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本書は、ＨＡＴＯプロジェクト（先導的実践プログラム部門 へき地・小規模校教育プロジェ
クト：平成24年度～平成27年度）の一環として、本学の学生が受講する｢へき地校体験実習｣の
充実に向けて作成した指導書です。

近年では、全国的にも学校統廃合が進む中、多くの地域で小学校や中学校が小規模化している
傾向にあります。特に、北海道は、へき地校や複式学級を有する学校が数多くあり、へき地、複
式、少人数の特性を生かした個に応じた指導方法の改善・充実が求められております。

へき地教育は、｢教育の原点｣と言われてきましたが、へき地・小規模校の指導方法は都市や大
規模校でも応用できる可能性を有しています｡例えば､複式授業における間接指導、異学年指導、
体験的活動、子どもの主体的な学習、地域連携活動等、が挙げられます。

本学を卒業する学生の中には、へき地小規模校に赴任したり、転勤により赴任したりする場合
があります。あるいは、市街地の小規模校に勤務する場合もあります。そのため、本学学校・地
域教育研究支援センター へき地教育研究支援部門としては､へき地・小規模校において即戦力と
なる教員養成に向けて、へき地・複式教育等の講義で使用できる手引書を作成したところです。

本書の内容については、北海道教育大学と北海道教育委員会が共同研究として刊行した「複式
学級における学習指導の在り方～はじめて複式学級を担任する先生へ～｣(平成13年9月)及び｢複
式学級における学習指導の在り方～学年別指導の実践例～｣（平成15年3月)を基に、学習指導要
領改訂の趣旨を踏まえ、指導過程の工夫や評価の在り方等、複式学級における学習指導の具体例
を示しています。本書は､平成25年度に初版を､平成26年度には一部改訂版を刊行してきました｡
へき地・小規模校教育プロジェクト最終年度の平成27年度については､新たに理科の学年別指導
の実践資料を加え、大学生にとっての学びの深化を目指して再改訂版を作成したところです。

本書が、学生にとって、大学における講義や「へき地校体験実習」をはじめ、本学卒業後も学
習指導時の手引として活用され､北海道のへき地･複式教育の充実・発展の一助となることを願っ
ています。

結びに、本書の編集に当たり、御助言をいただいた北海道立教育研究所をはじめ、資料を提供
していただいた関係の皆様に深く感謝を申し上げます。

なお、ホームページへの掲載に当たり、本書初版から改訂版作成まで参考にしてきました文献
一覧も併せて掲載いたします。本書が多くの皆様によって活用いただければ幸甚です。
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1-1  ＨＡＴＯ連携大学所在地の学校状況

１ 学校やへき地指定校の状況 
学校やへき地指定校（以下、「へき地校」という）の数は、児童生徒数の減少による小・中

学校の統廃合が進められたこともあり減少傾向にあります。この傾向は都市部でも同様である
ことが、毎年、文部科学省が行っている学校基本調査で明らかになっています。 

２ ＨＡＴＯ連携大学所在地における学校状況 

ＨＡＴＯ連携大学所在地の都道府県においても、全国と同様に学校数やへき地校数は減少し
ています。ここでは、ＨＡＴＯ連携大学所在地の公立小学校のデータを基に、10年前の数値と
比較しながら、考察してみましょう。 

（１）ＨＡＴＯ連携大学所在地の公立小学校 
①学校数（全国公立小学校数 〔平成27年度〕20,302校 〔平成17年度〕22,856校）

②へき地校数（全国へき地等指定公立小学校数 〔平成27年度〕2,007校 〔平成17年度〕3,664校） 
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ＨＡＴＯ連携大学とは、北海道教育大学（Ｈ）、愛知教育大学（Ａ）、東京学芸大学（Ｔ）、大
阪教育大学（Ｏ）を指し、へき地・小規模校教育に関するプロジェクト研究を推進しています。
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H27 H17 【考察のポイント】 
○ ４都道府県ごとに、
①と②のグラフを関連
付けながら、どのよう
な傾向があるのかを考
えてみましょう。

○ ４都道府県ごとに、
学校数やへき地校数の
減少の要因を様々な視
点から考えてみましょ
う。
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1-2 複式における学習指導の在り方を 
学ぶに当たって 

複式学級における学習指導の在り方を学ぶに当たって、北海道の地域、学校の状況、児童生徒
の実態等を把握しておくことが大切です。

１ 北海道の面積、人口等の様子 

２ 北海道内の規模別学校数及びへき地指定学校数 
（１）学級規模別学校数等

 

・四季の変化に富ん
でいます。

・雄大な自然に恵ま
れています。

【面積】
・全国の約22％を占めています。（およそ九州

の２倍の大きさ）
・十勝管内は岐阜県とほぼ同じ大きさです。

【人口】
・全国の約４.３％で、全国８番
目です。

・人口密度は６９人です。全国
で一番少ないです。

・札幌市を含む石狩管内は、道
内の人口の約４割を占めてい
ます。

179市町村 

（35市 129町 15村）

※学級数には特別支援学級を含んでいます。 

※休校の８校は含んでいません。 

＜参考＞
「小規模校」
小規模校の規定については、学校教育法施行規則第41条では、小学校における標準学級数を

12～18学級としています。したがって、これに満たない11学級以下を｢小規模校｣として扱うこ
とがあります。  

（平成 26 年 10 月 1 日現在） 
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以下の規模になっています。 

教育便覧 北海道教育委員会 2015 
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（２）北海道のへき地学校数 
北海道におけるへき地学校数は、小学校、中学校ともに約４割となっています。へき地級

数は、「へき地教育振興法」及び「へき地教育振興法施行規則」に基づいて、各都道府県が
条例によって定めています。 

 【小学校（公立）】 

 
 
 
 
 
        

【中学校（公立）】 
 
 
 
 
 
（３）北海道の複式学級学校数の現状 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度 学校数 へき地 
学校数 

割合 
(％) 

へき地級別学校数 
５級 ４級 ３級 ２級 １級 準へき地 特別地

Ｈ27 1099 403 36.7 8 11 43 94 155 64 28
Ｈ22 1241 531 42.8 8 15 58 130 213 72 34
Ｈ17 1401 749 53.5 7 19 96 180 291 95 61

年度 学校数 へき地 
学校数 

割合 
(％) 

へき地級別学校数 
５級 ４級 ３級 ２級 １級 準へき地 特別地

Ｈ27 612 233 38.1 7 4 19 50 89 51 13
Ｈ22 657 264 40.2 7 4 24 61 97 54 17
Ｈ17 700 641 48.7 6 8 33 69 132 58 35

校種 学校数 複式学級学校数 割合(％)

小学校 1099 318 28.9
中学校 612 42 6.9

校種 学校数 複式学級学校数 割合(％)

小学校 1241 424 34.2
中学校 657 47 7.2

（平成 27年 5月 1日現在） 

 

教育便覧 北海道教育委員会 2015 

【宗谷管内】 

26校(63.4%) 
H22  33校(70.2%) 

教育便覧 北海道教育委員会 2015,2010 

北海道内の小学校において
は、1099校中 318校（28.9％）
に複式学級があります。 

＜参考＞（平成 22年 5月 1日現在） 

【後志管内】 

21校(31.8%) 
H22  25校(34.2%) 

【上川管内】
49校(38.3%) 
H22  54校(40.6%) 

【留萌管内】 

6校(33.3%) 
H22  13校(52.0%) 

【釧路管内】 

24校(39.3%) 
H22  33校(47.1%) 

【根室管内】 

10校(37.0%) 
H22  22校(59.5%) 

【ｵﾎｰﾂｸ管内】 

38校(42.2%) 
H22  57校(52.3%) 【石狩管内】

13校(4.7%) 
H22  12校(4.3%) 【空知管内】 

13校(19.4%) 
H22  26校(29.2%) 

【十勝管内】
41校(42.3%) 
H22  44校(42.7%) 

【渡島管内】 

34校(35.1%) 
H22  43校(40.5%) 

【日高管内】
12校(42.9%) 
H22  18校(48.6%) 

【胆振管内】
20校(24.1%) 
H22  21校(23.6%) 【檜山管内】 

11校(50.0%) 
H22  23校(63.9%) 

各管内の複式学級学校数
【小学校】 

【◯◯管内】
28校(65.1%)
H22  33校(70.2%)

・管内名 

・平成27年度の複式学級学校数及び割合 
・平成22年度の複式学級学校数及び割合 
 を示しています。 
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３ へき地教育とは 
 交通条件及び自然的、文化的諸条件に恵まれない地域に所在しており、各都道府県の条例に
よって指定された小・中学校で行われる教育です。 

 
 
 
 
４ へき地教育の三特性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

５ へき地・小規模校の利点を生かした教育活動 
へき地・小規模校は、交通条件や自然的、文化的

諸条件に恵まれない地域に所在していることや、少
人数のため学習活動に制限がある場合があります
が、次に示すメリットがあります。 

 

 

【平成１７年度】 
 都道府県 学校数 へき地学校数 割合 
１ 北海道 1,401 749 53.5%
２ 鹿児島 605 295 48.8%
３ 高知 312 136 43.6%
４ 島根 269 99 36.8%
５ 沖縄 280 102 36.4%
６ 長崎 410 142 34.6%
７ 岩手 445 143 32.1%
８ 徳島 273 84 30.8%
９ 大分 367 102 27.8%
10 青森 399 105 26.3%

【平成２７年度】 
 都道府県 学校数 へき地学校数 割合 
１ 鹿児島 538 221 41.1%
２ 北海道 1,099 403 36.7%
３ 沖縄 269 89 33.1%
４ 高知 238 72 30.3%
５ 長崎 353 97 27.5%
６ 島根 210 57 27.1%
７ 岩手 340 75 22.1%
８ 大分 294 52 17.7%
９ 愛媛 295 48 16.3%
10 新潟 484 78 16.1%

 

地域資源を生かした体験活動の充実 

問題解決能力の育成 

個に応じた指導の充実

へき地校だからこそできることがたくさんあります。へき地教育の特性
を生かした教育活動を行い、児童生徒の力を伸ばすことが大切です。 

  

 へき地性 
  
 小規模性 
  
 複式形態 

 学校基本調査 文部科学省

【全国のへき地学校数（小学校）】 

へき地性 複式形態 小規模性 

 各学校や学級においては、
へき地の学校、小規模学校、
複式学校が持つ特性を見直
し、その利点をより積極的に
生かし、教育の効果を上げて
いくことが大切です。 

【三特性】 【三特性を生かした教育活動】 

【へき地教育振興法 第２条】平成27年７月15日 最終改正 

（前略）「へき地学校」とは、交通条件及び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれない
山間地、離島その他の地域に所在する公立の小学校及び中学校（中略）をいう。 

10 年後 

　へき地校だからこそできることがたくさんあります。へき地教育の特性
を生かした教育活動を行い、児童生徒の力を伸ばすことが大切です。

　各学校や学級においては、
へき地の学校、小規模学校、
複式学校が持つ特性を見直
し、その利点をより積極的に
生かし、教育の効果を上げて
いくことが大切です。
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・教職員の共通理解が図りやすく、協力的な指導体制を組織することができる。 

・教員と児童生徒の関係が密接で、相互の信頼関係を形成しやすい。 

・学校と地域の関係が密接で、相互の信頼関係を形成しやすい。 

・個々の児童生徒の到達状況に合わせた学習指導・生徒指導が行いやすい。 

・複式学級の場合、自主学習・集団学習を行う習慣を形成しやすい。 

・自然体験学習をはじめとして、体験学習をカリキュラムに組み込みやすい。 

・児童生徒が、地域社会の協同性を学習しやすい。 

・異年齢集団による縦割り指導を行いやすい。 

・一つの学級が少人数のため、個に応じた指導の充実を図ることができる。 

・児童生徒同士の関係が密接で、相互の信頼関係を形成しやすい。 

・小規模で学校環境･地域環境がよいために、児童生徒の問題行動が少ない。 

・児童生徒に、個人主義的ではなく、協力的な姿勢がある。 

・児童生徒に忍耐力がある。 

・少人数で誰もが児童会・生徒会やクラスの役員になり、活躍の場がある。 

 
６ 複式教育・複式学級 
  複式教育とは、２個学年以上の児童生徒を、一つの学級に編制した複式学級において行われ
る教育です。 

  また、国で定める学級編制基準に照らして、児童生徒が 

 少ないために、１つの学年での児童生徒だけで学級を編制 

 できない場合には、同一学級に２学年を収容して学級を編 

 制することがあります。このような学級を複式学級と呼ん 

 でいます。 

（１）学級編制の例 

＜例１＞                 
  

 

 

＜例２＞ 

 

 

 
 
７ 複式学級の特性 

平成27年度「学校教育の手引～新しい先生のために～」（北海道教育委員会） 

 
 

長所と思われること 課題と思われること 

◇学級の児童生徒が異学年で構成され、学級の構成
員が毎年変わる。 

◇児童生徒が互いに親密な関係をもっている。 

◇少人数で、児童生徒一人一人に応じた指導が行い
やすい。 

◇協力者とリーダーという二つの立場を経験でき
る。 

◇学年別の指導の場合、児童生徒は、教師がつかな
い時間帯に、数多くの自学自習を経験できる。 

◇学年や性別による児童生徒数に偏りがあ
る。 

◇交流の相手が限定されるため、学習場面で
多面的に考えながら討議を展開することな
どが難しい。 

◇大きな集団での社会的経験の場や機会が不
足がちになる。 

◇児童生徒の年齢や学年が異なるため、個々
の能力差、個人差が大きい。 

複式学級を有する学校では、学級編制が毎年のように変わったり、教
員の人事異動により指導体制が大きく変わったりすることが考えられ
ますが、複式学級のよさを生かす教育活動を展開することが大切です。 

