

① 教科等の枠組みを踏まえながら、社会の中で活用できる資質・能力（国語力・数学力など） 

② 教科等を越えた全ての学習の基盤として育まれ活用される資質・能力（言語能力・情報活用能力など） 

③ 現代的な諸課題に対応できるようになるために必要な資質・能力（安全で安心な社会づくりのために必要な力など）  
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単元名 ６年「Book café ―きつねの窓―」 

 

(1) 単元における，資質・能力の育成を支える「学びの文脈」 

本単元では，読書会（Book café）を通じて 

・ 人物像や物語の全体像を具体的に想像したり，表現の効果を考えたりする。 

・ 文章を読んでまとめた意見や感想を共有し，自分の考えをひろげることができるようにする。 

 ことができるよう，「学びの文脈」を次の通り構想しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国語科 研究大会実践の解説 

ア 「Book café」やブック・レビューと出会い，興味をもつ。 

イ 「Book café-きつねの窓-」として，どのように学習を進めていくのか見通しをもつ。 

ウ 「きつねの窓」と出会う。 

 

エ ブック・レビューの書き方 Lesson！に取り組む。 

オ 「きつねの窓」を読んで考えたことを交流する。 

カ ブック・レビューに載せたいテーマを自分たちで設定する。 

キ 「Book café」を開催する。 

 

ク 自分の選んだ本で「Book café」を開催する。 

ケ 単元を振り返る。 

開始期 

展開期 

まとめ期 



 (2)「学びの文脈」を生み，つなげる具体的手立て   

 学びの文脈を生み，つなげることができるよう，下記のような２つの手立てを行いました。 

 

手立て① 単元のゴールとなる活動と学習の振り返りの工夫 

ア・イ 子供が課題を解決していく見通しをもって学習活動に取り組むことができるよう，単元の開始

期に単元の全体計画を考える時間を設定し，Book café やブック・レビューについて理解を深め，

具体的な目指す姿やゴールイメージを確認していきました。ゴールに行き着くまでの過程の一つ一

つのめあてや身に付けたい力・取り組み方が明確になると同時に，振り返りの視点としても活用する

ことを目指しています。 

  カ 子供が自らを学びの当事者であるという意識をもつことや，自らの学びのプロセス・学び方に

ついて自覚することを促すために，常に「自分の意見や感想を話し合い，考えを広げていく」という

ゴールを意識し，単元計画に基づいた毎時間の振り返りや単元のまとめ期に振り返りを行う機会を

設定しました。 

  これらの活動を通して，作品を読み，進んで自分の思いや考えを伝えようとすることにつなげた

り，読書が自分の考えを広げたりすることに役立つことに気付かせたいと考えていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「Book café」 
☆ 読書会・・・本を読んで語り合う活動 
☆ 雰囲気良く行うことでより語り合う効果を高めたいという意味を

こめた，本単元用のネーミング。 
 Book…本を読んで本について語り合う。 

 café…カフェにいるようなリラックスした雰囲気で和やかに。それでいて，マ

ナーよくスマートな振る舞いで大人の世界を楽しむ気持ちも忘れずに。 

 
☆ 指導事項を踏まえた論点を設定。 
 
☆ 自分の考えを具体的にまとめ，言語で表現す 

るために「ブック・レビュー」を書く活動を設定。 
   

将来的に目指す子供の姿について ① 

「 読書人 」 
☆ 本を通していろいろなことに触れ，考

える。 
☆ 本からたくさんの知識を得る，たくさ

んのことを考える。 

本の世界を自分の生活の糧に 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

将来的に目指す子供の姿について ② 
☆ 活字から情報を収集し，情報を根拠に

考えをもったり，考えを交流したりしな
がらよりよいものを創り上げる姿。 

☆ 相手の考えをしっかり聞き，自分の考
えを伝える姿。 

☆ 聞き取ったことをまとめながら書き留
める姿。 

☆ 本に親しみ，積極的に読書する姿  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手立て② 必要感のある対話的な学びを促す 

エ・オ 国語で正確に理解し適切に表現する力は，子供が実際に人とのやりとりである対話が行われて

こそ高まります。Book café で互いの立場や考えを尊重し，言語を通して正確に理解しようとした

り，ブック・レビューに適切に表現しようとしたりする機会を数多く設定することにより，子供一人

一人の言語活動を充実させていきました。認識力や判断力が必要になる場面が繰り返されることに

より，言葉を手掛かりとしながら論理的に思考する力や豊かに想像する力をより高めていきたいと

考えたからです。 

言語活動を充実させることにより，描写を基に人物像・物語の全体像を具体的に想像したり，表現

の効果を考えたりしながら読むことができるようになることにつながっていくと考えました。 

 

イ 単元の開始期で自分の学びであるブック・レビューを完成させるためには， 

① 作品を読んで考えたことを交流する 

② 考えを広げるために，発問や課題の解決の過程で仲間の意見を聞きながら読み取っていく 

ことが有効であることを確認しています。小グループでの交流を行いながら，学びや考えの広がり

を共有するために，全体で一つのテーマに向かって話し合ったりする活動も取り入れました。 

  

授業者から提示した形態 

全体・・・クラス全員で黒板を使って行う。 

固定・・・単元を通して固定の国語班で行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Book café の形態については，全体と固定の他に，子供が
考案したものが複数あり，その時の目的に応じて使い分ける。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

固定 Book café を行う際のお約束三箇条が班毎に設定され，それに基づいて開催後に振り返りを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お約束三箇条 例 ①  

一 友達が話している時は,タイミング良く相づち！ 

二 話す時は,わかりやすく！ 

三 みんなが楽しく話せる雰囲気を全員で創る！ 

お約束三箇条 例 ② 

一 友達の考えはしっかり受けとめる！ 

二 できるだけ,やさしく会話する。 

三 人任せにしないで,考えをまとめる！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ブック・レビュー」 
 
☆ 自分の考えを言語化し，具体的にまとめ，表現する。 
 
☆ 指導事項を踏まえた論点を設定する。 

きつねの窓を全員で読み，「Lesson ①～④」まで
フォーマットに沿って書く。固定 Book café 

 
 
☆ Lesson①～④までの学びをいかして「すてきな

Book café を創りそうなブック・レビュー」
を書く。 

 
☆ 自分たちが選んだ本で Book café を開くため

の，ブック・レビューを書く。  
 
   
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Book café の様子 ① 

Lesson①～④のフォーマット

で書く際には， 

 

自分の考えを項目毎にノートにメ

モ（各種「Book café」を行う

場合も有り。） 

  ↓ 

国語班のメンバーで「いける！」

「いってみるか。」等の合図があ

り，固定 Book café を行い，

ホワイトボードを使いながら考え

をまとめ，書き上げる。 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Book café の様子② 

隙間時間や，進行時間の差がある

場合は，書き上げたブック・レビュ

ーを，お互いに読み合い，付箋で感

想や疑問を伝えたり，直接話を聞き

に行ったりする。 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Book café の様子③ 

貼られた付箋を分類しながら，

グループで話し合い，前 Lesson

の振り返りを行う。答えを紙に書

き込んではったり，直接本人に詳

しく話しに行ったりすることも。

また，書き直したい要求がでてく

る場合もある。 

   
 

 

 

 

 

 

Book café の様子④ 

 「固定」での活動に慣れてくると，「もっと

他の考え方にふれたい」「自分の考えが通じる

のか試したい」などの欲求が高まり，café の

形態についても提案するように。 

 

 

 

 

 



研究大会実践の成果と課題 
 

 

 

Lesson１～４を同じパターンで取り組んでいくうちに，子供たちの取組は変化をしていきました。読

みの正しさを主張するために教科書本文を根拠にして語ることが当たり前になり，「引用を必ず入れる」

というルールが身についていきました。本文を根拠にしていないと思われる発言やレビューがあると，

「どこから？」「どうしてそう言えるの？」と，直接聞かれたり，掲示している完成したレビューに付箋

で貼られたりしたことを互いに経験したことが大きいと考えられます。また，レビューで書き言葉にし

た際に読み手に伝わらない可能性を感じた時には小さな文字で P（ページ）・L（行）記号を入れて自分

たちの読みの根拠を主張する場合もありました。 

回数を重ねることで，「事実＋事実解釈」で説明することが必須であり，同じ事実でも解釈の違いがあ

ったり，同じ解釈でも挙げる事実が違ったりすることを対話の中で見つけたり，そのことをレビューに

表して周りの反応を得る楽しさに気が付いていきました。 

 

互いのブック･レビューを読み合うことで，事実＋事実解釈が書かれていること，そして適切な事実を

ぬきだすことを意識して書かれたものが，より説得力があるということを理解しています。しかし，子供

たちは，事実を抜き出して並べることは比較的容易なことではあるが，その事実を解釈して，自分の考え

を示すことは難しいことだと感じています。「間違うことへの恐れ」は個人でも，グループ単位でも同様

に感じているようでした。 

グループで一つの考えを示すことは，１人で書くことには自信がないという初期段階での悩みは解消

されましたが，少しずつ「同じ事実でもメンバーによって考えが違い，折り合いをつけてまとめるには時

間がかかる。」「お互いを尊重するからこそ，一つにしぼって書きにくい。」等の悩みがでてきます。その

ことを解決するために，次は「他のグループはどうなっているのか聞いてみたい。」「同じ考えだったらそ

の理由を聞いてみたい。」「自分のグループの考えを話してみて，お試しで反応が欲しい。」とつながって

いきます。 

 

ブック・レビューは，Book café を行う際の話題の選び方を習得するために行うものです。もっと他

の人と話してみたいという必要感のある対話的な学びへとつながっていきました。 

国語で正確に理解し適切に表現する力は，子供が実際に人とのやりとりである対話を行ってこそ

高まります。そのことを子供たちと確認をしながら単元の計画を立てたり，この単元で身に付ける

力や目指す姿を共有したりしたことで，見通しをもって安心して取り組むことができました。 

 

 

 

 

 

 

成果 



 

 

日常に生きる対話を目指しながらも，授業者が一つ一つの発言を把握しておきたいという思いも

あります。しかし，対話が活発に行われると行われるほど，それは難しくなります。話の中心がテー

マから外れたり，自分たちの考えをまとめられずに行き詰まったりすることもありました。どのよ

うな状況になった時に授業者の介入が必要になるのか，授業者と子供が基準を具体的に共有した上

で，授業者が全体を俯瞰して見ていくことが大切だと感じました。 

また，Book café で交わされた会話をブック･レビューに文として変換させるのは非常にむずか

しい作業です。行きつ戻りつしながら行われる子供たちの会話から数行の要旨にまとめるためには，

会話を文字として記録に残すことや，時間の目安の提示の必要がありました。 

今回はグループでの学習がメインとなったため，子供たちの中には，1 人で書くことに自信はな

かったけど，友達と一緒に考えて読みとることや，書くことができたから次は 1 人でも頑張ってみ

たいという声や，自分の考えを表現してまとめてみたいという振り返りが多く出てきました。そこ

で，１人１人の時間を大切にする学習との単元の配列を工夫し，年間の見通しをもって取り組む必

要があることを改めて感じました。 

 

実践提案「個の学びを実感できる授業」 
６年 １年生に向けて「すてきな２年生になるために大切なこと」物語を書こう 

 
(1) 単元における，資質・能力の育成を支える「学びの文脈」 

 

本単元では，１年生に向けて物語を書くという活動を通して， 

・ 目的や意図に応じて，感じた事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，伝えたい事を明確にする。 

・ 筋道の通った文章となるように，文章全体の構成や展開を考える。 

 ことができるよう，「学びの文脈」を次の通り構想しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課題 

ア 物語を書くことを知り，学習の見通しをもつ。 

イ 最高学年として１年生に対しての思いや願いを確認する。 

ウ 物語の書き方について確認する。 

エ １年生へ伝えたいメッセージ（主題）を決め,読み手にメッセージが伝わるよう物語を書く。 

  ※ ウとエを繰り返して物語を書き進め,第１稿を完成させる。 

オ 読み聞かせ会「ふゆの本まつり」を開催し,読み手の反応を確かめる。 

カ 読み聞かせ会の反応を基に推敲し,物語を完成させる。 

キ １年生の為にすてきな２年生になるための本コーナーを設置する。 

開始期 

展開期 

まとめ期 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)「学びの文脈」を生み，つなげる具体的手立て   

 学びの文脈を生み，つなげることができるよう，下記のような２つの手立てを行いました。 

手立て① 単元のゴールを目指す学習過程の工夫   

ア・イ 今回も，子供が課題を解決していく見通しをもって学習活動に取り組むことができるよう，

単元の開始期に単元の全体計画を考える時間を設定しました。この時間で１年生に対する思いや願

いを共有し，すてきな２年生になるための物語を書くというゴールイメージを確認していきまし

た。 

本校の６年生にとっての１年生という存在は特別です。入学前から関わりをもち，日常の生活や

行事に対する取組を通して成長を支える役目が伝統的に６年生にあります。自分たちが１年生の時

にもった６年生への強烈な憧れを思い出したり，自分もそうありたいという願いをもったりしなが

ら，１年生と接していきます。自分たちが大切に成長を見守ってきた１年生が，あと半年で次の１

年生を迎える２年生になることにあたって，６年生は「すてきな２年生になるために大切なこと」

を物語にして伝えるというのが，今回の単元のゴールとなる活動です。 

物語の主題や対象を明確にすることで，自分が感じていることや考えていることから，書く内容

を選び，伝えたいことが明確になるような材料の関係づけができると考えました。 

この単元では，１年生を招待し１対１で読み聞かせを行うことを，１時間の中で何度も繰り返す

という活動を設定しています。６年生が１つのイスを自分の前に置き，１年生が自分の前に座った

ら読み聞かせをするというスタイルのため，最初から最後まで自分１人でやり遂げなければなりま

せん。相手の反応も手に取るように伝わってきます。この読み聞かせのイメージを子供たちと共有

することで，「おもしろかったって言われたいから，アドバイスを頼みたい。」「１年生に通じる

かな。」「いい話だけど，このままだと飽きるかな。」「６年生としては，変なことを教えられな

い。」「すごいって思われたいから，ここは書き直す。」など相手意識が高まった言葉が，頻繁に

交わされるようになりました。 



手立て② 対話を繰り返すことで「書くこと」を明確にしていく   

ウ 物語を書くという学習は，第 4 学年「あらすじを考えて，物語を書く」という単元で４つの

場面に分けて書くことを経験しています。本単元では事件の展開の中に「山場（クライマックス）」

を設定することに重点をおきました。 

山場（クライマックス）は，「中心人物・事柄に大きな変化（心情や行動）が起こる，物語の最も

重要なところ」であり，「主題を表現するところ」ということを子供たちと共有します。その上で，

物語を読む１年生にとって適切なレベルである物語がどのようなものであるのかについて知るため，

現段階でどのような物語を読んでいるのか，分析が必要となりました。 

１年生の国語の教科書の物語から「けんかした山」「大きなかぶ」を取り上げ，それぞれの物語が

どの様な山場の構成になっているのか確認しました。「けんかした山」は中心人物の心情に大きな変

化が起こりますし，「大きなかぶ」は中心となる事柄に大きな変化が起こります。そのことを２色の

付箋でビフォー･アフターを分けて書き分け，その付箋の間に挟まれる一文を考えることを全体で行

い，山場の分析をしました。 

その後で自分の物語の山場を，同様に付箋を使用してまとめました。自分が設定した山場の盛り上

がりが最高潮かの交流では，盛り上がり具合を判断するために必然的に物語の主題や，登場人物の相

互の関係や物語の始まり，事件のきっかけ，結末について質問が行われていきます。この交流の時点

では物語は，登場人物と四つの場面の大まかにしか決まっていません。子供たちは質問をしたり，質

問に答えたりしていくうちに思考が整理され，構想が固まっていきます。相手の反応を見ながら話す

ことで，セリフの言い回しや細かな設定が決まっていく様子も見られました。 

この山場の交流での対話を通して，物語の構成から登場人物の相互の関係までを整理し，物語本文

をスムーズに書きはじめることができました。 

 

今年度の研究を通して 
 

 

指導事項を達成するために，単元のゴールとなる活動に国語の目標そのものの価値や，子供の日常の中

で活用する価値をもたせることで子供たちは意欲的に学習を進めていくことがわかりました。 

子供たちにとってより価値を感じる学びのデザインにするためには，大きな枠を決めた後に，目の前の

子供たちだからこその設定で調整することが，より大きな効果を生みます。 

「きつねの窓」では，対話をすることそのものが課題だと考えている子供が多い実態があったので，和

やかな雰囲気での読書会を重ねることで得られる安心感に加え，別クラスと付箋にコメント通した対話

を加えることで，仲間意識を高めたり，ライバル意識をもったりしながら繰り返し取り組むことが効果

的でした。 

「物語を書こう」では，１年生の時に既に学習している物語教材を２つ取り上げ，構成や主題に着目し

ながら改めて読み，どちらを自分の作品に役立てるかという選択肢を設けることが効果的でした。 

 

 

 

成果 



 

 

  今年度は，複数教科を組み合わせてデザインするのではなく，シンプルに国語科の時間だけでデザ

インすることに取り組みました。そこで見えてきたことは，１年間の中での積み重ねに加えて，これま

での学年として積み重ねがとても大切だということです。 

  これまで，明確に位置づけての読書会的活動を行った経験がなかった子供たちが，小学校生活最後

の物語単元で，読書会的活動を行いました。そのため，手堅く時間をかけていくことが必要でしたが，

この学習を行うことでこの後の説明的文章の単元でも，伝記を読む単元でも短時間で読みを広げるこ

とができました。そして，これまでの自分たちの学習のどのような場面が読書会的活動であったのかに

も気が付くことができました。 

  言い換えれば，もっと早い段階から子供たちと共有しながら読書会的活動を積み重ねておくことで，

６年生のこの段階では，もっと違う活動へと高めることができたのではないかと考えられます。ですか

ら，「考えの形成」や「共有」の項目においても小学校段階でのゴールとなる姿を授業者は子供たちと

共有し，積み重ねていくことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

国語科は，国語（日本語）で正確に理解し，適切に表現する力を育成することをねらいとしています。

学習のみならず，生きるということは思考を含めて全ての活動が言葉を介して行われています。日々の

生活が習得の場であり，実践の場であり，生涯を終えるまで学ぶことができるという特別な教科と言え

ます。 

よって，理解したことを言葉で表現し，表現することで理解を深めることと往還し,さらに学習集団の

みならず様々な人との関わりの中で力を高めていくことで，より効果的に学んでいくことができると考

えます。 

ですから，複数教科を組み合わせた単元のデザインを横のデザイン，複数年を見通した国語科における

単元のデザインである縦のデザインとし，縦と横のデザインが組み合わせて，学習の効果の最大化を図

っていきたいと考えます。 

課題 

実践を踏まえての展望 



 
 

単元名 ３年「モチモチの木～読書でたいわ！～」 
 

(1) 単元における，資質・能力の育成を支える「学びの文脈」 

本単元では，子供たちに， 

○ 登場人物の行動や気持ちなどについて，叙述を基に捉えることができる。 

○ 登場人物の気持ちの変化や性格，情景について，場面の移り変わりと結び付けて具体的に想

像することができる。 

○ 文章を読んで感じたことや考えたことを共有し，一人一人の感じ方などに違いがあることに

気付くことができる。  

という資質・能力を身に付けさせることができるよう，「学びの文脈」を次の通り構想しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国語科 研究大会実践の解説 

ア 「読書でたいわ」を知り，学習の見通しをもつ。 

イ 「モチモチの木」と出会う。 

ウ 「読書でたいわ」講座を開催し， 

「モチモチの木」を読んで，思ったことや考えたことを交流する。 

エ 自分たちで「読書でたいわ」のテーマを設定して，交流する。 

 

オ 自分の選んだ本で，「読書でたいわ」を行う。 

開始期 

展開期 

まとめ期 



(2)「学びの文脈」を生み，つなげる具体的手立て   

 学びの文脈を生み，つなげることができるよう，下記のような３つの手立てを行いました。 

 

手立て① 子供が意欲的に課題を解決できるような，課題の提示や発問の工夫をする 

子どもが主体的に課題解決をしていくことができるように，子供が，学習する見通

しを明確にして，単元を通して学習していく言語活動に向かうための「一単位時間の

言語活動」「段階的な言語活動」を工夫しました。例えば次のようなことです。 

 

 

 

 

 

 

 

特に「読みの視点の提示」においては，教師からの疑問，意図的な補足などの発問

の工夫により，自分達の読みの再検討，再構成を進めていくことができるようにしま

した。基本的には，子供たち自身の言葉を多くしながら，グループでも全体でも交流を行いますが，教師

が，話合いに視点を与えたり，方向付けをすることでより，話合いが活性化していきました。 

 

手立て② 考えを共有したり，感じ方の違いに気付いたりするための交流の場の工夫 

作品を読んで考えたことを交流し，考えを共有したり，感じ方の違いに

気付いたりするためには，対話的な学びは不可欠です。特に読むことの授

業においては，発問や課題の解決の過程で多くの仲間の意見を聞きなが

ら，読み取っていくことが大事になります。 

そこで，小グループで読書会を行いながら，話し合いを「たいわシート」

（引用とそれに対する考えを書き込むシンプルな用紙）に見える化してい

く活動を取り入れました。さらに小グループでの学びや考えの広がりや深

まりを，全体にひろげていくために，「たいわシート」を交流し，全体で一つのテーマに向かって話し合

う活動（全体での読書会）を取り入れました。小グループ同士の交流の際の，形態についても様々な形態

で学ぶことができるようにしました。（ワールドカフェ，フィッシュボウルなど） 

 

手立て③ 全員が楽しく「読める・わかる」単元（授業）デザインの工夫（ユニバーサルデザイン） 

 国語科の読むことにおいて，全員が「読める！」「わかる！」を実感することが大切です。そのために

は，学び方（読むことであれば「読み方」）を知識としてもっている必要があります。「ごんの心情を読み

取ってごらん？」というだけでは，読み取れない子供もいます。そこで，様々な文学表現の特徴から読み

取らせるための工夫や，学習の中に教師からのしかけ（手立ての工夫）をすることで，全員が「読み方」

を身に付け，読むことの目標に迫ることができると考えました。本実践では，ユニバーサルデザインを取

り入れた学習を展開し，子供が「読み方」や資質・能力を身に付けている姿を捉えていくことができまし

た。 

☆ 「ずっとめあて」（単元通して）「きっと今日めあて」（その時間で達成
する）の設定 

☆ 叙述を引用しながら，交流したことを見える化する言語活動（たいわ
シート） 

☆ 各グループの中で解決できなかった課題，盛り上がったテーマを抽出
し，そのテーマを使って全体交流会の実施 

☆ 3次に向かうための「読書でたいわ教室」の開催 
☆ 自ら課題を解決できるような「読みの視点」の提示 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

※センテンスカードの活用例 

例えば，「作品の主題を考える」という授業をすると

きに，子供たちの頭の中を整理してくために，あるいは，

全員が手を挙げることができるようにするために行う

しかけです。そうすることで，混沌として，「なんだか

わからない」となっている子の頭の中を少し整理するこ

とができるようになります。言葉が目の前にあることで

「う～んどれかな？」と考えることができるようになるということです。 

 

その一時間の授業において，目標に迫る言葉に着目させたり，語句をあえて違う言葉に換えて間

違い探しをさせたり，教科書の言葉を隠して提示することでその言葉の意味を考えさせることがで

きます。また，本文にはない登場人物の気持ち（しかも真逆の）を付け加えることで，自然と心情把

握に向かわせることもできるので，この提示はとても有効です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆ 挿絵を並べ替えながら，物語の流れをつかむ学習 

☆ 例えば，豆太が臆病だと思う文を見つけたら，教師が判読をしているときに手を叩く読み方 

☆ 例えば，昼と夜の豆太を比較するために，二色のペンで線を引きながら読む読み方 

☆ その場面における「間違った豆太像」の提示により，人物像に迫る読み方 

☆ 教科書の言葉を引用した「センテンスカード」の活用（並べ替え，間違い探し，選択や消去法） 

☆ 主題読みの際の「主題選択カード」の活用 

（自分の主題の捉えと近い意味を見つけたり，異なる読みを消去することができる） 

勇気のある子

どもと 
現在の臆病な

豆太の対比を

より浮き彫り

にするため

の，「隠す」

提示です。 

いばって→おどって 
に書き換えること

で，モチモチの木に

対していばっている

豆太の姿をクローズ

アップします。 

昼間→夜中 
に書き換えることで，

昼と夜の豆太を対比し

て読むことができるよ

うにします。 

豆太の気持ちを付け加えま

す。 
ただし，本当は怖いはずなの

に，「わくわく」という言葉に

換えてあります。これによっ

て，臆病な豆太の心情に視点

が向けられます。 

心情を想像するのが苦手な子

も，わくわくという言葉とこ

の場面の豆太の心情の違和感

に気付くことができます。 

夜中→夕方 
と書き換えます。 
それによって，昼間の豆太と

の対比ができるとともに，い

ばっていた豆太から臆病な豆

太に戻っていく様子を想像す

るための手助けとなると考え

ました。 



研究大会実践の成果と課題 
 

 

 本年度は，手立てを明確に打ち出し，それをしっかり検証していくことで，今後の自分の授業の広がり

を実感することができました。 

 

１．子供が意欲的に課題を解決できるような，課題の提示や発問の工夫の幅にひろがり 

 最近は「これはどうしてでしょう？」とか「～の気持ちを考えましょう」のように発問をすることをや

めています。発問は教師が発話するだけではないのだなと思っています。むしろ，本実践によって，様々

な方法で，子供の思考を耕したり，揺さぶったりすることができることがわかりました。課題についても

同様で，気持ちを考えようと言うより，クライマックスの一文を見つけるとか，「自分が考える主題に近

いのはどれ？」と５択問題にするとか，子供が立場を決めてその根拠に基づいて考えを交流する授業の

方が，子供にとっては参加しやすくわかりやすく，さらに思考力・判断力・表現力を育むこともできると

考えます。 

 

２．考えを共有したり，感じ方の違いに気付いたりするための交流の場を見せ合うことの成果 

 ワールドカフェ形式は，じっとしていられない子が，活動する手段となります。でも目的を持っている

ので，ちゃんと学んで帰ってきます。フィッシュボウルは，みんなに見られるので，真剣に言葉と向き合

います。交流の工夫をすることで，子供は主体的になり，そして，対話的に学びを進めることができまし

た。 

  

３．全員が楽しく「読める・わかる」単元（授業）デザインの工夫（ユニバーサルデザイン）に手応え 

 教師が言葉で発問をすることが基本的に不要でした。カードを見せるだけとか，わざと間違った読み

方で音読するとか，挿絵の順番を入れ替えるとか，子供に「私たちは教科書しっかり読んでいれば，先生

の間違いに気づけるし，先生のしかけにも引っかからない！」のような意識をもたせることで，必要感を

もって，そして何より楽しみながら文章にふれていくことを実感しました。 

 

 

 

本単元における「資質・能力」を身に付けた子供の姿について 

○ 登場人物の行動や気持ちなどについて，叙述を基に捉えることができる。 

○ 登場人物の気持ちの変化や性格，情景について，場面の移り変わりと結び付けて具体的に想像する

ことができる。 

⇒ 今回，クライマックスのシーンを決める場面において，子供たちから，「泣き泣き走った」という叙

述が二つ出てくることについて， 

「最初の泣き泣き走ったは『痛くて寒くて怖くて泣き泣き～』，次の泣き泣きは『じさまが死んじまう方

がもっと怖かったから泣き泣き～』だからね，じさまのためにって，じさましなないで～って泣きながら

夜の道をくだった豆太がね，一番勇気を出している場面なの」「今までは夜にトイレにも行けなかった子

成果 

課題 



が裸足で走ったんだから。」これが，上の二つの目標を達成している姿です。この姿が一人でも多くの子

に広がっていくためにも，「誰にでも読める」授業は必須です。これからも開発していきます。 

○ 文章を読んで感じたことや考えたことを共有し，一人一人の感じ方などに違いがあることに気付

くことができる。 

○ 読書を通じて自分のものの見方，考え方を深めようとするとともに，考えを伝え合うことで互いの

感じ方の違いを認め合おうとしている。 

⇒ 「楽しい！」とみんなが思える授業を展開することが必要だと考えます。目をキラキラさせて文章

と向き合う子が，増えてきました。そんな姿を研究大会でも見ることができたことは成果だと思います。

しかし，読書に親しむだけではなく，自分の人生に本や文章を活用して，豊かな生き方ができるように，

文章を読める人，本が好きな人を育てることが，喫緊の課題というか，永遠の課題であると考えています

ので，努力をしていきます。 

 

実践提案「聴く→話す 単元デザイン」  
３年「話し上手・聞き上手修行！『トークでハッピーフレンズ！』」 

 

(1) 単元における，資質・能力の育成を支える「学びの文脈」 

本単元では，子供たちに， 

○ 目的を意識して，日常生活の中から話題を決め，集めた材料を比較したり分類したりして，伝

え合うために必要な事柄を選ぶことができる。 

○ 相手に伝わるように，理由や事例などを挙げながら，話の中心が明確になるよう話の構成を

考えることができる。 

○ 話の中心や話す場面を意識して，言葉の抑揚や強弱，間の取り方などを工夫することができる。 

○ 必要なことを記録したり質問したりしながら聞き，話し手が伝えたいことや自分が聞きたい

ことの中心を捉え，自分の考えをもつことができる。 

という資質・能力を身に付けさせることができるよう，「学びの文脈」を次の通り構想しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【話し上手・聞き上手修行！気持ちを伝える話し方，聞き方を考えよう】 

ア 言語活動と出会う。 

イ 気持ちを伝える話し方，聞き方について考える。 

ウ 話し上手・聞き上手修行！『トークでハッピーフレンズ！』を設定する。 

【話し上手・聞き上手修行】 

エ 宝物を紹介する活動を通して，よりよい話し方や聞き方について考えたり，実践したりする。 

  ① 聞き上手修行を行う。  ② 話し上手修行を行う。 

【修行の成果！トークでハッピーフレンズをしよう！】 

オ 宝物を紹介し合い，質問したり，宝物について感想を伝え合ったりしながら，トークを楽しむ。 

展開期 

まとめ期 

開始期 



 

(2)「学びの文脈」を生み，つなげる具体的手立て   

 学びの文脈を生み，つなげることができるよう，下記のような２つの手立てを行いました。 

 

手立て① 子供が主体的・対話的に学ぶ単元構想  

本単元は，教科書教材『たからものをしょうかいしよう』『気持ちをつたえる話し方・聞き

方』を扱います。 

知識・技能教材『気持ちをつたえる話し方・聞き方』は，言葉にはいろいろな意味が込められ

ていることを知ることで，言葉による気持ちを表す表現の豊かさに気付き，気持ちが伝わる話し

方や聞き方を意図的に学習することができる教材です。 

話すこと・聞くこと教材『たからものをしょうかいしよう』は，話し手にとっては，話すため

に構成を考える力（メモを整える力），それを基に話す力を付けることができる教材です。ま

た，聞き手にとっては，多面的な質問を考えたり，中心を捉えて聞き取ったりしながら意見を言

う力を付けることができる教材です。 

そこで，本教材は中学年における「話し方・聞き方」の基礎的な力を身に付け，話し合う力を

養うためのステップとして適していると考えました。 

 

本教材を通して，子供が話すこと・聞くことの基礎的な力を身に付けながら学習を進めていく

ことができるように，「話し上手・聞き上手修行！『トークでハッピーフレンズ！』」（ハッピー

フレンズは学年目標です）を，単元を通して学習していく言語活動として位置付けます。本言語

活動は，よりよい話し方・聞き方について子供自ら考えるとともに，身に付けた力を実感しなが

ら学習を進めていく言語活動です。本言語活動において，無理なく資質・能力を育成していくた

めに次のように単元をデザインしました。 



教科書の教材を指導する順序を入れ替え，第 1次において『気持ちをつたえる話し方・聞き

方』を扱い，気持ちが伝わる話し方・聞き方について考える活動を位置付けます。また，話した

り聞いたりする力を高めるには，それら以外にも様々な学びが必要であることに気付かせ，単元

を通して話し上手，聞き上手になるために，みんなで力を付けていくような学習の見通しをもた

せます。 

第 2 次は，話し方・聞き方を高めるための「話し上手・聞き上手修行！」という言語活動を位

置付け，宝物を紹介するために質問力・話す力を鍛えていく学習を行います。 

そして，それらの力を活用して，表現する場が第 3 次となります。ここで身に付けた資質・能

力は，国語科だけでなく他の教科・領域などにおける学び合い，発表，話し合いの場などにおい

て，「話したり，聞いたり，話し合ったり」するものとして活用できると考えます。 

 

 

手立て② 全員が楽しく「話す・聞く」授業デザインの工夫（ユニバーサルデザイン） 

 

 

 

 

中学年では，記録したり質問したりしながら聞くことや，話し手が伝えたいことや自分が聞き

たいことの中心を捉え，自分の考えをもつことに指導の重点を置いています。聞くことの指導に

おいては，聞いた事柄を基に分からない点や確かめたい点を質問することが重要です。 

また，中心を捉えるということは，話し手が伝えたいことの中心を捉えることと，自分が聞きた

いことの中心を捉えることという二つの側面をもっています。そのことを全員にしっかり身に付

けさせる工夫として，今回の学習では，「自分が聞きたいこと」を質問として表すことを単元の最

初の学習とします。 

目的を明確にして質問をすることが，自分が話すことを考える際に役立つと考えたからです。

話す内容を考えたり，話す練習をするより，自分が知りたいと思ったことを自由に質問する方が，

学習に入りやすいと考えました。「先生のペットは猫です。」というと，どの子も「どんな色です

か？」「オスですか？」などの質問をしたいでしょうし，考えることができるのです。 

 

 



 

 

そこで，単元の流れとしては，まず「聞くこと」「質問を考

える」学習から始めます。その後，話すことに重点をおいた学習を行います。この「聞く」→「話

す」の流れは，より効率的かつ確実に，全ての子供たちに，資質・能力を育成することができるよ

うに構想してみたものです。 

聞きたいことを質問として考えるという思考過程が，話すのが苦手な子供にも，スピーチの内

容や構成を決めるときに役立つと考えたからです。自分が知りたいことは友達も知りたいだろう

ということから，質問を考えた経験を基にスピーチの内容を考えることで，何を話せばいいのか，

話の中心をどこにおくか，どのような順序で話せばよいかなどを整理することができるのではな

いかと考えました。 

 

 

 

 