 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 計 
児童数 ３ ２ １ ６ ３ ２ 17 
学級数 １ １ １ ３ 

 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 計 
児童数 ８ ２ １ ０ １ １ 13 
学級数 １ １ 欠 １ ３ 

複式学級の様子 

校種 区分 児童（生徒）の数

小学校 
同学年の児童で編制する
学級 

４０人 
（１年生は３５人）

二の学年の児童で編制す
る学級 

１６人 
（１年生は８人） 

中学校 
同学年の生徒で編制する
学級 

４０人 

二の学年の生徒で編制す
る学級 

８人 

公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関
する法律（最終改正 平成27年7月15日）

 
　複式学級を有する学校では、学級編制が毎年のように変わったり、教
員の人事異動により指導体制が大きく変わったりすることが考えられま
すが、複式学級のよさを生かす教育活動を展開することが大切です。
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８ 複式学級における学習指導 
単式の学級における学習過程は、｢導入→展開→終末｣の３段階が一般的です。 

しかし、複式学級においては、一人の教師が、１単位時間の中で、両学年を指導することか
ら、学習過程を「課題把握→解決努力→定着→習熟・応用」の４段階とし、４段階の過程をず
らして授業を組みます。そして、教師は２個学年を移動して指導に当たります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 複式学級同士、複式学級を有する学校同士の連携 
へき地･小規模校では、児童生徒の人数が少ないため、人間関係が固定化し、切磋琢磨した

り、新たな人間関係をつくったりする機会や自己表現したりする機会に乏しいことが挙げられ
ます。そのため、複式学級や複式学級を有する学校等が連携し、次に示すような教育活動を展
開しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下学年 上学年 
学習過程 学習過程 

課題把握 習熟・応用

解決努力 課題把握 

定  着 解決努力 

習熟・応用 定  着 

学習
過程 学習活動 

導
入

・本時の課題をつか
み、主体的に学習
に取り組もうと
する。 

展
開

・既習事項や新たな
考えを生かし、問
題解決に取り組
む。 

・学び合いを通し
て、考えを明らか
にしたり深めた
りする。 

終
末

・学んだことを振り
返り理解しよう
とする。 

・練習問題を通して
学習内容が定着
したか確かめる。 

学習 
過程 学習活動 

課
題
把
握 

・学習課題が分か
り、解決への見通
しをもつ。 

解
決
努
力 

・.自分なりの方法で
解決に向けて努力
する。 

定
着 

・学習結果を交流し、
学習を見つめ、学
習事項が分かる。

習
熟
・
応
用 

・学習を深めたり、
自己評価を行った
りして、次の学習
への意欲をもつ。

学習過程 
３段階 

学習過程 
４段階 

複式学級における 
学習過程 

＜合同学習＞ 

３個学年以上合わせ
て構成し、学習します。

＜交流学習＞ 

へき地の小規模校と都
市の大規模校等、学校規
模や生活環境の異なる学
校間で交流をします。 

＜集合学習＞
近隣の小規模校の児童

生徒が一か所に集まり、
関係学校の教師の指導の
もとで学習します。 

    【 先生方の願い 】
・多人数にすることで広がりをもった活動をさせたい。 

・多様な考えに触れさせ、思考の深まりを実感させたい。 

・多人数の中で、自分の思いを実現させたい。 

・自分や友達のよさを再発見させたい。 

・教科や教材の持ち味を感じさせたい。 

学習指導についての詳細は、２章以降に記載しています。 

詳細は、２章
に記載してい
ます。 

.学習
過程

.学習 
過程 

　学習指導についての詳細は、２章以降に記載しています。  

 

　詳細は、２章
に記載していま
す。
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2-1  確かな学力の育成 

１ 生きる力 
学校教育においては、児童生徒の現状を踏まえ、「生きる力」をはぐくむという理念のもと、

知識や技能の習得とともに思考力・判断力・表現力などの育成を重視しています。

「生きる力」とは 
変化の激しい社会を担う児童生徒に必要な力は、基礎・基本を確実に身に付け、いかに

社会が変化しようと、自ら課題を見付け、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、行動し、
よりよく問題を解決する資質や能力、自らを律しつつ、他人とともに協調し、他人を思い
やる心や感動する心などの豊かな人間性、たくましく生きるための健康や体力など

２ 確かな学力の育成に向けて 
確かな学力を育成するためには、基礎的・基本的な知識・技能を確実に習得させること、こ

れらを活用して課題を解決するために必要な思考力・判断力・表現力その他の能力をはぐくむ
ことの双方が重要であり、これらのバランスを重視する必要があります。

３ 「学力」の３要素 

●基礎的・基本的な知識・技能
●知識・技能を活用して課題を解決する
ために必要な思考力・判断力・表現力

●主体的に学習に取り組む態度

学校教育法第３０条第２項 

（略）生涯にわたり学習する基盤が培われるよ
う、基礎的な知識及び技能を習得させるととも
に、これらを活用して課題を解決するために必要
な思考力、判断力、表現力その他の能力をはぐく
み、主体的に学習に取り組む態度を養うことに、
特に意を用いなければならない。 

「学習指導要領」とは？ 
 全国のどの地域で教育を受けても、一
定の水準の教育を受けられるようにす
るため、文部科学省では、学校教育法等
に基づき、各学校で教育課程を編成する
際の基準を定めています。これを「学習
指導要領」といいます。

小学校学習指導要領解説総則編 

（平成20年８月 文部科学省） 

「確かな学力」と「豊かな心」を子どもたちにはぐくむために 文部科学省 平成１６年

「学習指導要領」とは？

　全国のどの地域で教育を受けても、一
定の水準の教育を受けられるようにす
るため、文部科学省では、学校教育法等
に基づき、各学校で教育課程を編成する
際の基準を定めています。これを「学習
指導要領」といいます。

2-1  確かな学力の育成 

１ 生きる力
学校教育においては、児童生徒の現状を踏まえ、「生きる力」をはぐくむという理念のもと、

知識や技能の習得とともに思考力・判断力・表現力などの育成を重視しています。

「生きる力」とは 
変化の激しい社会を担う児童生徒に必要な力は、基礎・基本を確実に身に付け、いかに

社会が変化しようと、自ら課題を見付け、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、行動し、
よりよく問題を解決する資質や能力、自らを律しつつ、他人とともに協調し、他人を思い
やる心や感動する心などの豊かな人間性、たくましく生きるための健康や体力など

２ 確かな学力の育成に向けて
確かな学力を育成するためには、基礎的・基本的な知識・技能を確実に習得させること、こ

れらを活用して課題を解決するために必要な思考力・判断力・表現力その他の能力をはぐくむ
ことの双方が重要であり、これらのバランスを重視する必要があります。

３ 「学力」の３要素

●基礎的・基本的な知識・技能
●知識・技能を活用して課題を解決する
ために必要な思考力・判断力・表現力

●主体的に学習に取り組む態度

学校教育法第３０条第２項
（略）生涯にわたり学習する基盤が培われるよ
う、基礎的な知識及び技能を習得させるととも
に、これらを活用して課題を解決するために必要
な思考力、判断力、表現力その他の能力をはぐく
み、主体的に学習に取り組む態度を養うことに、
特に意を用いなければならない。

「学習指導要領」とは？
全国のどの地域で教育を受けても、一

定の水準の教育を受けられるようにす
るため、文部科学省では、学校教育法等
に基づき、各学校で教育課程を編成する
際の基準を定めています。これを「学習
指導要領」といいます。

小学校学習指導要領解説総則編
（平成20年８月 文部科学省）

「確かな学力」と「豊かな心」を子どもたちにはぐくむために 文部科学省 平成１６年
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  2-2  求められる学習指導  

 

 

１ 小・中学校学習指導要領等の改訂のポイント 
 

 

 

 

 

２ 今、求められる学習指導の在り方 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

３ 各教科の指導に当たっての配慮事項 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【基礎的・基本的な知識・技能の習得の重視】 
●社会の変化や科学技術の進展等に伴い児
童生徒に指導することが必要な知識・技能
について、しっかりと教えます。 

●つまずきやすい内容の確実な習得を図
るための繰り返し学習を行います。 

【思考力・判断力・表現力等の育成の重視】 
●各教科等の指導の中で、観察・実験やレ
ポートの作成など、知識・技能を活用す
る学習活動を充実します。 

●教科等を横断した課題解決的な学習や
探究的な活動を充実します。 

教育基本法改正等で明
確になった教育の理念を
踏まえ、「生きる力」を育
成します。 

道徳教育や体育などの
充実により、豊かな心や健
やかな体を育成します。 

知識・技能の習得と思考
力・判断力・表現力等の育成
のバランスを重視し、授業時
数を増加します。 

【言語活動の充実】 
児童の思考力・判断力・表現力等をはぐくむ観点から、

基礎的・基本的な知識及び技能の活用を図る学習活動を
重視するとともに、言語に対する関心や理解を深め、言
語に関する能力の育成を図る上で必要な言語環境を整
え、児童の言語活動を充実すること 

【個に応じた指導の充実】 
児童が学習内容を確実に身に付けることができるよう、学校や児童の実態に応じ、個別

指導やグループ別指導、繰り返し指導、学習内容の習熟の程度に応じた指導、児童の興味・
関心等に応じた課題学習、補充的な学習や発展的な学習などの学習活動を取り入れた指
導、教師間の協力的な指導など指導方法や指導体制を工夫改善し、個に応じた指導の充実
を図ること 

【問題解決的な学習・体験活動の充実】 
体験的な学習や基礎的・基本的な知識及び技能を活用

した問題解決的な学習を重視するとともに、児童の興
味・関心を生かし、自主的、自発的な学習が促されるよ
う工夫すること

小学校学習指導要領（平成27年３月一部改正 文部科学省）

「ゆとり」か「詰め込み」か、ではなく、基礎的・基本的な知識・技
能の習得と思考力・判断力・表現力等の育成との両方をバランスよくは
ぐくむことが大切です。 

【見通し】 
児童が学習の見通し

を立てたり学習したこ
とを振り返ったりする
活動を計画的に取り入
れるよう工夫すること 

　「ゆとり」か「詰め込み」か、ではなく、基礎的・基本的な知識・技能の
習得と思考力・判断力・表現力等の育成との両方をバランスよくはぐくむ
ことが大切です。

 

  

 

  2-2  求められる学習指導  

 

 

１ 小・中学校学習指導要領等の改訂のポイント 
 

 

 

 

 

２ 今、求められる学習指導の在り方 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

３ 各教科の指導に当たっての配慮事項 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【基礎的・基本的な知識・技能の習得の重視】 
●社会の変化や科学技術の進展等に伴い児
童生徒に指導することが必要な知識・技能
について、しっかりと教えます。 

●つまずきやすい内容の確実な習得を図
るための繰り返し学習を行います。 

【思考力・判断力・表現力等の育成の重視】 
●各教科等の指導の中で、観察・実験やレ
ポートの作成など、知識・技能を活用す
る学習活動を充実します。 

●教科等を横断した課題解決的な学習や
探究的な活動を充実します。 

教育基本法改正等で明
確になった教育の理念を
踏まえ、「生きる力」を育
成します。 

道徳教育や体育などの
充実により、豊かな心や健
やかな体を育成します。 

知識・技能の習得と思考
力・判断力・表現力等の育成
のバランスを重視し、授業時
数を増加します。 

【言語活動の充実】 
児童の思考力・判断力・表現力等をはぐくむ観点から、

基礎的・基本的な知識及び技能の活用を図る学習活動を
重視するとともに、言語に対する関心や理解を深め、言
語に関する能力の育成を図る上で必要な言語環境を整
え、児童の言語活動を充実すること 

【個に応じた指導の充実】 
児童が学習内容を確実に身に付けることができるよう、学校や児童の実態に応じ、個別

指導やグループ別指導、繰り返し指導、学習内容の習熟の程度に応じた指導、児童の興味・
関心等に応じた課題学習、補充的な学習や発展的な学習などの学習活動を取り入れた指
導、教師間の協力的な指導など指導方法や指導体制を工夫改善し、個に応じた指導の充実
を図ること 

【問題解決的な学習・体験活動の充実】 
体験的な学習や基礎的・基本的な知識及び技能を活用

した問題解決的な学習を重視するとともに、児童の興
味・関心を生かし、自主的、自発的な学習が促されるよ
う工夫すること

小学校学習指導要領（平成27年３月一部改正 文部科学省）

「ゆとり」か「詰め込み」か、ではなく、基礎的・基本的な知識・技
能の習得と思考力・判断力・表現力等の育成との両方をバランスよくは
ぐくむことが大切です。 

【見通し】 
児童が学習の見通し

を立てたり学習したこ
とを振り返ったりする
活動を計画的に取り入
れるよう工夫すること 
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  2-3  言語活動の充実  
 
 
１ 言語活動の充実の意義  

言語は知的活動（論理や思考）の基盤であるとともに、コミュニケーションや感性・情緒の
基盤でもあり、豊かな心をはぐくむ上でも、言語に関する能力を高めていくことが重要です。
そのため、言語に関する能力の育成を重視し、各教科等において言語活動を充実することが大
切です。 
 

２ 学習指導要領における言語活動の充実 
  言語活動の充実について、学習指導要領には次のように書かれています。 
 

小学校学習指導要領解説 総則編 
１ 児童の言語環境の整備と言語活動の充実（第１章第４の２(1)） 
 (1) 各教科等の指導に当たっては、児童の思考力、判断力、表現力等をはぐくむ観点か

ら、基礎的・基本的な知識及び技能の活用を図る学習活動を重視するとともに、言語
に対する関心や理解を深め、言語に関する能力の育成を図る上で必要な言語環境を整
え、児童の言語活動を充実すること。 

 
各教科等における言語活動は、国語科で培った能力を基本として充実する必要があります。

その際、各教科等の特質を踏まえつつ、国語科との関連を図りながら取り組む必要があります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「授業改善の栞」（平成23年４月 北海道教育庁オホーツク教育局） 
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ら、基礎的・基本的な知識及び技能の活用を図る学習活動を重視するとともに、言語
に対する関心や理解を深め、言語に関する能力の育成を図る上で必要な言語環境を整
え、児童の言語活動を充実すること。 

 

各教科等における言語活動は、国語科で培った能力を基本として充実する必要があります。
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「授業改善の栞」（平成23年４月 北海道教育庁オホーツク教育局） 

- 3 -

（１） 各教科等の目標を実現するための手立てとして

国 語

基本的な国語の力を定着させたり、言葉の美しさやリズムを体感させ

たりするとともに、発達の段階に応じて、記録、要約、説明、論述と

いった言語活動を行う能力を培う

各教科等の目標を実現

するための

手立てとして

２ 言語活動の充実のポイント

言語活動

生活

各教科等における言語活動は、国語科で培った能力を基本に充実を図る必要があ

ります。その際、各教科等の特質を踏まえつつ国語科との関連を図りながら取り組

む必要があります。

算数・数学

理科

社会

図画工作・美術

家庭・技術家庭 音楽

道徳

総合的な学習の時間

外国語活動、外国語

体育・保健体育

特別活動

生活

言語活動を充実

「言語活動の充実」が目的ではな

く、あくまで各教科等の目標を実現す

ることが目的です。

「授業改善の栞」（平成 23年４月　北海道教育庁オホーツク教育局）
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３ 思考力・判断力・表現力をはぐくむ学習活動 
 思考力・判断力・表現力等をはぐくむためには、例えば、次の①～⑥のような学習活動が重
要であり、このような活動を各教科等において行うことが大切です。

① 体験から感じ取ったことを表現する
(例）日常生活や体験的な学習活動の中で感じ取ったことを言葉や歌、絵、身体など

を用いて表現する 
② 事実を正確に理解し伝達する

(例）身近な動植物の観察や地域の公共施設等の見学の結果を記述・報告する
③ 概念・法則・意図などを解釈し、説明したり活用したりする

(例）需要、供給などの概念で価格の変動をとらえて生産活動や消費活動に生かす
(例）衣食住や健康・安全に関する知識を活用して自分の生活を管理する

④ 情報を分析・評価し、論述する
(例）学習や生活上の課題について、事柄を比較する、分類する、関連付けるなど考

えるための技法を活用し、課題を整理する 
(例）文章や資料を読んだ上で、自分の知識や経験に照らし合わせて、自分なりの考

えをまとめてＡ４・１枚(1000字程度）といった所与の条件の中で表現する 
(例）自然事象や社会的事象に関する様々な情報や意見をグラフや図表などから読み

取ったり、これらを用いて分かりやすく表現したりする 
(例）自国や他国の歴史・文化・社会などについて調べ、分析したことを論述する 

⑤ 課題について、構想を立て実践し、評価・改善する
(例）理科の調査研究において、仮説を立てて、観察・実験を行い、その結果を整理

し、考察し、まとめ、表現したり改善したりする 
(例）芸術表現やものづくり等において、構想を練り、創作活動を行い、その結果を

評価し、工夫・改善する 
⑥ 互いの考えを伝え合い、自らの考えや集団の考えを発展させる

(例）予想や仮説の検証方法を考察する場面で、予想や仮説と検証方法を討論しなが
ら考えを深め合う 

(例）将来の予測に関する問題などにおいて、問答やディベートの形式を用いて議論
を深め、より高次の解決策に至る経験をさせる 

４ 言語環境の整備 
 児童生徒の言語活動は、児童生徒を取り巻く言語環境によって影響を受けることが大きいこ
とから、学校生活全体における言語環境を望ましい状態に整えておくことが大切です。

① 教師は正しい言語で話し、黒板などに正確で丁寧な文字を書くこと
② 校内の掲示板やポスター、児童に配布する印刷物において用語や文字を適正に使用す
ること

③ 校内放送において、適切な言葉を使って簡潔に分かりやすく話すこと
④ 適切な話し言葉や文字が用いられている教材を使用すること
⑤ 教師と児童、児童相互の話し言葉が適切に行われるような状況をつくること
⑥ 児童が集団の中で安心して話ができるような教師と児童、児童相互の好ましい人間関
係を築くこと

言語活動の充実に関する指導事例集～思考力、判断力、表現力等の育成に向けて～【小学校版】（平成23年10月 文部科学省） 
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【教育課程編成の原則】 
○法令及び学習指導要領に従うこと 

○児童生徒の人間として調和のとれた育
成を目指すこと 

○地域や学校の実態を十分に考慮するこ
と 

○児童生徒の心身の発達の段階と特性を
十分に考慮すること 

   

  2-4  教育課程の編成  

 

 

１ 教育課程とは 
 
 
 

①学校教育の目的や目標 教育基本法及び学校教育法に示されている。 
②教育の内容 学校教育法施行規則及び学習指導要領に各教科等の種類や目標、

指導内容等についての基準が示されている。 
③授業時数 学校教育法施行規則に各教科等の標準授業時数を定めている。 

 
２ 教育課程の編成・実施 
  学校は、公の性質を有するものであることから、全国的に一定の教育水準を確保し、全国ど
こにおいても同水準の教育を受けることのできる機会を国民に保障することが求められます。
そのため、各学校では適切に教育課程を編成し、実施していきます。 

  教育課程の編成に当たっては、法令や学習指導要領の内容について十分理解するとともに創
意工夫を加え、学校の特色を生かした教育課程を編成することが大切です。編成後、各教科等
の学年ごとの具体的な指導の目標や内容、授業時数などを定めた具体的な指導計画を作成して、
教育活動を実施していきます。 

 
           国が定めた教育課程の 
           基準 
 
           学校の特色を生かした 
           教育課程 
 
           教育課程を具体化した 
           計画 
 
３ 授業時数の取扱い 
  各学年における各教科等の授業時数は、学校教育法施行規則第51条において定められていま
す。各学校では、年度当初の計画段階から定められた授業時数を下回って教育課程を編成する
ことはできません。また、各教科等の授業は年間35週（小学校第１学年は34週）以上にわたっ
て行うよう計画します。 

＜標準授業時数＞（平成27年度） ※例として小学校第５学年のみ掲載しています。 

区分 

各教科の授業時数 道徳の 
授業時
数 

外国語活
動の授業
時数 

総合的な
学習の時
間の授業
時数 

特別活動
の授業時
数 

総授業
時数 

国語 社会 算数 理科 生活 音楽 図画
工作 家庭 体育 

第５学年 175 100 175 105  50 50 60 90 35 35 70 35 980 
 ※この表の授業時数の１単位時間は、45分として計算する。 

 教育課程とは、①学校教育の目的や目標を達成するために、②教育の内容を児童生徒の心身の
発達に応じ、③授業時数との関連において総合的に組織した学校の教育計画である。 

学習指導要領 

各学校の教育課程

指導計画 

【教育課程編成の原則】 
○法令及び学習指導要領に従うこと 

○児童生徒の人間として調和のとれた育
成を目指すこと 

○地域や学校の実態を十分に考慮するこ
と 

○児童生徒の心身の発達の段階と特性を
十分に考慮すること 

   

  2-4  教育課程の編成  

 

 

１ 教育課程とは 
 
 
 

①学校教育の目的や目標 教育基本法及び学校教育法に示されている。 
②教育の内容 学校教育法施行規則及び学習指導要領に各教科等の種類や目標、

指導内容等についての基準が示されている。 
③授業時数 学校教育法施行規則に各教科等の標準授業時数を定めている。 

 
２ 教育課程の編成・実施 
  学校は、公の性質を有するものであることから、全国的に一定の教育水準を確保し、全国ど
こにおいても同水準の教育を受けることのできる機会を国民に保障することが求められます。
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  教育課程の編成に当たっては、法令や学習指導要領の内容について十分理解するとともに創
意工夫を加え、学校の特色を生かした教育課程を編成することが大切です。編成後、各教科等
の学年ごとの具体的な指導の目標や内容、授業時数などを定めた具体的な指導計画を作成して、
教育活動を実施していきます。 
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３ 授業時数の取扱い 
  各学年における各教科等の授業時数は、学校教育法施行規則第51条において定められていま
す。各学校では、年度当初の計画段階から定められた授業時数を下回って教育課程を編成する
ことはできません。また、各教科等の授業は年間35週（小学校第１学年は34週）以上にわたっ
て行うよう計画します。 

＜標準授業時数＞（平成27年度） ※例として小学校第５学年のみ掲載しています。 

区分 
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 教育課程とは、①学校教育の目的や目標を達成するために、②教育の内容を児童生徒の心身の
発達に応じ、③授業時数との関連において総合的に組織した学校の教育計画である。 

学習指導要領 

各学校の教育課程

指導計画 
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【評価規準】とは　　
　評価規準とは、学習指導要領に示す目
標の実現状況を判断するためのよりどこ
ろとなるものです。
教科の目標だけでなく、領域や内容項目
レベルの学習指導のねらいが、児童生徒
の学習状況として実現されたかを具体的
に示しています。

 

  

 

  2-5  評価活動の充実    

 

 

１ 学習評価の基本的な考え方 
 全ての児童生徒が「分かる、できる」授業を目指して、一人一人の目標の実現状況を評価し、
指導の改善に生かすことが大切です。そのためには、学習評価を通じて、学習指導の在り方を
見直すことや個に応じた指導の充実を図ることが大切です。 

 

２ 評価の時期 
・診断的評価…事前の理解度、興味・関心の傾向を確認するため行われる評価 例）事前テスト 

・形成的評価…学習の指導過程において行われる評価 例）小テスト 

・総括的評価…指導後のまとめとして行われる評価 例）単元テスト 

 

３ 評価活動の手順 
① .評価目標を設定する。 

② 評価の観点を明らかにする。 

③ 評価の場面と機会を選択する。 

④ 評価用具を選択し、検討する。 

⑤ 評価結果を収集し、記録し、解釈する。 

⑥ 評価をフィードバックする。 

 

 

４ ４つの観点とその趣旨 
学習指導においては、各教科等の目標の到達状況を把握することが大切です。また、４つの

観点から、学習指導の過程や成果を総合的に把握するために評価規準を設定し、それに沿って
学習状況を把握し、児童生徒一人一人の学習指導の支援に生かすことが大切です。 

学習評価の改善充実（平成24年３月 北海道教育委員会） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

観点別評価の 

観点項目 

評価内容 

 

関心・意欲・態度 各教科が対象としている学習内容に関心をもち、自ら課題に取り組も
うとする意欲や態度を身に付けているか。 

 

思考・判断・表現 それぞれの教科の知識・技能を活用して課題を解決すること等のため
に必要な思考力・判断力・表現力等を身に付けているか。 

技      能 各教科において習得すべき技能を身に付けているか。 

知 識 ・ 理 解 各教科において、習得すべき知識や重要な概念等を理解しているか。 

関心・意欲・態度

知識・理解 技能 

思考・判断・表現

  

 

  2-5  評価活動の充実    

 

 

１ 学習評価の基本的な考え方 
 全ての児童生徒が「分かる、できる」授業を目指して、一人一人の目標の実現状況を評価し、
指導の改善に生かすことが大切です。そのためには、学習評価を通じて、学習指導の在り方を
見直すことや個に応じた指導の充実を図ることが大切です。 

 

２ 評価の時期 
・診断的評価…事前の理解度、興味・関心の傾向を確認するため行われる評価 例）事前テスト 

・形成的評価…学習の指導過程において行われる評価 例）小テスト 

・総括的評価…指導後のまとめとして行われる評価 例）単元テスト 

 

３ 評価活動の手順 
① .評価目標を設定する。 

② 評価の観点を明らかにする。 

③ 評価の場面と機会を選択する。 

④ 評価用具を選択し、検討する。 

⑤ 評価結果を収集し、記録し、解釈する。 

⑥ 評価をフィードバックする。 

 

 

４ ４つの観点とその趣旨 
学習指導においては、各教科等の目標の到達状況を把握することが大切です。また、４つの

観点から、学習指導の過程や成果を総合的に把握するために評価規準を設定し、それに沿って
学習状況を把握し、児童生徒一人一人の学習指導の支援に生かすことが大切です。 

学習評価の改善充実（平成24年３月 北海道教育委員会） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

観点別評価の 

観点項目 

評価内容 

 

関心・意欲・態度 各教科が対象としている学習内容に関心をもち、自ら課題に取り組も
うとする意欲や態度を身に付けているか。 

 

思考・判断・表現 それぞれの教科の知識・技能を活用して課題を解決すること等のため
に必要な思考力・判断力・表現力等を身に付けているか。 

技      能 各教科において習得すべき技能を身に付けているか。 

知 識 ・ 理 解 各教科において、習得すべき知識や重要な概念等を理解しているか。 

関心・意欲・態度

知識・理解 技能 

思考・判断・表現
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５ 教科の評価の観点及びその趣旨の例  
＜小学校 国語＞ 