このように，質問力を高めることは，話す力だけではなく話を

聞くときの聞き方（うなずくなどの態度）や，内容の聞き取り方

（中心を捉えて聞くこと）などを鍛えることができ，より目的意

識をもって聞く「聞き手」を育てることもできると考えます。 

単元の前半，聞き手を育てる学習では，①聞いたことをメモする活動，②聞いたことについて質

問を思いつくままに考える活動，③質問をカテゴライズする活動，とステップを踏むことを大切

にします。本時の学習は，例えば宝物が「ねこ」だとすると，ねこの種類や色，年齢などすぐに答

えられる質問（クローズドクエッション）から，どのようにかわいいのか，どうして飼うことにし

たのか，エピソードなど，考えて答える質問（オープンクエッション）などを考えながら，質問の

観点づくり（質問秘伝の書づくり）を行います。この学習によって，子供は，目的を明確にして聞

くとともに，スピーチの構成を考える際の，よりどころとすることができると考えます。 

 

話しの中心に気をつけたり，話し手の
伝えたいことは何かを考えながら聞いた
りする学習を行いました。教師のスピー
チから，聞いたことを，メモをした方が
いいか判断をしながら，しかも単語で，
わかるようにメモをするこつを交流した
り，伝えたいことは何かについて話し合
ったりしました。メモの取り方も，自分
が後で見返したときにわかりやすい取り
方について紹介しあいました。

自分が知りたいことや聞きたいこと
を，考えることが，スピーチを考えると
きの観点になることを話し合い，質問を
たくさん考える学習を行いました。現時
点では，数・色・種類・名前などの質問
が多く，オープンクエッションが少数と
いう結果です。今日の学習では，クロー
ズドとオープンを仲間分けしながら，詳
しく知るためにはどんな質問をしたらよ
いのかを見通す「質問秘伝の書」をつく
る学習を行います。



※参考資料：全道国語研究大会において公開した授業の細かな流れを示します。 



 

☆ 質問力をつける→スピーチ力をつけるという単元構想 

 本単元では，宝物を紹介し合うために，最終的には，「紹介する」という話す力が身に付くように

学習を進めていきました。ですから，通常は，話す力を中心に付けていくというのが，今までの自分

の中のセオリーでした。この授業では，まず聞く力を育てることを重視します。聞き取る力だけで

なく，質問力を鍛えるのです。質問する内容を考えたり，質問の質（種類）を知ることで，聞き手が

何を聞きたいのかがわかってくる…。そうすると，自分がスピーチの内容を考えるときに，聞き手

が聞きたいことは何か…ということを考えながらスピーチを考えることができる…。となるのでは

ないか，ということを考えたことがこの単元構想のスタートとなります。子供たちとも，そのこと

について十分話し合っており，「おそらく聞き上手になることは話し上手になることへの近道だよ！」

という仮説をお互いが立てた上での授業となりました。この流れは効果的だと考えます。 

 

☆ 話したり聞いたりすることを見える化する 

 話すこと・聞くことというのは，日常生活では，目に見える言語活動ではありません（「書くこと」

「読むこと」に比べると）。つまり，力が身に付いたかどうかを見取る方法も工夫をしなければなり

ません。自分で実感するのもなかなか難しいですよね。そこで，聞き取ったことをメモしたり，質問

内容を整理したり，スピーチを考えたりするのに，思考ツール的に整理する手法を示したり，ワー

クシートを用意したりしました。目に見えない表現を，見えるようにするというのは，当たり前の

ようでいて，あまり成されていません。ですから，話すこと，聞くことの授業としてとても重要なこ

とであると考えました。 



今年度の研究を通して 
今年度は，いろいろなヒントをもとに，ユニバーサルデザインの授業を実践してみました。少ししか取

り組んでいないのですが，着実に手応えを感じることができるようになってきました。それは，本当に

微々たる変化でしかない場合もあります。 

 例えば，全く手を上げられなかった子が，毎時間うれしそうに笑顔で手を上げるようになったことや，

以前は話合いに参加できなかった子が「クライマックスの場面を一つに絞る話合いをもっとしたい！」

と授業後に伝えに来たこと，国語嫌いの子が「国語の時間が楽しみになってきた」と言ってくれたり，理

由を明確にして話す子が増えてきたり…。楽しい，わかったよ！という子が増えてきたということが，

微々たる成果なのではと思っています。 

 今回一番，感じたのは，できることはとにかくやってみること，それを継続していくこと，積み重ねて

いくことが，重要であるということです。 

 

 もちろん課題は山積みです。（あくまで自分の…） 

・ 授業の後半，発問が難しくなると手を上げる子が減ってくる。 

・ 学習環境について，まだまだ手を付けていない。 

・ 児童の実態把握についてまだまだ十分に見とれていない。 

・ 3 年生の「読むこと」「話すこと・聞くこと」授業でしか実践していないので，他領域，他学年

での実践を積んでいきたい。 

・ まだ勉強をはじめて 2 ヶ月なので引き続き，様々な実践をしたい。 

 

 さて，新学習指導要領には，次のように書かれています。 

 

  ○ 障害のある児童への配慮についての事項 

(9) 障害のある児童などについては，学習活動を行う場合に生じる困難さに応じた指導内容や指導

方法の工夫を計画的，組織的に行うこと。 

 

※ 通常の学級においても，発達障害を含む障害のある児童が在籍している可能性があることを前

提に，全ての教科等において，一人一人の教育的ニーズに応じたきめ細かな指導や支援ができ

るよう，障害種別の指導の工夫のみならず，各教科等の学びの過程において考えられる困難さ

に対する指導の工夫の意図，手立てを明確にすることが重要である。これを踏まえ，今回の改

訂では，障害のある児童などの指導に当たっては，個々の児童によって，見えにくさ，聞こえ

にくさ，道具の操作の困難さ，移動上の制約，健康面や安全面での制約，発音のしにくさ，心

理的な不安定，人間関係形成の困難さ，読み書きや計算等の困難さ，注意の集中を持続するこ

とが苦手であることなど，学習活動を行う場合に生じる困難さが異なることに留意し，個々の

児童の困難さに応じた指導内容や指導方法を工夫すること 

 

例えば，国語科における配慮として，次のようなものが考えられる。 



・文章を目で追いながら音読することが困難な場合には，自分がどこを読むのかが分かるよう

に教科書の文を指等で押さえながら読むよう促すこと，行間を空けるために拡大コピーをし

たものを用意すること，語のまとまりや区切りが分かるように分かち書きされたものを用意

すること，読む部分だけが見える自助具（スリット等）を活用することなどの配慮をする。 

・自分の立場以外の視点で考えたり他者の感情を理解したりするのが困難な場合には，児童の

日常的な生活経験に関する例文を示し，行動や会話文に気持ちが込められていることに気付

かせたり，気持ちの移り変わりが分かる文章の中のキーワードを示したり，気持ちの変化を図

や矢印などで視覚的に分かるように示してから言葉で表現させたりするなどの配慮をする。 

・声を出して発表することに困難がある場合や，人前で話すことへの不安を抱いている場合に

は，紙やホワイトボードに書いたものを提示したり，ＩＣＴ機器を活用して発表したりするな

ど，多様な表現方法が選択できるように工夫し，自分の考えを表すことに対する自信がもてる

ような配慮をする。 

 主体的で対話的で深い学びのある授業を全員に実現することの重要性も重視しています。（当たり前の

ことではありますが…）一層の努力は必要となります。 

 

 最後に，国語科のことについて考えたことを，掲載いたします。 

 

○ 国語科の学びによって児童に身に付く力 

  ① 話す・聞く・書く・読むなど日常生活において適切に使う言葉の力 

    →もちろん，適切に使うためには，特質を理解したり，語彙を獲得していなければならない… 

  ② 人との関わりの中で言葉などを使って想いや考えを伝え合う力 

    →思考や想像・判断なども頭の中で言葉を使って行っていることが多いため，言葉を学ぶことは，

思考力・判断力・表現力をさらに向上させる。 

  ③ 言葉の大切さを自覚したり，言葉を大切にする心，そして言語感覚 

  ④ 個人的には，ユーモアや生活を楽しむ力も言葉によるものだと…。 

   

○ 国語科の学習はどのようにあるべきか 

  ① 話すこと・聞くこと・書くこと・読むことのスキルをしっかり身に付ける授業の展開 

  ② コミュニケーションの基礎となる言葉の力をはぐくむ言語活動の創意工夫 

  ③ 語彙指導・漢字指導の充実を図る授業開発 

  ④ 情報を適切に理解し，情報を取り出したり整理したり，関係を捉えて活用する言語活動の創意工夫 

  ⑤ 言葉で考え，表現する授業になるような言語活動の創意工夫 

  ⑥ 言語文化，書写，読書などの指導の充実 

   

○ 成果ある学びを目指す具体的授業像 

  ① 話す力を身に付けるための「聞く力・質問力」を高める学習展開 

   →質問するポイントや自分が知りたいことを質問する力が身に付くと，それを基に自分が発表した

り，話したりするときに，構成を考えやすい。つまり，聞く力を付けてから話す力を付ける単元構



想の方が効果的かもしれない…と最近考えています。 

 

  ② 書く力を高める実践的な学習展開 

   →ただの作文指導では，実践的な書く力は付けられないようです。話すために書く原稿を作る。聞き

取るときに中心をメモする。情報を取り出して書きまとめる。考えを整理するために書き殴る。引

用して考えたことを書く。実際に依頼文を作ったり，感謝状を書く。などなど，様々な言語活動を

考える際に，書くという言語活動は，話したり聞いたり読んだりしたことと連動している必要があ

ると思います。 

   →筆記具を選んで手紙を書くとか，ラブレター（愛する人だけではなくペットや宝物への手紙でもい

い）を書く，脚本を書くなんていう言語活動ももしかすると，言葉を大切に書く手立てとしていい

かもしれません。私が行った実践で，大喜利の脚本を書くという授業を行いましたが，実にユーモ

アの効いた楽しい単元となりました。言語感覚を養うことにもつながったと思います。 

 

  ③ 読書離れを防ぐ，「読書会」などの授業開発 

   →文学的・説明的文章を問わず，読んだ文章について考えたことや思ったことを話し合う，読書会的

な学習活動は，子供が読書に親しむために大変有効だと考えます。読書会で話し合われた内容や自

分が考えたことは，実は読書感想文に転用することで優れた読書感想文ができあがったりもしま

す。いずれにしても読書の充実を謳っている以上，読書に親しむ学習が不可欠だと考えます。 

 

  ④ 反復やつらい学習も必要！！！！ 

   →漢字を覚えたり，言葉を使えるようにするには，ただ楽しいだけでは達成できないと思っていま

す。もちろん楽しく学べるような工夫は必須ですが，反復練習やいやだなあと思うような覚える学

習，暗唱なども取り入れていく必要はあると考えます。 

   

４．国語科研究の推進と取り組みを進めたい内容 

  ① 国語科は，言葉で考え，言葉で表現する教科なので，子供の身に付けた力を適切に見取る必要があ

ります。そして，子供の様子を把握し，適切に支援をする，支援と評価の一体化（昔から言われてい

る）を改めてしっかり行う必要があります。 

  ② 言語活動の充実が叫ばれて久しいですが，やはり各教科において思考力・判断力・表現力をはぐく

むに当たって言語活動を通すことは不可欠ですから，より実践に根ざした言語活動を開発して，言語

活動を行いながら，言葉の資質能力を身に付けたり，その言語活動を行うことができるような資質・

能力を身に付けさせることが大事だと思います。 

  ③ そう考えると，各教科と関連した国語科の年間計画の作成も必要です。 

   大きな言語活動を資質・能力を身に付けながら学習していく単元デザイン 

   そのための小さな資質・能力を身に付ける各 1 単位時間の授業デザイン 

   そして，確実に力を身に付けることができるように支援するための評価 

   

  という大きな 3 つのことを研究していくつもりです。 



 
 

単元名 ４年「函館大地震発生！命を守るためには？」 
(1) 単元における，資質・能力の育成を支える「学びの文脈」 

本単元では，子供たちが「事象や人々の相互関係」の視点から 

・ 地震発生時における関係機関の働きや協力などの「公助」を捉える。 

・ 防ぎようがない地震災害の被害を最小限にし，命を守るための「自助」の取組の大切さを捉え

る。 

・ 自分に必要な日常的な備えや緊急時の対応を想定する。 

 ことができるよう，「学びの文脈」を次の通り構想しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会科 研究大会実践の解説 

ア 東北地方太平洋沖地震〔東日本大震災〕の様子を視聴する。 

イ 函館市では震度 3以下の地震が 65回も発生している事実を確認し，問題意識をもつ。 

ウ 単元テーマ「函館地震大発生！命を守るためには？」を設定する。 

エ 関係機関からお話を聞く（４回）。 

それぞれの機関の取組について理解し，携わる人の思いや願い，工夫や努力に気付くよう

にする。関係機関の連携・協力へと視野を広げ，避難，備蓄，倒壊への備えなど，日常的な

備えに意識が向くようにする。 

 

オ 子供たちは関係機関の働きをまとめていく中で「公助」のそれぞれの役割を 

捉える。 

カ 東日本大震災において釜石市の児童生徒の９９％が生存した理由を考え，「自助」の大切さ

や命を守る自分の行動について考える。 

 

開始期 

展開期 

まとめ期 



(2)「学びの文脈」を生み，つなげる具体的手立て   

 学びの文脈を生み，つなげることができるよう，下記のような３つの手立てを行いました。 

 

手立て① 「え！？」「そうそう！」「学びたい！」を生み出し，イメージを構築するための資料提示 

ア 地震発生時の対応について学ぶ必要感を高めるために，東日本大震災の映像を視聴するよう

にしました。  

エ 関係機関の「人」が話していたことと実際の活動を

さらにリンクすることができるよう，災害時の対応の

様子がわかる資料を提示しました。 

オ 思考のズレによって「どうしてそんなに助かること

ができたのだろう？」という問いをもつことができるよう，釜石市の被害状況に

対する児童生徒の生存率について具体的な数字と，他の地域と比較する資料を提示しました。 

 

手立て② 「なるほど！」「すごい！」を引き出す，関係する「人」への聞き取り調査 

エ 関係機関の働きや協力体制といった課題に関わる概念を形成したり，人の営みに共感・尊敬

したりできるよう，「人」との関わり，そして振り返り場面を単元で意図的に設定しました。 

子供たちがわかったことや考えたことを「地震対策調査書」としてまとめていくことで，自ら

の生活に生かそうとする思いを高めることができました。 

カ 「自助」に向けて子供の思いを高めることができるよう，函館気

象台の方にご協力いただき，子供たちの考えを価値付けたり，これ

からの生活に向けて大切なことを話したりしてもらいました。 

 

手立て③ 「自分は…」「みんなは？」の感情や思考を促す，心情メーターの活用と教師のかかわり    

ウ～カ 心情メーターを活用する。 

様々な情報や思い，考えを交流する糸口として，単元を通して「地震対策ばっちりメーター」

（１０％ごと）を活用しました。一人一人の今の感情を示すことによって，その時点での自分の考

えを明確にし，「他者の考えを聞いてみたい！」という思いを抱くことができ，「１００％って避難

グッズもそろえていないとだめじゃない？」「家から出られない時はどうしよう…。まだ下げなき

ゃ。」など，数値の意味をアップデートしていくことができました。 

 

 

 

 

 

 

  
 

 



研究大会実践の成果と課題 
 

 

 資料の効果的な活用や「人」との関わりによって，必要感をもって学びに向かい，社会的事象を捉

えたり，携わる人の営みに共感したりしながら，自分の生活を考えることができました。 

 手立て１に関して，動画の視聴により，学習の動機付けを図ることができました。資料を効果的

に見たり，情報を短時間で共有したりする点でＩＣＴはたいへん効果的であると感じました。 

 手立て２に関して，実際に地方気象台，市役所，陸上自衛隊，日本赤十字社の方々からお話を聞く

ことによって貴重な情報をもらったり，人々を助けるための努力や協力，大変さについて実感した

りすることができました。「事象や人々の相互関係」の視点から，地震発生時における関係機関の働

きや協力などの「公助」を捉えることにつながりました。 

また一人一人が考えや思いをしっかりともつことで，積極的に発言し，他者の考えに耳を傾けな

がら，社会的事象を多面的に捉え，自らの生活を多角的に考えることができました。手立て３では，

子供たちの思いを可視化することによって，全員が自分の考えをもって話し合うことができました。

自分や全体の変容が見え，学習の積み重ねを実感することができました。その際，「どうしてその場

所なのか？」「前と比べて変化した理由は何か？」「同じ場所にいる人たちは同じ思いなのか？」な

どを教師が問いかけ，子どもたち一人一人が自分の考え，生活を再考する働きかけが効果的であっ

たと感じています。 

そして日常生活の中で，地震発生時の行動について家族と話し合ったり，実際の避難経路を確か

めたり，防災グッズをそろえたりするなど，本単元の「学びの文脈」が生活の中に広がり，「いつ発

生するかわからない」災害と向き合い，自分自身の安全を守る「自助」へとつながることができたと

感じています。 

 

 

 

資料から，見学から，人の言葉から，子供たちがどのようなことを読み解き，どのように感じてい

るのかをより明確にしていくことが大切であると感じました。 

手立て３に関して，「どうしてその場所か」という根拠をより明確にもたせていく必要があると感

じました。それは，思考力・判断力・表現力等における選択・判断する力につながっていくものと思

います。 

そのためには，手立て１の教師側の資料の精選，手立て２の関わる「人」との入念な打合せは必須

です。そして単元のまとめ期において，子供たちが今までの学びを根拠として駆使し，解決するよ

うな学習問題を設定したり，自分の思いや考えの変容を確かめるような活動時間を保障したりする

ことで，学びを価値付けることができると考えています。 

今後も，一人一人の思考を見取り，働きかけていきながら，子供たちが根拠をもとに考えを表出

し，変容を実感できるようにしたいと考えます。 

 

 

成果 

課題 



実践提案「根拠を大切にした単元作り」  
 

４年「みんなでごみを減らそう！～ごみはどこへ～」 

 
(1) 単元における，資質・能力の育成を支える「学びの文脈」 

本単元では，子供たちが「事象や人々の相互関係」の視点から 

・ ごみ処理の仕組みや再利用，人々の協力の様子や意味について理解する。 

・ ごみを減量する自分自身の生活を考え，生かそうとする。 

 ことができるよう，「学びの文脈」を次の通り構想しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 函館市のごみの量や家庭で出るごみについて知る。 

イ 単元テーマ「ごみを減らそう！」を設定する。 

ウ 家庭で，どのようなごみがどれくらい出るのか調べる。 

ウ 単元テーマ「ごみを減らそう！」を設定する。 

エ 分別の種類やごみ出しのルールについて調べたり，ごみの量の変化との関係 

 を考えたりする。 

オ 見学に行き，ごみ処理の様子を確かめたり，働く人達の話を聞いたりする。 

 

カ 関係機関の工夫や努力，人々の思いや願いをまとめる。 

キ ごみを減らすために自分たちができることを考える。 

 

開始期 

展開期 

まとめ期 



(2)「学びの文脈」を生み，つなげる具体的手立て   

 学びの文脈を生み，つなげることができるよう，下記のような２つの手立てを行いました。 

 

手立て① 問題意識を醸成し，根拠となるような資料・情報の活用 

これまでの火災や交通事故，災害を扱った学習では，子供たちが単元導入期で「怖い」「不

安」「心配」という思いをもつことによって，安全な生活を目指し「学ぶ・知る・考える」必要

感を高めていくきっかけとなりました。ごみ処理について学ぶ本単元では，普段の生活と密接に

関係するものの関心が低いごみについて問題意識をもつことができるよう，資料や情報を提示し

ました。 

ア 函館市のごみの量や全国平均と比較する資料を提示しました。また，ごみ処理に関わる費用

の多さやごみ処理の負担によって処理装置・設備の故障を招き，稼動しないことなどを示しま

した。子供たちは「このままではいけない！」「ごみを減らそう！」という思いをもち，「確か

めたい」という思いをもって，実際に分別体験や見学・調査する活動に取り組んでいきまし

た。 

エ 函館市のごみの量の変化のグラフから，ごみの種類の増加に気付いたり，函館市のごみの

量が急激に減った年に着目して理由を考えたりしました。この活動によって，子供たちは別

の資料を見て情報を得たり，実際に確かめるために見学への意欲が高まったりしました。 

  また資料は基本的に函館市のものを主に扱っていましたが，近隣の七飯町や北斗市のごみ

処理の様子（ごみ収集の様子，ごみカレンダーや分別表，ごみ袋の料金など）を示したり，

子供たちが自ら収集したりすることによって，比較したり関連付けたりすることができまし

た。 

 キ これまでの学びから，ごみを減らすためにどのようにすればいいのか考え，どうしてその

ように考えたのかを交流しました。その際，子供自身が資料を実物投影機で写したり，情報

を根拠として活用したりすることができました。 

 

手立て② 予想と比較し，根拠となるような体験や見学による調査活動 

研究大会実践では，「人」との関わりを充実し，人の思い・願いを理解することによって学びを

広げたり深めたりすることができました。本単元でも，計４回のごみ処理施設見学や携わる人へ

の調査活動を行いますが，事前に自分の家のごみを調べたり，分別作業をしたりすることによっ

て，事前の子供たちの考えを明確にし，自分との比較ができるようにしました。このように，体験

活動や知識の積み重ねによって，「人」との関わりの価値を高めていくことをねらいました。 

ア 実際に分別体験をすることで，分別の基準や意味について考えたり，大変さを感じたりする

ことができました。ごみの選別作業は，働く人の手作業での選別作業への関心にもつながりま

した。 

ウ 家庭で，どのようなごみが，どのくらい出るのか調べたり，調べる中で抱いた疑問や発見し

たことを交流したりしました。それぞれのごみカレンダーによって，ごみの収集日が地域によ

ってちがうことに気付くこともできました。 

 



オ 日乃出清掃工場（燃やせるごみ）・七五郎沢廃棄物最終処分場（燃やせないごみ・粗大ごみ）・

プラスチック処理センター（プラスチック容器包装）・リサイクルセンター（かん・びん・ペ

ットボトル）へ行き，ごみ処理事業の働きや人々の思いにふれることができました。きちんと

分別をしなかったり，汚いままだったりするとごみは多くなり，手選別も大変になることがわ

かりました。 

  働く人たちは，子供たちが抱いていた疑問に回答したり，ごみを減らすための考えを聞いて

アドバイスしたりしてくれました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



今年度の研究を通して 
 

 

 今年度の研究実践で，子供たちは教室で思ったこと，考えたこと，気付いたことを家庭で確かめた

り，家族とも話し合ったり，自分なりに調べたりしていました。そしてまた日常生活や家庭で，思っ

たことや考えたこと，気付いたこと，時には疑問に思ったこと，やってみたことなどを教室に持ち

寄り，みんなで語り合うことができました。教師が「学びの文脈」を構想し，それを生み出したり，

つないだりするための手立てを工夫することによって，子供たちは日常生活を含めた学びの中で，

資質・能力を身に付けることができたと思います。 

社会科における適切な学習問題は，まさしく生活上の疑問や問題点として浮かび上がってくるも

のです。社会的事象は，子供たちのすぐそばに無数にあります。何を取り出し，どのように切り取っ

て，どの程度まで示すのか，そこが社会科の醍醐味でもあり，難しいところでもあります。 

 

 

 

教師が子供たちに育みたい力をイメージしていくことが大事です。そのためには単元のプロセス

やゴールイメージをもっておくことが必要です。その際，子供たちの「学びたい！」という必要感を

醸成していくことを大切にすることで，より生活と結びついていく学習になっていくことがわかり

ました。子供たちの思いや願いに寄り添いながら，一人一人の物語を大切にしたいと思っています。

そのためには，身近な社会的事象について，子供一人一人が具体的にどのような課題意識や学習へ

の期待をもっているかを見取りながら，教師と子供，そして子供たち同士が対話することで，一人

一人の思いを表出させ，どんな物語を作ろうとしているのかを共有することが必要になります。深

い学びを実現するための主体的・対話的な学びを一層大事にし，子どもたち全員が切実な問いをも

つため，そして単元が物語として流れていくために，今後教師の見取りや言葉による働きかけ，対

話による関わりを一層充実させていきたと思います。 

 

 

 

 

子供たち一人一人の物語を大切にし，「主体的・対話的で深い学び」の実現を目指します。その中

で，子供同士が「学びたい！」，「みんなと話し合いたい！」と思えるような教師の働きかけや資料提

示の工夫，個人や先哲への尊敬・感謝（携わっている人や歴史人物の営みへの共感）の思いを育むこ

とができるような外部リソース活用の充実を図っていきたいと考えています。 

また，社会科を中心に，学校・家庭・地域をつなぐ（一体化する）単元の構想や構成によって，社

会に開かれた教育課程の実現に寄与するとともに，子供たちが社会の構成員としての自覚と社会参

画の芽を育むことを目指します。 

成果 

課題 

実践を踏まえての展望 



 
単元名 ３年「かけ算の筆算」（倍の計算） 

 

(1) 単元における，資質・能力の育成を支える「学びの文脈」 

乗法九九については第 2 学年で学習していますが，本学年ではその後受ける第 1 単元で九九の

見直しをしており，これまで乗法の交換法則，分配法則などを学習してきています。 

本単元では，2 位数や 3 位数に 1 位数をかける乗法の計算について学習します。単元の初めに

は 20×3 や 300×5などの計算が 10 や 100 を単位として考えることを行いますが，これを統

合的な学習と位置づけ，これまでの乗法の学習と結びつけて学びを進めました。また，筆算の仕方

についての学習では，手順を学ぶことと合わせて，乗法の意味（1つ分の数×いくつ分＝全部の

数）についての理解を確実にし，分配法を活用して計算の仕方を作り出すことを重視しました。 

 本単元の学習が繰り返しの計算練習に偏った授業展開にならないよう，単元の導入において乗法

を使うよさを実感できる学習活動に取り組みました。さらに乗法への興味の広がりをつかみ，学ぶ

ことが日常生活と対応していることが気付きやすい単元テーマを設定しました。 

 

以上を踏まえ，「学びの文脈」を次の通り構想しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

算数科 研究大会実践の解説 

ア どんな場面で乗法を使うか再確認し，拡張することで解決できるであろうという学びの期待を高める。 

イ 素早く計算するために筆算が有効であることを想起し，学びの価値を高める。 

ウ ゴールイメージとして単元テーマ「もっとかけ算を知って，かけ算マスターになろう！」を共有する。 

エ 情報の意味をとらえながら，筆算ができるようになる。 

オ （10 や 100などの）まとまりを意識して，乗法の考え方を拡張する。 

カ 倍の計算について，図や言葉式を活用して，場面に応じて乗法・除法を使う。 

 

キ 問題作りを通して，乗法を用いて解決できる場面を広げる。 

ク 単元の学習を振り返り，さらなる拡張（4 位数×1 位数や 2 位数×2 位数など）を意識する。 

開始期 

展開期 

まとめ期 



 (2)「学びの文脈」を生み，つなげる具体的手立て    

 

 学びの文脈を生み，つなげることができるよう，下記のような３つの手立てを行いました。 

 

手立て① 子供の日常生活の経験（具体的かつ，複雑で混濁した状況）とつなげる。 

 単元を通し様々なかけ算を使った場面をとらえる事により，乗法の意味

について繰り返し考えました。 

単元の導入において「探せ！かけ算でわかるもの」という学習活動を置

き，本単元の学びの価値を実感できるようにしました。さらにここから，

「かけ算を使える場面は他にもないか」という興味の広がりをつかみ，単

元テーマ「もっとかけ算を知って，かけ算マスターになろう」を設定しました。かけ算の場面について

考えることにより，倍の第一用法（○倍の大きさを求める），第二用法（○は△の何倍か）の学習へつ

なげることができると考えました。これらの学びにより，場面をより具体的にとらえ，乗法の意味につ

いて理解し，様々な事象へ活用することができるようになると考えました。 

  

手立て② 教師の「一歩ひいた」発問や発話により，子供の「説明したい！」を生み出す。 

倍の計算（○倍の大きさを求めるためにかけ算を用いること）では，統合的にとらえやすくするた

め，問題提示や適用問題の場面で，教師が「3倍の時はたまたまかけ算で計算するんだね」，「（授業と

同種の問題で）前の問題と違うけど，同じやり方でいいの？」など，意図的に一歩ひいた発言をしまし

た。 

これにより子供が「先生に説明したい」という気持ちを生み出し，

「3 倍の時だけじゃなくて，○倍は○個分ということだから…」「数

字は変わったけど，図をかけばほとんど一緒で…」など，具体物や

図，式を用いて計算の仕方を表現するようになると考えました。 

  

手立て③ 単元のテーマを基に振り返りを毎時間行い，本時の学びと単元の学びをつなげる。 

  単元で学んだことの定着を見取るために，振り返りを毎時間行います。子供が学びの連続性をより

強く感じることができるよう，授業の導入で単元テーマの確認をし，振り返り場面ではそのことを意識

しながら取り組めるようにしました。 

  単元の開始期では適用問題に取り組むことなどを通して，単元のまとめ期ではさらに学びの内容や

学び方について対話することで，学びの価値を自覚し，統合的・発展的な学びを進める原動力となると

考えました。  

 

 

単元テーマ 

学びの価値を振り返る 

根拠をもって説明する 



研究大会実践の成果と課題 
 

 

○  資質・能力の育成を支える「学びの文脈」や，具体的な手立てに関する成果 

単元の導入における「探せ！かけ算でわかるもの」

という学習活動は，実質的には問題作りの学びとな

りました。そのねらいは，子供が作った問題の題材

（「つりで釣った魚の数，列に並ぶ子供の人数，塾の

宿題プリントの枚数等」）を，数学的に整理したもの

を問題にすることで，日常生活とのつながりを意識

できるようにすることでした。 

 実際は，かけ算のイメージがなかなか問題で表す

ことが難しく，わり算やひき算の問題を作っている

子供も少なくありませんでした。そのことを子供と共有すると，「かけ算ってどんな場面かイメージでき

るようになりたい」という思いをもつことができました。これにより，本単元の「学びの文脈」でねらっ

ていた，「乗法の意味について繰り返し考えること」の必要感を高めることができました。 

 さらに，問題文の状況を考えることは，数量の感覚を意識することにつながります。問題の状況を数学

的な視点でとらえ，その結果が妥当であるかを考えることにつながります。その結果，かけ算で求めるこ

とができる状況なのかを理解していくことになります。これは，数学的な見方・考え方を働かせていると

いえるでしょう。 

 

 

○ 算数科の見方・考え方を「鍛える」授業の在り方（単元全体で「働かせ」，重点的に「鍛える」） 

 どの場面で，あるいはどんな活動でという限定は難しく，また子供の育ちによりそれが「働かせる」場

面なのか，「鍛える」場面なのかは異なってくるだろうと考えます。 

 ただおおまかに見れば，単元の学び全体で，既得の数学力を働かせて思考する場面を増やすことによ

り，存分に「見方・考え方」を働かせ，これまで思考・判断・表現の評価の観点として重点的に扱われて

いた（「研究授業」でよく見るような）場面で「鍛える」ことにつながることが多いととらえています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成果 

課題 

特に，各教科等において身に付けた知識及び技能を活用したり，思

考力，判断力，表現力等や学びに向かう力，人間性等を発揮させたり

（=資質・能力を生か）して，学習の対象となる物事をとらえ思考する

ことにより，各教科等の特質に応じた物事をとらえる視点や考え方

（以下「見方・考え方」という。）が鍛えられていくことに留意し，児

童が各教科等の特質に応じた見方・考え方を働かせながら，知識を相

互に関連付けてより深く理解したり，情報を精査して考えを形成した

り，問題を見いだして解決策を考えたり，思いや考えを基に創造した

りすることに向かう過程を重視した学習の充実を図ること。 
「鍛えられていく」と「働かせる」（イメージ） 

小学校学習指導要領（平成 29 年告示） P9 より（下線，括弧内は筆者） 



実践提案「根拠を大切にした単元作り」  
３年「はしたの大きさを表そう」 

 

(1) 単元における，資質・能力の育成を支える「学びの文脈」 

 

第 2 学年で 1/2 や 1/4 などの簡単な分数について学習しており，分数についての素地的な学習

活動を行っています。本単元では，第 2 学年の学習経験をもとにして，量の大きさを表す分数の意

味や表し方を本格的に扱うとともに，分数についても整数と同様に加法及び減法ができることを知

り，それらの計算の仕方を考え，計算ができるようにします。 

 単元全体で目指すゴールイメージを想起できるよう，振り返りを毎時間行います。本時（めあ

て），単元の目標（単元テーマ）と照らし合わせ振り返ることで，学びの成果を自ら振り返る経験

を積んでいくことを重視します。このことにより，単元を通して「数学的な見方・考え方」を働か

せていく学びが展開できるであろうと考えました。 

 本単元においては「３／４m ともとの長さの３／４のちがい」へ着目することで，これまで身に

つけている「数学的な見方・考え方」を用いて，とらえ思考する活動を行い，「数学的な見方・考

え方」を鍛えていけると考えました。 

 

以上を踏まえ，「学びの文脈」を次の通り構想しました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 分数について，これまで学んだことや分数が使われている場面について振り返る。 

イ 既習を生かし，分数も場面を表現したり，計算ができたりすることへの見通しをもつ。 

ウ 単元テーマ「もっと分数を使えるようになろう」を設定する。 

エ 分数の仕組みについて理解し，場面を理解して表す。 

オ 小数と分数の意味を統合的にとらえ，計算できるようになる。 

 

カ 学んだことを基に，分数で表せる場面について再考し，広げる。 

キ 小数との共通点をとらえ，比較を通して理解を深める。 

開始期 

展開期 

まとめ期 



(2)「学びの文脈」を生み，つなげる具体的手立て   

   

手立て① 子供の日常生活の経験を数量の関係としてつなげる。 

 単元を通し様々な分数を使った場面をとらえる事により，分数の意味につい

て繰り返し考える場面を設定します。 

単元の導入において単元後半の「分数の計算」の内容について見て，考える活

動に取り組むことで，本単元の学びの価値を実感できるようにします。さらに

ここから，「分数を使う場面ってどんな時だろう」という興味の広がりをつかみ，

単元テーマ「もっと分数を使えるようになろう」を設定する。分数を使う場面に

ついて考えることは，分数の加法や減法の学習においても重要であると考えました。これらの学びによ

り，場面をより具体的にとらえ，分数の意味について理解し，様々な事象へ活用することができるよう

になると考えました。 

  

手立て② 教師の発問や発話により，子供の「説明したい！」を生み出し，理解・表現を高める。 

分数の計算では，統合的にとらえやすくするため，問題提示や適用問題の場面

で，教師が「分母が 10の時はたまたま計算できるんだね」，「（授業と同種の問題

で）前の問題と違うけど，同じやり方でいいの？」など，意図的に一歩ひいた発言

をします。 

これにより子供が「先生に説明したい」という気持ちを生み出し，「分母が 10

の時だけじゃなくて，分母が同じということは…」「数字は変わったけど，図をかけばほとんど一緒で

…」など，具体物や図，式を用いて計算の仕方を表現するようになると考えます。 

  