＜小学校 算数＞ 

 
６ 評価の方法の工夫 
（１）教師の観察による評価の重視 

児童生徒一人一人にどの程度の資質や能力が身に付いているか、よさや可能性が高められ
ているかなどの状況について、その表情、発言、行動などの観察に重点を置いて把握するこ
とが大切です。 

＜観察をする観点（例）＞ 

① 課題意識をもち、自分なりに意欲的に追究・解決しているか。 

② 追究・解決したことをまとめ、自分なりに表現しているか。 

③ グループ学習などで、自分の考えを確かにしようと協力しているか。 

④ 学習したことを応用したり、新しい学習への意欲をもとうとしたりしているか。 

（２）自己評価や相互評価の充実 

自ら学び続ける意欲をはぐくむためには、児童生徒が自分が行ってきた学習について振り
返る機会が必要です。その方法として、自己を見つめ、自分の学習改善に役立てるなどの自
己評価や、友達のよさに気付き、自分に生かすための相互評価などが挙げられます。 

 
７ 少人数学級における評価の特徴 

 

国語への 

関心・意欲・態度 

話す・聞く能力 書く能力 読む能力 

言語についての 

知識・理解・技能 

国語で伝え合う力を
進んで高めるととも
に、国語に対する関
心を深め、 国語を尊
重しようとする。 

相手や目的、意図に
応じ、話したり聞い
たり話し合ったり
し、自分の考えを明
確にしている。 

相手や目的、意図に
応じ、文章を書き、
自分の考えを明確に
している。 

目的に応じ、内容を
とらえながら本や文
章を読み、自分の考
えを明確にしてい
る。 

伝統的な言語文化に
触れたり、言葉の特
徴やきまり、文字の
使い方などについて
理解し使ったりする
とともに、文字を正
しく整えて書いてい
る。 

算数への 

関心・意欲・態度 

数学的な考え方 

数量や図形についての 

技能 

数量や図形についての 

知識・理解 

数理的な事象に関心をも
つとともに、算数的活動の
楽しさや数理的な処理の
よさに気付き、進んで生活
や学習に活用しようとす
る。 

日常の事象を数理的にと
らえ、見通しをもち筋道立
てて考え表現したり、その
ことから考えを深めたり
するなど、数学的な考え方
の基礎を身に付けている。 

数量や図形についての数
学的な表現や処理にかか
わる技能を身に付けてい
る。 

数量や図形についての豊
かな感覚をもち、それらの
意味や性質などについて
理解している。 

 

自己評価の方法 自己評価の留意点 

・文章記述（ノート、感想文など） 

・自己チェックリスト 

・自己作品分析（新聞、紙芝居など） 

・身体表現（劇化など） 

・話し合い、討議など 

・自分の学習目標をもたせるようにする 

・情意面を評価するようにする 

・新たな課題や気付きをもたせる 

・評価の結果を受けとめて、原因を考えさ
せる 

利 点 欠 点 
・一人一人を見つめることができ、個別の
目標を設定しての評価が可能  

・全人的にとらえる評価が可能 

・評価の処理が容易であり、形成的評価の 

回数の複数回設置が可能 

・事後の指導が容易 

・集団による協力など相互作用に恵まれず
それを必要とする評価が困難  

・少人数のため固定的になりがち  

・主観によるあいまいさ 

・評価しなくても分かるという安易さに陥
りがち 
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  2-6  体験的な学習や問題解決的な学習の充実 

 
学校においては、基礎的・基本的な知識及び技能の確実な定着を図るとともに、それらを活用

して課題を解決するための思考力・判断力・表現力等の能力をはぐくむため、体験的な学習や問
題解決的な学習を充実させることが大切です。 
 

１ 学習指導要領における位置付け 
  体験的な学習や問題解決的な学習の充実について、学習指導要領には次のように書かれてい

ます。 
第４ 指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項 
２ 以上のほか、次の事項に配慮するものとする。 
(2) 各教科等の指導に当たっては、体験的な学習や基礎的・基本的な知識及び技能を活
用した問題解決的な学習を重視するとともに、児童の興味・関心を生かし、自主的、自
発的な学習が促されるよう工夫すること。         

                        小学校学習指導要領解説総則編（平成20年８月 文部科学省） 
２ 問題解決的な学習の流れ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

流れ 配慮点 （算数科の場合） 
① 問題を提示し、疑問

点や追究したい点を
明確にします。 

・..問題や問題の提示方法を工夫し、算数
に対する興味・関心を高めます。 

② ①を踏まえて本時の
課題を設定します。 

・.本時の課題を学級全体で確認し、取り
組む内容、方向を明確にします。 

③ 個人で、課題解決に
向けて取り組みま
す。 

・.既習事項や資料をもとに、考えたり、
発表の準備をしたりします。 

④ 自力解決で考えたこ
と、分かったことな
ど、取り組んだ結果
（経過を含めて）を
発表します。 

・.言葉、図、表、式などを用いて、考えた
ことを発表します。 

・.途中までの考えを大切にします。 
・.多様な考えを比較し、類似点や相違点、
.  考えのよさなどを話し合います。 

⑤  本時のまとめをし
ます。 

・.集団解決の内容を踏まえて、本時のま
とめをします。 

⑥ 定着問題に取り組み
ます。 

・本時の学習内容に関わる問題（補充的、
発展的内容を含む）に取り組み、定着
を図ります。 

・この流れは、「いつも」「必ず」ではなく、授業のねらいや児童生徒の実
態に応じて柔軟に対応することが大切です。 

・児童生徒が課題解決意識をもって、主体的に取り組むようにすることが
大切です。 

・解決の過程で、知識や技能の定着、考え方の育成を図ります。 
・定着のための場（まとめ、練習問題等）を確保します。 

とを発表します。 

に対する興味・関心を高めます。 

・この流れは、「いつも」「必ず」ではなく、授業のねらいや児童生徒の実
態に応じて柔軟に対応することが大切です。
・児童生徒が課題解決意識をもって、主体的に取り組むようにすることが
大切です。
・解決の過程で、知識や技能の定着、考え方の育成を図ります。
・定着のための場（まとめ、練習問題等）を確保します。

  

 

  2-6  体験的な学習や問題解決的な学習の充実 

 

学校においては、基礎的・基本的な知識及び技能の確実な定着を図るとともに、それらを活用
して課題を解決するための思考力・判断力・表現力等の能力をはぐくむため、体験的な学習や問
題解決的な学習を充実させることが大切です。 
 

１ 学習指導要領における位置付け 
  体験的な学習や問題解決的な学習の充実について、学習指導要領には次のように書かれてい

ます。 
第４ 指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項 
２ 以上のほか、次の事項に配慮するものとする。 
(2) 各教科等の指導に当たっては、体験的な学習や基礎的・基本的な知識及び技能を活
用した問題解決的な学習を重視するとともに、児童の興味・関心を生かし、自主的、自
発的な学習が促されるよう工夫すること。         

                        小学校学習指導要領解説総則編（平成20年８月 文部科学省） 
２ 問題解決的な学習の流れ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

流れ 配慮点 （算数科の場合） 
① 問題を提示し、疑問

点や追究したい点を
明確にします。 

・問題や問題の提示方法を工夫し、算数
に対する興味・関心を高めます。 

② ①を踏まえて本時の
課題を設定します。 

・本時の課題を学級全体で確認し、取り
組む内容、方向を明確にします。 

③ 個人で、課題解決に
向けて取り組みま
す。 

・既習事項や資料をもとに、考えたり、
発表の準備をしたりします。 

④ 自力解決で考えたこ
と、分かったことな
ど、取り組んだ結果
（経過を含めて）を
発表します。 

・言葉、図、表、式などを用いて、考え
たことを発表します。 

・途中までの考えを大切にします。 
・多様な考えを比較し、類似点や相違点、
考えのよさなどを話し合います。 

⑤ 本時のまとめをしま
す。 

・集団解決の内容を踏まえて、本時のま
とめをします。 

⑤ 定着問題に取り組み
ます。 

・本時の学習内容に関わる問題（補充的、
発展的内容を含む）に取り組み、定着
を図ります。 

・この流れは、「いつも」「必ず」ではなく、授業のねらいや児童生徒の実
態に応じて柔軟に対応することが大切です。 

・児童生徒が課題解決意識をもって、主体的に取り組むようにすることが
大切です。 

・解決の過程で、知識や技能の定着、考え方の育成を図ります。 
・定着のための場（まとめ、練習問題等）を確保します。 

  

 

  2-6  体験的な学習や問題解決的な学習の充実 

 
学校においては、基礎的・基本的な知識及び技能の確実な定着を図るとともに、それらを活用

して課題を解決するための思考力・判断力・表現力等の能力をはぐくむため、体験的な学習や問
題解決的な学習を充実させることが大切です。 
 

１ 学習指導要領における位置付け 
  体験的な学習や問題解決的な学習の充実について、学習指導要領には次のように書かれてい

ます。 
第４ 指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項 
２ 以上のほか、次の事項に配慮するものとする。 
(2) 各教科等の指導に当たっては、体験的な学習や基礎的・基本的な知識及び技能を活
用した問題解決的な学習を重視するとともに、児童の興味・関心を生かし、自主的、自
発的な学習が促されるよう工夫すること。         

                        小学校学習指導要領解説総則編（平成20年８月 文部科学省） 
２ 問題解決的な学習の流れ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

流れ 配慮点 （算数科の場合） 
① 問題を提示し、疑問

点や追求したい点を
明確にします。 

・問題や問題の提示方法を工夫し、算数
に対する興味・関心を高めます。 

② ①を踏まえて本時
の課題を設定します。 

・本時の課題を学級全体で確認し、取り
組む内容、方向を明確にします。 

③ 個人で、課題解決に
向けて取り組みます。 

・既習事項や資料をもとに、考えたり、
発表の準備をしたりします。 

④ 自力解決で考えた
こと、分かったことな
ど、取り組んだ結果
（経過を含めて）を発
表します。 

・言葉、図、表、式などを用いて、考え
たことを発表します。 

・途中までの考えを大切にします。 
・多様な考えを比較し、類似点や相違点、
考えのよさなどを話し合います。 

⑤ 本時のまとめをし
ます。 

・集団解決の内容を踏まえて、本時のま
とめをします。 

⑥ 定着問題に取り組
みます。 

・本時の学習内容に関わる問題（補充的、
発展的内容を含む）に取り組み、定着
を図ります。 

・この流れは、「いつも」「必ず」ではなく、授業のねらいや児童生徒の実
態に応じて柔軟に対応することが大切です。 

・児童生徒が課題解決意識をもって、主体的に取り組むようにすることが
大切です。 

・解決の過程で、知識や技能の定着、考え方の育成を図ります。 
・定着のための場（まとめ、練習問題等）を確保します。 

問題提示 

課題把握 

自力解決

集団解決 

まとめ 

練習問題 
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３ 体験的な学習や問題解決的な学習の活動例   

教 科 活  動  例 

国語科 

・資料を提示しながら説明や報告をしたり、それらを聞いて
助言や提案をしたりすること 

・調べたことやまとめたことについて、討論などをすること
社会科 ・観察や調査・見学、表現活動 

算数科 

・言葉、数、式、図を用いたりして考え、説明する活動 

・目的に応じて表やグラフを選び、活用する活動等の算数 

的活動 

理 科 

・観察、実験の結果を整理し考察する学習活動 

・ものづくりを通した学習活動 

家庭科 ・衣食住や家庭の生活などに関する実践的・体験的な活動 

総合的 

な学習 

の時間 

・自然体験やボランティアなどの社会体験、ものづくり、生
産活動などの体験活動、観察・実験、見学や調査、発表や
討論などの学習活動 

小学校学習指導要領総則編（平成20年８月 文部科学省） 
各教科等の指導においては、学習することの意味を適切に指導しながら、基礎的・基本的な

知識・技能の確実な習得を図るとともに、自主的、自発的な学習を促すことによって、児童生
徒が学習の目的を自覚し、学習における進歩の状況を意識し、進んで学習しようとする態度が
育つよう配慮することが大切です。 

 

 

コラム 「家庭・地域との連携」 
児童生徒は、家庭、学校、地域でそれぞれの影響を受けながら成長していきます。その

ため、へき地・小規模校においては、少人数であることの利点や地域の豊かな環境が身近
にあるという地域性を生かし、家庭や地域の人とともに児童生徒を育てていくという視点
に立つことが大切です。 

 

◎ 地域の教育環境を生かすための観点 

① 地域を学ぶ 

・地域の自然、歴史、文化などについて、地域を知り、地域を理解すること 

② 地域で学ぶ 

・自然体験、社会体験ができる機会を設定すること 

③ 地域に学ぶ 

・地域の人々の思いに触れ、今後の生活や町づくりに主体的に参加・参画すること 

  

 ＜ふるさと学習＞ 

 ｢ふるさとを誇りに思い、ふるさとを愛する心｣をはぐくむために、地域の学習資源や
地域の文化遺産、文化活動などに関わりをもたせた教育活動を展開します。各教科、道徳
科、特別活動、総合的な学習の時間との関連を図ります。 

（活動例） ・地域探検 ・朝市の学習 ・◯◯史跡の学習 ・◯◯牧場の学習  

 

活動をすること
がねらいではあり
ません。 

活動を通して児
童生徒に本単元や
本時でねらいとす
る力を確実に身に
付けさせることが
大切です。 

　活動をすること
がねらいではあり
ません。
　活動を通して児
童生徒に本単元や
本時でねらいとす
る力を確実に身に
付けさせることが
大切です。
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  3-1  複式学級における学習指導の 
            基本的な考え方 

 
１ 複式学級における学習指導 

複式学級の学習指導においては、複式学級の利点を生かすという考え方に立ち、へき地・複
式教育のもつ特質を効果的に取り入れ、一人一人に応じた柔軟な指導をすることが大切です。 

 

【基本的な考え方】  

〇 地域の豊かな環境を生かした体験的な活動を通して、学ぶことの楽しさや達成の喜
びを感じることができるようにするとともに、郷土のよさを理解し、愛する心を培う。 

〇 自らの力で学習を進める間接指導の充実を図り、学習の仕方を身に付けたり、人間
的な触れ合いを深めたりすることができるようにして、主体的な学習態度を育成する。 

〇 異年齢及び少人数のよさを生かし、一人一人の視野を広げたり、思考力・判断力・
表現力などを高めたりし、心豊かに生きる力を育成する。 

 

２ 複式学級の「課題」を「利点」へ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 少人数のため、児童生
徒は、多様な考えにふれ
たり、話合いを通して学
びを深めたりする機会が
不足しがちになる。 

② 学年別の指導の場合、
児童生徒は、教師の直接
的な指導を受ける時間が
少ない。 

③ ２個学年で編制してい
るため、学級を構成する
児童生徒が毎年変わるこ
とが多い。 

 

① 少人数であることを生
かし、一人一人に応じた
きめ細かな指導を通し
て、基礎・基本の確実な
定着を図ることができ
る。 

② 数多くの自学自習の経
験を生かし、自ら学び自
ら考える力の育成を図る
ことができる。 

③ ２個学年の児童生徒で
構成されていることを生
かし、上学年と下学年の
関わりを通して、学年を
越えて学び合う態度を育
てることができる。 

 

・個の学習活動を予測し、
それに応じた教具やプリ
ントなどを準備する。 

・学習過程で一人一人の学
習状況を把握し、指導の
改善を図る。 

・個々の進歩や成長を共に
喜ぶ。 

・自分で、あるいは自分た
ちで学習活動を進めるこ
とができるよう、学習環
境を整える。 

・２個学年の学習過程の組
合せを柔軟に考える。 

・自学自習につなげる指導
の在り方を工夫する。 

・上学年にはリーダーとして
の自覚を育てる。 

・下学年には上学年の学び方
を目指して向上しようと
する心を育てる。 

・学年を越えた触れ合いの場
を設定するなどして、共に
助け合い認め合う態度を
培う。 

 
 

 

ポイント１ ポイント３ ポイント２ 

利
点

 
具
体
的
方
策

 
課
題

 

  

  3-1  複式学級における学習指導の 
            基本的な考え方 

 
１ 複式学級における学習指導 

複式学級の学習指導においては、複式学級の利点を生かすという考え方に立ち、へき地・複
式教育のもつ特質を効果的に取り入れ、一人一人に応じた柔軟な指導をすることが大切です。 
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〇 異年齢及び少人数のよさを生かし、一人一人の視野を広げたり、思考力・判断力・
表現力などを高めたりし、心豊かに生きる力を育成する。 

 

２ 複式学級の「課題」を「利点」へ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 少人数のため、児童生
徒は、多様な考えにふれ
たり、話合いを通して学
びを深めたりする機会が
不足しがちになる。 

② 学年別の指導の場合、
児童生徒は、教師の直接
的な指導を受ける時間が
少ない。 

③ ２個学年で編制してい
るため、学級を構成する
児童生徒が毎年変わるこ
とが多い。 

 

① 少人数であることを生
かし、一人一人に応じた
きめ細かな指導を通し
て、基礎・基本の確実な
定着を図ることができ
る。 

② 数多くの自学自習の経
験を生かし、自ら学び自
ら考える力の育成を図る
ことができる。 

③ ２個学年の児童生徒で
構成されていることを生
かし、上学年と下学年の
関わりを通して、学年を
越えて学び合う態度を育
てることができる。 

 

・個の学習活動を予測し、
それに応じた教具やプリ
ントなどを準備する。 

・学習過程で一人一人の学
習状況を把握し、指導の
改善を図る。 

・個々の進歩や成長を共に
喜ぶ。 

・自分で、あるいは自分た
ちで学習活動を進めるこ
とができるよう、学習環
境を整える。 

・２個学年の学習過程の組
合せを柔軟に考える。 

・自学自習につなげる指導
の在り方を工夫する。 

・上学年にはリーダーとして
の自覚を育てる。 

・下学年には上学年の学び方
を目指して向上しようと
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ポイント１ ポイント３ ポイント２ 

利
点
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体
的
方
策

 
課
題
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  3-2  学習指導の類型  

 

複式学級における学習指導では、２個学年の児童生徒を同時に指導するため、指導内容や指導
方法について組合せを考慮したり、工夫したりする必要があります。 
 
１ 学習指導の類型 

学習指導の類型には、学年別指導、同単元指導があります。より効果的に学習を展開するた
めには、それぞれの指導類型の特性を理解し、学校や児童生徒の実態、学習する教科や内容な
どを考慮して指導計画を立てることが大切です。 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
２ 学習指導の類型の特質 

 学年別指導 同単元指導 

長所 
・ .学年の発達の段階、教科の系統 

性を踏まえられる。 
・.学年の発達の段階や学習内容の

系統性を踏まえやすい。 

・協力的な学習ができ、交流を深められる。
・２個学年に共通の学習場面ができ、複式学
級に一体感が生まれやすい。 

配慮 
事項 

・.児童生徒の学習活動が途切れな
いように学び方を育て、学習環
境を整えておく。 

・.児童生徒が学びの手順や方法を
理解できるようにする。 

・児童生徒の学年差による既習事項の習得
状況の違いや発達の段階を踏まえ、学習活
動を展開する。 

・各教科等の目標の達成に支障がないように
する。 

・教科の系統性や順次性に配慮する。 
 
 

 

 

＜参考＞ 

 「同単元同内容指導」｢同単元類似内容｣という類型もあります。 

学年別指導 

同単元指導 

異教科の組合せ 
３年 理科「光の性質｣ 

 ４年 国語「花を見つける手がかり」 

同教科異単元の組合せ  

３年 算数「分数｣ 
４年 算数「垂直、平行と四角形」 

同内容異程度の組合せ  

５年 体育「マット運動｣（回転技） 

６年 体育「マット運動」（倒立技） 

同単元異内容の指導においては、活動は似ていますが、ねらいは異なりま
す。教師は、各学年のねらいを踏まえ、指導や評価を適切に行うことが大切
です。 

「学年別指導」とは 
一つの教室にいる２個学年の児

童生徒に対して学年ごとの教科書、
あるいは指導事項に沿った教材を
指導する指導方式です。 

「同単元指導」とは 
同一時間と同一場面で複数学年の

児童が同じ単元（題材、教材、主題
等）を用いて指導する指導方式です。 

　同単元異内容の指導においては、活動は似ていますが、ねらいは異
なります。教師は、各学年のねらいを踏まえ、指導や評価を適切に行
うことが大切です。

  

 

  3-2  学習指導の類型  

 

複式学級における学習指導では、２個学年の児童生徒を同時に指導するため、指導内容や指導
方法について組合せを考慮したり、工夫したりする必要があります。 
 
１ 学習指導の類型 

学習指導の類型には、学年別指導、同単元指導があります。より効果的に学習を展開するた
めには、それぞれの指導類型の特性を理解し、学校や児童生徒の実態、学習する教科や内容な
どを考慮して指導計画を立てることが大切です。 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
２ 学習指導の類型の特質 

 学年別指導 同単元指導 

長所 
・ .学年の発達の段階、教科の系統 

性を踏まえられる。 
・.学年の発達の段階や学習内容の

系統性を踏まえやすい。 

・協力的な学習ができ、交流を深められる。
・２個学年に共通の学習場面ができ、複式学
級に一体感が生まれやすい。 

配慮 
事項 

・.児童生徒の学習活動が途切れな
いように学び方を育て、学習環
境を整えておく。 

・.児童生徒が学びの手順や方法を
理解できるようにする。 

・児童生徒の学年差による既習事項の習得
状況の違いや発達の段階を踏まえ、学習活
動を展開する。 

・各教科等の目標の達成に支障がないように
する。 

・教科の系統性や順次性に配慮する。 
 
 

 

 

＜参考＞ 

 「同単元同内容指導」｢同単元類似内容｣という類型もあります。 

学年別指導 

同単元指導 

異教科の組合せ 
３年 理科「光の性質｣ 

 ４年 国語「花を見つける手がかり」 

同教科異単元の組合せ  

３年 算数「分数｣ 
４年 算数「垂直、平行と四角形」 

同内容異程度の組合せ  

５年 体育「マット運動｣（回転技） 

６年 体育「マット運動」（倒立技） 

同単元異内容の指導においては、活動は似ていますが、ねらいは異なりま
す。教師は、各学年のねらいを踏まえ、指導や評価を適切に行うことが大切
です。 

「学年別指導」とは 
一つの教室にいる２個学年の児

童生徒に対して学年ごとの教科書、
あるいは指導事項に沿った教材を
指導する指導方式です。 

「同単元指導」とは 
同一時間と同一場面で複数学年の

児童が同じ単元（題材、教材、主題
等）を用いて指導する指導方式です。 
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  3-3  学年別指導の重要性  
 
 
１ 「学年別指導」とは 

学級を構成している上位学年と下位学年の児童生
徒に対して学年ごとの教科書、あるいは指導事項に沿
った教材を指導する指導方式です。 
 
 
 

 
２ 学年別指導の重要性 
  複式学級の教育課程について、小学校学習指導要領総則編には次のように示されています。 
 

小学校学習指導要領総則「第２ 内容等の取扱いに関する共通的事項」 
５ 学校において２以上の学年の児童で編制する学級について特に必要がある場合には、

各教科、道徳科、外国語活動及び特別活動の目標の達成に支障のない範囲内で、各教科、
道徳科、外国語活動及び特別活動の目標及び内容について学年別の順序によらないこと
ができる。 

 
「学年別の順序によらない指導」については、「特に必要がある場合」で、「各教科、道徳科、

外国語活動及び特別活動の目標の達成に支障がない範囲内」に限られています。教師の指導の
しやすさといった視点ではなく、学年別指導を基本とした指導計画を重視する必要があります。 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 複式学級の場合、児童生徒の実態、学習する教科や内容などを考慮して、より効果的に学習
を展開するために、学年別指導、同単元指導などの指導類型の特性を理解し、計画的に指導に
当たることが大切です。  

教師の指導のしやすさといった視点ではなく、児童生徒の視点に立ち、学年別指
導を基本とした指導計画を立てることが大切です。 

Ｑ ３・４年生の学級で、両学年一斉に
４年生の内容を指導すれば、教師は指
導しやすいと思うんだけど、どうして
学年別指導が大切なの？ 

 複式学級における学習指導では、２個学年の児童生徒を同時に指導
するため、指導内容や指導方法について組合せを考慮したり、工夫し
たりする必要があります。 

 例えば３・４年生の複式学級におい
て、３年生には３年生の、４年生には４
年生の教科書や教材等を用いて指導す
るなど、その学年に対して学習指導要領
に示された内容を指導するものです。 

＜教育課程編成上の配慮事項＞ 
・児童生徒の基礎的・基本的な学習内容の定着状況 
・児童生徒一人一人の学習意欲の向上 
・学習内容の系統性や各教科の特質 
・今後の児童生徒数、学級編制の見通し  
・転入、転出児童生徒への配慮  
・保護者への説明と理解 

Ａ　３年生にとっては、３年生の
内容を学んでいないのに４年生の
内容を指導されることになり、指
導された内容を理解することがか
なり難しい状況になります。

Ａ　児童が転校した場合、
その児童は同じ学習内容を
２回学ぶこと（逆を言えば
学んでいない内容ができて
しまうこと）になります。

  

 

  3-3  学年別指導の重要性  
 
 
１ 「学年別指導」とは 

学級を構成している上位学年と下位学年の児童生
徒に対して学年ごとの教科書、あるいは指導事項に沿
った教材を指導する指導方式です。 
 
 
 

 
２ 学年別指導の重要性 
  複式学級の教育課程について、小学校学習指導要領総則編には次のように示されています。 
 

小学校学習指導要領総則「第２ 内容等の取扱いに関する共通的事項」 
５ 学校において２以上の学年の児童で編制する学級について特に必要がある場合には、

各教科、道徳科、外国語活動及び特別活動の目標の達成に支障のない範囲内で、各教科、
道徳科、外国語活動及び特別活動の目標及び内容について学年別の順序によらないこと
ができる。 

 
「学年別の順序によらない指導」については、「特に必要がある場合」で、「各教科、道徳科、

外国語活動及び特別活動の目標の達成に支障がない範囲内」に限られています。教師の指導の
しやすさといった視点ではなく、学年別指導を基本とした指導計画を重視する必要があります。 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 複式学級の場合、児童生徒の実態、学習する教科や内容などを考慮して、より効果的に学習
を展開するために、学年別指導、同単元指導などの指導類型の特性を理解し、計画的に指導に
当たることが大切です。  