手立て③ 単元のテーマを基に振り返りを毎時間行い，本時の学びと単元の学びをつなげる。 

  単元で学んだことの定着を見取るために，振り返りを毎時間行います。子供が

学びの連続性をより強く感じることができるよう，授業の導入で単元テーマの確

認をし，振り返り場面ではそのことを意識しながら取り組めるようにしました。 

  単元の開始期では適用問題に取り組むことなどを通して，単元のまとめ期では

さらに学びの内容や学び方について対話することで，学びの価値を自覚し，統合

的・発展的な学びを進める原動力となると考えます。 

 

 

 

 

 

単元を通して「働かせ」，単位授業で意識して「鍛える」 



 (3) 本時案 （7／11）  

本時の目標 
・ 3/4m と，もとの長さの 3/4 の違いについて理解する。 

学習活動（○）と子供の姿 教師の支援（☆）と評価（◇） 

○ 単元テーマと追究すること（課題）を確認する。 

 

 

○ 追究することを確かめるための問題を把握する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 問題解決のための見通しをもつ。 

 

 

☆ これまでの成果やこれから学ぶこ

とへの期待を高めるため，単元テーマ

を確認する。 

☆ 必要感をもってより主体的に取り

組むことができるよう，「課題」にせ

まるための「問題」を提示する。 

☆ より理解を深めるために対話的に 

課題を焦点化し，もととなる量に注目

した発言を促す。 

 

☆ 子供が学びの自覚化ができるよ

う，既習を基に問題解決の仕方を確認

する。 

○ 分数の意味について振り返る。 

 

 

 

 

○ 友達の考えを見て，どう考えたか比較し理解する。 

 

 

○ 聞いた内容を基に考えを再構成する。 

 

 

○ 倍の計算について他の場面について考える。 

 

 

 

 

☆ より主体的に問題解決に向かえる

よう，必要に応じてこれまでの学び方

を振り返る場を設定する。 

 

 

☆ もととなる量に注目できるよう，

友達の考えを基に，自分の考えを整理

するよう促す。 

☆ 子供の「説明したい」を生み出す

ために，教師の発話や板書を工夫す

る。        【手立て②】 

 

 

 

○ 学んだことを確かめるため適用問題に取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 単元テーマと本時のめあてを基に，学習を振り返る。 

 

 

 

 

◇ 3/4m と，もとの長さの 3/4 の長さ

について理解している。  評価 1 

☆ 必要感をもって適用問題について

考えることにより，分数の意味につ

いての理解を促す。【手立て①】 

 

☆ 学びの連続性が実感できるよう，

これまでの学びとの比較を通して，何

ができるようになったのかを明確に

する。【手立て③】 

☆ 数理的な手続きの習得に終始しな

いよう，適用問題から状況を考える

場を設定する。 

分数で表す時には，もとになる量が大切。 

3/4 と 3/4m は違う。 

テープ図を使って考えると，量がわかりやすかった。 

今日はどんな分数の場面かな 

（めあて）3/4って何を表しているのかな？ 

3/4mって 1mの 3/4だから･･･ 

テープ図の 1m ってどこかな 

3/4m は㋑の方だね 

 

もととなる量がとっても大事だね！ 

色をぬったところからが3/4mになって

いるテープは，㋐，㋑のどちらですか。 

3/4 ってもととなる量の 3/4 だ 

㋐は 2m がもとになっている 

㋐だって 3/4 とは言えるよ 

 

だから例えば，分母が違っていても，もととなる量が大事。 

分母が 4 の時だけでなくて，いつでももととなる量が大事だよ。 

そうか。分母が 4 の時は気をつけなくちゃね。 

 

分数を使うのはどんな場面？ 

学習の流れを板書
（構造化） 

思考を促す 
線分図の提示 

全員参加を促
す言葉の整理 

個別対応で理
解度を確認
（机間支援） 

学びのユニバーサルデザ
イン的な視点による支援 



今年度の研究を通して 
 

アクティブ・ラーニングの研究をしていた頃から，「子供が主体的に学ぶ」ことを目指し，教師のかか

わりが少なくても，本時の目標の達成に向かうことができる授業を目指してきました。研究大会など公

開する授業では，子供達が生き生きと学び，「先生がいなくても進むのでは？」と思われるほどの授業を

目指して，授業づくりをしてきました。 

その結果，「子供が主体的・対話的に」「単元・本時の目標を達成する」学び，そして子供が自ら学んで

いく授業のためには，教師の適切な働きかけが重要であることを痛感することになりました。「子供が育

っているから･･･」というのは，それまでの教師の指導の賜物と言えますし，「子供が勝手に目標に向かっ

て学んでいる」のは，教師が目指すゴールを把握させる（「学びの文脈」をつかめるような）手立てがあ

ったからです。 

今年度の研究は，「(2)「学びの文脈」を生み，つなげる具体的手立て」で 3 つを示しているように，

①日常生活の経験との関連，②発問の工夫，③単元テーマと本時のめあてを意識した振り返りを中心に，

より主体的・対話的で深い学びの保障を目指してきました。算数科の授業では，①実際にどんな場面で使

えるのかの実感が薄い（全国学力・学習状況調査の結果から），②情報の伝達に特化した教師主導の授業

が多い，③子供が単位授業の理解に終始し単元をイメージできていない，などの課題を解決する手立て

を探ったものです。（以上を踏まえた算数科の授業モデルを，次のページで紹介しています） 

 

 

      ①～③は「(2)「学びの文脈」を生み，つなげる具体的手立て」に対応しています。 

 ① 学びを，生活やその後の学びに生かそうとする，「学びに向かう力」が高まった。 

 学んでいる内容を客観的にとらえて，拡張していくためには日常生活との比較が大切であることがわ

かりました。特に単元のまとめ期における振り返りでは，「今まで，はしたの数は小数だけだったけど，

長さ以外では分数も使えそうだと思った」（はしたの数を表そう），「今回使った図で他の問題にも挑戦し

たい」（倍の計算）などの意見が見られ，生活や今後の学びに生かしていこうという意欲を見取ることが

できました。 

 ② より子供が発表しやすい環境になった。 

 子供が表現するにあたって，「間違うかもしれない」「合っているか不安」というバリアを取り除くため

には，教師がその手本を示すというのは簡単で，とても効果的であることがわかりました。特に，法則性

を見付ける内容の授業においては（例 倍の計算第三用法ではわり算を使う）では，「へー，偶然そうな

るんだ」「たまたまそうなることもあるんだね」などの声がけにより，子供は説明する必要感をもち，説

明するためにこれまでの学びを整理して，何とか表現しようとします。必死に伝えようとした言葉は，他

の子供達も一生懸命聞こうとします。 

 ③ 子供が学びの連続性を意識しやすくなった。 

 ①にも関わる内容ですが，子供は単元内でのつながりが見えると，次は単元同士のつながりを意識す

るようになります。そのために，単元テーマを毎時間意識した振り返りをすることや，これまでの学習を

俯瞰して語る時間の積み重ねが効果的であるということがわかってきました。 

 

成果 



算数科における「主体的・対話的で深い学び」のための単元（授業づくり）モデル 

  1.  気付きや疑問を生む体験・資料に出会う 
 

3.  単元の学習計画を立てる 

開
始
期 

展
開
期 

ま
と
め
期 

予想と違ったよ，なんで？ 

もっと知りたい 

みんなに伝えたい 

どうしてそうなるの？ 

できるようになりたい 

もっと考えたい 

なぜそう考えたんだろう 

まずは○○ができるようになろう 

問題作りをして確かめよう わかったことをまとめよう 

次に△△をやって… 
 

6. 単元の課題（テーマ）を基に振り返る。 

知識や技能を分類・整理し，分析する。 

考えを共有し，比較して，関連づける。 

5. 問題解決に向けて考えを表現する。 

4. 問題解決に向けて，知識の獲得，技能の習得を目指す。 

毎時間の「振り返り」や単元の
「中間振り返り（小テスト）」等
を行い，学びが往還する 

問題に挑戦しよう 

調べてみよう 

感じたことを書いてみよう 

どっちの方がいいかな 

予想してやってみよう 

他の解決方法はないかな 今まで習ったことを使えばできそう 

そんな考えもあるのか 

どうしてこうなったのかな 

今回分かったのは… 

今までとの違いは？ 

友達の考えを聞いたらスッキリわかった 

共通点は○○で… 

考えは同じでも理由が変わってきて… 

ここの部分がわからなかったんだけど… 

こんなやり方もあるはずだ 

今回目指したテーマは達成できたね 

今回分かったことを使えば，○○もできると思う 

できるようになったことを使って，家でもやってみたい 

○○（という方法）で解決できたので，またそのやり方で解決したい 

2.  単元の課題（単元テーマ）を設定し共有する 
 



 

 

これまでの算数科のまとめでも取り上げた内容ですが，授業作りについては，単元のどの資質・能力に

スポットを当てた授業なのかにより，手立てが変わってくるということの重要性が実感できました。 

例えば，振り返りの仕方についても以下のように多様なものがあり，万能の授業の型を 1 つに絞ると

いうのは困難です。 

  

*1 振り返りカードなどアナライザー（記録・分析ができるもの）を活用するなど *2 教科書を写す，

板書全文を写す，穴埋め，自由記述などの方法がある 

 

より具体的にいえば，知識・技能の習得を重視した授業では，習得したものが実際に使えるかを確かめ

ることが重要ですし，思考力・判断力・表現力等の育成を目指す授業では，他の場面で適用できるかを見

取ることが求められます。それらが授業のまとめ期に，子供の姿として表れるようにするためには，本時

のめあてや発問に工夫が必要になります。 

振り返りの方法 

メリット・デメリット 
教師が説明する 適用問題に取り組む 

感想や理解度などを◎・

○・△で表す *1 

メリット 

短時間でできる。教科書

や板書が基本なので，家

庭学習などに活かしや

すい。 

知識・技能の評価が明確

にできる。 

短時間でできる。自己評価

を次の学習に生かすこと

ができる。蓄積し評価に生

かすことができる。 

デメリット 

受動的で，主体的な学び

になりにくい。理解の度

合いが評価できない。 

その問題以外の課題が

見出しにくい。思考力や

表現力の見取りが難し

い。 

毎回準備・評価・蓄積す

るのが大変。感覚的な反

省になりやすく内容の

確認には工夫が必要。 

何に依存するか 
教師の説明力，表現力，

対話力 

子供の学習内容の理解

度，問題の難易度 

子供のメタ認知能力 

自己評価への慣れ 

まとめの文章を書く *2 感想（算数作文）を書く 教師や子供同士で対話する 問題作りをする 

言葉として手元に残る。

（程度により）理解度や

課題がつかみやすい。 

理解度や課題がつかみ

やすい。表現力の向上に

期待できる。 

教師が必要な子供の実

態を把握できる。表現す

ることにより知識を整

理する。 

学習内容の理解が深ま

る。問題の傾向などをつ

かめる。算数の言葉を獲

得できる。 

（程度により）あまり思

考が伴わない。時間がか

かる。作文力に依存す

る。 

時間がかかる。作文力に

依存する。めあてを明確

にしないと，感想だけに

なる。 

ノートなどに残らない。

全員の表現を見取るこ

とが難しい。 

単元レベルで行うので

時間がかかる。評価に時

間や手間が多くかかる 

子供の学習内容の理解

度，表現力 

子供の学習内容の理解

度，表現力，めあてとの

関連 

親和的な学習集団，表現

力，めあてとの関連 

子供の課題についての

理解度，問題への慣れ，

教師の適切な見取り 

課題 



 

 

 ① 「数学的な見方・考え方」を意識した単元レベルの授業作り 

 

 今年度は算数科における単元（授業づくり）モデルを作成しましたが，今後はより「数学的な見方・考

え方」を働かせ，鍛える授業を具現化していける授業づくりを探っていきたいと考えます。そのためには

単元の目標を今まで以上に意識し，単元計画を吟味する必要があります。 

  

 ② 育成を目指す資質・能力ごとの単位授業モデルの作成 

 

上の板書は単元 2 時間目の，知識・技能の習得を目指した授業のものです。いわゆる研究授業で行わ

れるような「数学的な考え方」の授業の板書とは大きく違うことがわかります。例えば，めあてが最初に

書かれている，子供の考え方があまり書かれていない，比較の活動が少ない，振り返りが焦点化されてい

る等です。 

単元の開始期から展開期前半にかけては，このような授業で進むことが多くなり，展開期後半からまと

め期にかけては，板書に限らず子供の活動も大きく変わっていきます。 

単元全体の学びの過程をとらえると，算数科においてもそれほど大きなちがいがあるわけではありま

せん。資質・能力（知識・技能，思考力・判断力・表現力等，学びに向かう力・人間性など）のフィルタ

ーで授業をとらえると共通点が多いこともわかってきました。 

今後は，算数科で主体的・対話的で深い学びを保障できる授業のモデルを，資質・能力の視点で作るこ

とができるかもしれません。 

実践を踏まえての展望 

 

 

 

 

 

単元テーマにつながる 

大まかな単元イメージ 

（「学びの文脈」作り） 

単元テーマ 

単元テーマにつながる 

大まかな単元イメージ 

（「学びの文脈」作り） 

確実な定着を目指すまとめ 
↓ 

定着を確認する適用問題 
習得する知識・技能の可視化
を通して理解を確実にする 

 

単元テーマと本時の問題の
つながりを意識する 

 



 
 

単元名 １年「いっぱいあそんじゃおう！～かたちあそび～」 
 

(1) 単元における，資質・能力の育成を支える「学びの文脈」 

本単元は，身の回りにあるものの観察や構成などの活動を通して，身の回りにあるものから形を

抽象し，図形の学習の基礎となる経験や感覚を豊かにすることを目標としました。そして， 

・ 「しかく」「さんかく」などのように，形を抽象する。 

・ おもちゃの箱や積み木など，色，大きさ，材質などの違うものを「同じ形」だと気付く。 

 ことができるよう，「学びの文脈」を次の通り構想しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

算数科 研究大会実践の解説 

ア 積み木あそびを通して，形遊びをする。 

イ 積み木あそびの中で，積み木が四角や三角の形で構成されていることに気付く。 

ウ 単元テーマ「いっぱいあそんじゃおう！」を設定する。 

エ 大きさ，条件が統一された同じ積み木による操作活動をする。 

「大きさ，材質などの違いがあっても，形は同じ」に気付くことができるよう，形の抽象が容

易になるようにした。 

オ 図工科との関連によって，日常生活や社会の事象と算数がつながる。 

 図工科との関連によって，身の回りの箱の形への着目，様々な要素の捨象について，構成

遊びというパフォーマンスを通して評価。 

開始期 

展開期 

まとめ期 



(2)「学びの文脈」を生み，つなげる具体的手立て   

 学びの文脈を生み，つなげることができるよう，下記のような３つの手立てを行いました。 

 

手立て① 「学びの連続」自ら学習を想像し続ける子供 

アイウ 積み木あそびを通して，単元テーマ「いっぱいあそんじゃおう！」を設定する。 

積み木での遊びを通した学びは，就学前の教育機関で熱心に行われている。幼少時の子供に

とっての積み木は，「行為の発達と密接につながったもの」（岩田純一 2004）です。積み木

は，独自の意味空間を形成するほど，子供にとって身近な存在で，多くの経験を積んだ教材で

あり，幼稚園教育要領でも積み木による活動の例示がされています。そこで，「積み木でもっ

と遊びたい！」「積み木のようなものでもっと遊びたい！」というように子供の願いが高まる

ように単元を構成しました。 

 

手立て② 条件を統一した積み木による操作活動 

エ 大きさ，条件を統一した同じ積み木による操作活動をする。 

「大きさ，材質などの違いがあっても，形は同じだ」と気付くことができるようにすることが

本単元の目的です。日常生活の中にある「身の回りのもの」は，大きさ，材質，色，形など様々

な特徴をもっています。材質，色の共通な積み木による操作活動は，捨象する特徴が少なく，形

の抽象が容易です。単元の展開期①において，抽象した形の概念が，先行オーガナイザーとな

り，単元の展開期②の身の回りの箱の仲間分けにおいて，形の抽象が一層明確になると考えまし

た。 

 

手立て③ 図工科との関連による「プチカリキュラム・マネジメント」 

オ 図工科との関連によって，日常生活や社会の事象と算数がつながる。 

（図工科との関連によって，身の回りの箱の形への着目，様々な要素の捨象について，構成遊

びというパフォーマンスを通して評価。） 

１年生の図形の学習は，身の回りにあるものから，材質，色等の性質を捨象し，「形」とい

う特徴に注目させ，平面図形，立体図形の学習の素地となる形への経験を豊かにすることを目

的とします。単元構成については，教科書会社６社の教科書で，「形づくり」「弁別」「写し取

り」の単元構成をすべての教科書が採用しています。ゆえに，本単元も「形づくり」「弁別」

「写し取り」で構成するようにしました。 

一方で，図形の弁別と図形同士の相互関係に関する理解は低いことが指摘されており，「図

形を通して学ぶよさが見出されなければならない」（矢部敏明,1991）と言われています。実

践例として，複数の単元をつなげるカリキュラム・マネジメントによるもの（倉次麻衣，

2012）があります。そこで，カリキュラムレベルでの工夫を考えました。 

図工科の学習「箱でつくろう」は，本校の年間指導計画に元々位置付けられています。身の

回りの箱を使って立体構成の遊びをする単元です。算数科と図工科の学習を関連させるカリキ

ュラム・マネジメントによって，指導時数を圧縮しながら効果的に指導をすることができま

す。 

また，身の回りの箱の形への着目，様々な要素の捨象について，構成遊びというパフォーマ

ンスを通して評価する絶好の機会となります。算数科の学びが他の教科の学びの中で活用され

ているのかを見取り，算数科の目標である「日常生活や社会の事象を数理的に捉える」ことを

目指したのです。 



研究大会実践の成果と課題 
 

 

 積み木を用いた「かたちあそび」は，授業者にとっても，子供にとっても，楽しい授業でした。一

学期の一年生学びにとって，「学校の勉強って楽しい！」と感じることはとても大切なことです。他

の子供の気づきを聞いて，すぐに積み木を操作して「本当だ！」とつぶやく子供や，「あれ？」と疑

問の表情を浮かべる子供など，積み木を触りながら，遊び続け，学び続けていました。私の意図して

いた姿が見られた授業となりました。 

 研究大会本時までは，多くの子供が立体を一面だけで捉えていました。しかし，「『しかく』を横か

らみると『ながしかく』のところもある」という子供の発言から，積み木が複数の面で構成されてい

ることに，子供たちは気付いていきました。口々に「『さんかく』の横に『しかく』がある！」とそ

れぞれの気付きをつぶやいていました。自分の気付きを説明しようと実物投影機に行列ができる場

面もありました。「見つけた！」という子供の熱量は，授業者も見ていて面白かったです。 

このように，条件を統一した同じ積み木による操作活動の中で，子供自身の気付きによって，形

の抽象がなされました。図工科と算数科を関連させるカリキュラム・マネジメントと「子供の学び

たい」を大切にした単元づくりによって，算数としての教科の文脈と子供の文脈が絡み合った「学

びの文脈」が生まれ，本単元の目標である「形の抽象」につなげていくことができたと感じていま

す。 

 

 

 

子供は「しかくい」「さんかくの」「ながいしかく」「しかくいやつ」「まるいの」等と発言していま

した。ある程度の子供の発言をまとめて，授業者が「しかく」「まる」「さんかく」と言葉を確定して

いきました。 

授業中に，授業者は「～ちゃんと～君が，この形を『しかく』と言ってくれた。この形は『しかく』

って，言っていい？」と問い返しました。「しかく」という言葉に着目させたいからです。「しかく」

を構成する要素の掘り下げがもう一段足りなかったです。ここで，「あれ？『さんかく』と『しかく』

のちがいって，何だろう？」と授業者が投げかけていたら，形への子供の理解はより深まったので

はないでしょうか。辺が直線であることや，頂点と角があること等の図形の構成要素にも子供は言

及していったのではないでしょうか。あるいは，「なんで『さんかく』っていうの？」と投げかけた

ら，角や辺の数に着目したのではないでしょうか。 

子供の発言や活動を事前に想定して，問い返したり揺さぶったりする計画を立てていました。し

かし，本時においては，算数科の図形の学習の基礎をもっと強く指導するチャンスがたくさんあっ

たように感じています。 

今後も，一人一人の思考を見取り，働きかけていくことを通して，教師の事前の想定と実際の子

供たちの思考の変化を追っていくことを大切にしたいと考えます。 

 

成果 

課題 



実践提案「算数的価値の高い文脈」  
 

１年「あきまつり ～たしざん～」 
 

(1) 単元における，資質・能力の育成を支える「学びの文脈」 

 

本単元では，子供たちが 

・ 日常生活の事象の数量の関係に着目して，数理的に処理しようとする。 

・加法の意味を理解し，加法の計算が確実にできる。 

 ことができるよう，「学びの文脈」を次の通り構想しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 生活科の「あきまつり」でのどんぐり拾いと関連した学習を設定する。 

イ 教師が提示する簡単な文脈に基づいて学習する。 

ウ 日常生活の文脈と算数科の文脈がつながる。 

 

」ウ 単元テーマ「ごみを減らそう！」を設定する。 

エ 加数を分解して１０を作る方法を説明する。 

オ 被加数を分解して１０を作る方法を説明する。 

カ 単元の学びを活用する問題で，場面を式に表すことと，計算を効率的に 

することの共通点と相違点に気付いていく。 

 

開始期 

展開期 

まとめ期 



(2)「学びの文脈」を生み，つなげる具体的手立て   

 学びの文脈を生み，つなげることができるよう，下記のような２つの手立てを行いました。 

 

手立て① 「学びの連続」を生むプチカリキュラム・マネジメント 

ア 生活科の「あきまつり」でのどんぐり拾いと関連した学習を設定する。 

イ 教師が提示する簡単な文脈に基づいて学習する。 

ウ 日常生活の文脈と算数科の文脈がつながる。 

 教師の「教えたい」を子供の「活動したい」に変換するために，

次の「学習活動の種」を常に子供から引き出していくようにしま

した。本単元の学習をする時期に，生活科で秋にちなんだ遊びの

学習を行っています。「もっと生活科で遊びたい」「もっと一杯ど

んぐりを集めたい」というようなものが，「学習活動の種」です。

子供の「活動したい」を生み出す環境を教師は意図的に構成しま

す。幼児教育では，環境を通して教育を行います（幼稚園教育要

領解説）。子供の発言やつぶやきの中にある「学習活動の種」を

教師が価値づけ，方向づけながら，子供と共に学習を創り続けま

す。そこで，どんぐりを子供が拾いにいく具体的な場面を教師が

提示して，子供の生活科の文脈と算数科の学びの文脈をつなげ

るようにしました。 

このような「学びの連続」を体験し続け，学習体験が蓄積される過程で「学びの連続と創造」

が子供「学び方」の経験となります。そして，子供の「活動したい」は，「学びたい」へと昇華

します。 

 

手立て② 加数と被加数 算数的価値に迫る教師の発問 

エ 加数を分解して１０を作る方法を説明する。 

オ 被加数を分解して１０を作る方法を説明する。 

カ 単元の学びを活用する問題で，場面を式に表すことと，計算を効率的にすることの共通点と

相違点に気付いていく。 

研究大会実践の反省を踏まえ，算数的価値に直結する加数と被加数の分解に着目する場面と

発問を吟味して実践に臨みました。単元前半では，加数を分解すると簡単に１０のまとまりを作

れる問題を用意しました。子供は既習を活かし，丸や四角などの半具体物や具体物をかいたり，

被加数と加数を分解して計算する「さくらんぼ計算」をしたりしていました。次第に１０のまと

まりをつくると便利なことに気が付いていきました。 

被加数を分解する問題が出てくると，被加数と加数の両方を分解する数遊びが始まりました。

「３＋９＝１＋２＋７＋２」のように計算するのです。それぞれの数の意味を確認する発問をし

て，子供同士に考えさせていくと，数を分解しても意味がない場合もあると子供は気付いていき

ました。 

このように，「たし算の立式と計算ができる」ようになるためには，１０のまとまりを作ろう

とする意識と方法を子供が自ら気付くように学習を構成し，教師が適切に支援することが大切

だと考えました。 



今年度の研究を通して 
 

 

研究大会の実践では，子供は楽しく学び続けていましたが，子

供に獲得させたい概念を掘り下げる教師の発問や支援が足りな

かったという反省がありました。ですから，実践提案では，子供

の発言や活動を入念に想定し，式の意味や計算の簡便さに着目で

きるように工夫をしました。 

その成果が表れた単元の終末の学習について紹介します。 

 

単元の終末の学習では，学びを活用する８＋４＋２の問題場面を設定しました。図に表したり，

式に表したりしていくと，子供たちの式は「８＋４＋２」と「８＋２＋４」の二つに絞られました。

前者が問題場面をそのまま式に表しもの。後者は計算をしやすくしたものです。 

「８」「４」「２」が問題場面における何を表しているのか，照応関係について発問しました。「８」

はひろしさんが拾ったどんぐりの数。「４」はゆかさんの拾った数。「２」はねこくんの拾った数で

す。次に，式の意味について掘り下げていきました。子供たちは，「８＋４＋２」が問題場面をよく

表していると発言しました。その根拠は，問題場面の提示にありました。 

問題は ICT による簡易なアニメーションによって教師が提示しました。その際，①ひろしさんが

拾う②ゆかさんが拾う③ねこくんが拾うという構成になっていました。この順番を根拠に子供たち

は，「８＋４＋２」が正しいと主張し，共通の見解となりました。 

次に「８＋２＋４」について問いました。「８＋２」で簡単に１０が作れることに，気付いている

子供が多くいました。式は「８＋４＋２」だけれど，計算は「８＋２＋４」の順に計算したという発

言もありました。 

 

このように，式と問題場面の照応関係を子供とのやり取りの中で確認したり，計算の簡便さを考

えさせたりしました。子供は，式の意味を理解し，たし算への理解を深めていきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成果 



 

 

研究大会では，図工科。そして，実践提案では生活科との関連を図るように，カリキュラム・マネ

ジメントしました。教師側は，関連させている部分，それぞれの教科の時間を明確に分けて指導し

ています。しかし，子供の中では一体となっています。「生活科だから・・・」「算数科だから・・・」

とは考えません。一時間一時間の価値を子供に明確にすることが，難しい場面があります。ですか

ら，教科で閉じた学習も大切になります。全ての時間を様々に関連させるというよりは，他の学習

のための基礎固めとなる時間は，純然と確保すべきだと改めて感じました。 

 

 

 

 

他教科との関連を考えた学習は，今後どんどん求められることとなります。研究大会実践・実践

提案で私が主張したように，カリキュラム・マネジメントは算数科においても必須です。子供のモ

チベーションは目に見えて高まりますし，算数が日常生活と結び付いたものとなります。 

しかし，「算数科の教科の文脈」と「子供の学びたい」を結び付けた「学びの文脈」を構成するカ

リキュラム・マネジメントは，教師の算数科の教科に対する深い教材研究が必要となります。検定

済みの現行の 6 社の教科書を比較したり，過去の指導実践を分析したりして，教材を教師が理解し

なくてはなりません。教師の時間的なコストが極めて高いです。更に，関連させる教科等に対する

深い理解も必要となるので，ハードルは更に高いものとなります。 

今後は，教師側のコストを押さえたカリキュラム・マネジメントの仕方や，校内研修モデルの構

築が必要となります。次年度は，上記の 2点をテーマに取り組んでいきます。 

課題 

実践を踏まえての展望 



 
単元名 ４年「とじこめた空気と水」 

 

(1) 単元における，資質・能力の育成を支える「学びの文脈」 

本単元では，子供たちが「体積や圧し返す力の変化」に着目して， 

・閉じ込めた空気と水の性質の違いを理解する。 

・図や絵を使って，空気や水の体積変化を表現する。 

・空気や水の変化に興味をもち，進んで活動に取り組もうとする。 

ことができるよう，「学びの文脈」を次の通り構想しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理科 研究大会実践の解説 

ア 空気や水を自由に操作する共通体験から，空気や水の手応えなどを体感的に捉える。 

イ 共通体験から生じた疑問を全体で確認し，解決すべき問題を設定する。 

ウ 閉じ込めた空気を圧した時の手応えと体積の変化について，実験を通して理解 

する。 

エ 閉じ込めた水を圧した時の手応えと体積の変化について，実験を通して理解する。 
   共通の実験器具（注射器・空気鉄砲キット）やワークシート（枠）を用いて，空気と水

の両方を比較しやすいようにする。 

オ 学んだことをもとに，生活に身近なポットやきりふきなどの原理を考える。 

カ 原理を考えながら，ものづくりを行う。 

展開期 

まとめ期 

開始期 



(2)「学びの文脈」を生み，つなげる具体的手立て   

 学びの文脈を生み，つなげることができるよう，下記のような２つの手立てを行いました。 

手立て① 問題解決の素地をもつために，共通体験の場を設定する。               

ア 空気や水は，子供にとって身近な存在ではありますが，その存在を意識して生活することは

なかなかありません。そこで自由に空気や水を閉じ込め，圧した時の手応え等を体感できる共

通体験の場を設定しました。校内でも広い体育館を活動場所とすることで，子供はいろいろな

道具を使い，協力しながら楽しく活動していました。 

イ 子供は共通体験の中から，空気と水を比較し，その差異点を見つけていきました。差異点を見

つける視点は，子供が今までの学習でも用いてきた「重さ」や「形」「手触り」「大きさ」です。

子供たちは，互いの気付きや疑問点を視点に沿って出し合い，解決すべき問題を全体で確認し

て設定することができました。 

 

手立て② 共通の実験器具やイメージ図を使った，対話的な交流場面の設定            

ユニバーサルデザインの視点から，ワークシートに共通する注射器の枠を提示し，子供が書き

込みやすいように工夫しました。また，実物投影機を用いて，実際の実験器具の使用方法や実験

結果の共有を図りました。 

 

ウ～エ 共通の実験器具やイメージ図を使って，閉じ込めた空気や水を圧した時の手応えと体積

の変化を説明する。 

【実験器具】 

閉じ込めた空気と水，それぞれの手応えや体積変化についての考えを交流しやすくするため，

共通の実験器具とイメージ図（枠）を用いることにしました。手立て①で，子供はナイロン袋に

空気を入れ，ぎゅっと圧し縮める体験をしています。この体験から，子供は「空気はどうやら縮

むようだ」という見通しをもっています。しかし，ナイロン袋は柔らかいため，ただ空気が移動

しているだけという考えをもっている子供もいます。そこで固いプラスチック製の注射器を用い

るが生まれます。この注射器を空気，水の両方の実験で複数回使用することで，子供たちは実験

の見通しを立てやすくなりました。 

  【イメージ図】 

考えの交流がしやすいよう，子供が作成したイメージ図をいくつかの種類に分類しました。閉

じ込めた空気が縮むことについて，子供は①空気には薄さ・濃さがある。②大きな空気がつぶさ

れて小さくなる。③空気がある部分とない部分がある。というように，様々な捉えをしています。

自分の考えはどれに近いのかを当てはめることができました。また，子供同士で妥当な実験はど

のようなものが考えられるか，話し合うことができました。 

 

  オ～カ  イメージ図を使って，ポットやきりふきの原理を説明する。 

学んだことをもとに，簡易なポットの原理について，イメージ図で説明する場面を設定しまし

た。ポットの中には閉じ込めた空気と水の両方が入っています。圧されることにより，どのよう

な関係が働いているのかを説明することで，実際のものづくりにつなげることができました。 

 



 

研究大会実践の成果と課題 
 

 

 単元の導入にあたり，共通体験として空気や水をナイロン袋や風

船に閉じ込め，自由に操作する活動を取り入れました。この活動の

中で，空気はパンパンだが，ふわふわしている感覚や，水は空気と

比べて重く，動きが空気と異なるという感覚を捉えることができま

した。活動場所を体育館に設定することで，子供はよりダイナミッ

クに体感を通して空気と水を捉えることができました。また，教師

も子供の生活に身近なボールを，自然な形で提示できました。ボー

ルは弾み具合がそれぞれ違うものを用意しました。弾み具合の違いの原因として，子供は中の空気

の量が違うのではないかと，閉じ込めた空気の様子に着目することになりました。このことが今後

の学習で子供が仮説を立案する根拠となりました。 

 空気や水を捉える視点として，４年生の理科の特徴である１年間の自然を観察する際に使用して

いる観察カードで設定している「形」や「大きさ」などを子供が主体的に設定している姿が見られま

した。このことは，今までの理科の学習が子供に身に付き，生かそうとしている姿であると考えま

す。 

 イメージ図や絵については，共通のワークシートを使用したことで，自分の考えと友達の考えを

見比べながら話し合う姿が見られました。同じような考えをパターン化して分類することで，自分

の意見が明確ではない子でも，「ＡとＢの考えなら，ぼくはＢの方だと思う。」と考えることができ，

授業に参加することができます。このことはユニバーサルデザインの視点からも有効であったと考

えます。また，イメージ図の作成→交流という学習の流れを繰り返すことで，子供自身も学習の見

通しをもつことができたことも成果として挙げられます。 

 

 

 

様々な体験が不足している今の子供たちの現状から，共通体験を設定したことは成果として挙げ

たとおりですが，この体験が今後の学習に生かされていくことを考えると，どのような体験を用意

し，それによって子供がどのような認識をもつのかについて吟味をしておく必要があります。今回

の実践では，目に見えない空気を捉えられるよう，スポンジや発泡ポリスチレンを用意し，水の中

で泡が見られる様子を観察する場を設定しました。しかし，子供が見えない空気を可視化する実験

を立案する根拠としてはやや弱いものがあり，引き続き有効な体験を模索する必要があります。 

イメージ図についても，有効な姿が確認された反面，あまりにも多様な意見が出されると，その

共通項を絞っていくこと，議論を収束させることが子供には難しいことがわかりました。発達段階

よりも高度になり，一部の子供だけの議論になっては意味がありません。イメージ図で表した自分

の考えを立証するための解決方法を試行する時間を確保するなど，より子供の思いに沿うことを大

切に，学びの文脈を考えていきたいと思います。 

成果 

課題 



実践提案「根拠をもった実験の立案と考察」  
４年「ものの温度と体積」 

 

(1) 単元における，資質・能力の育成を支える「学びの文脈」 

本単元では，子供たちが「温度変化と体積の変化」に着目して， 

・空気，水，金属の性質の違いを理解する。 

・温度変化と体積変化について，仮説をもとに表現する。 

・温度変化と体積変化に興味をもち，進んで活動に取り組もうとする。 

ことができるよう，「学びの文脈」を次の通り構想しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 様々な実験器具を操作し，空気を温めたり，冷蔵庫のペットボトルを観察したりする共通体験を