教師の指導のしやすさといった視点ではなく、児童生徒の視点に立ち、学年別指
導を基本とした指導計画を立てることが大切です。 

Ａ ３年生にとっては、３年生の
内容を学んでいないのに４年生
の内容を指導されることになり、
指導された内容を理解すること
がかなり難しい状況になります。

Ａ 児童が転校した場合、
その児童は同じ学習内容を
２回学ぶこと（逆を言えば
学んでいない内容ができて
しまうこと）になります。 

Ｑ ３・４年生の学級で、両学年一斉に
４年生の内容を指導すれば、教師は指
導しやすいと思うんだけど、どうして
学年別指導が大切なの？ 

 複式学級における学習指導では、２個学年の児童生徒を同時に指導
するため、指導内容や指導方法について組合せを考慮したり、工夫し
たりする必要があります。 

 例えば３・４年生の複式学級におい
て、３年生には３年生の、４年生には４
年生の教科書や教材等を用いて指導す
るなど、その学年に対して学習指導要領
に示された内容を指導するものです。 

＜教育課程編成上の配慮事項＞ 
・児童生徒の基礎的・基本的な学習内容の定着状況 
・児童生徒一人一人の学習意欲の向上 
・学習内容の系統性や各教科の特質 
・今後の児童生徒数、学級編制の見通し  
・転入、転出児童生徒への配慮  
・保護者への説明と理解 

　教師の指導のしやすさといった視点ではなく、児童生徒の視点に立ち、学年
別指導を基本とした指導計画を立てることが大切です。

　複式学級における学習指導では、２個学年の児童生徒を同時に指導
するため、指導内容や指導方法について組合せを考慮したり、工夫し
たりする必要があります。
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学級を構成している上位学年と下位学年の児童生
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った教材を指導する指導方式です。 

 

 

 

 

２ 学年別指導の重要性 
  複式学級の教育課程について、小学校学習指導要領総則編には次のように示されています。 

 

小学校学習指導要領総則「第２ 内容等の取扱いに関する共通的事項」 

５ 学校において２以上の学年の児童で編制する学級について特に必要がある場合には、
各教科、道徳科、外国語活動及び特別活動の目標の達成に支障のない範囲内で、各教科、
道徳科、外国語活動及び特別活動の目標及び内容について学年別の順序によらないこと
ができる。 

 

「学年別の順序によらない指導」については、「特に必要がある場合」で、「各教科、道徳科、
外国語活動及び特別活動の目標の達成に支障がない範囲内」に限られています。教師の指導の
しやすさといった視点ではなく、学年別指導を基本とした指導計画を重視する必要があります。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 複式学級の場合、児童生徒の実態、学習する教科や内容などを考慮して、より効果的に学習
を展開するために、学年別指導、同単元指導などの指導類型の特性を理解し、計画的に指導に
当たることが大切です。  

教師の指導のしやすさといった視点ではなく、児童生徒の視点に立ち、学年別指
導を基本とした指導計画を立てることが大切です。 

Ａ ３年生にとっては、３年生の
内容を学んでいないのに４年生
の内容を指導されることになり、
指導された内容を理解すること
がかなり難しい状況になります。

Ａ 児童が転校した場合、
その児童は同じ学習内容を
２回学ぶこと（逆を言えば
学んでいない内容ができて
しまうこと）になります。 

Ｑ ３・４年生の学級で、両学年一斉に
４年生の内容を指導すれば、教師は指
導しやすいと思うんだけど、どうして
学年別指導が大切なの？ 

 複式学級における学習指導では、２個学年の児童生徒を同時に指導
するため、指導内容や指導方法について組合せを考慮したり、工夫し
たりする必要があります。 

 例えば３・４年生の複式学級におい
て、３年生には３年生の、４年生には４
年生の教科書や教材等を用いて指導す
るなど、その学年に対して学習指導要領
に示された内容を指導するものです。 

＜教育課程編成上の配慮事項＞ 
・児童生徒の基礎的・基本的な学習内容の定着状況 

・児童生徒一人一人の学習意欲の向上 

・学習内容の系統性や各教科の特質 

・今後の児童生徒数、学級編制の見通し  

・転入、転出児童生徒への配慮  

・保護者への説明と理解 
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  3-4  学年別指導と学習過程    

 

複式学級においては、一人の教師が２個学年を指導することから、基本的な学習過程を設定し、
その過程をずらして、教師が適切に指導することが大切です。 
 
１ 複式学級における基本的な学習過程 
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段階をずらして組み合わせて、指導効果を高めることが大切です。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

過 程 学習活動 指 導 
課 題 把 握 学習課題が分かり、解決への見通し

をもつ。 直接指導 

解 決 努 力 自分なりの方法で解決に向けて努
力する。 間接指導 

定   着 学習結果を交流し、学習を見つめ、
学習事項が分かる。 直接指導 

習熟・応用 学習を深めたり、自己評価を行った
りして、次の学習への意欲をもつ。 間接指導 

下学年 教師の動き 上学年 

課題把握 直接指導 間接指導 習熟・応用 

解決努力 間接指導 直接指導 課題把握 

定  着 直接指導 間接指導 解決努力 

習熟・応用 間接指導 直接指導 定  着 

「
直
接
指
導
」
 

 
学
年
別
指
導
に
お
い
て
、一

方
の
学
年
の
児
童
生
徒
に

教
師
が
直
接
的
に
行
う
指
導

 

「
間
接
指
導
」
 

 
直
接
指
導
が
で
き
な
い
他
の
学
年
の
児
童
生
徒
が
、

自
主

的
に

学
習

が
進

め
ら

れ
る

よ
う

指
示

を
与
え

て
お
い
て
行
わ
れ
る
指
導

学習過程の「ずらし」 
 ２個学年の学習過程の各段階を、下表のよう
にずらして組み合わせること 

教師の「わたり」 
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（２）単元全体のずらし 
単元の導入を大切にする場合、２個学年の単元全体をずらして指導します。教師も児童生

徒も導入時の学習にゆとりをもって取り組むことができます。 
５学年 
６学年 

 
（３）ずらしの留意点 

・児童生徒の学習活動が途切れないようにすること。 
・教え込みに終始するのではなく、教えることと考えさせることのバランスを考えた指導に

心がけること。 
・本時のねらいや児童生徒の実態を踏まえ、直接指導と間接指導の時間配分を検討すること。 

 
３ 教師の「わたり」 
（１）わたりの類型 

 わたりには、いくつかのパターンが考えられます。本時の目標と照らし合わせ、目標達成
のために、どのパターンが効果的かを考慮します。 

 

（２）わたりの類型 

 

Ⅰ ２個学年にほぼ同じ割合で直接指導する場合 

Ａ学年の学習  授業
開始

直接指導 間接指導 直接指導 間接指導 授業
終了

     

Ｂ学年の学習 間接指導 直接指導 間接指導 直接指導 

 

Ⅱ １個学年に重点を置いて直接指導する場合（Ａ学年を重点化） 

Ａ学年の学習  授業
開始

直接指導 間接指導 直接指導 間接指導 授業
終了

     

Ｂ学年の学習 間接指導 直接指導 間接指導 直接指導 

 

Ⅲ ２個学年に同時に間接指導する場合 

Ａ学年の学習  授業
開始

直接指導 間接指導 同時間接指導 直接指導 間接指導 授業
終了

   
 

  

Ｂ学年の学習 間接指導 直接指導 同時間接指導 間接指導 直接指導 

 

（３）わたりの留意点 

・わたろうとする時点で、児童生徒が自力解決できる状態になっていること。 

・計画に沿ってわたること。わたる回数が多ければよいというわけではない。 

・必要に応じて同時間接指導の場を設け、児童生徒に自力解決ができるよう指導すること。 

 

 

 

 

 

 

 単元の導入 ・・・・・・・・・・ 単元のまとめ
単元の導入 ・・・・・・・・・・・ 単元のまとめ  
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４ 学習過程における教師の指導の観点 
 教師の指導の観点 児童生徒の活動 

課
題
把
握

・問題等を提示し、課題を見付けさせる。 

・既習事項や経験を整理させる。 

・本時に追究する点を明確にする。 

・学習の方向付けをする。 

・解決方法や手順を確認させる。 

・結果を予想させる。 

・学習問題をはっきりつかむ。 

・疑問点を出し合う。 

・学習のめあてが分かる。 

・前時の学習との相違点を区別する。 

・解決方法や手順を考える。 

・結果の予想を立てる。 

解
決
努
力

・解決の手順に基づいて活動させる。 

・要点、疑問点を記録させる。 

・演示、提示、助言する。 

・結果を予想と比べ、確認させる。 

・手順に従って活動する。 

 （一人学習・グループ学習・教科リーダー）
・よく考え、ねばり強く学習を進める。 

・要点や疑問点を整理する。 

定
 

着

・発表させ、比較させる。 

・発表した内容の要点を整理する。 

・本時に学んだことを児童生徒の言葉で
まとめさせる。 

 

・全体で結果を発表する。 

・自他の考えや結果の共通点・相違点をつか
む。 

・考え方や解き方を整理する。 

・本時で学んだ考え方や解き方等を確認する。
習
熟
・
応
用

・定着問題に取り組ませる。 

・補充問題や発展問題に取り組ませる。 

・日常経験への適用を図らせる。 

 

・いろいろな問題に当てはめてみる。 

・他のものに応用して使えるかを知る。 

 

 

 

コラム 「児童理解・生徒理解」 
「生徒指導は児童（生徒）理解に始まり、児童（生徒）理解に終わる」といわれているよ

うに、児童（生徒）理解は、生徒指導の基盤となるものです。教師は、日頃から児童生徒一
人一人の言葉に耳を傾け，その気持ちを敏感に感じ取ろうとする姿勢をもったり、児童生
徒の内面に対する共感的理解をもって生徒指導を行ったりするなど、児童（生徒）理解に努
めることが大切です。 

（１）児童（生徒）理解の進め方 

主観的な理解 

児童生徒の外見や印象的なものを手がかりにして理解します。児
童生徒の多面的な観察や教師間の情報交換を行います。 

客観的な理解 

調査・検査などの多様な資料を基にして、科学的、客観的な理解
を図ります。 

共感的な理解 

言葉や表情、態度などを通して、児童生徒の感じ方や気持ちを相
手の身になって感じ取ります。 

（２）児童（生徒）理解のための情報 

・一般的な事項（氏名、住所等） ・生育歴 ・家庭環境 ・習癖 ・友人関係 

・心身の健康状況 ・学校生活   ・検査や調査の結果  

・当面している困難点 など 

 「生徒指導提要」について 

文部科学省が、小学校段階から高等学校段階までの生徒指導の理論・考
え方や実際の指導方法について、時代の変化に即して網羅的にまとめた基
本書です。 

「生徒指導提要」について
文部科学省が、小学校段階から高等学校段階までの生徒指導の理論・考
え方や実際の指導方法について、時代の変化に即して網羅的にまとめた
基本書です。
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  3-5  直接指導と間接指導   

 
 複式の学習指導では、児童生徒に直接関わる時間的制約があります。そのため、児童生徒の学
習の状況を的確に把握し、本時の学習への意欲付けや学習内容の定着に向けて、直接指導と間接
指導をどのように組み合わせ、児童生徒にどのように関わればよいかを明確にしておくことが大
切です。 
 
１ 直接指導と間接指導 
 ・直接指導…学年別指導において、一方の学年の児童生徒に教師が直接的に行う指導 
 ・間接指導…直接指導ができない他の学年の児童生徒が、自主的に学習が進められるよう指示

を与えておいて行われる指導 
 
２ 直接指導の位置付け 
・自学自習を成立させる契機とする。 
・指導内容を精選し、学習方法や条件を整え、学習課題を明確にする。 
・自学自習を支える基礎・基本の指導をする。 
・学習したことを確認し、賞賛して、自主学習への意欲をもたせる。 

 
３ 間接指導の位置付け 
・児童生徒の自主性を養う機会とする。 
・学習の目標をはっきりつかむことができるように、指示を明確に伝える。 
・学習技能を定着させ、児童生徒で自学自習や小集団での学習ができるようにする。 
・次の直接指導につながる準備の時間とする。 
 

４ 学習過程における直接指導と間接指導 

 

 下学年の学習活動 教 師 上学年の学習活動  
課
題
把
握

□前時の学習を想起する。  
□本時の課題を把握する。 
□解決の見通しをもつ。  
□解決の手順が分かる。 

 
直接 
指導 

 □前時で学習した結果を利用し 
て、補充問題や発展問題に取り
組む。 

習
熟
・
応
用 

解
決
努
力

□一人で解決に取り組む。 
□ペア又はグループで確かめ合
う。 

  
直接 
指導 

□前時の学習を想起する。 
□本時の課題を把握する。 
□解決の見通しをもつ。 
□解決の手順が分かる。 

課 
題 
把 
握 

定
着

□解決の道筋と結果を発表する。 
□どの方法がよりよい方法か話し

合う。 
□学習を振り返り、まとめる。 

 
直接 
指導 

 □一人で解決に取り組む。 
□ペア又はグループで確かめ合
う。 

解
決
努
力 

習
熟
・
応
用

□まとめた結果を利用して、補充
問題や発展問題に取り組む。 

 

  
直接 
指導 

□解決の道筋と結果を発表する。  
□どの方法がよりよい方法か話 
し合う。 

□学習を振り返り、まとめる。 

定
着

  

 

  3-5  直接指導と間接指導   
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４ 学習過程における直接指導と間接指導 

 

 下学年の学習活動 教 師 上学年の学習活動  
課
題
把
握
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□本時の課題を把握する。 
□解決の見通しをもつ。  
□解決の手順が分かる。 

 
直接 
指導 

 □前時で学習した結果を利用し 

て、補充や発展問題に取り組
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解
決
努
力

□一人で解決に取り組む。 
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定
着

□解決の道筋と結果を発表する。 
□どの方法がよりよい方法か話し
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直接 
指導 