設定する。 

イ 共通体験から，空気，水および金属の温度変化と体積変化についての問題を設定する。 

ウ 空気の温度変化と体積変化を関係付け，実験を通して理解する。 

エ 水の温度変化と体積変化を関係付け，実験を通して理解する。 

オ 金属の温度変化と体積変化を関係付け，実験を通して理解する。 

※ 前の実験を踏まえながら，新たな実験を立案したり，空気や水，金属の変化について違い

を捉えたりする。  

※ 

カ 生活の中で見られる温度変化と体積変化の事象について考える。 

展開期 

まとめ期 

開始期 



(2)「学びの文脈」を生み，つなげる具体的手立て   

 学びの文脈を生み，つなげることができるよう，下記のような２つの手立てを行いました。 

 

手立て① 今までの学習や生活経験の想起を促す共通体験の工夫 

ア まずは共通体験として，試験管上部にシャボン膜を張り，手で温める体験を行いました。手

の熱で温められた試験管内の空気は体積が増え，シャボン膜が膨らみます。しかし，この体験

だけでは，「シャボン膜が膨らんだのは，手の熱で温められた空気が上に行くから。」という

今までの学習を根拠とした考えでも当てはまります。そこで試験管を逆に持ち，同様の体験を

行います。シャボン膜は体積が増えた分，下側に膨らむことになり，子供は，「空気が大きく

なっているのではないか」と体感を通して考えることができました。 

次に，水が半分程度入ったペットボトルが冷蔵庫内でつぶれている様子を観察しました。こ

の現象は生活の中でもわりとよく見られる事象であり，実際に見たことがある子もいました。

しかし，「どうしてだろう？」と疑問に思うことはあまりないようでした。子供は最初つぶれ

ていなかったペットボトルがつぶれている原因を探ります。先ほど試験管内の空気について体

験をしている子供は，今度は冷蔵庫内の寒さが影響し，「空気が小さくなったのではないか」

と考えました。 

 

 イ 共通体験で，主に空気の体積変化を体感した子供たちは，「空気を温めたり冷やしたりする

と体積がどのように変化にするか」という問題を自分たちで設定することができました。また

ペットボトル内の水にも着目していたこと，前の単元で「金属，水，空気のあたたまり方」を

学習していたことの経験を生かし，「水や金属も温めたり冷やしたりすると体積が変化するの

か」という問題を全体で確認することができました。 

 

 オ 金属の温度変化と体積の変化については，日常の生活で経験することはほぼありません。料

理の際にフライパンや鍋が大きくなることは考えられないからです。しかし，空気，水と学習

を進めてきた子供は，金属も温めると体積が増えるのではないかという見通しをもつことがで

きます。そこで日常の生活経験を基に考えると，空気や水を温めたくらいの温度（お湯）では

変化せず，もっと高温にならないと体積が増えないのではないかという見通しをもつことにな

ります。 

 

カ 空気，水，金属の温度変化と体積変化の関係を理解した子供たちは，生活経験の中で見られ

る事象について説明する活動に取り組みました。浮き輪やボールは中の空気が温められ，割れ

てしまう危険があることや，鉄道のレールにつなぎ目があるのも，金属の体積変化を考慮した

ものであることに気付いていました。 

 

 

 

 



手立て② 根拠をもった実験の試行と考察 

 ウ～エ 空気と水の体積変化を見通して，根拠をもった実験を試行する。 

空気の体積変化を確かめる実験で丸底フラスコを使用した子供たちは，水の体積変化の実験で

も同様に丸底フラスコを使用する方法でできるはずだという見通しをもちました。そこで，丸底

フラスコに水を満たし，フラスコを温めたり冷やしたりして，水位がどのように変化するのか見

る実験を行いました。その結果，水位が変化したというグループと変化しなかったというグルー

プに分かれました。変化したというグループが多かったのですが，その水位変化はわずかで，わか

りづらかったようです。 

そこで，「温度変化により，水の体積は変化するようだけど，よりわかりやすい実験はないのか」

という話し合いになりました。体積は変化するであろうという見通しは共通しているため，その

方法を検討していくのです。そこで，まずはフラスコの実験がわかりづらかった原因を探ってみ

ることにしました。 

 

【水位変化がわかりづらかった原因】 

 丸底フラスコ内の水を温めたり冷やしたりするけど，フラスコの水が多すぎて，思うように温

まったり冷えたりしないのではないか。 

→ 水の量を減らした方がよい。フラスコではないものを使ってみよう。 

 

 ここまでは子供たちの考えが一致しました。子供たちは今までの学習を生かし，根拠をもった実

験をいくつか立案することができました。 

○ フラスコではなく，試験管

を使う。水の量が減る分，温

めたり冷やしたりすること

が簡単になるから，水位が見

やすくなるだろう。 

 

○ 以前の学習で使った注射

器に水を閉じ込めておき，注

射器ごと温めたり冷やした

りする。そうすることで，注

射器のピストンの位置が変

わるはずである。 

○ メスシリンダーの上限ま

で水を入れておき，周囲を温

めるとメスシリンダーの水

があふれるのではないか。 

 

   

 

 それぞれの考えを確認したところ，どの実験を行っても，このような結果になりそうだと見通し

をもつことができました。そこで，自分たちが行ってみたい実験方法ごとのグループとなって，実

験を行いました。 

 

 



今年度の研究を通して 
 

 

 今年度の実践を通して明らかになったことは大きく二つ挙げられます。 

 

まず１つは「共通体験の大切さ」です。体験が不足しているといわれる今の子供たちにとって，自

然の事物・現象と出会ったとき，戸惑いを感じることも少なくありません。子供が諸感覚を駆使し，

直接対象に働きかけて試行することは，今後の学習で関心や意欲を高めたり，仮説を立案したりす

る際の根拠となります。時間と場を十分に確保する必要があると言えます。理科は「観察・実験」を

通して直接事象へ働きかけるという他教科にはない特徴があります。その特徴を有効に活用するこ

とが重要です。 

２つ目は「対話的な学びの有効性」です。研究大会実践では，共通の枠組みで設定したワークシー

トを基に，子供たちの話し合いが進みました。また，実践提案では，水の体積変化を証明する実験方

法について，今までの学習を基に子供たちの話し合いが進みました。どちらにも共通することは，

子供一人一人に学習への見通しがあり，「こうなるはずだ，それを確かめる方法は・・・」と考えて

いるところです。このような問題解決の手法を用いていくと，子供は解決のために仲間の考えを求

めます。その中で必然的に対話が生まれ，検討した実験を行い，その実験結果から，新たな知識等が

子供に身に付きます。このような問題解決の過程を子供が理解していることも大切であることがわ

かりました。 

 

 

 

事象との出会いとなる共通体験が，子供が仮説を立案する際の重要な根拠となることがわかって

きました。そのため，この共通体験でどのような事象と出会わせるべきなのかを教師が意図するこ

とが大切です。今までの実践の中で，この共通体験では「なるべく多くの事象と出会うこと」を重視

してきましたが，子供がどのように事象を認知するのかを明らかにし，今後の学習につながる体験

に重きを置くなどの工夫が必要であると感じました。 

子供は自分なりの論理で説明できるものを仮説とします。見通しをもった実験を行うことは大切

ですが，仮説と実験結果が一致しない場合，子供は「なぜ，こんな結果になるのか。」と疑問に思い，

仲間の結果や意見を自然と求め合うことになります。子供たち同士で実験の妥当性を検証するよう

な授業展開も工夫してみたいと考えています。 

 

 

 

実験の妥当性を検証するためには，子供自身が１つの問題に対して，多面的にアプローチするこ

との重要性を認め合う必要があります。子供が仮説を立案する際には，予想の根拠と共に実験方法

を考えます。多面的に事象に対してアプローチするということは，様々な実験器具を自らの考えで

操作することにつながります。理科室内の実験器具を知り，自由に使いこなせるような時間を各学

年の必要に合わせて設定しようと思います。 

また，子供が見通しをもった実験を発想する際，その実験の価値を見極める必要があります。教

師が広い視点で教材解釈をし，子供の思いに寄り添えるよう，今後も努力していきたいと思います。 

成果 

課題 

実践を踏まえての展望 



生活科 研究大会実践の解説
単元名 ２年「チャレンジ☆おもちゃランドであそぼう！」

（１）単元における，資質・能力の育成を支える「学びの文脈」

本単元では，動くおもちゃ作りの活動を通して，子供同士の対話から自らの遊びを創り出し，よりよ
くしていこうとする子供の姿
・ 遊びをよりよくしていくために，現時点での自分の課題に気付き，気付きの質を高めていくことで
課題を解決してこうとする姿。

・ 対話を通して協働しながらおもちゃをよりよくしていこうとする姿

を目指し，以下の通り「学びの文脈」を構想しました。

ア 国語科「おもちゃ大会を開こう」の学習から，「きつつき」を読み取って実際に作
ることを通して，「動くおもちゃ」の作り方や本質について知る。
イ 教師が作った「動くおもちゃ」の演示を見て，「きつつき」以外の「動くおもちゃ」
のイメージもち，「動くおもちゃ」の定義について全体で共有する。
ウ 本や教科書などを調べて自分が作りたい「動くおもちゃ」を決定する。

エ 自分が選んだおもちゃを自分の思った通りに作る。
オ 自分と同じ視点（動力）でおもちゃを作っている人が集まってグループを作り（お
もちゃ研究所），おもちゃがよりよく動いて楽しくなるように協働しながら研究（工
夫）する。
カ それぞれの研究所で研究したおもちゃを使ってみんなで楽しいおもちゃランドを
開く。

キ １年生も楽しめるよう，おもちゃのルールを考え直したり今までのおもちゃを改
良したりしてみんなが楽しめるおもちゃランドを開く。

「チャレンジ☆おもちゃランドであそぼう！」

自分の身の回りにあるも
のを使って動くおもちゃ
を作る

自分と同じ視点でおもちゃ
を作っている人が集まった
研究所で，おもちゃがより
動いて楽しくなるための研
究をする。

それぞれの研究所で研究し
たおもちゃを使って，みん
なで楽しいおもちゃランド
を開く。

１年生も楽しめるよう，おも
ちゃのルールを考え直したり
今までのおもちゃを改良した
りしてみんなが楽しめるおも
ちゃランドを開く。

【将来的に目指す子供の姿】
・ 友達との伝え合いの中で自分の課題を解決し，自分の生活をよりよくしていこうとする姿
・ 自分を取り巻く環境に進んで関わり，意欲や自信をもって学び，生活していく姿

パッチンがえるは，どう
して跳ぶのかな？すごいな
あ！作ってみたいな！

ゴムがついているよ！ほか
にもゴムの力で動くおもちゃ
を作ってみよう！

もっとおもしろい動くお
もちゃにならないかな？

楽しいおもちゃになってき
たよ！ほかの研究所ではどん
なおもちゃを作っているのか
な？

楽しいおもちゃランドになったね！
今度は１年生を招待して，みんなで楽
しめるおもちゃランドにしようよ！

国語科「おもちゃ大会を開こう」との合科・関連的指導

【開始期】
身の回りにあるものを使って，
動くおもちゃを作ろう！

【展開期①】
おもちゃ研究所で，動くお
もちゃの研究をしよう！

【まとめ期】
みんなも１年生も楽しめるおもち
ゃランドを開こう！

【展開期②】
研究した動くおもちゃを使って，チャ
レンジ☆おもちゃランドを開こう！

どうしたらもっと楽しい
おもちゃになるか，みんな
と一緒に研究しよう！

ほかの研究所のおもちゃで
も遊んでみたいな！

1年生のためにルールやおもちゃを
作り直したりほうがいいかな？

まとめ期

展開期

開始期



（２）「学びの文脈」を生み，つなげる具体的手立て
学びの文脈を生み，つなげることができるよう，下記のような３つの手立てを行いました。

手立て① 気付きを引き出し，質を高めていくことができるような教師の言葉がけ

ア～キ 子供が自分自身の思いや願いから課題を設定していくことができるよう，教師が意図的な対話
や応答をするといった言葉がけの工夫をしていきました。その際には，子供がどの時点でどんな
課題に直面しているのかを事前に把握し，その姿から次の気付きの高まりに必要だと思われる言
葉がけの内容を想定しておきました。言葉がけの際には，Ｔ１を中心にＴ２，Ｔ３と活動の際の
子供の姿を共有し，活動の中心となるＴ１の発問や対話，応答に生かせるようにしてきました。
特に①友達と対話する場，②自分でやってみる場，③教師に質問したり本で調べたりする調査

の場，が設定されている時間では，子供自身が今解決するべき課題がどんなことで，その解決の
ためにどの場で活動することが必要なのかに気付き，場を選択することができるように言葉がけ
をしていきました。

手立て② 課題の解決に向けた対話的な場の設定

エ～キ 自分のおもちゃがうまく動かないことで生まれた自分の
課題を解決するために，お互いの情報を伝えたり質問したり
する必要感が生まれるような場を設定しました。
エ では，それぞれ違うおもちゃを作っていても，お互い

のおもちゃに対する気付きを交流する場を設定することで，
今後の課題解決にむけたそれぞれの意見を参考にできるよう
にしました。
オ では，同じ視点の課題をもっている人で一つの「研究
所」を作り，どうすればより動き，楽しいおもちゃを作るこ
とができるかを研究できるようにしました。また，各研究
所の必要感に応じ，研究所間交流の場（チャレンジ☆おも
ちゃ会議）を設定しました。その際，教師が各研究所の課題
を把握し，似たような課題をもつグループや相互補完的な関
係をもつことができるような研究所を意図的に抽出し，グル
ープ間同士の工夫やアドバイスを交流する場を設定しました。

気付き① 気付き② 気付き③ 気付き④

ゴムの力で ゴムを２本 友達と競争 みんなと相談
ヤクルトの入 にしたら，も したら，とっ して，的当てを
れ物をとばせ っと遠くにと ても楽しかっ 作ることにした
たよ！ んだよ！ たよ！ よ。もっと楽し

くなりそう！

言葉がけ① 言葉がけ② 言葉がけ③ 言葉がけ④

すごいね！ さすが！ 同じおもち どんな的当
もっと遠くに そのおもち ゃを作っている てにするの？
とばすことっ ゃでどうや 人同士で楽しく 的は遠くに置
てできるのか って遊ぶの？ なる方法を考え くのかな？
な？ たらどう？

ゴ
ム
を
二
本
に
増
や
し
て
み
た
ら

ど
う
な
る
の
か
な
？

友
達
と
遠
く
に
と
ば
す
競
争

を
し
て
み
た
ら
楽
し
そ
う
だ
な

み
ん
な
で
相
談
し
た
ら
，
も
っ
と
楽

し
い
方
法
が
見
つ
か
り
そ
う
だ
な
。

友
達
と
相
談
し
て
，
ル
ー
ル
も
決
め
な

く
ち
ゃ
！

高まり 高まり 高まり 高まり

子供の見取りをＴ１,Ｔ２，Ｔ３で情報共有する

対話

試行 調査

めざすこ
とをかい
けつ！

「伝え合う力」の資質・能
力を高める

気付きの質を高めながら課題を
解決していくための場の設定



手立て③ 課題を共有できるようなＩＣＴの活用

エ～キ 自分とはちがうおもちゃを作っているグループの子たちが，現在どんなことで悩み，これま
でどんな工夫をしてきたのかがわかるよう，グループごとの活動の様子を iPadで記録しました。
その画像や動画を互いに見合うことで，それぞれのグループの課題を共有することができました。
このように課題解決にむけてそれぞれの立場からアドバイスをし合うよう，意図的に場を設定

しました。

研究所内での対話の様子 おもちゃ会議での対話の様子

動画を見て各研究所の課題についてアドバイスし合う様子



生活科 研究大会実践の成果と課題

成果

本実践で一番大切にしてきたことは，子供たちが友達や教師との「対話」を通して，自分の現在の課
題を解決するための場を自分で選択できるようにすることでした。そのために教師は，課題解決の場と
なるような環境の設定を意図的に行いました。また，子供一人一人の気付きを見取り，気付きの段階を
想定した言葉がけを意図的に行っていく支援をしていきました。
その結果，子供たちの中に１時間ごとの活動に対する必要感が生まれ，どの場に行けば現在の課題が

解決できるのかを考え，選択できるようになったと思います。
ここでは学びの文脈を生み出す手立てがどのような成果をあげたのかについて述べていきます。

学びの文脈の中には，２つの大きなゴールのある課題が生まれました。１つ目は「２年生同士で楽し
むおもちゃランドを開くこと」，２つ目は「１年生を招待するおもちゃランドを開くこと」です。「対
話」をもとに協働して課題にむかっていく「研究所」の単位は変わることはなかったのですが，２つの
課題に対しての視点がはっきりと変わりました。１つ目のゴールへの視点は「おもちゃがよりよく動く
と楽しくなる」「２年生みんなが楽しくなるルールにする」という視点です。２つ目のゴールへの視点
は「１年生が楽しくなるために，改良する（よく動くおもちゃにする）」「１年生が楽しめるためのル
ールに変える」という視点です。どちらの視点も，自分一人ではいいアイデアがうかばないので，友達
や先生と対話したり，改良するための方法を本で調べたりする必要感が生まれました。

手立て① 気付きを引き出し，質を高めていくことができるような教師の言葉がけ

気付きを引き出し，質を高めていくための言葉がけには，何より「見取り」が重要です。その子が今
どんな課題に直面しているのか，どんなことに意義を見い出しているのかを即時的に見取り，その場で
問い返したり価値付けたりしていくことで，子供が違う気付きを得たり，質を高めていったりして，次
の課題を見い出す姿がみられました。即時的価値付けを重ねていくことは，評価の質を上げていくこと
にもなります。
生活科においての評価には，行動観察のほか，発表をよくする子についてはその様子を参考にしたり，

そうでない子については多くはワークシートなどに絵や文で書き出したものを参考にしたりして評価す
ることが多いと思います。しかし，質の高い気付きをしている子であっても，絵や文で表出することが
苦手で「書けない～。」と悩む子が多くいるのも事実です。ですから，すべての子供の評価をするのに
最適なのは，実は「対話」なのだと私は考えています。１時間ですべての子供と対話して評価するのは
難しくても，意図的に「対話」することで評価していこうとすると，単元を通してすべての子供と対話
することが可能になり，それをそのまま評価としていくことができるのです。

今回は，活動を通して生まれた研究所ごとの課題（ワークシートに表出したもの）やそれぞれの子供
たちが気付きの質を高めるための言葉がけを想定した表を作成し，Ｔ１～３で共有しながら支援してい
きました。

文脈の中に生まれた２つのゴール

2年生ランドの様子 １年生ランドの様子

２つのゴールにつながる手立てについて



手立て② 課題の解決に向けた対話的な場の設定

＜課題解決のために子供自身が選択できるような場の設定について＞

動力が同じおもちゃを作っている子供同士がグループになり，研究所内で課題解決をする「試行」と
「調査」の場，研究所の枠を超えてお互いの課題解決にむけて話し合う「対話に特化した場」を行った
り来たりして活動できる場の構成は効果的であったように思います。
低学年の発達段階においては，「思考と表現」は一体化されています。生活科の授業構成ではその特

質を生かした単元の構成や学習活動の構成が必要だとされてきました。この「おもちゃづくり単元」で
は友達と対話しながら思考する場を意図的に設定しました。子供たちはその場でアドバイスをもらって，
行ったり来たりしていました。気付きの初歩段階から，様々な人と対話することによってどんどん気付
きが引き出され，質の高まりを目の当たりすることができました。

このようになるためのきっかけとしては，手立て１でも述べたように，教師の言葉がけによって「今
ぼくが困っているのはこんなことだな。」と子供が気付いたことです。そして「この場所に行ったら解
決できるかもしれない。」と考え，自分の課題解決の場の選択ができるようになったことです。行った
り来たりを繰り返すようになると，ほとんどの子供が教師からの言葉がけがなくても，「今の自分に必
要な場所はここ」と自分で考えて活動の場を選択できるようになりました。

子供たちからは，「〇〇さんからアドバイスをもらったから，すごく動くようになったよ！」「みん
なで考えるとどんどん楽しくなっていくね！」「早くみんなとランドにして遊びたいな！」などという
声が聞こえてきていました。その言葉はそのまま互恵的関係性を築くことにつながり，相互評価の場と
もなりました。これは，対話することを通して，単元の達成目標である「みんなと楽しみながら遊びを
創りだそうとする力」が達成された姿だと捉えています。そして生活科の究極の目標である「自立し，
生活を豊かにしていく力」につながることができたと感じています。

ここがうまくいか
ないんだね。もっと
強くしてみたら？

試行の場（研究所での活動）
さっき言われ

てみたとおりに
すると…

対話に特化した場（おもちゃ会議）

このタイヤの穴
をもうちょっと大
きくしてみたらど
う？

さっき言われ
てみたとおり，
新しいのに変え

てみよう！



手立て③ 課題を共有できるようなＩＣＴの活用

各グループが現在抱えている課題がどんなことなのかについて，動画で全体共有したことは，大変有
効でした。全く違う動力のおもちゃを作っている子供たちも，動画を見ることによって「こんなことし
たほうがいいんじゃない？ぼくたちも最初は似たような感じだったんだけど…」と身を乗り出して語り
だす様子がみられました。

動画を用いた臨場感のある全体交流の場によって，手立て２で述べた研究所内での「対話」や研究所
を越えてグループごとの必要感に応じた「おもちゃ会議」と同様に，子供一人一人が「自分事」として
他のグループの活動を考えることができました。

課題

評価の方法として一番有効であるのが教師と子供との「対話」であるということを実感することがで
きました。すべての子供と「対話」しながらどう即時的価値付けを行ってくかがこれからの大きな課題
であると考えます。本実践は学年生活ということで，２クラス６９名の子供たちを見取るということを
求められる取組でした。特に今年度の私個人の研究テーマが「子供の実態に合わせた気付きの質を引き
出し高める教師の言葉がけ」でしたので，６９名の子供たちを見取る方法に苦慮しました。Ｔ１～Ｔ３
の教師で見取りの観点を共有し，考えられる気付きを想定した上で，どんな言葉がけをするのかを考え，
また共有する，ということを繰り返してきましたが，いつも３人の教師がこのようにかかわりながら支
援していけるわけではありません。今回は「おもちゃづくり単元」でしたが，ほかの単元ではどのよう
に取り組んでいればよいのかを試行錯誤していきたいと思います。

手立て２の「対話的な場の設定」手立て３の「課題を共有するためのＩＣＴの活用」は非常に有効で
したので，他の単元ではどのような場の設定が有効なのかを活動の構成を考える際にも取り入れたいと
思っています。

動画を見てグループの活動の様子を全体交流している様子



実践提案 「個に応じた見取りを大切にした単元作り」

単元名 ２年「おいしくそだってね！わたしのトマトさん」

（１）単元における，資質・能力の育成を支える「学びの文脈」

本単元では，子供たち一人一人がトマトを育てる活動を通して
・ トマトの変化や成長の様子に関心をもって働きかけることができる
・ トマトの成長に気付き，親しみをもって大切にしようとする

ことができるよう，「学びの文脈」を次のように構想しました。

ア 身の回りの春を見付け，夏への移り変わりを体感する。
イ 夏に育つ植物について知る。
ウ 本や教科書などを調べて自分が育てたい夏野菜を決定する。

エ トマトの植え方について知り，種を植えるとともに自分のトマトに名前をつける。
オ 自分のトマトと対話しながらトマトの世話をする。
カ トマトの世話をしていて気が付いたことを友達と伝え合う。

キ トマトを収穫し，今までの世話の様子を振り返る。
ク これまでの活動を振り返りながらトマトのアルバムを作成し，考えたことや感じ
たことを友達と伝え合う。

開始期

展開期

「おいしくそだってね！わたしのトマトさん」

身の回りの季節の変化
を感じ取り，夏に育つ植
物を見付ける。

【将来的に目指す子供の姿】
・ 友達との伝え合いの中で自分の課題を解決し，自分の生活をよりよくしていこうとする姿
・ 自分を取り巻く環境に進んで関わり，意欲や自信をもって学び，生活していく姿

春には桜が咲いていたけ
ど，もう今は緑の葉っぱだ
けになったね。

夏が近づいてきているよ。
夏に育つ植物は何なのかな。

【開始期】
春から夏に変わってきてい
るところを見つけよう！

【展開期①】
夏野菜のトマトさんを育てよう！

【まとめ期】
トマトさんの成長をアルバ
ムにまとめよう！

たくさん実ができるよう
に毎日お世話をがんばる
よ！

困った時には友達からアドバイスし
てもらってとても助かったよ。

気が付いたことや困ってい
ることを伝え合い，自分のト
マトが着実に成長していくよ
う世話と観察を続ける。

自分が育てるトマトに名
前をつけ，世話をするとと
もに，成長の様子を見てき
がついたことを記録する。

ぼくのトマちゃんは最初
はとっても小さな種だよ。

葉っぱがもじゃもじゃにな
って，けんかしちゃっている
んだ。どうしたらいいかな？

茎が倒れてきてしまってい
るんだけど，どうしたらまっ
すぐになるのかな？

今までの活動を振り返っ
て，自分の思ったことを伝え
合い，それをもとにトマトの
成長アルバムを作る。

とまみちゃんはすごく大きくなった
よ！私ががんばってお世話したからだ
ね。

まとめ期



（２）「学びの文脈」を生み，つなげる具体的手立て

学びの文脈を生み，つなげることができるよう，下記のような２つの手立てを行いました。

手立て① 気付きを引き出し，質を高めていくことができるような教師の言葉がけ

研究大会の課題にもあげていたように，気付きを引き出すためには「即時的価値付け」が重要です。
動植物の観察においては，自分の思いをうまく表出できず，ワークシートに書けない子が多くいます。
そのためこの単元では教師と子供の対話を特に重要視し，子供とトマトのかかわりをつぶさに見取るよ
うにしました。

ア～ク 子供が自分自身の思いや願いから課題を設定していくことができるよう，教師が意図的な対話
や応答をするといった言葉がけをしていきました。その際には子供がどの時点でどんな課題に直
面しているのかを事前に把握し，その姿から次の気付きの高まりに必要だと思われる言葉がけの
内容を想定しておきました。
この単元は，トマトの成長の様子をワークシートに記録していく活動が多くなるため，ワーク

シートによる見取りと教師と子供の対話による見取りを意図的にリンクさせることを心がけまし
た。

今日のスイーツさんはかれていまし
た。とてもげんきがなかったので，こえ
をかけてみたら，すこしげんきになった
気がしました。そしてトマトさんがすこ
しくろくなっていました。

さいしょにトマちゃんにあったとき，
とても小さかったトマちゃん，あまりお
水をあげられなかったけど，「だいじょ
うぶ！」と言ってくれました。だけど，
ようしゃなくつちをすててしまいまし
た。さよならトマちゃん，ありがとう！

さいしょはとても小さかったんだね。で
も，ここまで大きくなったのは一生懸命お
世話をしたからだね。だから，だいじょう
ぶって言ってくれたんじゃないかな。

トマトさんは元気になったよって言って
たんだね。どうしてトマトさんは黒くなっ
ていたのかな？



手立て② 対象との対話の場の設定

エ～キ 自分のトマトに名前をつけて育て，トマトとお話して気持ちを考えながらお世話をすることに
しました。「トマトさんとお話をする時間だよ」とあえて設定していくことで，しっかり様子を
観察して自分の気付いたことについて内省的対話をするようになると考えました。内省的な対話
とは，自分の中の自分と対話することで，無自覚だった気付きが自覚化していくことにつながる
と考えました。
対象と対話をする際には，十分な時間の保障をすることを大切にしました。２時間続きの１時

間目に対象との対話をする時間を設定し，２時間目を対話（観察）してわかったことをワークシ
ートに書く時間としました。研究大会の成果と課題でも前述しましたが，低学年の発達段階では
思考と表現が一体化することが多いため，活動の時間や場の設定も弾力的であることが求められ
ます。おもちゃづくり単元では，思考と表現の場をあえて特化して行ったり来たりする場を設定
しましたが，この単元では十分な時間を保障し，活動にひたることができるようにすることで，
気付きを引き出し質を高めることができるようになると考えました。

トマトとの対話を友だちと伝え合うことを大切にしました



今年度の研究を通して

成果

気付きの質を高めるためには「対話」が不可欠である

今回の実践は，「対話」が一つのテーマでした。子供たちの「対話」のスタイルによって，どのよう
に気付きを引き出すことができるのか，また気付きの質を高めることができるのかを考えて実践してき
ました。研究大会の実践単元の「おもちゃ作り」のように「対話」する場を意図的に設定し，自分の課
題が解決できそうな場を選択できるように場の設定を行うと，子供たちは教師のはたらきかけがなくて
も自分で場を選択し，課題解決にむかっていくことがわかりました。また，「栽培単元」では，トマト
を擬人化し，「トマトさんと対話する」ことで自覚されていない気付きが自覚化されていく様子がみら
れました。
これらのことから，各単元における「対話の場」をどのように設定していくのかを検討し，学習活動

に組み込んでいくことで，子供一人一人の気付きを引き出し，高めていくことができると考えます。こ
こで忘れてはならないのが，「対話の場」は子供たちの思いや願いにそったものでなくてはならないと
いうことです。教師が意図的に設定する場であっても，子供たちにとって必要感のないものであれば，
気付きを引き出すことはできません。生活科の大前提である，活動は子供の思いや願いから生まれるも
のであり，教師の意図と子供の思いや願いが一致していくような仕掛けがなされていかなければならな
いのは言うまでもありません。
また前述の通り，思考と表現が一体化しているという低学年特有の特徴を生かした対話の場でなけれ

ば，どんな工夫がされていたとしても効果的な場とならないでしょう。

課題

個に応じた見取りの方法を追究する

今回の実践で紹介しました手立ての中に「気付きを引き出し，質を高めていくことができるような教
師の言葉がけ」がありました。このような言葉がけをしていくためには，各単元それぞれでの気付きの
質の高まりを想定しておかなければなりません。今回の実践では，最後に資料として貼付しました「見
取りと言葉がけの表」を作成しました。これは研究所というグループを見取ることで個の見取りをして
いく形で進めました。「栽培単元」では，グループ単位の見取りではなかったので，ワークシートと個
別の対話での見取りになりました。これは即時的価値付けの具体的な姿としてとても有効でしたが，単
元によっては即時的価値付けが難しいものもあると思います。
例えば，一般に「お手伝い単元」といわれる「自分のことは自分でできるようになる」ことをねらっ

た単元のように，家庭での活動をもとに考えていく活動では，振り返りの場面やお互いの活動を伝え合

教師と子供

子供と子供

自分自身

対話の積み重ねが
評価となる

それぞれの対話が
なされることによっ
て気付きの質が高
まっていく

対話

は，それぞれの対話の結果，得た気付きが双方向に関わり合い，関連付け
られていくことを繰り返す様子を表しています。本実践では，このような対
話による関連付けが気付きの質の高まりに極めて重要であることを確かめる
ことができました。



う場面の即時的価値付けは可能でも，実践している場面での価値付けは難しいものです。生活科は「具
体的な体験や活動を通して」身近な生活に関わる見方・考え方を生かし，自立し生活を豊かにしていく
資質能力を育むという教科の特質があるため，教師にとっても子供にとっても活動が具体的で，イメー
ジが共有化できている場面が重要であることはいうまでもありません。教師にとってはそのような具体
的な場面こそが即時的価値付けができる絶好の場面であり，そういった場面を見逃してはならないと私
は考えています。

実践をふまえての展望

「教師との対話」による見取りが，記述したものや発表する内容よりも，評価にあたっては時として
有効であることが多いことがわかりました。「対話」を見取りの方法として最優先させた時，すべての
子供と「対話」を重ねる難しさをより汎用的にしていく有効な方法を追究していくことが，これからの
課題であると感じました。



研究所名 課 題 見取りと言葉がけ

豆豆研究所 ・魚を増やす ・豆の磁石をはがれな
（磁石の力・魚 いようにする
つり） 「よび」

・段ボールを下に敷く

ふき矢研究所 ・うまくあたるか ・まとをふやす
（空気の力・ス ・玉をなくさない
ト ロ ー ま と あ
て））

コプター研究所 ・ちゃんとしっかりうごいたりするお
（ゴムの力・ゴ もちゃにする
ムコプター） ・１年生がびっくりしてものすごく楽

しそうなおもちゃにする。

１い２い３い４ ・ちゃんとできるかできないか？
いおもちゃ研究
所（風の力）

ヨットカー研究 ・タイヤがスムーズに動いて，1 年生
所（風の力） が楽しめて，2 年生も楽しめるように

する。

ゴムゴム研究所 ・もっと動くようにする
（ゴムの力・ゴ ・もっと楽しくする
ムでってぽうま ・もっとおもしろくする
とあて）

ブーメラン研究 ・ちゃんとまとにあてて正確に当てら
所（風の力・ま れるようにすること
とあて・ロケッ ・実物をきれいにして１年生や２年生
ト） ランドにいっぱい楽しませることがで

きるように研究する。
【いつき・あやの】

・トイレットペーパーのしんと組み合
わせて手で押せば，ぱーんと音を鳴ら
して楽しいと言われるようにする。そ
まためには，しっかりと動くおもち
ゃにしなければならない。

かいてん研究所 ・どうやったら楽しめるのかみんなで
（まわる力） 研究する。

音楽研究所 ・どんな音が出るのかわからないけど，
（音が出る） １年生を楽しませるのが楽しみ

・どんな音が鳴るのか考えて向きを変
えてどんな音が鳴るのかを研究して
改造したい。

・もうちょっと音が出るようにしたい。

重さ研究所 ・段ボールの坂を進化させる
（重さの力・こ ・景品を作る
ろころりん）

ゴム・空気・ロ ・自分達が作るおもちゃはどうやって
ケット研究所 どのように動くのか

ＳＴＥＰ１

うまく動かない

・どうしてうまく動かないんだと思う？

・前と比べてどうなったの？

・やってみせてくれる？

・みんなが考えた工夫って何？

・うまく動くためにはこれからどこを見て
いけばいいのかな？

・変えてみたいなと思うことはあるかな？

・解決するためにはどうしたらいいかな？

・誰かにアイデアをもらったらどうかな？

ＳＴＥＰ2
ルールを改善したい

・楽しませるために，どんな作戦を考えて
いるの？

・このおもちゃの面白いところはどんなと
ころ？

・どうやって遊ぶの？

・やってみせてくれる？

・楽しるポイントはどんなところ？

・これからルールを変えていく予定はある
の？

ＳＴＥＰ3
工夫して動かしている

・どうしてうまく動くようになったの？

・前と比べてうまくいったところはどこ？

・やってみせてくれる？

・みんなが考えた工夫って何？

・いいところに目をつけているね！同じよ
うなことをしている人にとってはいいヒ
ントになるよ！研究会議に行って，アド
バイスしてあげてくれる？



 
 