 □一人で解決に取り組む。 
□ペア又はグループで確かめ合
う。 

解
決
努
力 

習
熟
・
応
用

□まとめた結果を利用して、補充
問題や発展問題に取り組む。 

 

  
直接 
指導 

□解決の道筋と結果を発表する。  
□どの方法がよりよい方法か話 
し合う。 

□学習を振り返り、まとめる。 

定
着
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  3-6  間接指導につなげる直接指導  

 

間接指導の時間は、単なる機械的な学習の場として位置付けるのではなく、自ら学び自ら考え
る力をはぐくむ時間としてとらえることが大切です。したがって、間接指導において児童生徒が
自主的な学習を進めることができるよう、直接指導における教師の働きかけが重要です。 
 
１ 授業実施前 
（１）単元の計画の工夫 

単元のねらいをよりよく達成するために、学校の特色や児童生徒の実態などを踏まえて、
単元の計画を立てます。 

（２）児童生徒の実態の把握 
本時のねらい達成のために、前時までの児童生徒の学

習状況を踏まえて、本時での学習活動を予測し、授業計
画を立てます。 
（例）・Ａ君は本時の内容に興味をもっているので、発展

的な内容に取り組ませたい。 
.・Ｂ君は活動が遅れているので、ヒントカードを準備しよう。 

.                         ・Ｃさんはインターネットを活用すると効果的だろう。 
（３）主体的な学習を支える準備 

児童生徒の主体的な活動を支える教材を準備したり、個々の児童生徒に応じた指導を予定
したりします。 
 ＜児童生徒一人一人の学習活動を支える準備＞ 

・発展的な問題や補充的な問題 ・ヒント力一ド  
・算数セットなどの教具     ・辞書などの関係図書 
・小黒板や発表ボード     ・コンピュータ等の教育機器 など 

＜個々の児童生徒に応じた指導＞ 
・終わったらどうするか  ・困ったらどうするか ・教室以外で活動してもよいか 
・何にまとめるのか  ・一人で考えるのか、共同で考えるのか  
・まとめ方や発表の仕方をどうするか（掲示物の活用）など 

 
２ 授業実施時 
（１）課題把握の段階 

① 問題提示・課題設定の工夫 
・学習意欲を高めるために、問題の提示方法を工夫します。 
 （既習事項と結び付ける、実物を示すなど） 
・本時の学習課題を明確にします。 

児童生徒の関心や疑問を生かし、追究する点の焦点化  
② 解決努力の段階へのつなぎ 
・学習の手順を示しておきます。 
  教室の掲示物や「学習の進め方」等の活用 
・学習を支える条件を整えておきます。 
  国語辞典、算数セット、ホワイトボードや小黒板、ヒントカード、コンピュータ 
  補助プリント（類似問題、発展問題、補充問題など） 

【少人数であることの 
    メリッ卜を生かす】 
児童生徒一人一人の学習状

況を丁寧に把握し、間接指導で
の学習活動を予測します。 

的な内容に取り組ませたい。 

【少人数であることの
　　　　メリッ卜を生かす】
　児童生徒一人一人の学習状況
を丁寧に把握し、間接指導での
学習活動を予測します。

  

 

  3-6  間接指導につなげる直接指導  

 

間接指導の時間は、単なる機械的な学習の場として位置付けるのではなく、自ら学び自ら考え
る力をはぐくむ時間としてとらえることが大切です。したがって、間接指導において児童生徒が
自主的な学習を進めることができるよう、直接指導における教師の働きかけが重要です。 
 
１ 授業実施前 
（１）単元の計画の工夫 

単元のねらいをよりよく達成するために、学校の特色や児童生徒の実態などを踏まえて、
単元の計画を立てます。 

（２）児童生徒の実態の把握 
本時のねらい達成のために、前時までの児童生徒の学

習状況を踏まえて、本時での学習活動を予測し、授業計
画を立てます。 
（例）・Ａ君は本時の内容に興味をもっているので、発展

的な内容に取り組ませたい。 
.・Ｂ君は活動が遅れているので、ヒントカードを準備しよう。 

.                         ・Ｃさんはインターネットを活用すると効果的だろう。 
（３）主体的な学習を支える準備 

児童生徒の主体的な活動を支える教材を準備したり、個々の児童生徒に応じた指導を予定
したりします。 
 ＜児童生徒一人一人の学習活動を支える準備＞ 

・発展的な問題や補充的な問題 ・ヒント力一ド  
・算数セットなどの教具     ・辞書などの関係図書 
・小黒板や発表ボード     ・コンピュータ等の教育機器 など 

＜個々の児童生徒に応じた指導＞ 
・終わったらどうするか  ・困ったらどうするか ・教室以外で活動してもよいか 
・何にまとめるのか  ・一人で考えるのか、共同で考えるのか  
・まとめ方や発表の仕方をどうするか（掲示物の活用）   など 

 
２ 授業実施時 
（１）課題把握の段階 

① 問題提示・課題設定の工夫 
・学習意欲を高めるために、問題の提示方法を工夫します。 
 （既習事項と結び付ける、実物を示すなど） 
・本時の学習課題を明確にします。 

児童生徒の関心や疑問を生かし、追究する点を焦点化します。  
② 解決努力の段階へのつなぎ 
・学習の手順を示しておきます。 
  教室の掲示物を活用します。「学習の進め方」等を活用します。 
・学習を支える条件を整えておきます。 
  国語辞典、算数セット、ホワイトボードや小黒板、ヒントカード、コンピュータ 
  補助プリント（類似問題、発展問題、補充問題など） 

【少人数であることの 
    メリッ卜を生かす】 
児童生徒一人一人の学習状

況を丁寧に把握し、間接指導で
の学習活動を予測します。 

的な内容に取り組ませたい。  
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   例）４年生「小数のかけ算」 
    ●ねらい 小数×整数の計算の仕方を説明できる。 

段階 学習活動 留意点 

課
題 
把
握 

１ 問題提示 
  ゆみさんは、次のように計算をしました。 
  正しいでしょうか。 
    ０.３×４＝０.１２ 
２ 予想 
 「正しい」、「正しくない」 
３ ちょっと考えてみよう 
 ・３×４＝１２だから正しい 
 ・０.３を４倍しているのに０.３より小さくなるのはおかしい 
 ・計算したら１.２になるんじゃないかな 
４ 課題提示 
  ０.３×４の計算の仕方を説明しよう。 
５ 説明の方法を考える。 
 ・図で説明 ・言葉で説明 ・計算（式）で説明 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
                     
（２）定着、習熟・応用の段階 

① 話合いの充実 
    ・発表された意見の同じ点や異なった点に着目させます。 

② 今日の内容の一般化 
   ・類似した問題を提示し、本時の内容が他の場合でも活用できることを確認します。 

③ 個に応じた練習問題の設定 
   ・補助プリント（類似問題、発展問題、補充問題など）を用意しておきます。 
  
  例）４年生「小数のかけ算」 
    【ねらい】小数×整数の計算の仕方を説明できる。 

   

 
 
定 
 
 
着 
 

〇話し合った結果をまとめる。 
・０.３が４つあるから１.２ 
・０.１が１２個分だから１.２ （０.１×３×４） 
・筆算   ０.３   
     ×  ４  
      １.２ 

〇定着問題に取り組む。 
 ・他の数の時も同じ考えが使えるだろうか 
  ０.６×７ 
〇まとめ 
 ・０.１がいくつ分と考えるとよい 
 ・小数点の位置をそろえるとよい 

 

   

 

・課題把握の段階では、あまり時間をかけることができません。問題や問
題提示の方法を工夫するとともに、「ちょっと考えてみよう」と問いか
け、既習事項を活用させ、前時との違いや、本時に追究したいことなど
に目を向けさせます。 

・課題追究の方法を把握させ、間接指導時の主体的な学習につなげます。

・既習事項を活用し
て、できそうだとい
う意欲を高めます。

・解決の過程や話合いの結
果を認めます。 

・解決の見通しを
もたせます。 

・考える視点や話
合いの視点をも
たせます。 

・類似した問題を取り上げ、他の
場合でも成り立つかを考えさせ
ます。 

・本時のまとめをしっかり
行います。 

・課題把握の段階では、あまり時間をかけることができません。問題や問　　
題提示の方法を工夫するとともに、「ちょっと考えてみよう」と問いかけ、
既習事項を活用させ、前時との違いや、本時に追究したいことなどに目
を向けさせます。

・課題追究の方法を把握させ、間接指導時の主体的な学習につなげます。
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  3-7  学年別指導の発展的工夫   

 
 複式学級においては、間接指導を充実するために、児童生徒一人一人に的確な対応をすること
ができる同時間接指導を行ったり、各段階を半分ずつずらして組み合わせたりするなど、両学年
の学習状況に応じた指導の時間帯を設定するなどの工夫をすることが大切です。 
 学習内容等に応じて、このような時間帯を設定し、児童生徒一人一人の学習状況を見取り、そ
の状況に応じたきめ細かな指導をすることにより、学習内容の確実な定着を図ることができます。 
 
１ 同時間接指導を位置付けた学習過程 
 両学年の学習過程をずらし、両学年同時に間接指導の時間を設定します。 
長所として、次の点が挙げられます。  
・２個学年の学習状況を同時に把握でき、指導の改善を図ることができる。 
・個別に適切な助言をすることができる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 下学年に重点を置いた学習過程 
 指導内容によっては、課題把握から解決努力の段階に重点を置きたい場合があります。 
そのような場合、教師のわたりを工夫します。 

 
下学年 教師のわたり 上学年 

①課題把握 直接指導  

④習熟・応用 ②解決努力 直接指導  

③定  着 直接指導  

④習熟・応用 

 直接指導 ①課題把握 

直接指導  ②解決努力 

 直接指導 ③定  着 

 
 

下学年 教師のわたり 上学年 

①課題把握 直接指導  ④習熟・応用 

②解決努力 
 直接指導 ①課題把握 

  
②解決努力 

③定  着 直接指導  

④習熟・応用  直接指導 ③定  着 

同時間接指導 

　２個学年の学習状
況を同時に把握でき
る時間帯を設定しま
す。

　課題把握から定着

までの段階に直接指

導をします。

  

 

  3-7  学年別指導の発展的工夫   

 

 複式学級においては、間接指導を充実するために、児童生徒一人一人に的確な対応をすること
ができる同時間接指導を行ったり、各段階を半分ずつずらして組み合わせたりするなど、両学年
の学習状況に応じた指導をする時間帯を設定するなどの工夫をすることが大切です。 

 学習内容等に応じて、このような時間帯を設定し、児童生徒一人一人の学習状況を見取り、そ
の状況に応じたきめ細かな指導をすることにより、学習内容の確実な定着を図ることができます。 

 
１ 同時間接指導を位置付けた学習過程 
 両学年の学習過程をずらし、両学年同時に間接指導の時間を設定します。 

長所として、次の点が挙げられます。  

・２個学年の学習状況を同時に把握でき、指導の改善を図ることができる。 

・個別に適切な助言をすることができる。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 下学年に重点を置いた学習過程 
 指導内容によっては、課題把握から解決努力の段階に重点を置きたい場合があります。 

そのような場合、教師のわたりを工夫します。 

 

下学年 

教師のわたり 上学年 

①課題把握 直接指導  

 

 

④習熟・応用 ②解決努力 直接指導  

③定  着 直接指導  

④習熟・応用 

 直接指導 ①課題把握 

直接指導  ②解決努力 

 直接指導 ③定  着 

 

 

下学年 教師のわたり 上学年 

①課題把握 直接指導  ④習熟・応用 

②解決努力 

 直接指導 ①課題把握 

  

②解決努力 

③定  着 直接指導  

④習熟・応用  直接指導 ③定  着 

同時間接指導 

 ２個学年の学習状
況を同時に把握でき
る時間帯を設定しま
す。 

 課題把握から定着
までの段階に直接指
導をします。 
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  3-8  学年別指導計画の作成   

 

 
 学年別指導計画の作成に当たっては、２個学年の教材研究を深め、単元の指導時間をどのよう
に組み合わせるか、また、一単位時間の児童生徒の学習活動を予測し、指導過程をどのように組
み合わせるかを考慮します。 
 
１ 単元に入る前 
・学習内容の系統性を踏まえ、２個学年の単
元の目標を確かめます。 

・２個学年の単元の評価の観点や評価規準、 
評価方法を確かめます。 

 
２ 単元の指導計画の作成 
 単元のどの段階で直接関わり、重点的に指導を行うことが効果的かを考えて、単元をずらし
て計画を作成します。 

３学年 ４学年 

時 内容 関 思 技 知 時 内容 関 思 技 知
１ 単元の導入 〇 〇   ６   〇   

２   〇  〇 ７ 単元のまとめ   〇  

３    〇  １ 単元の導入 〇    

４ 単元のまとめ   〇  ２   〇  〇
１ 単元の導入 〇  〇  ３    〇  

２   〇   ４   〇   

３    〇  ５ 単元のまとめ 〇  〇  

 

３ １単位時間の指導計画の作成 
４段階の指導過程を基本としつつ、各指導段階での教師の関わりや時間配分等を考慮し、本

時の指導計画を作成します。 
・本時の目標、本時の評価規準を設定します。 
・教師が直接指導をして定着を図る場と児童生徒自身が問題解決していく場を明確にし、指導
過程を組み合わせます。 

・児童生徒の学習活動を予測し、必要な物（教具等）を用意します。 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 ３学年 ４学年 
単元名 「〇〇〇〇」 「〇〇〇〇」 