題材名 ５年「受け継ぐ味 美味しい味」 
 

(1) 題材における，資質・能力の育成を支える「学びの文脈」 

本
題
材
の
目
標 

 和食のよさや自分たちの生活と和食とのつながりについて考えたり，実践したりすることを通して，
伝統的な日常食であるご飯とみそ汁の調理の仕方を理解し，適切にできるようにする。 

 炊飯に関する一連の操作や
変化について理解している。 
 だしの役割や材料の扱い方
を理解している。 
 体に必要な栄養素と主な働
きについて理解している。 
 ご飯とみそ汁を適切に調理
することができる。 

 食事の役割や食事の仕方，調理の
仕方など，これまでの学習や生活経
験を基に，考えたことを表現したり，
活動に生かしたりすることができ
る。 

 ご飯とみそ汁の調理に関心をも
ち，自分たちの生活と食事の役割
や適切な調理の仕方いついて，進
んで調べたり実践したりしようと
している。 

評価 1【個別の知識や技能】 評価 2【思考力・判断力・表現力等】 評価 3【学びに向かう力，人間性等】 

 自分たちの周りに広がる世界とその学習がどのようにつながってい

るかという生活の文脈が，学習意欲を長く持続させるインパクトにな

ると言われています。家庭科では，この生活の文脈が明確になるよう

学びの文脈を構成しています。 

本題材の目標は上記の通りです。この目標を効果的に身に付け実践

していくために，和食を学びの文脈の軸とし，導入に農林水産省の「和

食を未来へ」という資料を活用しました。そこから読み取った和食の

よさや問題点をもとに，学習の見通しを子供達と一緒に確認していき

ました。 

本題材のゴールは，日本の伝統的な日常食であるご飯とみそ汁を美味しく調理することです。どうすれ

ば美味しく作ることができるのかということに常に目を向けながら，一つ一つの材料の扱い方や手順の

意味を見たり聞いたり味わったりするなど，五感を使いながら学んでいきました。（下記の構想図参照） 

また，資料から読み取った和食文化を守り継ぐための担い手として自分たち小学生に期待が寄せられ

ていることも学習する必要感を支えるものとなりました。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家庭科 研究大会実践の解説 



(2)「学びの文脈」を生み，つなげる具体的手立て 

 学びの文脈を生み，つなげることができるよう下記の手立てを行いました。  

手立て① 多面的に問題を見つめ，課題を明確にしながら学び続けることができる資料提示 

 子供たちが普段何気なく見ている食生活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。和食に関する資料や

米や味噌の消費量に関するグラフ，試飲するだしやみそ汁，それに使

う材料の実物などです。これらの資料を通して，日常の食生活を比べ

て考えたり，普段何気なく食べているご飯とみそ汁の美味しさの理由

について考えたり気付いたりする子供達のが見られました。 

本題材の切り口にしたのは，農林水産省の「和食を未来へ」という

資料です。資料を読み，和食について自分の考えをまとめる事前学習

を設定しました。予め自分の考えをもたせておくことで，これからの学習の見通しをもつことができま

すし，家庭科の限られた時間で効率よく学習を進められることにもつながります。 

 このように，和食を授業の中心に据え，和食を通して食生活を見つめることで，子供達は食事の役割や

栄養を考えた食事の知識などを

学ぶための必要感をもつことが

できました。また，日本の伝統的

な食文化の大切さに気付くこと

ができ，家庭科で学ぶ「食生活」

の本質にも迫っていくことがで

きました。 

 

手立て② 体験的な活動を通して，実感をもって言葉で表現し合う学習活動 

「なぜそう調理するのか」という課題を子供が解決していくためには，体験を通した学習活動が効果的

です。それは，「だから，こうするんだ！」「これはおいしい！」という実感を伴った理解につながるから

です。 

本題材の体験的な活動の一つに，子供が「だし」の役割について気付き，その重要性について考えたり

「うまみ」という日本から生まれた言葉の意味について気付たりすることができるよう，実際に「だし」

を味わう活動を設定しました。『①だしのないみそ汁→②だし入りのみそ汁→③だしだけの汁→④再びだ

し入りのみそ汁』の順で味わっていきました。①②の際には，「だし入りの方がおいしい。」「家のとは違

うけど，何のだしなんだろう。」「だし入りは，しょっぱいだけでなく他の味もするね。」と，自然に対話

が生まれました。そして，③のだしだけを味わうことで「これがうまみなの？」「甘くもないし，しょっ

ぱくもないし…。」「二つのだしが合わさると味がはっきりするね。」など，感じた言葉を口に出しながら，

だしの役割や必要性に気付いていくことができました。 

このような学習活動を取り入れることで，一つ一つの材料に 

は役割があり，適切な扱い方があるということに実感をもって気付

くことができます。また，「家では何のだしを使っているかな」ど，

自ずと家庭生活にも目を向けながら食生活について考えるきっか

けにもなりました。 

 



研究大会実践の成果と課題 
（１）授業公開後の事後討議の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「学びの文脈」を生み，つなげる具体的な手立て】 

手立て①：多面的に問題を見つめ，課題を明確にしながら学び続けることができる資料提示 

〇 本時では，だしやみそ汁など 12 種類を飲み比べていた。授業が始まる前に，「Ａ：だしなしみそ

汁」「Ｂ：だし入りみそ汁」を飲み比べていたが，そこで気付かせたかったことは何か。 

 → 本時の目標は，だしの役割について考えるということなので，まず，２つを味わうことでだしの

存在に気付かせたかった。「Ｂのほうがなんか美味しい。」「だしが入っているからだ。」「だしがあっ

た方が，美味しいね。」そこから，だしのうまみにつなげていこうと考えた。そして，だし→みそ汁

と順に味わって，最後は「やっぱり，だしがあったら美味しい。」「だしは，みそ汁を美味しくする。」

というところにまとめるためのきっかけとしたかった。 

〇 「だし」というものを子供達は，どの程度知っていたか。 

 → 「だし」というものの存在については，知っている。日常生活から得られる知識として，さほど

珍しい言葉ではない。事前学習で提示した資料にものっており，題材の導入時に行った和食文化のよ

さと問題点について交流する場でも，「だしと発酵調味料のうまみ」がよさとしてでている。ただ，

「だしがどういうものなのか」までは，分かっていない。本時の子供達の反応がそれを物語っている。

それは，本時で学ぶものなので，授業開始時には「だし」というものがあるということを知っている

くらいで十分だと考える。 

〇 ポットを使って，資料であるだしやみそ汁を効率よく提供していたが，温度や濃度などどの子にも 

同じ味を提供する難しさはあったと思う。他によい方法はないのだろうか。 

→ ある。今回は４５分の中で１０種類を味わい，しかも子供達は味わうことに集中することができ 

るように考えたので，予めだしやみそ汁を用意して保護者の手伝いをお願いすることで，４５分で納 

めるという時間の問題を解決させた。それぞれのだしの取り方を教えながら２コマで行い，できたて 

を鍋から盛りつけると温度や濃度など，全員に大体均一に提供できると思う。 

 

 

 



 
手立て②：体験的な活動を通して，実感をもって言葉で表現し合う学習活動 

〇 子供達は，とにかく味わっていろいろな味を感じることができていた。子供達は，飲んで分かった

ことや感想などを話し合いながら，自分の家庭の味に出合ったり自分の好みに気付いたりする姿が多

く見られた。 

〇 子供達は，言葉や〇×のリアクションで自分の考えを伝え合うことで，それぞれの味覚の違いに気

付いていった。視点を変えて，「〇〇ちゃんは，～～と言っていて，よく味わっていみたら～～な味

もした。」など，人の考えを語り合うという交流があっても効果的だと思った。 

〇 ５種類のだしを飲み比べて「うまみはうまくない」という考えの中にも，「でも一番美味しいと思

ったのはかつおだし。」「わかるわかる。においが一番いいよね。」というように，子供達は自分の味

覚や嗅覚と向き合い，仲間の感想を聞いては再び味わって確かめるという姿が見られた。手立て①と

もかかわるが，だしを飲み比べるという活動には，子供達にとって近くにいる参会者に思わず話しか

けてしまうほどの衝撃があった。 

〇 だしを飲み比べた後，５種類のみそ汁を飲んだ子供達は，「あ～美味しい。」「みそパワーだ。」と，

言っていた。「うまみはうまくない」から，「うまみは，みそを入れると劇的にうまくなる。」にどう

逆転させるか，教師の言葉がけが鍵になる。「みそを入れるとうまくなる。でも，みそだけではだめ。」

という言葉を子供から引き出すために，最初のＡＢの飲み比べに立ち戻ると，子供の思考はよりスッ

キリとゴールに向かったのではないか。 

〇 だしだと「うまみはうまい」１名「うまくない」２７名，みそ汁にすると「うまみはうまい」２７

名，「うまくない」１名という大逆転の結果が，数字だけでなく，文字の大きさで表現するなど，大

げさな板書の工夫があると，もっと子供達は実感をもって自信をもって結論をだすことができたと思

う。（ユニバーサルの視点が落ちていました。失敗失敗･･･） 

【その他】 

〇 食は，個人の味覚の違いや家庭環境による食の経験の違いが大きいところだが，そういう児童に対 

して言葉がけなど，どのような配慮をすればよいか困ることがある。実際にどのようにしているか教 

えて欲しい。 

→ 食に限らず，家庭科は生活経験の違いがつきものである。家庭科の学習を始める段階で「家庭に

よってよりよい方法は違うこと」「違いを受け入れること，楽しむことで，自分にとってのよりよい

方法に出合える。」というのを伝えている。本時の中では，「味覚の感じ方は一人一人違うから，人と

違っても不安になる必要はない。」というのを伝えている。また，「家はカップに入ったみそ汁の時が

ある。」という子供がいたが，「そういうときもあるよね。今日飲んだみそ汁はどうだった？」という

言葉がけをした。子供達が「初めて飲んだけど美味しかった。」「こういうのもいいな。」など，自分

の生活の中の選択肢を増やしていけるような雰囲気をつくることを心がけている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（２）事後討議を受けて見えてきた成果と課題  

 

研究主題に迫るために家庭科では，どの題材にお

いても「①多面的に問題を見つめ，課題を明確にしな

がら学び続けることができる資料提示」，「②体験的

な活動を通して，実感をもって言葉で表現し合う学

習活動」の２つを主な手立てとして実践を進めてい

ます。 

本題材では，指導要領におけるＢ衣食住の内容に，

生活文化の要素を重視して題材を構成しています。

学びの文脈の軸にしたのは和食文化です。資料として活用したのは，「和食を未来へ（冊子）」，米の消

費量のグラフ，だしとみそ汁（飲み比べ），米，ご飯（食べ比べ），材料の実物などです。 

上記の資料は，子供達が学習のゴールイメージをもち，そこに至るまでの「なぜ～なのだろう」「ど

うやったらできるのだろう」という疑問や問題を引き出すきっかけとしてよい働きをしてくれました。

「なぜそれを学ぶのか」ということの説得力や，「なぜそうするのか」という学びの原動力につながる

からです。ただ，何をどのように提示するかについては，吟味が必要であるのは間違いありません。本

時については，当初は昆布だしとそのみそ汁のみの予定でした。指導案検討により，５種類のだしとそ

のみそ汁に変更し，本時を行いました。子供が実感をもって理解するには，ある程度のインパクトとダ

イナミックさが必要であるということを授業者も実感をもって理解できました。（この場合のある程度

とは，授業者にとって無理なく準備ができる程度ということです。） 

 手立て②については，本題材を構成し実践するにあたり，特にこだわりをもって取り組んだところ 

です。参考にしたフランスの「味覚を目覚めさせる授業」のガイドブック（※）で，著者が「言葉がな

いと味覚がなく，味覚がないと言葉もない」と述べています。確かに，思考も理解も全て言葉です。子

供達がだしの役割を理解するためには，あえて旨味を言葉で表現したり，美味しいご飯とみそ汁を作る

ために飲み比べや食べ比べをして食べ心地を表現し

たりすることが必要であると考えています。子供達

がそれぞれに自分の言葉で，気付きや理解したこと

を話すことができるためには，授業者も子供もゴー

ルイメージからぶれないことが大前提です。そして

何より，子供達から言葉を引き出す授業者の対話の

技術が必要だということを痛切に感じます。 

 

 

（※）参考文献「子供の味覚を育てる ピュイゼメソッドのすべて」ジャック・ピュイゼ著 

                       



研究大会の時に配付した当日資料を掲載します。 

 

 

 

 

 

 

 

  

私の「ずっとめあて」・・・ 

 子供には，題材を通して解決していく課題を「ずっとめあて」，一単位時間で解決したり考えたりする必要があるめあてを

「きっと今日めあて」（きっと今日達成できるめあて）と名付けています。私の近年の家庭科の「ずっとめあて」について明

らかにしながら，今日の授業に至るまでについて書いていきます。 

① クラシ タノシ ダイスキ… （暮らしの楽しさ，自分の周りの社会とのつながりに気付いてほしい！） 

 家庭科の学習は，他教科や各教育活動だけでなく，子供たちの家庭生活はもちろんのこと，その先にある社会ともつながっ

ています。子供たちは日常，他教科と家庭科のつながりをあまり意識していませんが，理科の沸騰，社会科の農業，算数科の

グラフ，国語科の言語活動そのものなどを想起することで，つながりを意識します。そこで，子供に「学んだことは自分の生

活と直結している」ということを伝えていくことで，どの教科においても「学ぶこと」に生活や将来のことに役立つという価

値を見いだして，より学びに主体的になっていくのではと考えています。ですから，私は家庭科の学習を通して，自分の周り

に広がる社会，そして世界とつながっていることに子供達が気付いていけるようにするためにどんなことができるか考えて

います。そして，それに気付くことで子供は，自分の家庭生活に興味・関心をもつことができますし，今求められている力の

１つである実践力の向上につながっていくと考えています。学びの文脈を子供と作るためには，生活の文脈まで見据え，それ

を大切にしながら授業をつくっています。 

② ワショクモ ミカクモ ミリョクテキ…（和食文化のすばらしさを伝え，継承させたい！） 

「食」を扱う題材において，私はあえて意欲付けをする必要はないと考えています。なぜなら「食」自体がすでに魅力的だ

からです。ですから，尚のこと「作りたいね」「食べたいね」「美味しいね」「あ～楽しかった」という本来もっている意欲だ

けで「なんだか楽しかった」的な活動の楽しさだけで終わらないような授業をつくりたいと考えてきました。（それはきっと

みなさん同じだと思いますが…。）今回は，「ユネスコ無形文化遺産」に登録されているフランスの食文化を継承する取組であ

り，「味覚の強化週間」にフランス全土の小学校で実践されている「味覚を目覚めさせる授業」を参考にして題材を計画しま

した。もちろん，時間には限りがありますからほんの少しです。扱う味覚は，日本特有の味覚である「旨味」です。それを言

葉で表現するのはきっと難しいと思います。それでも，「匂いは？」「飲んだ時の口の中は？」「飲んだ時の心の中は？」など，

様々な視点で旨味について考えることで，和食文化の特徴の一つである，「だし」の役割を実感をもって理解できるようにし

たいと考えました。 

③ デモ…ジスウ スクナイナ…（子供たちに考えたり体験させたりする時間を増やしたい！） 

 皆さんも考えたことはありませんか？いつも年間を通して，学習の計画を立てたり，子供の意欲が高く，「もっとやりたい。」

「先生，家庭科の時間，増やせないの？」という子供の姿を見たりするにつけ，いつも私がつぶやく言葉です。しかし，現在

の家庭科の時数が定められてちょうど今年で２０年を迎えますが，きっと変わらないでしょう。嘆いても仕方がないので，思

い切ってやってみようと思ったことが，題材に入る前に，関連する資料を配付したり，テーマを与えて自分で調べさせたりす

る事前学習です。少ない時数の中で，これを行うことで，生活経験や個人の知識量の差を少しでも埋めた状態で授業に入るこ

とができます。（子供たちも思った以上に熱心にやってくれます。） 

 本題材で渡した資料は，農林水産省の「和食を未来へ」です。この資料には和食文化の特徴や，日本における和食の存在 

感の薄まり，外国からの和食への注目など，子供たちが何となく知っていることや，日本人なのに知らないこと，食生活を 

見つめ直すヒントが詰まっています。この資料を事前に学習することで，私が長年授業化したかった②のことや，時数の少 

なさへのジレンマなどを解消しながら授業を展開できると考えました。 

 また，授業記録に書いていますが，子供と一緒に学習計画を立て，それに即してやることで，教師だけではなく，子供も 

時数や一単位時間の見通しをもって，「今日はここまでやらなきゃ。」「あ，あと１０分しかない。」など時間を大切にしなが 

ら学んでいくようになりました。もちろん「あと５分だよ！」「時間もったいないから，分担くらいすぐ決めなさい！」とい 

う私の指導が入ることもありますが…。 

 また，①にも書きましたが，家庭科の学習は，実に様々な教科や教育活動とつながっています。各教科で培った力を活用さ

せながら学習に臨ませることも，時数を無駄にしないことだと思います。家庭科を深く学ぶようになり，より各教科で子供に

しっかり力を付けることの大切さを改めて実感しています。 

 

 



実践提案「生活の文脈を明確にする学びの文脈」  
         題材名 ５年「めざそう 買い物名人」（６時間扱い） 
1. 家庭科の目標，見方・考え方，本単元の目標，育成を目指す資質・能力を踏まえた題材の評価規準 

家
庭
科
の
目
標 

 生活の営みに係る見方・考え方を働かせ，衣食住などに関する実践的・体験的な活動を通して，
生活をよりよくしようと工夫する資質・能力を次のとおり育成することを目指す。 

生活の営みに係る見方・考え方 

 家族や家庭，衣食住，消費や環境などに係わる生活事象を，協力・協働，健康・快適・安全，生活文

化の継承・創造，持続可能な社会の構築等の視点で捉え，よりよい生活を営むために工夫すること 

個別の知識や技能 思考力・判断力・表現力等 学びに向かう力，人間性等 

 家族や家庭，衣食住，消費や
環境などについて，日常生活に
必要な基礎的な理解を図るとと
もに，それらに係る技能を身に
付けるようにする。 

 日常生活の中から問題を見いだ
して課題を設定し，様々な解決方法
を考え，実践を評価・改善し，考え
たことを表現するなど，課題を解決
する力を養う。 

 家庭生活を大切にする心情を
育み，家庭や地域の人々との関
わりを考え，家族の一員とし
て，生活をよりよくしようと工
夫する実践的な態度を養う。 

本
題
材
の
目
標 

身近な生活における消費の学習を通して物やお金の大切さに気付き，目的に合った物の選び方や
環境に配慮した選び方について考えることができるようにする。 

購入しようとする物の品質や
価格などの情報を活用し，目的
に合った選び方や買い方をする
ことができる。 
目的や品質などの家庭生活を

よりよくするための物の選び方
や適切な買い方や，環境に配慮
することの必要性について理解
している。 

 家庭生活をよりよくするため
に，金銭の計画的な使い方を考
えたり，品質や価格などの情報
を活用し目的に合った選び方や
買い方の工夫について考えたり
している。 

 自分の生活を見つめ，物や
お金の使い方に関心をもち，
物や金銭の大切さに気付き，
適切に買い物をしようとして
いる。  

評価 1 評価 2 評価 3 

2. 題材設定について  〈内容関連〉D身近な消費生活と環境（１）アイ 

 本題材では，身近な生活における消費と環境の学習を通して，物や金銭の使い方への関心を高め，環境

に配慮することの大切さに気付くとともに，物の選択，購入及び活用に関する基礎的・基本的な知識及び

技能を身に付け，身近な消費生活や環境をよりよくしようとする工夫する能力と実践的な態度を育てる

ことをねらいとしている。 

 子供達の家庭生活における消費との関わりは，距離感がある様子がうかがえる。お遣い経験はあるが，

自分でこつこつ小遣いを貯めて欲しい物を買うというよりは，誕生日やクリスマスなど家族の行事や，

必要に応じて学習や習い事で必要な物や欲しい物を買ってもらうという家庭が多い。金銭の使い方は，

家庭によって様々である。本題材では，いずれ自立して自分の生活を築くであろう子供達が，限りある金

銭を有効に使うことができるよう，物の選び方や買い方に対する価値観には様々な視点があることや，

目的や自分の状況によって選び方や買い方が変わるということにも気付かせていきたい。また，消費生

活は，社会や環境とも繋がっている。様々な商品表示についても学びながら，物を選ぶ際の手段として活

用できるようにしていきたい。そのことによって， 環境に配慮した生活の大切さにも気付くことができ

ると考える。そのために，身近な物を購入する際の選び方や買い方について考える等の実践的な活動を

取り入れることや，様々な視点をもって考えることができる課題を設定するなど，題材構想を工夫する。

そして，物の選び方や買い方に対する自分の価値観を見つめ直し，明確にしていくことができるように

していきたい。  

題材の後半には，ＩＣＴを活用し，味噌を選ぶという実践的な学習活動を位置付ける。実際に店頭で

商品を選ぶ雰囲気や，何十種類もの味噌の中から何をどの様に選ぶのか，これまでの学びを生かしなが

ら選択できるようにしたい。消費経験が少ない子供達だからこそ，実践的な活動を積み重ねることで，

消費者の一人として物の選び方や買い方についての自分の価値観を見つめ，自分にとってのよりよい生

活に向かって主体的に生活を工夫しようとする素地を育てたい。 

指導案を掲載します。 



3. 研究との関わり 

(1) 題材における，資質・能力の育成を支える「学びの文脈」 

 

(2) 「学びの文脈」を生み，つなげる具体的な手立て 

手立て① 多面的に問題を見つめ，課題を明確にしながら学び続けることができる資料提示 

子供達が，学習に対する意欲を高め，主体的に学んでいくためには「何を学ぶのか・何のために学ぶ

のか」を見通すことができるような話題提供や資料提示の工夫し，題材を貫く課題設定を丁寧に行うこ

とが必要である。 

 今回は，題材の導入に日常生活での金銭の使い道に気付くことができるイラストを提示し「私たちは

常にお金を使い続けているというのは本当か」という，疑問を子供たちに投げかける。そうすることで

子供たちは自分の生活の目に見える金銭の使われ方や，目に見えない金銭の使われ方になど，何気なく

行っている消費活動に目を向けることができると考える。24時間金銭を使い続けながら生活しているこ

とや金銭には限りがあるという現実に気付くことが，学習の必要感となり，学びの文脈の軸となる。 

他にも本題材では，商品情報や実物，商品表示など様々な資料を提示する。そのことによって，一つ

の物を選ぶ際に値段や量，質など多くの視点をもって選んでいることに気付かせたい。 

このように，どの場面でどの資料を提示するかを工夫することで，子供は常に学ぶ目的からぶれるこ

となく主体的に学び続けていくと考える。 

手立て② 体験的な活動を通して，実感をもって言葉で表現し合う学習活動 

子供達にとって身近な物を使って買い物シミュレーションで物を選ぶ活動を 3回設定する。この 3回

のシミュレーションでは，値段やなぜそれを買う必要があるのかなど場面設定を具体的に提示すること

で，根拠を明確にして選択することができるようにしたい。その際，できるだけ日常場面に近づくよ

う，実物やＩＣＴを活用した教材を活用し，多様な選択肢を用意する。このような活動を積み重ねる中

で，多くの情報を手がかりに目的に合ったものを選択することができるようにしたい。 

また，活動の中で必要に応じて友達と交流したり，それぞれの選択とその根拠について全体で話し合

ったりする場面を設定する。そのことにより「やっぱり最後までちゃんと使いたいから，少し高いけど

書き心地のよいこっちのボールペンにしよう。」と自分の判断に自信をもったり，「安いのがいいと思っ

ていたけれど，環境にいい物を選ぶという考えもあるんだな」など，物を選ぶ際の価値観は人それぞれ

に違いがあり，選ぶ視点も実に多様であるということにも気付いたりすることにつながると考える。 

買い物シミュレーションを行うにあたり，ワークシートを活用する。ワークシートをノートに貼り，

自分の学びを振り返りながら学習を重ねることで，「何を買うか」「どこで買うか」「だれのために買う

か」によって，選び方が変わるということや自分の意思決定の根拠をより明確にすることができると考

える。 



(3) 「学びの文脈」を重視した題材計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 学習活動（○）と子供の姿 教師の支援（☆）と評価（◇） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

開
始
期
（
１
時
間
目
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

〇 これからの学習の見通しをもつ。 

 

 

 

 

 

○ 自分の家庭生活を見つめながら，どんな場面

でお金が使われているのかを考える。 

 

 

 

 

○ 題材名「買い物名人」のイメージを話し合

う。 

 

 

○ これからの学習の流れを確認し見通しをもつ 

 

 

☆ これからの学習への見通しをもつこと

ができるような発問を工夫する。 

◇ お金の使い方に関心をもち，自分の生

活の中でどのようにお金が使われている

かを進んで考えている。     評３       

                        

☆ 形あるものだけでなく，形のない物に

対する消費活動にも目を向けることがで

きるよう，教科書のイラストや日常生活

を手がかりとし，お金が使われている場

面を付箋に書き込み KJ法を活用する。 

☆ お金の大切さに気付くことができるよ

う，どのようにして収入を得ているのか

に目を向けるような言葉がけをする。 

◇ お金の大切さに気付き，限りあるもの

や金銭の有効な使い方について理解して

いる。             評１      

                                           
☆ これからの学習の見通しを明確にする
ことができるよう，大まかな流れを全体
で確認する。 

無駄な物は買わない 

車のガソリンもお金
で買っているよ 

病院や床屋でもお金
を使っているね 

お金がないとごはん

が食べられないよ 

 

水や電気もお金がか
かるよ 

形のないものにもお金を使っているんだね 

いい物を安く買う 

「私たちは常にお金を使っている」というのは本当？ 

 

物の選び方や買い方の工夫を考えて，お金を

大切に使う買い物名人になろう。 

 



展
開
期
２ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

〇 欲しい物をリストアップし，買う必要性につ 

いて話し合う。 

 

 

 

 

 

 

 

〇 必要な物や欲しい物をどの様な方法で買って 

いるか，知っていることを話し合い，生活をよ

りよくするための買い方について考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 本時の学びを振り返る。 

 
☆ 前時に話し合った「買い物名人」のイ
メージを切り口に，本時の学習内容にせ
まる話題提起をする。 

◇ 欲しい物の必要性について，自分の生 
活を見つめたり交流したりすることを通 
して，物や金銭の大切さについて考えな 
がら適切に買い物をしようとしている。      

評３ 
☆ 欲しい物と本当に必要な物との違いに
気付くことができるよう，Yes・Noチャ
ートを活用し欲しい物に対する考えを整
理する活動を位置付ける。 

☆ 買い物に対する多様な価値観に触れる
ことができるよう，全体で交流する場を
設ける。 

 
◇ 物の買い方には様々な方法があること
や，買い方のよさや注意点，環境に配慮
することの必要性について理解してい
る。              評１   

☆ 適切な買い方について理解することが
できるよう，資料を活用しながら様々な
買い方のメリットデメリットに目を向け
て考えるよう促す。 

☆ 「買い物の仕組みや消費者の役割につ 
いて理解することができるよう，具体例
を出しながら子供と対話をする。 

☆ 様々な視点をもち，自分に合った物の
選び方に気付いたり，これからの学習に
向けて本時の活動を振り返ったりする場
を設ける。 

 

自分の生活を見つめて，限りあるお金を大切に

使う買い方を考えよう。 

欲しい本が 3 冊ある
んだ。 

新しい手袋も･･･。 

買わなくても，図書
館や友達から借りた
らどうかな。 

本は，ゆっくり読みたいよね。買ったら，何回
も繰り返し読めるしね。本は，買ってもいいん
じゃないかな。 

ぼくは，お金で買っ
ているけど，お母さ
んはカードを使って
いるよ。 

図書カードや文具券
は，私たちでも使う
ことができるね。 

何となく買っていると思っていたけど，お金の
払い方や包装の仕方等，いろんなことを決めて
買っているんだね。 

欲しい物は必要な物？ 

 

展
開
期
①
（
２
時
間
目
） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

展
開
期
②
（
３
時
間
目
） 

〇 資料を読み，本時の見通しをもつ。 

 

○ 資料をもとに，どのボールペンを選ぶか，ま

たなぜそれを選ぶのかを考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 考えを交流する。 

○ 買い物をする際に，どんなことを大切にして 

選んでいるかを考える。 

 

 

 

○ 本時の自分の学びを振り返る。 

 

☆ 学習や家庭生活への意欲を高めること

ができるよう，消費者の視点をもちなが

ら物を選ぶという課題を設定する。 

 

◇ 購入しようとする物の品質や価格など

の情報を活用し，目的に合った選び方を

している。           評１                   

☆ 子供たちが多様な考えから自分の考え

を明確にすることができるよう，ワーク

シートを活用する。 

☆ 選択した根拠を明確にすることができ 

るよう，必要に応じて選ぶ視点に関する 

言葉がけや，選択肢のメリットやデメリ 

ットに目を向けて考えるよう促す。 

 

◇ 購入しようとする物の品質や価格など 

の情報を活用し，目的に合った選び方の 

工夫について考えている。    評２        
☆ 様々な視点をもち，自分に合った物の
選び方に気付いたり，これからの学習に
向けて本時の活動を振り返ったりする場
を設ける。 

私は，今まで使って
いたものの替え芯に
する。 

私はいろいろ使って
みたいから，新商品
にする。 

安さが一番 

新商品 

地球に優しい 

きみならどれにする？① 【赤ペン編】 

使い心地 

きみならどれを選びますか？自分の生活を見
つめ，目的にあった物の選び方を考えよう。 

 

本体がまだ使えるな
ら，替え芯を買った
方が，払うお金も少
なくて済むし，ゴミ
も減らせるよ。 

もしかしたらもっと
使いやすいのに出会
えるかもしれない。
地球にやさしいマー
クもついているし
ね。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

展
開
期
②
（
４
時
間
目
） 
 

○ 資料を読み，本時の見通しをもつ。 

 

○ 資料をもとに，どの店でどのノートを選ぶ

か，またなぜそうするのかを考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 考えを交流する。 

○ 買い物をする際に，どんなことを大切にして 

選んでいるかを考える。 

 

 

 
○ 本時の自分の学びを振り返る。 

☆ 前時の学習から，少し視野を広めて考

えることができるような課題を設定す

る。 

◇ 購入しようとする物の品質や価格など

の情報を活用し，目的に合った選び方を

している。           評１                                    

☆ 前時の学習を基に，「どこで買うか」

ということにも触れて考えさせること

で，お金だけでなく時間の使い方にも目

を向けることができるようにする。 

☆ 子供たちが自分の考えを明確にするこ

とができるよう，ワークシートを活用す

る。 

☆ 根拠を明確にすることができるよう， 

選ぶ視点に関する言葉がけや選択肢のメ 

リットやデメリットに目を向けて考える 

よう促す。 

◇ 購入しようとする物の品質や価格など 

の情報を活用し，目的に合った選び方の 

工夫について考えている。    評２         
☆ 様々な視点をもち，自分に合った物の
選び方に気付いたり，これからの学習に
向けて自分の学びを振り返ったりする場
を設ける。 

 

僕は，一番お得な 5

冊セットにする。ノ
ートは毎日使うから
たくさん必要。 

少し高いけど，この
ノートにする。いい
ノートは，丁寧に書
きたくなるからね。 

近いお店で時間をか 

けないで買う。 

きみならどれにする？②【ノート編】 

きみならどれを選びますか？自分の生活を見

つめ，目的にあった物の選び方を考えよう。 

 

少し遠くの店まで歩けば，５冊セットのノート
が，もっと安くかえるのか…時間とお金，どっ
ちを優先するかな。 

少し高いけど，地球
に優しい物を買う。 



展
開
期
②
（
５
時
間
目
） 

○ 資料を基に，本時の見通しをもつ。 

 

○ 資料とみその商品情報を基に，どのみそを選 

び，なぜそれを選ぶのかを考える。                                                                                                   

 

 

 

○ 考えを交流し，自分の考えを見つめ直す。 

 

 

 

 

○ 本時の自分の学びを振り返る。 

☆ これまでの学習を生かし，様々な情報

を活用しながら，考えることができるよ

うな課題を設定する。 

 

◇ 購入しようとする物の品質や価格など 

の情報を活用し，目的に合った選び方を 

している。           評１    

☆ これまでの学習を生かして，より多く 

の商品情報から買う物を選ぶことができ 

るよう，ＩＣＴ教材を活用する。 

◇ 購入しようとする物の品質や価格など 

の情報を活用し，目的に合った選び方の 

工夫について考えている。    評２          
☆ 様々な視点をもち，自分の学びを振り
返る場を設ける。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ま
と
め
期
（
６
時
間
目
） 

○ 本時の見通しをもつ。 
 
 
 
 
○ これまでの学習を生かし，題材を貫く課題で 
ある「買い物名人」についてわかったことをま 
とめる。 

 
 
 
 
 
 
 
○ これまでの学習から，わかったことや自分の 
成長について振り返る。 
 

☆ 学習を通して自分たちの成長に気付く
ことができるよう，題材導入時に「買い
物名人」のイメージをまとめた板書を提
示する。 

◇ 家庭生活をよりよくするための物の選
び方や適切な買い方，環境に配慮するこ
との必要性について理解している。評１       

☆ 自分の言葉でまとめられるよう，ワー
クシートなどにも目を向けるなど必要に
応じて言葉がけをする。 

◇ 学習したことをこれからの生活に生か
そうとしている。        評３            

☆ これからの生活に生かすことができる
ことや自分の成長に気付くことができる
よう，振り返る場を設定する。 

無添加と書いてない
のに無添加と同じ物
があるのか。少し安
くていいかも。 

やっぱり食べるもの
だから，何で作られ
ているかは大事だ
ね。 

自分でだしをひくか
ら，だし入りみそは必
要ないな。 

無添加がいいな。家
族のために体にいい
物にしよう。 

きみならどれにする？～応用～【みそ編】 

きみならどれを選びますか？これまでの学習
を生かし，目的にあったみそを選びましょう。 

 

物の選び方や買い方の工夫を考えて，お金を
大切に使う買い物名人になろう。 

 

値段だけじゃなく，
いろいろな視点で，
よりよい物を選ぶこ
とが必要だね。 

買う物によって，自
分だけじゃなく家族
のことを考えたり，
環境のことも考えた
りすると，よい買い
物ができる。 

函館市小学校家庭科教育研究会の取組も兼ねて授業を公開しました。北海道教育大学札幌校教授

佐々木貴子先生の監修により，４年吉田宙史さんが制作したＩＣＴ教材を活用して行いました。 



今年度の研究を通して 
 長年にわたり，家庭科に携わってきて，今自分が考えていることを記します。 

（１） 家庭科の学びによって児童に身につく力 

 家庭科は，主要教科に比べて大きくクローズアップされづらい教科と言えますが，実際は，人が生き 

ていく上で必要不可欠な力を育むことができます。例えば次のような力です。もちろん，これらの力が 

さらに，様々な生活の場面において，細分化され発揮されていきます。 

 

 

 

 

（２） 家庭科の学習はどのようにあるべきか 

 〇 生活の文脈を実感することができる題材構成 

家庭科の学習は，各教育活動だけでなく子供達の家庭生活はもちろんのこと，その先にある社会ともつ

ながっています。子供達は，他教科と家庭科との繋がりを自分から意識することは少ないです。例えば，

理科の沸騰，社会科の農業，算数科のグラフ，国語科の言語活動などとのつながりに気付くことで，自ら

繋がりを意識しはじめます。題材における学びの文脈や他教科との繋がりももちろん大事ですが，自分

たちの周りに広がる世界とその学習がどのように繋がっているかという生活の文脈が，よりよい生活を

工夫する実践意欲を長く持続させるインパクトになると考えます。 

 〇 学校だからできる学習活動を考えて授業を展開 

 単に料理を作ったり布で小物を作ったり，散らかっていることを片付けたりするのであれば，家庭で

もできます。これらを含む生活に関わる事象をあえて学校で学ぶという意味を考えると，「よい学習習慣

とよい生活習慣を身に付ける」という，学校の役割に繋がっていきます。子供達の衣食住に関わる経験知

や価値観は，家庭環境によって大きな差があります。子供達が，自分の家庭やよその家庭の価値観，衣食

住に関する世の中の流れ，自分の理想などを見渡して「じゃあ，自分はこうしたい」「こうなりたい」と

意思をもって学び，生活につなげられるような経験ができる学習活動が必要です。 

例えば，「急須でお茶を入れて，茶葉の量や湯の温度を試しながら，自分好みの苦くないお茶をいれた

い。」「自分が好きな豆腐と長ネギシャキシャキのみそ汁を鰹だしで作りたい。」「ご飯が炊けるまで，炊飯

器の中ではどんなことが起こっているのか確かめたい。」「手縫いは苦手だけど，ミシンだと自分でもつ

くれるわ～。」「洗濯って本当に必要なの？安い服何日か着て使い捨てにした方がお財布にも環境にもい

いんじゃないの？確かめようよ。」「うまみってうまいの？（今年度の研究大会です）」「夏を涼しく過ごす

ための工夫，お財布にも地球にも優しい方法を仮説を立てて効果を検証しよう。一番効果的なのは？」な

どが考えられます。 

 家庭生活の中には，分かっているようでわかっていないことが意外とあります。それを，問題解決の手

順を踏みながら時間を確保して取り組むことが大切です。 

〇 問題解決力  〇 意思決定の力  〇 創造力  〇 実践力  〇 暮らしを楽しむ力 

〇 情報収集する力〇 考察力  〇 己を知る力   〇 タイムマネジメントする力 

〇 オープンマインド  〇 あそびごころ（力ではありませんが，個人的に必要だと思います。） 

 



 

（３） 成果ある学びを目指す具体的授業像 

 衣食住に関することを学ぶ家庭科は，あえて子供達に学習に対する意欲付けをする必要はないと考え

ています。なぜなら，自分が考えたことを基にして作ったり味わったり，試したりする家庭科そのものが

子供達にとって魅力的だからです。だから尚のこと，「なんだか楽しかった」的な活動の楽しさだけで終

わらないような授業をつくりたいと考えて授業をしています。 

例えば…… 

〇 事前学習（資料を読みまとめる，テーマについて調べる，これから学習することについて家庭での様

子を調べまとめるなど）の取組と，それを活用しながら授業を展開する題材構成 

〇 学習内容と家庭生活及び社会との関わりが分かるような，資料を活用（グラフ，写真，記事など 

→説得力が増す）し，「なぜ学ぶのか」「なぜこのように学ぶのか」という目的意識の共通理解 

〇 試したこと，作ったこと，味わったことなどの体験から，何を学んだのかを自分の言葉で結論づ 

け，活動から学びへと転換させる場を位置付ける場の設定 

〇 学習を通して，問題解決の手法を身に付けることができるような授業展開 

〇 本時の学習と学習者としての自分を客観的に見つめられるような振り返り（視点４つ） 

    ① どんな時間だったか  

    ② 新しく学んだ事は何か 

    ③ 何がうまくできて，何がうまくできなかったか 

    ④ 誰とどんな交流をしたか 

 

（４） 家庭科研究の推進と取組を進めたい内容 

 来たるべき（もう来ていますが）少子高齢化社会の進展に向けて，幼児や高齢者などの異なる世代の

人々との関わりに関する内容について教材化し，子供に学ばせることで，子供が身近で味わうことがで

きない体験をさせ，「社会貢献」という視点で「誰かのために何かをやってみる」という力を付けさせる

必要性を強く実感しています。（人口や社会貢献に関するグラフなどの資料活用，今の自分にできること

の洗い出し，実践→幼児との交流や老人ホーム訪問など）さらに，日本ならではの，衣食住に関する文化

を，未来永劫つないでいく必要性を強く感じています。ですから，我が国の生活文化と絡めた各内容の題

材構成をどうつくるかを常にもやもやと考えています。 

 最後に，家庭科の全題材を貫くテーマとして，「持続可能な社会の構築」に目を向けた題材の構成がこ

れからの時代には最も重要です。持続可能な社会なしに私たちの生活がよりよくなることは，ありえな

いからです。ただ，題材の構成や教材化というよりも，もっと大きな視点として，常に「持続可能な社会

の構築」が生活の文脈として全題材の根底に流れていると考えます。 



 
 

単元名 ６年「フゾリンピック～マット運動競技会～」 
 

(1) 単元における，資質・能力の育成を支える「学びの文脈」 

本単元では，子供たちに， 

○マット運動の楽しさや喜びを味わい，その行い方を理解することができる。 

○技のポイントや動きのこつを意識し，自分やチームに合った課題をもち，練習方法や練習の場

を選ぶことができる。 

○フェアプレイ（全力・ルール厳守・相手尊重・安全第一）を意識して，回転系や巧技系の技に積

極的に取り組もうとしている。 

という資質・能力を身に付けさせることができるよう，「学びの文脈」を次の通り構想しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

体育科 研究大会実践の解説 

ア 実態を把握する。技の難易度を確認する。（アンケート，映像で視聴，実技等） 

イ 児童と学習の目標と学び方を共有する。（学習テーマの設定，単元のゴールイメージの共有） 

ウ 技の修得に向けて，場に応じた練習方法を工夫する。 

エ 競技会に向けて，チームでアドバイスし合いながら練習する。 

オ 競技会の採点の基準を全体で確認し，競技会を開く。 

カ フゾリンピックを開催する。 

キ 単元の学習の振り返りをする。 

 

開始期 

展開期 

まとめ期 



(2)「学びの文脈」を生み，つなげる具体的手立て   

 学びの文脈を生み，つなげることができるよう，下記のような３つの手立てを行いました。 

 

手立て① 児童が意欲的に学び続けるための，学習テーマや場の設定  

ア 技の達成の容易な技から難しい技へと学習が進むことができるよう，実態を把握した上で，

新学習指導要領解説を参考に，系統表や技のポイントをおさえた資料を提示しました。無理な

く技の達成ができるよう，系統表を見ながら，技に挑戦する順番を決める手立てを講じること

で，自己の課題が明確になり，次にどんな技を習得しなければならないのか，また，技の習得

のためには，どのような練習が必要なのかを理解しながら練習を行うことができました。 

 

イ・カ 学習テーマを「フゾリンピック～マット運動競技会～」として，学ぶ目的やゴールを明

確にしました。競技会では，技に難易度をつけ，技の出来栄えで点数を競い合うものです。競

技会を行うためには，技の習得が必須であり，練習への必要感が生まれました。 

 

ウ 自らの課題に応じ，練習の場を選択できるように設定しまし

た。例えば，マットを重ねたり，踏み切り板で坂を作ったり，

壁を使う，跳びこえるためのゴムバーを設置するなどが挙げら

れます。自分に合った練習場所を選択したり，友達と教え合い

なったりしながら，技の習得を目指す姿が見られました。学習

を重ねるごとに，課題も変化していくことで，場づくりも児童

自ら提案し，設定や選択を行うことにもつながりました。 

 

手立て② 仲間とかかわり合いが生まれるための，チーム学習の充実  

エ チームを意識させることにより，チームへの所属感が生まれ，チームメイト同士で，動きのコ

ツをアドバイスし合いながら，自分の技能を高めたり，友達の良いところを見つけたりして，競

技会に向けて高め合う姿が見られました。 

 

オ 全体で採点の基準（出来栄え等）を確認した後，競技会を行いました。チームで合計点を競う

ことにより，「技の行い方」を知るとともに，出来栄えに気をつけて練習したり，より高度な技

に挑戦したりするようになり，個人やチームでより高い目標を設定しながら学習を進めること

につながっていきました。 

 

手立て③ 学習の成果を実感し，次の学習への見通しをもつための，振り返り  

 ウ～キ 振り返りカードの活用として，課題意識を高め，次の学びへ向かう手立てとしました。

毎時間，できるようになったことや課題，動きのこつを振り返ることで，次時にはどんな技に取

り組まなければいかないのか，どんな練習が必要なのかが明確になり，課題をもって練習や競

技会に臨む姿が見られました。タブレット端末の活用については，自分の技を客観的にみて，即

時的に振り返ることができ，出来栄えを確認するのに，大変有効でした。 



研究大会実践の成果と課題 
 

 

器械運動は，達成，克服，競争，表現などいろいろな楽しみ方ができる運動です。中学年から高 

学年にかけては，体の成長にともない，今までできていた技ができなくなる子供がいたり，器械

運動自体に苦手意識を感じる子供がいたりします。そこで，本実践では，個人に目を向けるだけで

なく，チームの所属感を意識して，仲間と共に，互いを高め合うことをねらいとしました。器械運動

は，本来個人種目ですが，体操の団体戦の要素を取り入れることで，仲間のためにできる技をより

美しく磨いたり，できそうな技に積極的に挑戦したりしながら，教え合い，支え合い，励まし合う姿

が自然発生的に生まれました。合わせて，チームマットでの交流や練習の場の工夫をすることや，

友達の技を採点することで，難しい技にも触れることができ，全ての児童が技のポイントを学習す

ることができました。器械運動は，できる技を増やすことが目的ではなく，様々な技を知ることも

大切な学習です。 

 

 

 

 

 

 

授業を進めていく中で，チームを意識させるため，チーム内での教え合いが多く見られると考え

ていましたが，練習の場では，チーム内だけにとどまらず，同じ課題に向かった仲間同士での教え

合いや支え合いが生まれたことで成果の一つでした。子供たちの中では，集団としての仲間意識が

あり，かかわり合いの中で，技を獲得し，互いのチームのために獲得した技を披露することが目標

としてもつことができていたのです。 

今回の実践を通して，子供たちは，仲間と共に，自己を高め，互いに教え合い，支え合い，認め合

いながら，夢中になって運動することができました。 

 

 

 

競技会を取り入れたことにより，点数を意識しすぎてしまい，難しい技の習得よりも，完成度を

重視して足止めしてしまう児童もいたため，次へのステップへの声かけや手立てが必要であると感

じました。そして，フゾリンピックという企画性を重視したものにするのであれば，場の設定に関

しては，競技会を盛り上げる工夫が必要と考えます。 

 例えば， 

 

 

 こういった工夫をすることで，練習と競技会の区別がはっきりして，全員が競技会に注目し，雰囲

気や試技へ臨む姿勢が変化し，集中して演技をしようという意欲が前面に出るだろうと考えます。 

成果 

課題 

・審判席を設ける。  ・進行役を決めて，アナウンスする。 

・練習グループをなくし，観客にする。  ・観客やチームメイトの応援の仕方。 



実践提案「意欲的に運動を楽しむための単元作り」  
 

６年「フゾリンピック～キャッチバレーボール～」 
 

(1) 単元における，資質・能力の育成を支える「学びの文脈」 

本単元では，子供たちに， 

○キャッチバレーの楽しさや喜びを味わい，その行い方を理解することができる。 

○チームに応じた作戦を立て，その作戦を実行するために，仲間と考えを伝え合いながら，運動す

ることができる。 

○フェアプレイ（全力・ルール厳守・相手尊重・安全第一）を意識して，キャッチバレーに積極的

に取り組み，勝敗の結果を受け入れたり，仲間の考えや取組を認めたりして運動しようとして

いる。 

という資質・能力を身に付けさせることができるよう，「学びの文脈」を次の通り構想しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 児童と学習の目標と学び方を共有する。（学習テーマの設定，単元のゴールイメージの共有） 

イ チームの決め方や役割を考える。 

ウ ゲームを通じて，個人やチームの動きのコツや課題を見つける。 

オ 必要に応じて，話し合いの中で自分たちの力に合ったルールに変更する。 

カ 作戦を立て，チームに合った作戦を見つけ実行する。 

キ フゾリンピックを開催する。 

ク 単元の学習の振り返りをする。 

 

開始期 

展開期 

まとめ期 



 (2)「学びの文脈」を生み，つなげる具体的手立て   

 学びの文脈を生み，つなげることができるよう，下記のような２つの手立てを行いました。 

 

手立て① 児童が意欲的に学び続けるための，学習課題の設定 

ア 子供が意欲的に学び続けるためには，子供たちに学ぶ目的意識を共有化することが必要で

す。そこで，子供たちの技能や課題を把握した上で，「今の力でゲームができる」易しいルー

ル（条件）でのゲームを設定しました。導入段階では，「ゲームがやりたい」という欲求をも

っています。そこで，ゲームを中心とした学習を展開しました。ゲームを通して，ルールを再

確認したり，自己やチームに必要な課題を見つけたりしていきます。 

 

ウ・オ ゲームが進むにつれて，「もっとテンポよくボールを回してスパイクしたい。」「点を取

られないように守りたい。」など，子供たち同士で技能面での課題が出てきました。振り返り

の中から，「チームで練習をしたい。」「作戦会議が必要。」といった，課題を児童自ら見いだし

次の課題へとつなげていくことで，目的をもってよりよい学習活動が展開されていきました。 

 

手立て② 子供が自らの学びを実感するための，練習や作戦会議の場を設定 

ウ～ク 学習過程の中で，発展期から飽和期に入ったとき，練習や作戦の必要感が生まれます。ゲ

ームを行う中で，攻め方や守り方に意識がいき，チームの特徴を見つけていきます。児童は自己

やチームの特徴を知ると同時に，その特徴を発揮するために，練習をしたり，作戦を立てたりし

て，向上を目指していきます。本実践でも，チームを高めるためには作戦が必要になり，作戦に

応じた練習を行う場を設けました。チームの特徴に気付かせるためには，ゲームでの動きの映像

を使ったり，作戦ボードにチームの作戦を蓄積させたりしました。それらを振り返りの際や練習

するときに活用し，子供たちは話し合いの中で，状況に応じた動き方，

効果的な攻守パターンなどチームで必要な作戦や練習を考え，ゲーム

に生かすことができました。 

教師は，児童から出た課題を焦点化させ，必要に応じて，練習方法

や作戦の決め方などを提示したり，アドバイスしたりして，課題解決

に向けた指導や支援を行いました。児童と教師が課題を共有すること

で，児童の学ぶ目的が明確になり，主体的に学習を進めることができ

ました。 

 

 

 

 

 

 

 



今年度の研究を通して 
 

 

子供が運動の楽しさや喜びを味わう体育学習を目指し実践してきました。体育学習では，子供が主体的

に，自分や仲間のよさを生かしながら，進んで運動に取り組むことができるような授業を行わなければ

なりません。教師から運動技能やルールをただ教えられて学んでいくのではなく，自ら課題を見つけ，そ

の課題を解決する方法を仲間と共に考えたり，工夫したりして達成できるような学習活動を展開するこ

とが大切です。その中で，子供一人一人が学習のねらい・めあてを達成するために目的意識をもって活動

してくことが夢中になって運動の楽しさを味わう姿であると考えます。 

 

今回の実践では， 

器械運動では，競技会に向けて技を磨くだけでなく，仲間と共に高め合い，励まし合いながら，競技を

する中で，技を披露したり見たりする楽しさや喜びを味わうことをねらいとしました。練習の場や競技

の内容についても，子供たちから出た課題をもとに決めていきました。 

ボール運動では，その運動の一般的特性を把握し，子供から見た特性（単元と児童のかかわり）を導き

出しました。そして，今の力で全員が運動本来の面白さに触れることができるようルールの工夫として，

バスケットボールでは，大きなリングを使ったり，３on3 の少人数でゲー

ムをしたりしました。ソフトバレーボールでは，ボールの大きさやネットの

高さを変えたり，レシーブやトスはキャッチしてもよいというルールにした

りして学習を進めました。全員が安心して参加できる環境を作ることで，導

入時には「早くゲームをしたい」という意欲が生まれました。そして，ゲー

ムが進んでいくと，自然と技能の高まりを見せて，「パスをスムーズに回し

たい」「攻めるときと守るときのポジションを確認したい」「作戦を立てて，

練習したい」といった自発的に課題意識が生まれてくるのです。子供たちの

声を聞き，授業を組み立てていくことが教師の役割だと感じました。 

 

そして，運動の楽しさを味わった子供たちは，体育の授業以外でも，休み時間チームメイトや友達と声

を掛け合いながら，積極的にボール遊びをしたり，家で練習したという声が聞こえたりと，運動の日常化

を図ることができました。休み時間に動画を観て自分たちの動きを確認したり，作戦を立てたりする姿

も見られました。これも，スポーツの魅力に引き込まれた姿ではないでしょうか。 

 

 

 

 今年度の実践は，「フゾリンピック」をテーマに，グループでの学習を中心に授業を展開していきまし

た。開始期では，オリエンテーションを行い，フェアプレイの大切さや体育学習本来の「運動の楽しさを

味わえるようにすること」「健康・安全を確保すること」など，ねらいに沿ったゴールイメージを児童と

共有しました。まとめ期では，高まった力を発揮する場として，大会を開くことにしました。大会に向か

うために，チームで協力したり，仲間と教え合ったりしながら，自己やチームを高めることがねらいであ

成果 

課題 



り，ゲームや練習に必要感をもって活動することができました。 

しかし，単元によっては，子供たちが勝利を意識するあまり，フェアプレイの心構えが乱れ，体育学習

本来のねらいから外れてしまうことがありました。その際は，開始期で確認したねらいに立ち返らせ，全

員が目指す姿を再認識した上で活動にあたることで，全員が意欲的に運動を楽しむことにつながってい

くのだと考えます。ねらいから外れてしまうことがないように，開始期のオリエンテーションでは，ルー

ルやその運動の特性を確認したり，教師と児童が単元の中でどのような学びをしてくのかを共有したり

する「学びの文脈」を生み出していく必要があると感じました。 

 

 

 

 

 

 

 これからも，体育学習を実践していくうえで，次のことに努めていきたいと考えております。 
 

① 運動の機能的特性は，一般にプレイに基づいて「競争型」「達成型」「克服型」「摸倣・変身型」

として概念化されています。スポーツ競技本来の目的や意味を探究し，特性を理解した上で，

教材としての価値を見出していく必要があります。 

② スポーツを再構成し，期待する学習成果が得られるようにカリキュラムを作成します。 

③ 子供の遊びに対する欲求の発達を体育学習の中にどう反映させるかが課題です。運動欲求を高

めるために，子供たちの実態や技能の状況を観察，把握し，より高次な段階へ導いていくのが

我々教師の役割であると考えます。 

 

 このことを踏まえながら，体育科としての「主体的・

対話的で深い学び」の実現に向けて取り組んでまいり

たいと思っております。 

 

 

 

実践を踏まえての展望 



 
単元名 ６年「What sport do you want to watch?」We Can! 2 Unit 6 

 

(1) 単元における，資質・能力の育成を支える「学びの文脈」 

本単元では，子供が， 

・ 国名やオリンピック・パラリンピックで行われる競技の名称，競技を見たい理由等を伝え合うための語

句，表現を聞いたり話したり，読んだり，文の形に合わせて書き写したりする。 

・ オリンピック・パラリンピックで行われる競技についての話を聞いて今と昔を比べたり，見たい競技や

その競技の魅力等について交流したり，おすすめ競技のポスターを制作したりする。 

・ 東京オリンピック・パラリンピックで見たい競技について，競技の魅力や見たい理由を添え 

るなど他者に配慮しながら主体的に伝え合おうとする。 

ことができるよう，「学びの文脈」を次の通り構想しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外国語科 研究大会実践の解説 

ア WC2 誌面にあるピクトグラムについて考えたり資料動画を視聴したりする。

イ 単元の課題を設定する。 

開始期 

ウ 動画を視聴しながらいろいろな競技に関するまとまりのある話を聞く。 

エ 好きな，得意な競技について交流する。 

オ 東京大会で見たいと思う競技やその理由，競技の魅力等について交流する。 

展開期 

カ 観戦をおすすめする競技のポスターを制作し，それを見せながら発表する。 

キ 単元の一連の学習を振り返る。 

まとめ期 



(2)「学びの文脈」を生み，つなげる具体的手立て   

学びの文脈を生み，つなげることができるよう，下記のような３つの手立てを行いました。 

 

手立て① 「2020年東京オリンピック・パラリンピックの際に，観戦をおすすめする競技やその理

由，競技の魅力等を伝えるポスターを制作し発表する」という課題とそれを解決するための

活動を設定する。 

ア 学習内容への関心をもつことができるよう，オリンピック・パラリンピックの各競技を表す

ピクトグラムを使ったスポーツ当てクイズを設定したり，ピクトグラムに関する資料を提示し

たり，2016 年オリンピック・パラリンピックリオデジャネイロ大会の資料動画（開会式，大

会ダイジェスト，各競技のハイライト場面など）を見て競技の迫力や魅力を味わう場を設けた

りしました。スポーツの得意不得意や好みに関係なく，子供は各々の競技がもつおもしろさや

迫力に魅了されていました。 

 

イ 明確なコミュニケーションの目的や場面，状況として「2020 年東京オリンピック・パラリ

ンピックの際に，観戦をおすすめする競技やその理由，競技の魅力等を伝えるポスター＜資料 1 参

照＞を制作し発表する」という本単元の課題（ゴール）を設定し，本単元における学習活動がす

べてこれにつながるようにしました。子供は毎時間，各競技がもつおもしろさ，魅力的なところ

を探していました。 

 

エ・オ・カ 好きなスポーツや，観戦したいと思う競技

とその理由，各競技の魅力等について友達や教師と簡

単な内容で交流し，自分の考えと比べる活動を設定し

ました。子供は，実際に自分の考え等を伝え合う中で，

ポスターを制作する際に必要となる語句，表現等を活

用していました。またポスター制作では，必要な語句，

表現を文の形に合わせて選び，正しさを意識しながら

書き写す子供の姿が見られました。 

 

手立て② 本校で設定している「単元毎の到達目標」（CAN-DOリスト）を活用する。 

イ 単元の開始期において本校で設定している「単元毎の到達目標」（CAN-DO リスト）を示し，

それを達成するための学習計画を立てる場を設けました。また「単元毎の到達目標」は，単元の

学習の実施中は常に掲示しておくことで子供と共有しました。単元末までに英語を使って何が

できるようになっていればよいのかを明確にすることができ，子供の学習意欲の継続につなが

りました。＜資料 2，資料 8-2 参照＞ 

 

キ 単元のまとめ期では，学習活動と「単元毎の到達目標」に即した学習の振り返り＜資料 3 参照＞

を行う場を設けました。学んだことを近いもしくは遠い将来，どのように生かすことができそ

うか考える子供の姿が見られました。 

写真 研究大会本時の板書 



手立て③ オリンピック・パラリンピックに関する動画を活用する。 

ア 自分にとって魅力ある競技を見つけることができるよう，毎時間の冒頭に各競技のハイライ

ト場面の資料動画を視聴する場を設け，どのスポーツを見たいと思ったかなど簡単なやり取り

をする場を設けました。学習内容への関心を持続させ，ポスターで観戦をおすすめしたいとい

う思いを強める姿が見られました。 

 

ウ オリンピック・パラリンピックの歴史や参加している国，観たい競技や理由の表し方を知る

ことができるよう，WC2 デジタル教材に収録されている動画教材を使った学習活動を設けまし

た。自分の見たい競技や理由を伝え合うために必要となる語句，表現等を確認することができ

ました。 

 

 

 

 

写真 単元の授業実施期間中に教室に掲示した資料 

写真 研究大会本時の様子 



研究大会実践の成果と課題 
 

 

 本実践において，子供は興味・関心をもってオリンピック・パラリ

ンピックで観戦をおすすめする競技とその理由，魅力について発表す

るまでの過程で，資料動画の視聴や友達とのやり取りを通して各競技

の魅力と出合うことができました。また観戦をおすすめする競技につ

いてのポスターを作るために，語句，表現，文の形の中から必要なも

のを選んで使うことができました。 

 子供が単元の初めから終わりまで主体的に学習に取り組むことが

できたのは，手立て①と手立て②が有効であったためと考えます。設

定した単元の課題（ゴール）は，子供の興味・関心や学習経験に即し

ていましたし，語句，表現，文の形を単元の中で繰り返し聞いたり，

読んだり，話したり，書いたりしながらコミュニケーションを図る必

然性が生まれました。そして観戦したい競技とその理由についてのや

り取りを将来海外に行ったときにも行えそうだと考えたり，さらに他

の人にも同様の質問をしてみようとしたりするなど，学びの生かし方

を考える子供の姿につながりました。 

 子供が各競技の魅力に気付いたり，オリンピック・パラリンピック

の歴史的な背景に関心を向けたりする姿も見られました。これは手立

て③が有効でした。動画の視覚的効果はたいへん大きく，大会の臨場

感や競技の迫力が自然と伝わります。スポーツが好きではない，苦手

な子供も，オリンピック・パラリンピックのすばらしさや各競技の魅

力に気付き，それを友達と交流したり発表に生かしたりすることがで

きました。 

 

 

 「単元毎の到達目標」（CAN-DO リスト）は，単元の学習を通して達成できるものでなければな

らず，「単元のデザイン」を左右するものです。「単元毎の到達目標」は今後も授業づくりと同様に子

供の学習経験や前年度までの成果を参考に，修正を図りながら活用することが求められます。 

 「学びの文脈」や「単元毎の到達目標」は子供と教師が共有するものです。単元の学習を経て，子

供が英語を使ってできることが増えていく感覚をもって自己評価を行うのはたいへん良いことです。

そこに，より具体的な評価基準による客観的な評価が加わると，子供にとっても教師にとっても学

習の成果や課題はより確かなものになりますし，「学びの文脈」もつながりやすくなると考えます。

とりわけ知識・技能に関して，現在行っている行動観察を中心とした方法以外の客観的な評価の方

法については，外国語科が全面実施されるまでの間に確立しておきたいものです。 

 単元の目標を達成し，資質・能力を育成できるよう，子供の学習の成果や課題を的確に見取るこ

とができる評価の在り方を引き続き研究していきます。 

成果 

課題 

写真 児童が制作したポスター 

写真 児童の振り返り内容の板書 



実践提案「ルーブリックを生かした授業」 
５年「I want to go to Italy. 行ってみたい国を紹介しよう」We Can! 1 Unit 6 

 

(1) 単元における，資質・能力の育成を支える「学びの文脈」 

本単元では，子供が， 

・ 行ってみたい国や地域の名前，名所や名物，したいこと（見る，食べる，買う等）やものの様子等を伝

え合うための語句，表現を聞いたり話したり，読んだり，文の形に合わせて書き写したりする。 

・ 行くことをおすすめする国や地域とそこでできることについて友達と交流しながら意見を比

べたり，自分が行ってみたい国や地域とそこでしたいことを表す英語・絵カードを作成したり，

カードを見せながら発表したりする。 

・ 行ってみたい，行くことをおすすめする国や地域について，理由を簡単に添えるなど他者に配

慮しながら主体的に伝え合おうとする。 

ことができるよう，「学びの文脈」を次の通り構想しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 

イ 単元の課題を設定する。 

開始期 

ウ  

エ 旅行代理店役になって観光に行くことをおすすめする国とそこでできることを紹介する。 

オ 自分が行ってみたい国とそこでしたいことを交流する。 

展開期 

カ  

キ 単元の一連の学習を振り返る。 

まとめ期 



(2)「学びの文脈」を生み，つなげる具体的手立て 

 学びの文脈を生み，つなげることができるよう，下記のような３つの手立てを行いました。 

 

手立て① 「いつか行ってみたい国とそこでしたいことについて，英語・絵カードを作り，それを見

せながら発表する」という課題とそれを解決するための活動を設定する。 

研究大会実践では，設定した単元の課題は，子供の興味・関心や学習経験に即しており，子供が

必要とする語句，表現を単元の中で繰り返し使用しながら主体的にコミュニケーションを図るため

のものでした。そこで本実践においても研究大会実践の成果を生かし，「学びの文脈」を生み，つ

なげる具体的手立て①を上のように設定しました。 

 

ア・ウ 学習内容への関心をもつことができるよう，We 

Can! 1 Unit 6 デジタル教材に収録されている動画

や，Web 上にある世界遺産に関する資料動画を視聴し

て各国の名所や名物の魅力を知る場や，誌面を使った

国名ポインティングゲームをしながらいろいろな国名

を表す英語の語句を押さえる場を設けました。各国の

名所や名物については，子供もよく知っているもの（例え

ばアメリカ合衆国の自由の女神像や，フランスのエッフェ

ル塔など）だけでなく，世界的に有名だが子供が知らなか

ったもの（例えばブラジルのイグアスの滝やドイツの名物

であるはさみを中心とした刃物など）ともたくさん出合わ

せることができました。 

 

イ 明確なコミュニケーションの目的や場面，状況として「いつか行ってみたい国とそこでした

いことについて，英語・絵カードを作り，それを見せながら発表する」という本単元の課題

（ゴール）を設定し，本単元における学習活動がすべてこれにつながるようにしました。単元

のゴールに向かい，子供一人一人が単元の学習の中で自分に必要な語句，表現は確実に覚えよ

うと繰り返し発音したり，名所や名物について自発的に詳しく調べたりしていました。 

 

エ・オ・カ 旅行代理店役の立場でおすすめする国とそこでできることを簡単に紹介し合った

り，自分が行ってみたい思う国とそこでしたいことについて簡単に友達や教師と交流したりす

る活動を設定しました。単元の学

習をとおして子供は様々な国の名

所や名物について知ろうとした

り，それらについて友達同士でお

すすめを聞き合ったりしていまし

た。 

 

写真 WC1U6 W&T1動画 

写真 Web上の資料動画 

写真 2枚 おすすめの国を伝え合う活動の様子 



英語・絵カード＜資料 4 参照＞作成では，紹介に必要

な文を丁寧になぞったり，国名やしたいこと（動作）

を表す語句の中で必要なものを選んで慎重に書き写し

たりする姿が見られました。 

 

手立て② 本校で設定している「単元毎の到達目標」（CAN-DOリスト）とそれを基に作成した発表ル

ーブリックを活用する。 

研究大会実践では，自分の学びの生かし方を考え，主体的にコミュニケーションを図ろうとする

子供の姿が見られ，「主体的にコミュニケーションを図ろうとする態度」につながる情意面の自己

評価において成果が見られました。一方で知識・技能面の客観的な評価の方法が課題となりまし

た。この課題を解決することで，「学びの文脈」が一層つながりやすくなるものと考えました。そ

こで本実践では，「単元毎の到達目標」（CAN-DO リスト）を基に，本単元用の発表ルーブリック

を作成し，それを単元の学習指導において活用することとしました。 

 

イ 単元の開始期において本校で設定している「単元毎の到達目標」（CAN-DO リスト）を示

し，We Can! 1 Unit 6 誌面を参照しながらそれを達成するための学習計画を立てる場を設け

ました。また「単元毎の到達目標」は，毎時間の冒頭に確認する場を設けることで子供と共有

しました。単元終了までの間に英語を使って何をすることに力を入れればよいのか明確にする

ことができした。＜資料 5，資料 8-1 参照＞ 

 

エ・カ さらに発表ルーブリック＜資料 6 参照＞に即した指導を取り入れました。子供は，外国語活

動で大切にしてきた Eye Contact，Clear Voice，Gesture 等を意識することに加え，発表

の流れに合わせてカードの内容を指で示すなどしながら話したり，自然な表情による円滑な発

表になるよう何度も練習を繰り返したりしていました。カードを作る際には，必要になる語句

を言ったり，書き写したりしながら覚えようとする子供の姿が見られました。 

 

写真 3枚 英語・絵カード 



キ 単元のまとめ期では，学習活動と「単元毎の到達目標」に即した学習の振り返り＜資料 7 参照＞

を行う場を設けました。「（覚えた語句，表現，文の形を）将来海外旅行に行ったときに観光案

内所などで使えそ

う」「カードを見せ

たりジェスチャー

を付けたりするこ

とで相手にわかり

やすく伝えられ

る」などと振り返

る子供の姿が見ら

れました。 

 

手立て③ 世界遺産の資料動画や，様々な国の名所や名物の写真を豊富に用意し活用する。 

研究大会実践では，オリンピック・パラリンピックの動画を視聴させたことで，子供が各競技の

魅力に気付き，各々の言葉でそれを表すようになりました。そこで本実践においても，世界遺産に

関する資料動画に加え，様々な国の名所や名物の写真を豊富に用意することにしました。 

 

ウ WC1 デジタル教材に収録されている Let’s Watch and Think

を視聴する場を設け，それに加えて簡単に行う教師のプレゼンテーシ

ョンを視聴する場も設けました。各国にある美しい光景や食べたこと

のないおいしそうな食べ物などに興味を示し，いろいろな国を旅行し

たがる子供の姿を見ることができました。 

 

カ 名所や名物，世界遺産の写真を豊富に用意し，教師のプレゼンテー

ション（前述）で使用したり，カード作りの材料として写真サイズを

カードの様式に整えたものを提供したりしました。子供が興味をもち本

当に行ってみたいと思える国とそこでしたいことを見つけたり，それを紹介するカードを作っ

たりすることができました。 

写真 振り返りカードの記述内容 

写真 発表の様子 



今年度の研究を通して 
 

 単元を構想する前段階として，年度初めに We Can! 1・2 と Let’s Try! 1・2 のすべての単元につ

いて「単元毎の到達目標」（CAN-DO リスト）を作成しておきました。これにより単元の指導を行う際

の特に身に付けさせたい技能と，そのために必要となる学習活動は概ね明確になっていました。したが

って今年度の研究では，「学びの文脈」を生み，つなげる具体的手立ての検討に集中することができ，単

元の課題（ゴール）を設定する際も具体的な子供の姿で検討することができました。さらに「単元毎の到

達目標」（CAN-DO リスト）を基に，話すこと［発表］の指導や支援に関わって「発表ルーブリック」

を作成し，単元の到達目標のうち，何をどの程度達成しているのかを客観的に見取ることができるよう

明文化しました。これは，子供がさらに学習の成果をあげるためには，どの項目に関してどのような指導

や支援を行えばよいのか，もしくはどのような子供の姿を称賛すればよいのかを明確化することにつな

がりました。 

「主体的・対話的で深い学び」を保障する授業を具現化するにあたり，外国語科の指導のために学習到

達目標を設定することにはたいへんな価値があると考えます。それは将来的に目指す子供の姿の設定や，

知識・技能を習得し活用しながら思考・判断・表現し，主体的に学習に取り組む子供の姿の想定に欠かせ

ないものとなるからです。 

 

 

 本年度の実践の中で「単元毎の到達目標」（CAN-DO リスト）を基に「発表ルーブリック」を作成し，

単元の指導において活用したことで，子供の資質・能力の育成に役立てることができました。しかし英語

の技能は他にもあり，聞くこと，読むこと，話すこと［やり取り］，書くことに関しては「ルーブリック」

を活用した実践を行えていませんでした。とりわけ「やり取りルーブリック」に関しては早期に実践する

ことが求められると考えます。 

新学習指導要領の外国語科（英語）の話すこと［やり取り］に関して見ると，「自分に関する簡単な質

問に対しその場で答えたり，相手に関する簡単な質問をその場でしたりして，短い会話をする活動」を設

定する必要があることがわかります。子供には既習の知識・技能を活用して即興的に話す力が求められ

ると同時に，教師にはどのような活動例を提示したらよいのか，どのような様子で活動をすればよいの

か，どのようなやり取りがどの程度できていればよいのか明確に打ち出すことが求められるのです。 

過年度の実践等を参考にしながら，「学びの文脈」を生み，つなげる具体的手立てになり得るものを形

にしたいと考えます。 

 

 

 新学習指導要領の前文に，「これからの時代に求められる教育を実現していくためには～（中略）～そ

れぞれの学校において，必要な学習内容をどのように学び，どのような資質・能力を身に付けられるよう

にするのかを教育課程において明確にしながら」という言葉があります。 

 今後も，子供が英語を使って，何を，どの程度，どのような様子でできるようになればよいかを，子供

の姿を通して明らかにしつつ，その成果が反映される単元の課題（ゴール）を明確に設定し，豊富で多

様な教材の中から効果的なものを見つけ出し，指導や支援に生かす実践を重ねていきます。 

成果 

課題 

実践を踏まえての展望 



 
１年「きまりをまもること」（C-規則の尊重） 

 
(1) 本学習における，資質・能力の育成を支える「学びの文脈」 

  特別の教科道徳における，「学びの文脈」とは， 

 

 

 であると考えます。 

  本校の道徳教育の全体計画の中の各学年（低学年）で目指す子供の姿に， 

 

 

 

という項目があります。本学習（Ｃ－規則の尊重）に強く関連する項目であり，様々な学習や日常生活

においての具体的な子供の姿を想定し，各教科の学習や行事などのつながりを強く意識しながら教育

活動を行っていきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特別の教科道徳 研究大会実践の解説 

周りのことを考え，みんなで楽しく，安全に生活し，自分たちの生活に合ったきまりを創り出して

いく子供 

目指す子供の姿を明確にし，各学校の教育活動に合わせて，道徳の授業を適切に配置すること。 

体育科 たからはこびゲーム 

国語科 読み聞かせ 

道徳科 よいこと わるいこと 



具体的な子供の姿を想定することによって，様々な場面において教師が行うべき支援が明確になり

ます。子供たちは，道徳での学びを自ら様々な活動と関連させて考えたり，道徳の学習自体が「日常の

学びで生きる教科」であると捉えたりするようになっていきました。 

 

学びの文脈は，道徳の学習（単位時間）においても重要です。本学習では， 

 

 

 

 

という本時のねらいに向かうことができるよう，「学びの文脈」を次の通り構想しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

きまりを守ることのよさやきまりの意義について考えたり，思いを交流したりする活動を通して，身

近にあるきまりのよさや意義，きまりを守ることの難しさについて考え，身近なきまりを進んで守ろう

とする心情を養う。  

 

授業と日常をつなげる 

・様々な子供たちの姿が映った写真を 

見せながら，これからの生活できまり 

を守ってすごしたいという気持ちを高 

める。（自己の生き方について考える） 

まとめ期 

自分のこととして考える 

①道徳的な価値について，自分のこととして

考えられる主発問をする。（自己との関わ

りで多面的・多角的に捉える） 

自分のこととして考える 

②学校の様々な場所の写真を見せながら，ど

んなきまりがあったか，自分がどんな過ごし

方をしていたのかを想起できるようにする。 

展開期 

日常と授業をつなげる 

・教師と子供の対話や教師の問い返しを行う

ことで，日常生活との関わりの中で，資料か

ら課題を見出す。（道徳的な価値の理解） 

 

開始期 



(2)「学びの文脈」を生み，つなげる具体的手立て   

 学びの文脈を生み，つなげることができるよう，下記のような３つの手立てを行いました。 

手立て① 対話の活性化を図るため，自分の立場を可視化する。 

 自分の考えがどの考えに位置づいているのか，黒板に出された意見の中で自分の考えに近い意見のと

ころにネームプレートを掲示する形式をとりました。自分の立場を明確にすることで，その意見をもっ

た根拠を考えることができたり，その根拠を基に子供たち同士での対話が生まれたりすると考えました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子供たちが必要に応じて話しやすくしたり，自分の考え

が変わった際にネームプレートを動かしやすくしたりす

るために黒板の前に座って学習する場の設定を工夫しま

した。 

 

 

手立て② 実生活と結び付けたり，理由について考えたりできるような問い返しを行う。 

 資料で起きているできごとはあくまでも資料内で起こっていることで，自分のこととして考える

のは難しいです。そこで，できごとを整理しながら，実生活と結びつけられるような子供たちとのや

りとりを行いました。そうすることで，普段の生活とつなげて考えることができたり，きまりを守る

難しさについても気づくことができたりすると考えました。 

 主発問「どうしてみんなはきまりを守っているのかな」という発問をした後，児童から出された意

見については，子供たちの考えをゆさぶる問い返しを行っていきました。例えば，「どうしてかな」

と理由を問うたり，「もし，先生にしかられなかったら守らないのかな」と仮定の話をしたりするな

どして，自分が「どうしてきまりを守るのか」「もっとよい考えはないのか」などの自分がもってい

る考えの根拠を整理したり，よりよい意見がないのか考えたりすることができると考えました。 

 

手立て③ 学びと日常生活がつながる資料の提示を行う。 

日常生活と学びの中で出た自分たちの思いや考えがつなげられるような，子供たちの日常生活の写

真や校内の写真を提示しました。展開の後半で校内の写真を見ながらきまりを思い出す活動をするこ

とで，学びを意識しながら「自分はどうだったか

な」「これからは気をつけていきたいな」という思

いを高められると考えました。 

振り返りには，普段の子供たちの活動の様子が 

わかる写真を提示することで，日常の具体的な場 

面を意識した振り返りができると考えました。 

 

どうしてきまりを 

まもっているの？ 
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 ここは最初に意見として出されたものか

ら，話し合いを経て増えていきます。 

自分の考えに近い考えの所にネームプレー

トを貼ります。また，相談しながら，自分の

考えを見つけて発表していきます。考えが変

わったら張り替えてもよいことにします。 

どうしてきまりを 

まもっているの？ 
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 ここは最初に意見として出されたものか

ら，話し合いを経て増えていきます。 

自分の考えに近い考えの所にネームプレー

トを貼ります。また，相談しながら，自分の

考えを見つけて発表していきます。考えが変

わったら張り替えてもよいことにします。 

どうしてきまりを 

まもっているの？ 
ここは最初に意見として出されたものから，話し合いを経て増え

ていきます。 

自分の考えに近い考えの所にネームプレートを貼ります。 
また，相談しながら，自分の考えを見つけて発表していきま

す。考えが変わったら張り替えてもよいことにしました。 



研究大会実践の成果と課題 
 

 

  資料でのできごとを「自分のときは，……。」と経験を語ったり，主発問を投げかけた時は，「自分 

だったら，……。」「もし，こうだったら……。」と自分の考えとして述べたりと，自分のこととして考

えている子供たちが多くいました。これは，子供たちの目指す姿を明確にし，カリキュラムや本時の展

開をデザインし，様々な場面で教師が支援をかけ続けた結果だと考えます。 

授業の導入では，資料をパワーポイントで作成し，全員が資料をスムーズに把握できるようにＴＶに

映して全体に読み聞かせをしました。全体で出てきた場面絵を「ほめられた場面」「しかられた場面」

に分け，理由を交流しながら本時の学ぶ道徳的価値や課題を見出していくことができました。 

 手立て２について，本時の学習では教師が行おうと思っていた「問い返し」が，子供たちの中から出

てきました。一人の発言を全体に広げたり，子供たち同士の発言をつなげたりコーディネートしていき

ました。教師の問い返しを想定していたことで，全体で共有し議論を深めることができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 手立て３では，実際の校内の写真を提示することで，「こういうきまりあったね。」というきまりを想

起できたり，「でも，ついやってしまうんだよな。」「そうそう。」と本音を語り合ったりすることができ

ました，人間としての弱さをみんなで共有することができました。実際に，きまりをしっかり守って生

活できている子供たちの様子を紹介すると「いつもまもっているよね。」「たしかにそうだね！」という

発言があり，友達に認められたことで，自分の取り組みの良さを実感することができました。どうして

守れるのか理由も自信をもって話をしてくれて，周囲の子供たちの「もっときまりを守っていきたい。」

という気持ちを高めることができました。 

子供たちは，「前の道徳でこんなこと話していたよね。」「生活でこんなことがあったよね。」と様々な

学びを自ら関連させて考えたり，道徳の学習自体が「日常の生活で生きる教科」であると捉えたりする

ことができるようになりました。 

 

 

成果 



  

 

  手立て１に関わって，「どうしてみんなはきまりを守っているのだろう」という主発問に対して，全

体で議論し合った後に，「自分の考えに一番近い考えを選んでネームプレートを貼る」という取り組み

を行いました。貼った後に意見を交流し，より道徳性の高いと考えられる選択肢についてよさを認め

る発言が多かったのですが，ネームプレートを貼りかえる場面では変化が少なく，発言と選んだ選択

肢との整合性が合わないように感じました。 

出された意見が同時に複数成り立つものもあるので，掲示方法にもう少し工夫が必要でした。そのた

めに「どれがよりよい意見か」「どうしてきまりがあるのか」という視点を教師から与えてあげると，

うまく選ぶことができたのではないかと考えます。 

   

実践においては時間配分がうまくいかなかったことがありました。その解決のために必要なのは，学

ぶべき価値（内容項目に関する理解）について，細部まで理解することです。どこまでを道徳科で学び，

どこまでをその他の教科や領域で触れたり，学んだりすればいいのか住み分けし，学習内容の精査をも

っと行っていく必要性を感じました。また，学ぶ道徳的価値について細部まで理解することで，どんな

多面的・多角的な考えが出てくるのかも，しっかりと想定できると考えました。 

課題 



実践提案「学ぶ道徳的価値の分析を大切にした授業作り」  
１年「じぶんのよいところ」（A 個性の伸長） 

 授業作りを行っていくにあたって，学ぶ道徳的価値について分析を行っていきました。 

                             

長いスパンでどのような道徳性

を身に付けたらよいのかや，子

供たちの実態に合わせた本時の

ねらいの設定，どのような多面

的・多角的な考え方ができるの

かを想定しやすくなります。そ

の分析を踏まえて，授業作りを

行っていきました。 

 

 

 

(1) 本学習における，資質・能力の育成を支える「学びの文脈」 

道徳教育の全体計画の中の各学年（低学年）で目指す子供の姿に， 

 

 

 

 という項目があります。本学習（Ａ－自己の伸長）に強く関連する項目であり，様々な学習や日常生

活においての更なる具体的な子供な子供の姿を想定し，各教科の学習や行事などのつながりを強く意

識しながら教育活動を行っていきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 目指す子供の姿 

他の友達との積極的な関わりを通して，自分や友達のよいところを見つけ，励まし合うことが

できる子供。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



本時のねらいは， 

 

 

 

とし，ねらいにせまることができるよう本時における学びの文脈を構想しました。 

学習活動（○）と子供の姿 教師の支援（☆）と評価（◇） 

○ ともだちのよいところについて考える。 

 

 

 ○ 自分のよいところについて考える。 

 

 

 

 

 

○ 挿絵を見ながら，登場人物「ちゅうた」のよいところにつ

いて考える。 

 

 

○ 教師が資料「ぼくにもあるかな」を範読するのを聞く。 

☆ 課題意識をもつことができるよ

う，自分のよいところについて考

える発問を行う。【手立て１】 

☆ 資料を読む必要感を高めることが

できるよう，自分たちと状況の近

い登場人物のよさについて考える

活動を行う。 

 

 

☆ 読み間違いがないよう，挿絵を提

示したり，必要なワードを黒板に

掲示したりしながら範読を行う。 

○ ちゅうたの元気がなくなってしまった理由を考える。 

 

 

 

○ ちゅうたの元気が出てきた理由を考える。 

 

 

￮ちゅうたが自分のよいところに気付くきっかけについて考

える。 

 

 

 

 

 

￮周囲の人からよいところを見つけてもらった経験を交流す

る。 

 

 

 

 

 

 

￮日常生活の「よいところを見つけた場面」の写真を見ながら，  

 わかったことやこれからの生活でがんばっていきたいと思

ったことを発表し合う。 

 

☆ 多面的・多角的に考えたり，議論が促進

されるよう，児童の発言に対して問い

返しを行ったりする。【手立て２】 

☆ これまでの様子が想起できるよう，具

体的な場面を提示したり，学習の導入

でのやり取りについて触れたりする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆ 本時の学習とこれまでやこれから

の生活とのつながりが意識できる

よう，日常生活でよい所を見つけ

ることができた場面の写真を提示

する。【手立て３】 

☆ 自分の考えを明確にできるよう，

黒板に出た意見で自分の考えに

近い意見にネームプレートを貼

る。  

 

ともだちのよいところを教えてください。 

ちゅうたによいところはあるのかな。 

じぶんのよいところはどうやったら，みつけられ
るのだろう？ 

自分によいところはあるのかな？ 

よいところを見つけてもらったことはあります

か？ 

ちゅうたが自分のよいところに気付くことができ
たのはどうしてだろう？ 

どうしてちゅうたは元気がなくなってしまったの
かな？ 

まわりの人が自分のよさを見ていてくれるんだね。 

 

うれしかったり，がんばろうって思ったり，自信に

なったりするんだね。 

どうしてちゅうたは元気が出てきたのかな？ 

課題意識をもつことができるような発問 

・自分のよいところを考える場面を設ける

ことで，「自分のよいところはどこだろ

う」と考えたり，「うまく見つけられな

い」と課題意識をもったりする。 

 

開始期 

きまりを守ることのよさやきまりの意義について考えたり，思いを交流したりする活動を通して，身

近にあるきまりのよさや意義，きまりを守ることの難しさについて考え，身近なきまりを進んで守ろう

とする心情を養う。  

 

多面的・多角的に考え，議論を促進させる 問

い返し 

・問い返しの視点や本時で取り上げたい多

面的・多角的な考え方の視点を明確にし，

必要に応じて問い返しを行う。 

多面的な見方・多角的な考え方 
・他の人と比べて落ち込んでしま

う時の思い。 

（人間理解・他者理解） 

・よいところを見つけ合えると得

られること。 

（価値理解） 

・他者理解が（相手の）自己理解

につながること。 

（価値理解） 

展開期 

学びと日常生活がつながる振り返り方法工夫 

・本時での学びがこれまでの自分やこれか

らの自分とつながり，日常生活での取

り組みへの意欲を高められるよう，日

常生活や学習で相手のよいところを見

つけることができた場面の写真を提示

する。 

まとめ期 



(2)「学びの文脈」を生み，つなげる具体的手立て   

 学びの文脈を生み，つなげることができるよう，下記のような３つの手立てを行いました。 

手立て① 課題意識をもつことができる発問 

  本時で学ぶ道徳的な価値について，子供たち自身が自分のこととして考え，課題意識をもつことが

できるような発問を投げかけました。 

子供たちの発達段階を考えると，自分のよさを見つけることは難しいです。しかし，一緒に生活し

ている友達については見つけることが比較的できます。友達のよさと自分のよさについて「見つけや

すさ」のギャップを感じることで，自分のよさを見つけることは難しいとより実感できるような発問

をしました。 

「友達のよいところを教えてください。」という発問をして，友達（他者）のよいところを見つけ

る活動をしてから，「自分のよいところはありますか」という発問で，自分のよいところを探して発

表する活動を通して，自分のよいところについては「見つけにくい」「よくわかっていない」という

ことを実感し，そこから「自分のよいところってどんなところなんだろう？」と課題意識をもって学

習に臨むことができました 

 

 手立て② 多面的・多角的に考え，議論を促進させる問い返し  

   子供たちから出された意見を多面的・多角的に考え，議論を促進させることができるよう，必要に

応じて問い返しを行いました。その際の問い返しをする視点や本時で取り上げたい多面的・多角的な

考え方の視点を明確にしていきました。 

                             問い返しの視点としては，「何が

～？」「どこが～？」と確認・焦点化を

図ったり，「どうして～？」と根拠を尋

ねたりするなど子供たちの発言に応じて

問い返しを行っていきました。 

 

 

   本時で取り上げたい多面的・多角的な考え方の視点としては,「他の人と比べて落ち込んでしまう

時の思い。」「よいところを見つけ

合えると得られること。」「他者理

解が（相手の）自己理解につな                

がること。」について問い返しをす

ることで多様な考え方を獲得し，

他の内容項目とも関連させながら

考えられるよう支援をしていきま

した。 

    

 

手立て③ 学びと日常生活がつながる振り返り方法の工夫 

   本時での学びがこれまでの自分やこれからの自分とつながり，日常生活での取り組みへの意欲を

高められるよう，日常生活や学習で相手のよいところを見つけることができた場面の写真を提示し

ました。よいところを見つけられた時の思いを追体験できたり，よいところを見つけてもらった時の

思いを共有したりすることができると考えました。本時で学んだ「自分のよいところはよく見てくれ

ている周りの人が教えてくれること」「よいところを教えてもらえると元気が出てきたり，自信にな

ったりすること」とこれまでの日常生活での経験を結び付け，実感をともなった理解ができるように

支援していきました。 

【問い返しの視点】 

「何が～？」「どこが～？」（確認・焦点化） 

「どうして～？」(根拠) 

「でも，～？」（批判・反例） 

「～の時はどうだった？」（具体） 

など 

本時で取り上げたい多面的な見方・多角的な考え方の視点 

 

・他の人と比べて落ち込んでしまう時の思い。 

（人間理解・他者理解） 

・よいところを見つけ合えると得られること。 

（価値理解） 

・他者理解が（相手の）自己理解につながること。 

（価値理解） 



今年度の研究を通して 
 

 

学びの文脈を生み出し，道徳性を育んでいくため，各教科や行事における育てたい子供の姿を明確に

し，つながりを意識しながらカリキュラム・デザインを行っていきました。そうすることで，その時間の

道徳の役割（補充・深化・統合）や単位時間で目指す子供の姿が明確になりました。カリキュラム・デザ

インを改善していくためには，学ぶ道徳的価値についての理解を深めていくことも重要と認識すること

ができました。 

 道徳科の学習では，①道徳的価値の認識，課題意識をもつ（これまでの自分）②対話による道徳的価値

の自覚する（様々なものと向き合う自分）③自己の生き方を見つめる（これからの自分）の３つの過程を

経て学習を進められるように意識して授業作りを行っていきました。それぞれの学習過程（開始期，展開

期，まとめ期）でさまざまな指導方法の工夫が考えられます。その学習過程を幾度となく繰り返していく

と，資料を読んでいるとき，登場人物について考えているときなど様々な場面で自分のことや自分の生活

でのことについて関連させて考える力が身についていきました。子供たちから「◯◯と道徳の勉強ってつ

ながっているね」「道徳で話してことだ！」という発言が沢山聞かれ，「日常の生活で生きる教科」と捉え

ているのだと実感しました。 

 多面的・多角的な考えを引き出すためには，本時の道徳でどんな多面的・多角的な考えができるのか授

業者が理解していなければ，引き出しようがありません。授業者がしっかりと理解できていれば，多面

的・多角的な考えが出てくるような発問を厳選したり，出てきた子供たちの意見に対して即時的に的確な

問い返しをしたりすることができます。今年度の実践では，「どのような多面的・多角的な考え方がある

のか」「そのためにはどのような支援方法が可能なのか」を具体的に想定していきました。そうすること

で，授業評価を行いやすく，授業改善にも生かすことができました。 

 

 

１年生という発達段階もあり，子供たちによる書き取りの評価が思うようにできないということがあ

ります。特に１学期は，書くことがままならなかったり，自分の考えをうまく書いてまとめることができ

なかったりということがあります。発表した意見にネームプレートを張ったり，自分に近い意見にネーム

プレートを張ったり，発言を（教師が）記録したりと書かなくても評価できる方法をとるようにし，でき

る限り議論に時間をかけることができるようにする必要があると考えました。しかし，考えを書くことは

自分の思考を整理するために有効であるため，国語の「書くこと」の指導で文章を書く力を伸ばし，道徳

の学習で書く場面を限定しながら取り組んでいく必要があると考えます。 

 

 

 

 

 

 

成果 

課題 



 

 
 

 考え，議論する道徳を目指す際に， 

 

 

 

が必要です。 

 考えたいと思うためには，学習する道徳的価値について「自分にとっての課題でもある」「もっとよくして

いきたい」という子供たちの潜在意識に働きかける工夫が必要です。いわゆる「自分ごと」と捉えられるよう

な様々な工夫や教材に出会わせ方を思索していきたいです。内容項目によっても資料の特性があり，その特性

に合わせた実践も積み重ねていきたいです。 

 議論したいと思えるようにするためには，子供たちを共通の土台にあげる必要があります。そのため次の３

つ設定が必要だと考えます。 

 

 

 

 

 

 

 土台をしっかりと整えて，決まった何人かが話をして終わりではなく，一人ひとりがしっかり考えて 

  学級全体で作り上げていく議論に高めていけるような実践を積み重ねていきたいと考えます。 

 

 

 

次ページからは，提案実践の指導案を記載しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実践を踏まえての展望 

・「考えたい」と思えるようにすること 

・「議論したい」と思えるようにすること 

 

① 資料に書かれてある，登場人物や人間関係，性格などを把握する場の設定 

② その時間でめざすものやその話合いで生み出したいものをに共有する場の設定 

③ 話し合いの形式（全体なのか，ペアなのか，グループなのか）や話し合い方（立場を選択する，一つ

のテーマについて話すなど）を設定 

 



1 年 特別の教科道徳                             

「じぶんのよいところ」 
          授業者 阿保 裕也 

 

1. 特別の教科道徳の目標，道徳科の見方・考え方，育成を目指す資質・能力を踏まえた本学習のねら

い 

特
別
の
教
科
道
徳
の
目
標 

第 1 章総則の第 1 の 2 の(2)に示す道徳教育の目標に基づき，よりよく生きるための基盤となる道

徳性を養うため，道徳的諸価値についての理解を基に，自己を見つめ，物事を多面的・多角的に考

え，自己の生き方についての考えを深める学習を通して，道徳的な判断力，心情，実践意欲と態度

を育てる。 

道徳科の見方・考え方 

様々な事象を、道徳的諸価値の理解をもとに自己との関わりで多面的・多角的に捉え、自己の生き

方について考えること。 

本
時
の
ね
ら
い 

 

登場人物の心情や行動について考える学習を通して，周囲の人との関わりが自分のよさに気付く

きっかけになっていることに気付き，進んで周囲の人のよさや自分のよさを見つけようとする心情

を養う。 

 

2. 本学習について  

 《主題について》 

  本学習で取り上げる道徳的価値（内容項目）は A「個性の伸長」であり，第１学年及び第２学年では，
「自分の特徴に気付くこと。」となっている。各学年段階は以下のようになっている。 

 
 
 

 

 

 

 

  

個性とは，個人特有の特徴や性格であると言われている。個性の伸長は，自分のよさを生かし更にそ

れを伸ばし，自分らしさを発揮しながら調和のとれた自己を形成していくことである。児童が自分らし

い生活や生き方について考えを深めていく視点からも，将来にわたって自己実現を果たせるようにする

ためにも重視されなければならない内容である。 

 特徴は，「他者と比較して特に自分の目立つ点」であり，長所だけではなく短所も含んでいる。自分

の特徴を知るということは，その両面を見出すことであり，気付くきっかけは他者から指摘されて気付

いたり，実感したりすることが多い。 

 今回の学習では，「だれにでもよいところがあること」「自分の長所（よさ）は，よく見ている周囲の

人が気付いてくれている」ことに気付くことができ，進んで自分の「長所（よさ）」や他者のよいとこ

ろを見つけようとする心情を育んでいきたい。 

【第１学年及び第２学

年】 

  

自分の特徴に気付

くこと。 

【第３学年及び第４学年】 

自分の特徴に気付

き，長所を伸ばすこ

と。 

【第５学年及び第６学年】 

 

自分の特徴を知っ

て，短所を改め長所

を伸ばすこと。 

中学校[向上心，個性の伸長] 

自己を見つめ，自己の向上を図るととも

に，個性を伸ばして充実した生き方を追

求すること。 

各学年段階での指導の観点（A個性の伸長） 



 

《児童の実態について》 

  子供たちは，自分のよさについて，家族や友達、教師からの評価によりなんとなく意識している。

また，自分を他者と比べながら，他者について「○○○くんは△△が得意。」「□□□くんは明る

い。」など得意・不得意や性格について捉えられる児童も多くいる。ただ，自分のよさについては，

うまく見つけたり，気付いたりすることができない児童も多く，「自分にはよいところがない」「自分

はできない」と感じてしまう児童も多くいる。 

本時では，なんとなくもっている「周囲の人との関わりが自分たちの長所や短所に気付くきかっけ

になる」ということを実感し，周囲の人がよさだと認めてくれたことが，自分のよさであると気付く

ことで，進んで自分のよさや周囲の人のよさを見つけていきたいという心情を育んでいきたい。 

 

《資料について》 

  本時の学習では，「ぼくにもあるのかな」（光文書院）という資料を使用する。 

 

 お話のあらすじ 

 

 

 

 

  

 

 

この資料は，ちゅうたが両親との会話を通して，「自分と他者を比較し，悲観してしまうこと」（人間理

解）「自分にはよいところがあるのか」というについて考えることができる資料である。 

 この資料を通して，「自分の特徴（長所・短所）は他者が見てくれるからこそ気付くことができる

こと」「自分にはよいところがあると自信をもって生活を送ることができるようになること」（価値理

解）に気付くことができるようにしたい。また，日常場面の写真を提示しながら，その時の思いを交

流することで，自分達の日常生活と結びつけられるようにしていきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 主人公のちゅうたは，学校の帰り道に友達のよいところを目の当たりにして「自分にはよいとこ

ろがない」と自信を失い，元気がなくなってしまう。しかし，両親との会話を通して，「みんながよ

いところをもっていること」「友達のよさがわかるところは自分のよいところであること」に気付き，

自信を取り戻していく。このことから，ちゅうた自身ももっと自分や友達のよいところを知りたい

とういう思いが高まっていくお話である。 



3. 研究との関わり 

(1) 本学習における，資質・能力の育成を支える「学びの文脈」 

【道徳教育の文脈】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[道徳教育に関わって] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 低学年の発達段階では，自分がどのような特徴があるのか自分自身で気付くのは難しい。親や友達，
教師からの評価や他の友達と自分を比較しながら，少しずつ特徴を理解していく。様々な場面で，友
達のよい面を見出して発言をしている児童がいたら，積極的に取り上げ学級全体で認め合う雰囲気を
作っていく。そうすることで，進んでお互いが関わり合い，相互の理解が少しずつ深まり，励まし合
える関係を築いていこうとする子供たちの姿が見られるようにしていきたい。 
 道徳科での学習では，本時の学習で「だれにでもよいところがあること」「周囲の友達との関わりが
自分のよさを知るきっかけになること」について触れ，「自分や友達のよいところをもっと見つけてい
きたい」「よいところを見つけて自信をもって生活を送っていきたい」という思いを高めていく。 

 目指す子供の姿 

他の友達との積極的な関わりを通して，自分や友達のよいところを見つけ，励まし合うことが

できる子供。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【本時の文脈】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

(2)  「学びの文脈」を生み，つなげる具体的手立て 

手立て① 課題意識をもつことができる発問 

  本時で学ぶ道徳的な価値について，自分のこととして考え，学習を進めることができるよう課題意

識をもつことができる発問を投げかける。自分のよいところを探して発表する活動を通して，自分の

よいところについては「見つけにくい」「よくわかっていない」ということを実感できるようにした

い。そこから課題意識をもって学習に臨むことができると考える。 

 

 手立て② 多面的・多角的に考え，議論を促進させる問い返し  

   子供たちから出された意見を多面的・多角的に考え，議論を促進させることができるよう，必要に

応じて問い返しを行う。「他の人と比べて落ち込んでしまう時の思い。」「よいところを見つけ合える

と得られること。」について問い返しをすることで多面的なものの見方をすることができるようにし

たり，「他者理解が（相手の）自己理解につながること。」について問い返しを行ったりすることで，

他の内容項目とも関連させながら多角的に考えられるようにしていく。 

 

手立て③ 学びと日常生活がつながる振り返り方法の工夫 

   本時での学びがこれまでの自分やこれからの自分とつながり，日常生活での取り組みへの意欲を

高められるよう，日常生活や学習で相手のよいところを見つけることができた場面の写真を提示す

る。そうすることで，よいところを見つけられた時の思いを追体験できたり，よいところを見つけて

もらった時の思いを共有したりすることができると考える。学習で学んだ「自分のよいところはよく

見てくれている周りの人が教えてくれること」「よいところを教えてもらえると元気が出てきたり，

自信になったりすること」とこれまでの日常生活での経験を結び付け，実感をともなった理解ができ

るようにしたい。 

開始期 展開期 まとめ期 

道徳的価値の認識 

課題意識 

（これまでの自分） 

自己の生き方を 

見つめる 

（これからの自分） 

対話による 

道徳的価値の自覚 

（様々なものと向き合う自分） 

○○くんのよい

はね…。 

自分のよい所？う～ん，あ

るのかな？ 

よくわからないな。 

（課題意識の芽生え） 

（手立て１） 

【課題意識をもつことができる発

問】 

「自分にはよいところはあり

ますか？」 

資料との対話 

友達との対話 

教師との対話 

（手立て２） 

【多面的・多角的に考え，議論を促進

させる問い返し】 

「何が～？」「どこが～？」 

（確認・焦点化） 

「どうして～？」(根拠) 

「でも，～？」（批判・反例） 

「～の時はどうだった？」（具体） 

など 

よいところは，まわりの人

が見ててくれるんだ！ 

自分のよいところがわかる

と元気が出てくるね。 

（手立て３） 

【学びと日常生活がつながる振

り返り方法の工夫】 

日常場面の写真の提示 

もっと自分やともだちのよ

いところをみつけていきた

いな！ 



 (3) 本時案 

本時のねらい 
 登場人物の心情や行動について考える学習を通して，周囲の人との関わりが自分のよさに気付くき
っかけになっていることに気付き，周囲の人のよさや自分のよさを見つけようとする心情を養う。 

学習活動（○）と子供の姿 教師の支援（☆）と評価（◇） 

○ ともだちのよいところについて考える。 

 

 

  

 

○ 自分のよいところについて考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 挿絵を見ながら，登場人物「ちゅうた」のよいところにつ

いて考える。 

 

   

 

○ 教師が資料「ぼくにもあるかな」を範読するのを聞く。 

 

 

 

 

 

☆ 課題意識をもつことができるよ

う，自分のよいところについて考

える発問を行う。【手立て１】 

 

 

 

 

 

 

 

☆ 資料を読む必要感を高めることが

できるよう，自分たちと状況の近

い登場人物のよさについて考える

活動を行う。 

 

☆ 読み間違いがないよう，挿絵を提

示したり，必要なワードを黒板に

掲示したりしながら範読を行う。 

○ ちゅうたの元気がなくなってしまった理由を考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ ちゅうたの元気が出てきた理由を考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆ 多面的・多角的に考えたり，議論が促進

されるよう，児童の発言に対して問い

返しを行ったりする。【手立て２】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○○くんは足が速いんだよ。 

ともだちのよいところを教えてください。 

ちゅうたによいところはあるのかな。 

○○さんは絵がすごく上手！ 

かわいいとおもう。 なにかあるのかな？ 

どうしてちゅうたは元気がなくなってしまったの
かな？ 

ほかのひととくらべて落ち込ん

でいるんだよ。 

みんなもそういうこ

とってある？ 

自分にはよいところがないと思

っているんだと思う。 

自分によいところが

ないって思うと元気

がなくなったりする

の？ 

じぶんのよいところはどうやったら，みつけられ
るのだろう？ 

自分によいところはあるのかな？ 

けんだまが上手にできるよ。 よいところなんてあるのか

な。 
あるのかな？ないのかな？よくわからないな･･･。 

多面的な見方・多角的な見方 

・他の人と比べて落ち込んでし

まう時の思い。 

（人間理解・他者理解） 

・よいところを見つけ合えると

得られること。 

（価値理解） 

・他者理解が（相手の）自己理解

につながること。 

（価値理解） 
どうしてちゅうたは元気が出てきたのかな？ 

じぶんにもよいところがあると

わかったからだよ。 

よいところがあると

わかると元気が出る

の？ 

自信が出てきたんだと思うよ。 自信と元気は関係ある

の？ 



￮ちゅうたが自分のよいところに気付くきっかけについて考

える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

￮周囲の人からよいところを見つけてもらった経験を交流す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆ これまでの様子が想起できるよう，具

体的な場面を提示したり，学習の導入

でのやり取りについて触れたりする。  

￮日常生活の「よいところを見つけた場面」の写真を見ながら，  

 わかったことやこれからの生活でがんばっていきたいと思

ったことを発表し合う。 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 周囲の人との関わりが自分のよさに気

付くきっかけになっていることに気付

き，周囲の人のよさや自分のよさを見

つけようとしている。【評価】 

 

☆ 本時の学習とこれまでやこれから

の生活とのつながりが意識できる

よう，日常生活でよい所を見つけ

ることができた場面の写真を提示

する。 【手立て３】 

☆ 自分の考えを明確にできるよう，

黒板に出た意見で自分の考えに

近い意見にネームプレートを貼

る。 

 

 

よいところを見つけてもらったことはあり
ますか？ 

もっと他の人のよいところを見

つけてあげたい。 

すごくうれしかった。 

自分のよいところも見つけて

いきたいな。 

きょうの学習でどんなことがわかったかな。 
これからどんなことをがんばっていきたいです
か。 

がんばろうって思った。 

ちゅうたが自分のよいところに気付くことができ
たのはどうしてだろう？ 

お母さんが教えてくれたね。 

いつも近くにいるからじゃ

ないかな？ 

よいところを見つけてあげ

たいと思ってるんじゃない

かな。 

どうしておかあさんは教

えることができたの？ 

近くにいたらわかるの？

それはどうしてかな？ 

まわりの人が自分のよさを見ていてくれるんだね。 

 

すごく自信になったよ。 

音読が上手って言われたこと

があるよ。 

けんだま名人って言われたこ

とあるよ。 

その時どんな気持ちにな

ったの？ 

うれしかったり，がんばろうって思ったり，自信に

なったりするんだね。 

じゃ，近くにいるだけでわ

かるんだ…？ 

みんなはどう思う？ 



 
 

単元名 ４年「文房具セットをプレゼントしよう」 

 

(1) 単元における，資質・能力の育成を支える「学びの文脈」 

本単元では，子供たちに， 

・ 文房具の種類や数，好きな色などを伝え合うための簡単な語句，表現を使って，友達に質問し

たり質問に答えたりする。 

・ 友達のための文房具セットを作るために，どんな文房具を持っているか，どんな色が好きか等

を考えて質問したり答えたり，文房具の紹介に必要となる簡単な語句，表現を選んだりする。 

・ 友達に贈る文房具を選んだり，もらった文房具を紹介したりするために，相手意識をもって伝

え合おうとする。  

という資質・能力を身に付けさせることができるよう，「学びの文脈」を次の通り構想しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外国語活動 研究大会実践の解説 

イ 。 

ウ How many～? What color do you like?などの表現をペアで練習する。 

エ どの文房具を選べばよいか友達にインタビューし，プレゼントする。 

展開期 

オ 友達にどんな文房具セットをプレゼントしてもらったか紹介する。 

カ 単元の学習を振り返る。 

まとめ期 

ア どんな場面で使う表現なのかを考える。 
開始期 



(2)「学びの文脈」を生み，つなげる具体的手立て   

 学びの文脈を生み，つなげることができるよう，下記のような３つの手立てを行いました。 

 

手立て① 明確な単元のゴールイメージの設定，振り返りの活用 

ア・カ 子供の主体的な学びを促すために，「友

達の誕生日に文房具セットをプレゼントしよ

う」を単元のゴールとして設定しました。この

身近な暮らしに関わる場面を扱うことによっ

て，子供は課題を明らかにします。そして友達

に文房具セットをプレゼントするために，鉛筆

は何本持っているか，好きな色は何色かなどの

相手の好み等に関心をもち，相手意識・目的意

識を明確にしてプレゼントを選ぶなど見通しをもって学ぶことができると考えました。 

また，子供が学習を振り返り，成果を実感し次のめあてを設定できるよう，振り返りカードの

中にわかったことや次に生かしたいこと等の項目を設けました。これにより，子供の必要感に応

じた学習を展開できるようにしました。 

 

手立て② インフォメーションギャップを埋め合う会話場面の設定 

イ～エ いろいろな友達と会話をする必要感をもつことができるよう，

プレゼントをする相手をくじで決めました。くじでプレゼントをする

相手が決まることで，友達が持っている文房具の種類や数，好みなど

がわからないから，質問したいという思い（インフォメーションギャ

ップを埋め合う必要性）が生まれます。そしてそれらを知るために友

達同士で情報収集を行うと考えました。 

 

手立て③ 相手意識を高めるポイントの設定 

イ～オ 子供たちが相手意識を高め，相手に配

慮しながら伝え合うことができるよう，会話

する時に大切なポイントを設定しました。例

えば greeting，eye contact，smile，clear 

voice などを意識しながら伝え合う学習を続

け，自分の考えや気持ちが伝わり，相手にわ

かってもらえるような会話を目指しました。 

また，友達の会話を見ることで，どんなところがよかったかを全体で共有し，ポイントを自分

の会話に活かしていけるようにしました。これにより，相手意識を働かせながら行う会話を目指

しました。 

 

 

 



研究大会実践の成果と課題 
 

 

 この実践を通しての成果は，子供の主体的な学びを促すために，「友達の誕生日に文房具セットを

プレゼントしよう」を単元のゴールとして設定したことで，子供が相手意識，目的意識を明確にし

てプレゼントを選べたことです。さらに，友達のために文房具セットを選ぶために，友達に好きな

色や文房具を持っているか尋ねるとよいのではないかなどと，課題を明らかにして学習を進め，見

通しをもって学ぶことができました。また，友達の好みをもとに文房具を選び実際にプレゼントす

る学習から，相手が喜んでくれるようなプレゼントをしたいという思いをもって会話をすることが

できた子供の姿が多く見られました。 

 

また，振り返りの活用に関しては，例えば，「好きな色を質問するための表現がわかったから，友

達の好きな色を質問して文房具を選びたい。」と振り返る子供が前時までにたくさんいました。その

子供たちの振り返りから，本時では「たくさんの友達と会話をしたい。」という学習活動につながる

よう促すことができました。また，「今まで学習した表現を使って，文房具セットをプレゼントした

い。」と振り返った子供の言葉から，本時における「友達にインタビューしたことをもとに，文房具

セットをプレゼントしよう」という学習課題につなげることができました。振り返りを生かして子

供の必要感を見取り，それに応じた学習を展開できたと考えます。 

 

「インフォメーションギャップを埋め合う会話場面の設定」に関しては，くじでプレゼントする

相手が決まることで，相手の好みがわからないから，質問したいという思いがうまれ，友達が持っ

ている文房具の種類や数，好みを知るために友達同士で情報収集を行うことができました。例えば，

文房具を選ぶときの参考にできるよう，“What color do you like?”等といろいろな友達に進んで

インタビューする姿が見られました。 

 

「相手意識を高めるポイントの設定」に関しては，相手意識をもって学習を進めることで，「会話

をするときに気持ちを込めると相手がとても喜んでくれた。その姿を見て自分も楽しかった。」と振

り返る子供が多くなっていきました。また，「○○さんの会話が大きな声で笑顔がとても良いと思う。

次は○○さんのように会話をしたい。」という会話ポイントに当てはまる友達を見つけ，自分の会話

の参考にしたいという思いをもつ子供が多くなりました。こうしたことから，気持ちの良いやり取

りの姿を求める会話をする子供が増え，英語を使って主体的にコミュニケーションを図ろうとする

態度が育まれていると感じました。 

  

 

  

成果 



 

 

手立て①の課題は，子供たちの好きな色が様々ある

ことから，一人一人の好みの色に合わせた文房具をす

べて準備することができませんでした。そのため，相

手の好きな色の文房具がない場合，希望にあう別のプ

レゼントを贈ることができるように，他の文房具を持

っているか，別の色は好きかといった質問をするよう

にしました。 

 

手立て②の課題は，くじで会話する相手が決まってしまうことで，対象者が限定されてしまうと

いうことでした。くじを取り入れることによって，いろいろな友達の好きな色や文房具についての

情報を集める必要感はもつことができます。しかし，普段の学習でいろいろな友達と会話をするこ

とに慣れ，いろいろな友達と交流したい気持ちが高い子供にとっては，くじで会話をする相手が限

定されることで，もっとたくさん友達と会話をしたいという思いをそいでしまうことになりました。

そこで，本時では，くじで会話する相手を決める活動を１回行い，その後は自由交流の場面を設定

し，くじで決まった相手とも，実際に話したい相手とも会話を行うことができるようにしました。 

 

 

 

 

 

課題 



実践提案「目的意識や相手意識のある対話を大切にした単元づくり」  
 

単元名 ４年「オリジナルピザを作って紹介しよう」 

 

(1) 単元における，資質・能力の育成を支える「学びの文脈」 

本単元では，子供たちに， 

・ 欲しいものを尋ねたり要求したりする。 

・ 欲しい食材などを尋ねたり要求したりするとともに，考えたメニューを紹介し合うことがで

きる。 

・ インタビューしてわかったことをもとに，相手に配慮しながら自分たちのオリジナルピザを

紹介しようとしている。  

という資質・能力を身に付けさせることができるよう，「学びの文脈」を次の通り構想しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 野菜や果物の名前や What do you want?の表現をグループで練習する。 

ウ What do you want? ○○, please.などの言い方をペアで練習する。 

エ グループごとにオリジナルピザを作るために必要な質問を選びインタビューする。 

展開期 

オ グループごとにどんなオリジナルピザを作ったのか紹介する。 

カ グループごとにオリジナルピザを作り，ピザ屋さんとお客さん役としてやり取りをする。 

まとめ期 

ア どんな場面で使う表現なのかを考える。 
開始期 



 (2)「学びの文脈」を生み，つなげる具体的手立て   

 学びの文脈を生み，つなげることができるよう，下記のような３つの手立てを行いました。 

 

手立て① 子供の主体的な学びを生み出す，場面設定の工夫・振り返りの活用 

ア 子供の主体的な学びを促すために，「オリジナルピザ屋さんにようこそ」という場面を設定し

ました。お客さんと店員さんの会話という身近な場面を扱うことによって，子供は課題を明確に

し，見通しをもって学ぶことができると考えました。クラスの友達のためにオリジナルピザを作

る目的があることにより，好きな野菜は何か，好きな具材は何かなどの相手の好みを聞いていく

など，相手意識，目的意識を明確にしながらオリジナルピザを考えることにつながると考えま

す。 

また，学習の振り返りを活用し，子供が成果や次のめあてを明確にできるよう，振り返りカー

ドの中にわかったことや次に生かしたいこと等の項目を設ける工夫をしました。その振り返りか

ら，子供の必要感を見取り，子供の必要感に応じた学習を展開できると考えました。 

  

手立て② 必要感のある会話場面の設定 

イ～カ 必要感のある対話を繰り返すと，自ずと語句や表現に慣れ親しむことができると考えま

す。そこで，ペアやグループ，いろいろな友達との組合せで，店員さんとお客さんという役割分

担を行い，やり取りする場を保障しました。役割を果たすために友達とのやり取りを通して，食

材を表す語句の言い方や，欲しいものを尋ねたり要求したりする表現に慣れ親しむことができる

と考えました。 

  

手立て③ 相手意識を高めるポイントの設定 

イ～カ 相手意識をもちながら学習を進めることを継続して行うことにより，友達と会話したいと

いう思いを強くしたり，会話する相手の気持ちを考えたりすることの大切さを考える子供が増え

てきていると感じています。そこで本実践においても，相手意識をもちながら学習を進めること

を継続して行うことにより，友達と会話したいという思いを強くしたり，会話する相手の気持ち

を考えたりすることの大切さを考える子供が増えてきていると感じています。会話する時に大切

なポイントを設定しました。例えば greeting，eye contact，smile，clear voice などを意識

しながら学習を続け，自分の考えや気持ちが伝わり，相手にわかってもらえるような会話を目指

しました。 

また，友達の会話を見ることで，どんなところがよかったかを全体で共有し，ポイントを自分

の会話に活かしていけるようにしました。これにより，相手意識を働かせながら行う会話を目指

しました。 

 

 



今年度の研究を通して 
 

 

  子供の主体的な学びを生み出すため，単元構想の工夫は効果的でした。「友達に文房具セットを

プレゼントしよう」や，「オリジナルピザを作って紹介しよう」という単元の明確なゴールイメー

ジをもつことで，子供は必要感をもって学習することができました。例えば，友達の好きな色を

知るためにインタビューをし，その結果に合わせて文房具を選んでプレゼントするというように

相手意識をもって学習を進めることができました。 

さらに対話的な学びについても，子供は必要感のある友達とのやり取りを行うことができまし

た。ペアやグループ，いろいろな友達などと，目的達成のためのやり取りを行う場を保障すること

により，子供は会話に必要な文房具や食材の言い方や，欲しいものを尋ねたり要求したりする表

現に慣れ親しむことができました。やり取りの中で必要な語句・表現を繰り返し聞き，声に出すこ

とにより，耳で音声に慣れ，言葉での発音につながっていったと考えます。 

会話する時の大切なポイント（greeting，eye contact，smile，clear voice）を継続して設定

したことも効果的でした。友達と会話したいという思いを強くしたり，相手と気持ちの良く会話

をすることの大切さを考えたりする子供が増えてきたと感じています。また，友達の会話を見る

ことで，どんなところがよかったかを全体で共有し，大切なポイントを自分の会話に活かそうと

する子が増えたように感じました。 

 

 

 

 

今年度実践した中で課題となったこともあります。子供が好きな色や食材について質問し合っ

た結果，友達の多様な好みを知ることができました。しかし，一人一人の好みにあわせた文房具や

食材をすべて準備することはできませんでした。実際の買い物場面を想定して，自分や友達の好

みに合う色の文房具や食材がない場合は，別の好きな色を質問したり，店の中にある食材の中か

ら選んで注文したりするよう促しました。 

グループでオリジナルピザを作る場合，相手に喜んでもらえるようなトッピングの食材を考え

てピザ作りをしました。例えば友達が喜んでくれそうなピザにするために，実際にクラスのみん

なに好きなトッピングをインタビューすることでオリジナルピザを作ることができたグループが

ありました。一方で，外国人観光客が喜んでくれそうなオリジナルピザを作った班もあり，その班

の子供は，函館の名物を選びオリジナルピザのトッピングにしました。しかし，実際に外国人観光

客がそのピザを喜んでくれるのかを知ることはできず，そのオリジナルピザにどんな反応をする

のか知りたいという子供たちの振り返りが出ました。外国人観光客にとって喜んでもらえるだろ

うと思って作ったオリジナルピザは，実際に外国人観光客が喜んでくれるかどうか反応を確かめ

るための場の設定については課題として残りました。 

 

 

成果 

課題 



 

 

今年度の実践から，得られた成果を今後の学習に生かしていきたいと考えます。 

一つ目の成果としては，授業の中で，教師と ALT が，子供たちの良い会話モデルを紹介する場面

をもったことです。例えば，授業で学習した文を正しく英語で言うことができた子供や，相手の話

している英語を聞いて適切に反応ができている子供がいたことがあげられます。子供たちの会話を

通して，語句・表現を繰り返し聞く練習になると考えます。また，良い会話モデルを視聴して，同じ

クラスメイトのがんばりを身近に感じ，興味をもって会話をしようとする意欲を高めることにつな

がりました。これからの実践にも積極的に取り入れていきたいと思います。 

二つ目の成果としては，授業の振り返りの場面での友達のよさを認め合う場面です。振り返りの

中で友達の学習の様子を紹介する場面をもち，「知識・技能」が身に付いている子供や，「思考力・判

断力・表現力」を働かせている様子を子供たち同士で捉え，伝え合うことができていました。今後も

英語の学習をしていく中で，このような活動を行うことで，友達の良さを自分の会話の中にも取り

入れようとする子供たちが増えると考えます。そこで大切になることは，自分の考えをしっかりと

もつことと，友達に伝えても受け入れてもらえるという関係作りをしなければ会話は成り立たない

と思います。子供が認められる場面をもつことで，資質・能力を高め合う学級の雰囲気が醸成され

ていたことを感じることができました。これからの実践にも取り入れていきたいと思います。 

 

今後取り組んでいきたいことの一つ目は，自分の考えをもって会話をすることが難しい子供への

支援です。これまでの実践において，自分の考えをもつことに時間がかかる子供の場合は，英語の

学習においても会話をすることに苦手意識をもってしまうことがありました。そこで，自分の考え

を明らかにするために，単元の開始期にワークシートに自分の考えを書いてから交流をするように

しました。自分の考えが明確になってから学習を進めることができたことで，会話をすることに抵

抗がなくなってきたように思います。また，英語の学習だけでなく，他教科の学習でも自分の考え

を明確にしてから交流することで，自分の考えを意欲的に伝えることができるようになるかを明ら

かにしていきたいです。 

また二つ目として，継続して取り組んでいきたいのは，子供の見取りを工夫して行うことです。

特に，自由交流になった時にすべての子供の会話を見取ることは大変難しいです。そこで，今後の

実践では，語句や表現の定着が図られるよう，ペアやグループなどの決まった中でやり取りの中で

子供の見取りを行うことを大切にしていきたいです。また，振り返りカードの記入からも，定着が

図られているかを見取っていきたいです。自由交流では，これまでの学習での様子から，見取りを

行う児童を数名しぼっておくことで定着度を見取ることができると考えます。特に開始期から，苦

手意識をもっている子供などに注目し，必要な支援を行えるようにしていきたいです。また，展開

期では，定着が図られているだけでなく，相手意識を大切にしながら会話しているかという視点で

見取り，子供たちの良さを学級全体に伝えていけるようにするとよいと思いました。単元全体を通

して，単元の目標や学習のめあてと照らし合わせながら効果的な見取りの方法を明らかにしていき

たいです。 

 

実践を踏まえての展望 



 
 

単元名 ５年「レッツ・ライフプランニング２０１８」 
 

(1) 単元における，資質・能力の育成を支える「学びの文脈」 

本単元では，子供たちが， 

・自らの生活の場から問題点を見付け，解決の方法を考える 

・多くの人と関わって，生活をより納得できるものにしようとする 

ことができるよう，「学びの文脈」を次の通り構想しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

桐の子タイム(総合的な学習の時間) 研究大会実践の解説 

ア 自らの生活の場を見つめ直す。 

イ 追究したいことを明確にする。 

ウ 現状を具体的に見つめ直す。 

エ 現状をもとに，「ライフプランⅠ」を作る。 

オ 「ちさとプラン」をもとに，より良い生活について考える。 

カ 身近な人やゲストティーチャーにインタビューしたり，友達と意見を交換したりしなが

ら，情報を整理・分析する。 

キ より自分に合った「ライフプランⅡ」を作る。 

ケ 「ライフプラン交流会」を開く。 

ク 生活を改善するために大切なことを話し合う。 

ケ 学習の振り返りをまとめ，交流する。 

開始期 

展開期 

まとめ期 



(2)「学びの文脈」を生み，つなげる具体的手立て   

 学びの文脈を生み，つなげることができるよう，下記のような３つの手立てを行いました。 

 

手立て① 自らの生活の問題点を焦点化する３つの視点 

 本単元における「自分の生活と関わる人々」という探究課題は，子供にとって興味・関心や必要

感があり，自然と主体的に学びを進めていくことができると考えました。 

しかし，子供達のそれぞれの生活を扱うことによって，人間関係や子供自身の生活など，個人的

な面が浮き彫りになり，全体の課題意識の共有がしづらいのではという不安もありました。そこ

で，児童の実態（毎日の生活に疲弊している）と，目指す姿（より納得できる生活に改善してい

く）から課題追究の視点を３つ（①内容が多い，②時間の使い方，③内容が難しい）に絞っていく

ことにしました。 

 イ 子供達がそれぞれの生活上の問題を話し合いながら，教師は分類する板書構造を意識的に行

うことにより，子供達は共通課題を意識しながら，３つの視点を子供の言葉から位置づけることが

できました。このことにより，子供達は共通課題を意識しながら，各自の課題を追究したり，より

よい生活に向けた話し合いをしたりし，考えを深め合うことができました。 

 

手立て② 子供が問い続けられるような工夫をする。 

教師が事前に子供の思考を想定し，活動を方向付ける場面を意図的に設定することで，子供達が

次なる「問い」をもち続け，意欲的に探究を進めていくことができるようにしました。 

エ 自分の問題点を改善するために作ったライフプランⅠを   

見合う活動で，「でもこれだと自由が無いな。」「これだと続けられるかな。」といった思いを

抱く子がいました。そのことを全体で確認しながら，「じゃあどうすればよりよい生活になる

の？」という問いを共有しました。 

オ 子供達の問いから，担任の小学生時代の生活を改善した「ちさとプラン」を提示しました。こ

の「ちさとプラン」は，問題点への気づきをさらに深めるために，問題点を過剰に改善したもの

です。このプランの修正点を考え，話し合う活動を通して，よりよいバランスに目を向けた子供

達は，「じゃあ，自分の生活をどうすればより良くできるのか？」という問いのもと，それぞれ

のライフプランを改善し，ライフプランⅡを考案するための情報収集の計画を立てることにつな

がりました。 

 

常に意識していた３つの視点 



<ちさとの生活> 

 ・小学校時代のちさとの生活（土曜日バージョン）→やる事が多くて，いつも疲れていた。 

 

 

 

 

 

〈提示したちさとプラン〉 

  ・ちさとプラン１→休憩時間を減らして，朝から夜まで頑張るプラン。 

          →これだと，ストレスが溜まるし，全てが中途半端になりそうだね。 

           

 

 

 

 

  ・ちさとプラン２→自由時間を増やしたプラン。 

          →これだと，楽なことを選んでしまう。自分を好きになれないだろうね。 

 

 

 

 

 

  ・ちさとプラン３→内容のレベルを下げたプラン。 

→ これだと成長できなくて，自分に自信がもてないね。 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

動かせない時間 
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動かせない時間 

 

 

 

動かせない時間 

 

 

 

 

 
 

すいみん  

朝
食
・
身
じ
た
く 

塾の 

宿題 

ピアノ  

練習 

昼
食 

移
動 

部活 

すいそうがく  
移
動 

塾 移
動 

ピ
ア
ノ
レ
ッ
ス
ン 

移
動 

夕
食
・
入
浴 

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ 

塾の宿題 
すい

みん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

すいみん  

朝
食
・
身
じ
た
く 

塾
の
宿
題 

ゲーム 昼
食 

移
動 

部活 

すいそうがく  
移
動 

塾 移
動 

ピ
ア
ノ
レ
ッ
ス
ン 

移
動 

夕
食
・
入
浴 

テ
レ
ビ 

すいみ

ん 

 

 

 

 

 

 

     ５：００ ６：００ ７：００ ８：００ ９：００ １０：００ １１：００ １２：００ １３：００ １４：００ １５：００ １６：００ １７：００ １８：００ １９：００ ２０：００ ２１：００ ２２：００ ２３：００ 

０：００ １：００ ２：００ ３：００ ４：００ ５：００ ６：００ ７：００ ８：００ ９：００ １０：００ １１：００ １２：００ １３：００ １４：００ １５：００ １６：００ １７：００ １８：００ １９：００ ２０：００ ２１：００ ２２：００ ２３：００ 

 

 

 

動かせない時間 

 

 

 
 

すいみん  

朝
食
・
身
じ
た
く 

塾の 

宿題 
昼
食 

移
動 

部活 

すいそうがく  
移
動 

塾 移
動 

ピ
ア
ノ
レ
ッ
ス
ン 

移
動 

夕
食
・
入
浴 

ピ
ア
ノ 

練
習 

塾
の
宿
題 

すいみん 

 

 

 

 

          ９：００ １０：００ １１：００ １２：００ １３：００ １４：００ １５：００ １６：００ １７：００ １８：００ １９：００ ２０：００ ２１：００ ２２：００ ２３：００ 

 

 

 

動かせない時間 

 

 

 
 

 

すいみん  

朝
食
・
身
じ
た
く 

塾

の 

宿

題 

ゲ
ー
ム 

昼
食 

移
動 

部活 

すいそうがく  
移
動 

塾 移
動 

ピ
ア
ノ
レ
ッ
ス
ン 

移
動 

夕
食
・
入
浴 

テレビ  
すいみ

ん 

 

 

 

 

 

０：００ １：００ ２：００ ３：００ ４：００ ５：００ ６：００ ７：００ ８：００ ９：００ １０：００ １１：００ １２：００ １３：００ １４：００ １５：００ １６：００ １７：００ １８：００ １９：００ ２０：００ ２１：００ ２２：００ ２３：００ 

１ランクレベルを下げてもらう。 楽なパートを選ぶ。 分からない問題は思い切ってあきらめる！ 



カ ライフプランⅡを考案していく中で，「自分のライフプランが本当にいいのか？」という「問

い」が子供達の中に芽生えました。そこで，人生の先輩である身近な大人やゲストティーチャー

の話を聞く機会を設定し，子供達はそこで得た情報も踏まえながら，ライフプランの完成を目指

していくことができるようにしました。 

 

<身近な大人へのインタビュー> 

 ・いつも身近で自分の生活を見ている，家族（親や兄弟など）にインタビューをしている子が多

くいました。具体的な改善策を聞いて，ライフプランの作成の際の参考にしていました。 

 

 

 

 

 

<ゲストティーチャーの話 > 

 ・子供たちの「もう少し色々な人から話を聞きたい。」という要望をもとに，Ｗ教諭をゲストテ

ィーチャーとしてお招きし，話を聞きました。それにより，ライフプランを作る際の新たな考

え方を手に入れることが出来ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手立て③ 話し合う目的を明確にした対話場面の設定。  

エ 子供達一人一人が自分の生活を見つめ直すことができるよ

う，子供達と共に，スケジュール表にまとめていく活動を

設定しました。そのことで「今の生活に満足している。」

と言っていた子も，「もっとこの時間を増やした方が良い

のかな。」と，生活に対する問題点を見出すことができま

した。また，ライフプランをもとにしてお互いの生活を良くするための交流活動を行う際に

は，教師が事前に子供達の記録や思考を見取り，「あの子も似たような悩みをもっているよ。

どう考えたか聞いてみたら。」などと，目的に合った話し合いができるようにという声掛けを

行いました。それにより，「時間を増やすだけだと疲れるかもしれないから，僕も○○さんと

同じように休憩を挟んでみようかな。」などと，更に良いプランを考えることができました。 

いつも長時間勉強をしていてとて

も偉いんだけど，もう少し休憩を入

れると，効率が上がるんじゃないか

な。 

なるほど。途中で集中力が切

れてしまうことが多くあるよ

な。このアドバイスを取り入

れてみよう。 

人生経験豊富なＷ先生は，これま

でどの様に困難を乗り越えてき

たんだろう。 

Ｗ先生とは… 

・いつも優しく書写を教えてくれている先生。 

・本校教諭や校長を経験し，退職した経験豊富な教諭。 

時間が無い時には，「やるこ

とリスト」や「予定表」を作

って乗り越えたよ。あとは，

支えてくれる人への感謝も

大切だよ。 

「やることリスト」というのは，

自分にも取り入れられそうだ。や

る事が多い時には，リストに優先

順位を書き込んで，そこから順番

にやっていこう。 

https://www.irasutoya.com/2014/08/blog-post_260.html
https://2.bp.blogspot.com/-VVtgu8RyEJo/VZ-QWqgI_wI/AAAAAAAAvKY/N-xnZvqeGYY/s800/girl_question.png
https://3.bp.blogspot.com/-Ak2Hj6Fad4U/Vf-aqfqTTBI/AAAAAAAAyIs/qOsjOuowgKI/s800/icon_business_man10.png


研究大会実践の成果と課題 
 

 「レッツ・ライフプランニング２０１８」を通して，どんな資質・能力を育成するのか，そして

子供がいかに問題解決をしていくのかを考えて，単元を構想することができました。 

単元の途中で，子供から「今の生活に満足している。」という声が上がったことがありました。

しかし，1週間の行動を書き出して，見つめ直していく中で，「やる内容が多くて，つかれる。」

「やる内容が難しすぎてついていけない。」などの声があがりました。一人一人が切実感をもっ

て，生活に対する問題点を見出すことができていました。 

その後，ライフプランの作成を通して，「実際に生活してみたら，これまでよりも納得できる生

活になった。」という変化が見られました。また，「まだ実践することはできていないけれど，こ

れから年齢が上がるにつれて，どんどんやる事が多くなっていくと思うけれど，どうすれば生活が

改善できるかが分かった。」「ゲストティーチャーの話を聞いて，困った時には周りの人に相談す

ることも大切だということが分かった。」など，今後の生活で生かせそうだという意見も出てきま

した。 

このように，単元を通して，子供たちは自らの生活を主体的に見つめ直し，自分なりに納得でき

る生活へ改善していこうとしていたと感じています。 

 

 

本単元では，キャリア教育を軸にした単元構成として，他教科等との関連を位置付けていきまし

た。ただ，しっかりとしたつながりを踏まえられなかった部分や教師が捉え切れていなかった面も

ありました。頭の中で意識していることを顕在化し，単元配列表を充実させていくことが必要だと

改めて感じました。 

また，キャリア教育については，幼児教育や生活科の学び，総合的な学習の時間，そして中学校・

高校・大学，更には社会生活へのつながりを見据えた上で，どの時点でどの力をどれだけ高めてい

くのか，より明確にしていく必要があると感じます 

今後も，総合的な学習の時間を核としたカリキュラム・マネジメントの一層の強化が必要だと考

えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成果 

課題 

キャリア教育の視点からも…

自
立
し
た
社
会
人

キャリア教育
→「自分らしい生き方を実現する力」を培う教育

今回の単元では，「自らの生活の中から課題を
見付け，解決しようとする力」を高めることで，
自分らしい生き方に近づけていきます。



実践提案「興味・関心を大切にした単元作り」 
 

５年「レッツ・HAKODATEリサーチング２０１８」 
 

(1) 単元における，資質・能力の育成を支える「学びの文脈」 

本単元では，子供たちが， 

・ これまでの学習や生活から，自分の興味・関心に合ったテーマを設定する。 

・ 函館市について分かったことをもとに，他の地域について考えを広げる。 

 ことができるよう，「学びの文脈」を次の通り構想しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 自分がこれまでの学習や生活で興味をもったことを見つめ直す。 

 

イ 興味をもったことの中からテーマを設定する。 

ウ 資料を使って追究する。 

エ 調べたことを，ミニカードにまとめる。 

オ 函館市について分かったことをもとに，他の地域に考えを広げる。 

キ 単元を振り返る。 

開始期 

展開期 

まとめ期 



(2)「学びの文脈」を生み，つなげる具体的手立て   

 学びの文脈を生み，つなげることができるよう，下記のような３つの手立てを行いました。 

 

手立て① 子供の興味・関心をもとにテーマを設定する。 

 ア  子供が学びたいと思える「問題解決のストーリー」を作ることができるようにしました。

３学期に入り，学年として修学旅行の準備を進めていく中で，自分達が「観光客」という立場

になるという意識をもつようになりました。その活動の中で，第４学年の桐の子タイムで取

り組んだ「函館ＰＲ隊」（函館市の良さを調べ，観光客に伝える活動）について振り返りまし

た。子供達と，「観光客として他の地域に行った時に，果たして『自治体魅力度ランキング第

１位』の函館の良さを，現地の人達に伝えられるだろうか。函館と他の地域を比較しながら，

学びを深めて来る事ができるのだろうか。」という話になりました。そこで，これまでの教科

等の内容や学習で生まれた疑問や興味・関心をもとに，歴史，政治・経済，文化・芸術，自然

科学の中から，児童自身が調べたいジャンルを選び，函館のよさを調べていくことにました。

それぞれが課題解決した内容を共有することで，自分が調べていないジャンルの魅力も知る

ことができ，函館市の魅力を他の地域の人達にも伝えられると考えました。 

 

手立て② 子供が問い続けられるような工夫をする。 

ウ  修学旅行の自主研修に向かうという課題を設定し

ていたため，児童自身が大変意欲的に課題解決を進

めていました。解決を進めていく中で，「函館の歴

史について，たくさんの事が分かったけれど，その

中でも特に戊辰戦争のことが知りたいな。」などと

いう声が挙がりました。そこで，子供達の頭の中に

ある問いを明確にし，次の課題につなげられるよ

う，「その日のまとめ」と「次回調べること」をメ

モすることができるワークシートを作成しました。

これを繰り返すことにより，より深く追究をするこ

とができていました。 

 

手立て③  話し合う目的を明確にした対話場面の設定。 

イ～オ 教師が，それぞれの児童が調べているジャンルを把握し，意図的に声掛けをして，同

じジャンルについて調べている仲間との対話の機会を設けました。対話をすることによ

り，「函館の地名にこんなにアイヌ語が由来のものがあるの？例えばどこ？」と，新たな

考えを手に入れたり，「箱館戦争のことはかなり詳しくなったよ。みんなにたくさん教え

たいなぁ。」調べたことに自信をもったりすることができるようになりました。また，自

信をもつことにより，自分と違うジャンルについて調べている仲間にも，自分の言葉で説

明することができていました。違うジャンルについて調べる友達との対話では，これまで

に知らなかった函館市の魅力に気付くことができていました。 

その日のまとめ 

次回調べること 



今年度の研究を通して 
 

 

 

 今年度は，児童の興味・関心をもとに探究課題を設定することにより，児童自身が「学びの文

脈」を作り出すことができていたと考えます。 

 特に，「レッツ・ライフプランニング２０１８」では，自分の生活の問題点について無自覚だっ

た子供達が，自分の生活を見つめ直したり，対話したりすることにより，自分の生活についての

興味・関心をもつようになっていきました。そして，探究のプロセスの中で，自分なりに主体的

に学ぶ姿が見られた。また，「レッツ・HAKODATE リサーチング２０１８」でも，自ら設定し

たテーマについて，新たな「問い」を生み出しながら探究を進めていました。 

 今後も，引き続き「児童自身が生み出す学びの文脈」を意識して，探究課題を設定していこう

と考えます。 

 

 

 

  今年度は，単元の中での「学びの文脈」を意識することができましたが，カリキュラムの工夫と

いうところまで至っていませんでした。 

単元を一つの独立したものと捉えるのではなく，より俯瞰的に見る視点をもつ必要があると感

じました。そのためには，児童に付ける資質・能力をより長いスパンで考える必要もあると考えま

す。 

 

 
 

  今後は，もう一段階視野を広げ，全教育課程を俯瞰して「総合的な学習の時間」の単元を考えて

いくことが求められると考えます。 

どの時期に，どの資質・能力を，どの位身に付けさせるのかを考えて，単元を構想していきた

いと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

成果 

課題 

実践を踏まえての展望 

教科等の見方・考え方でアプローチ 自らの生活を
俯瞰的に捉える

世の中に求められている
資質・能力

総合的な学習の時間を通じた教科横断的な学び

家庭
科

算数 etc…国語 社会

探究的な
見方・考え方

く
ら
し 担当するのは，自己の生き方を考えていくための

資質・能力の育成

研究大会の内省を受けて見

つめ直した教科横断的な「学

びの文脈」 

総合的な学習を通じた教科横

断的な学び 