単元の目標 ・〇〇〇〇 
・〇〇〇〇 

・〇〇〇〇 
・〇〇〇〇 

評価規準 関 思 技 知 関 思 技 知
        

３学年の学習活動 教 師 ４学年の学習活動 
課題把握  直接指導 間接指導  習熟・応用
解決努力  間接指導 直接指導  課題把握 
定  着  直接指導 間接指導  解決努力 
習熟・応用  間接指導 直接指導  定  着 

 「単元や本時のねらいを達成するため」にどのような指導が効果
的かを考えて指導計画を立てることが大切です。 

　「単元や本時のねらいを達成するため」にどのような指導が効果
的かを考えて指導計画を立てることが大切です。

  

 

  3-8  学年別指導計画の作成   

 

 
 学年別指導計画の作成に当たっては、２個学年の教材研究を深め、単元の指導時間をどのよう
に組み合わせるか、また、一単位時間の児童生徒の学習活動を予測し、指導過程をどのように組
み合わせるかを考慮します。 
 
１ 単元に入る前 
・学習内容の系統性を踏まえ、２個学年の単
元の目標を確かめます。 

・２個学年の単元の評価の観点や評価規準、 
評価方法を確かめます。 

 
２ 単元の指導計画の作成 
 単元のどの段階で直接関わり、重点的に指導を行うことが効果的かを考えて、単元をずらし
て計画を作成します。 

３学年 ４学年 

時 内容 関 思 技 知 時 内容 関 思 技 知
１ 単元の導入 〇 〇   ６   〇   

２   〇  〇 ７ 単元のまとめ   〇  

３    〇  １ 単元の導入 〇    

４ 単元のまとめ   〇  ２   〇  〇
１ 単元の導入 〇  〇  ３    〇  

２   〇   ４   〇   

３    〇  ５ 単元のまとめ 〇  〇  

 

３ １単位時間の指導計画の作成 
４段階の指導過程を基本としつつ、各指導段階での教師の関わりや時間配分等を考慮し、本

時の指導計画を作成します。 
・本時の目標、本時の評価規準を設定します。 
・教師が直接指導をして定着を図る場と児童生徒自身が問題解決していく場を明確にし、指導
過程を組み合わせます。 

・児童生徒の学習活動を予測し、必要な物（教具等）を用意します。 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 ３学年 ４学年 
単元名 「〇〇〇〇」 「〇〇〇〇」 

単元の目標 ・〇〇〇〇 
・〇〇〇〇 

・〇〇〇〇 
・〇〇〇〇 

評価規準 関 思 技 知 関 思 技 知
        

３学年の学習活動 教 師 ４学年の学習活動 
課題把握  直接指導 間接指導  習熟・応用
解決努力  間接指導 直接指導  課題把握 
定  着  直接指導 間接指導  解決努力 
習熟・応用  間接指導 直接指導  定  着 

 「単元や本時のねらいを達成するため」にどのような指導が効果
的かを考えて指導計画を立てることが大切です。 
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  3-9  学び方の明確化     

 

 複式学級を有する学校においては、学年別指導の間接指導を生かし児童生徒に学び方を育てる
ことが大切です。そのためには、学校の教育目標の達成を目指し、６年間（中学校においては３
年間）を見通した学び方の系統を明確にし、学校全体で取り組む必要があります。 

 

１ 学び方の系統 
項目 １・２年 ３・４年 ５・６年 

 

 

育てたい児
童の姿のイ
メ一ジ 

授業中の約束を守り、元
気よく学習に取り組む
ことができる。 

学習の進め方や仕方が分
かり、意欲的に学習に取り
組むことができる。 

自分から見通しをもって
学習計画を立て、主体的に
学習に取り組むことがで
きる。 

 

 

学習の準備 

 

次の時間の学習用具を
用意しておくことがで
きる。 

時間になったら、進んで前
時の復習をしたり、本時に
学習することを考えたり
することができる。 

前時のまとめをおさえ、本
時の自分の学習課題を明
確にもつことができる。 

 

発表の仕方 

指名されたら、返事をし
て、語尾まではっきりと
話すことができる。 

要点をしぼり、声の大きさ
や話す速さに気を付けて
話すことができる。 

筋道を立てて、相手に分か
りやすく話すことができ
る。 

 

聞き方 

話す人の方を見て、終わ
りまで聞くことができ
る。 

質問したり、よく考えて聞
いたりすることができる。 

話している要点を聞き取
り、自分の考えとの相違点
に気付くことができる。 

 

話合いの仕
方 

教師の司会のもとに、発
表し合うことができる。 

友達の発表をしっかり聞
き、分からないことを質問
したりすることができる。 

友達の発表との相違点に
気付き、話し合った結果を
まとめることができる。 

 

上記の表などをもとに、各学級において、さらに学年ごとの学び方の系統を押さえておく必要が
あります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学 年 

話合いの「質」

低学年 

高学年 

中学年 

一人で学習できる 

  自分に合った解決方法を選択したり、終わっ
たら別の方法でやってみることができる。 

一人学習の成果
を互いに交流し、よ
りよい方法を考える
ことができる。 

  

 

  3-9  学び方の明確化     

 

 複式学級を有する学校においては、学年別指導の間接指導を生かし児童生徒に学び方を育てる
ことが大切です。そのためには、学校の教育目標の達成を目指し、６年間（中学校においては３
年間）を見通した学び方の系統を明確にし、学校全体で取り組む必要があります。 

 

１ 学び方の系統 
項目 １・２年 ３・４年 ５・６年 

 

 

育てたい児
童の姿のイ
メ一ジ 

授業中の約束を守り、元
気よく学習に取り組む
ことができる。 

学習の進め方や仕方が分
かり、意欲的に学習に取り
組むことができる。 

自分から見通しをもって
学習計画を立て、主体的に
学習に取り組むことがで
きる。 

 

 

学習の準備 

 

次の時間の学習用具を
用意しておくことがで
きる。 

時間になったら、進んで前
時の復習をしたり、本時に
学習することを考えたり
することができる。 

前時のまとめをおさえ、本
時の自分の学習課題を明
確にもつことができる。 

 

発表の仕方 

指名されたら、返事をし
て、語尾まではっきりと
話すことができる。 

要点をしぼり、声の大きさ
や話す速さに気を付けて
話すことができる。 

筋道を立てて、相手に分か
りやすく話すことができ
る。 

 

聞き方 

話す人の方を見て、終わ
りまで聞くことができ
る。 

質問したり、よく考えて聞
いたりすることができる。 

話している要点を聞き取
り、自分との考えの相違点
に気付くことができる。 

 

話合いの仕
方 

教師の司会のもとに、発
表し合うことができる。 

友達の発表をしっかり聞
き、分からないことを質問
したりすることができる。 

友達の発表との相違点に
気付き、話し合った結果を
まとめることができる。 

 

上記の表などをもとに、各学級において、さらに学年ごとの学び方の系統を押さえておく必要が
あります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学 年 

話合いの「質」

低学年 

高学年 

中学年 

一人で学習できる 

  自分に合った解決方法を選択したり、終わっ
たら別の方法でやってみることができる。 

一人学習の成果
を互いに交流し、よ
りよい方法を考える
ことができる。 
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２ 発表等の力の育成 
学年別指導では、間接指導の時間が多くなります。そのため、児童生徒だけで発表したり、

聞いたり、話し合ったりする活動を充実させることが深い学びにつながります。 
 発表の仕方、聞く態度など６年間（中学校は３年間）の見通しをもって指導することが大切
です。
＜発言の方法＞

発言の形式 聞き方

低
学
年

・私は〇〇になりました。
同じです。

 似ています。
 付け足します。
 少し違います。

・ほかにもあります。

・話をしている人の方を向いて聞く。
・友達の考えを聞いて、自分のやり方と似て
いるところはどこか、異なっているところ
はどこかを比べて聞く。

・最後まできちんと聞く。

中
学
年

・私は〇〇と思います。それは〇〇だから
です。

・私は〇〇さんと〇〇は同じですが、〇〇
のところは違います。

・〇〇さんに尋ねます。どうして〇〇なの
ですか。

・付け加えます。
・〇〇さんの考えは〇〇ではないですか。 

・話をしている人の方を向いて聞く。
・友達の考えを聞いて、自分のやり方と似て
いるところはどこか、異なっているところ
はどこかを比べて聞く。

・最後まできちんと聞く。

高
学
年

・私の考えは〇〇です。理由は〇〇だから
です。

・私は〇〇さんと〇〇は同じですが、〇〇
のところは違います。

・〇〇さんに尋ねます。どうして〇〇なの
ですか。

・付け加えます。
・〇〇さんの考えは〇〇ではないですか。 

・話をしている人の方を向いて聞く。
・最後まできちんと聞く。
・友達の考えを聞いて、自分のやり方と似て
いるところはどこか、異なっているところ
はどこかを比べて聞く。

・分かったこと、分からなかったことをはっ
きりさせる。

３ 学習の進め方 
授業の各段階において、児童生徒自身が、どのように学習を進めていけばよいかを理解する

とともに、進行役を中心として、学びを進めていくことができるようにすることが大切です。 

＜ 学習の進め方（高学年用）＞
学習過程 学習の進め方

課題把握
（問題把握）
（課題把握）

今日の問題を読んでください。
この問題で分かっていること、追究したいことは何ですか。
今日の課題を〇〇とします。
これから〇〇までを、〇分までにしてください。

解決努力
（自力解決）

自分一人で考え、課題解決に取り組んでください。
・教科書や資料を使って調べる。
・今までの学習と比べながら考える。
・いろいろな方法で考える。
・予想を確かめながら考える。
・見方を変えたりしながら考える。

定着
（集団解決）

（まとめ）

自力解決したことをグループで話し合ってください。
・課題について、分かったことを〇〇さんから発表してください。
・〇〇さんの考えについて質問や意見はありませんか。
話し合ったことをまとめます。

習熟・応用
（練習）

〇〇の問題を、〇分まで取り組んでください。
答え合わせをします。
家庭学習は〇〇のところです。

※学習過程の（ ）は、問題解決的な学習の流れを示しています。 
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 3-10  指導体制の工夫と他の教員との連携 

  

 

 複式学級を有する学校は、教員の数が少ない状況にありますが、学習を充実させるために、学
校を取り巻く環境や教職員の構成、施設設備などに応じて最も効果的な方法を工夫し、組織体と
して総合的な力を発揮することが大切です。 
 
１ 指導体制の工夫 
① ティーム・ティーチング（ＴＴ～教師間の協力的な指導） 

担任が教頭や非常勤講師等と協力して指導を行う。 
② 交換授業 

他の学級の担任と教科を交換して指導を行う。 
③ 合同授業 

他の学級担任と音楽や体育などの教科を合同で行い、指導に当たる。 
④ 担任以外の教員や外部講師（専門性を有する人）等の協力を得た授業 

食育や心の健康について、養護教諭や栄養教諭の参画・協力を得る。 
薬物乱用防止や税について、警察署や市役所等の職員の協力を得る。 

 
２ 教師の役割の明確化 
①  ティーム・ティーチングの場合 

Ｔ１…・主として直接指導に当たります。 

Ｔ２…・.間接指導において、児童生徒一人一人の取組の状況を見取り、必要に応じて個別 

指導を行います。 

. .・間接指導中の児童生徒の学習状況等をＴ１に伝えます。 

 ② 合同授業の場合 
 校内の教師間の共通理解のもと、各教師の役割を明確にして授業を展開します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
３ 指導上の留意点 
・主となる指導者Ｔ１（主に担任）は、Ｔ２等から得た情報を生かして、児童生徒一人一人に

きめ細かな指導を展開していきます。 
・指導者は、事前に本時の目標や評価の観点等について共通理解を図り、指導に当たります。 
・授業中、必要に応じてＴ１とＴ２の情報交換を行い、タイミングを逃さず、より適切な指導

に心がけます。 
子どもの学びを支える複式授業（平成19年 長崎県教育センター） 

Ｔ１ 

全体指導 

Ｔ４ 

主に高学年 

Ｔ３ 

主に中学年

Ｔ２ 

主に低学年 

Ｔ１～Ｔ４  

教師を示しています。 

　年度当初に校内で指
導体制を構築しておく
ことが大切です。

 

  

 

 3-10  指導体制の工夫と他の教員との連携 

  

 

 複式学級を有する学校は、教員の数が少ない状況にありますが、学習を充実させるために、学
校を取り巻く環境や教職員の構成、施設設備などに応じて最も効果的な方法を工夫し、組織体と
して総合的な力を発揮することが大切です。 
 
１ 指導体制の工夫 
① ティーム・ティーチング（ＴＴ～教師間の協力的な指導） 

担任が教頭や非常勤講師等と協力して指導を行う。 
② 交換授業 

他の学級の担任と教科を交換して指導を行う。 
③ 合同授業 

他の学級担任と音楽や体育などの教科を合同で行い、指導に当たる。 
④ 担任以外の教員や外部講師（専門性を有する人）等の協力を得た授業 

食育や心の健康について、養護教諭や栄養教諭の参画・協力を得る。 
薬物乱用防止や税について、警察署や市役所等の職員の協力を得る。 

 
２ 教師の役割の明確化 
①  ティーム・ティーチングの場合 

Ｔ１…・主として直接指導に当たります。 

Ｔ２…・.間接指導において、児童生徒一人一人の取組の状況を見取り、必要に応じて個別 

指導を行います。 

. .・間接指導中の児童生徒の学習状況等をＴ１に伝えます。 

 ② 合同授業の場合 
 校内の教師間の共通理解のもと、各教師の役割を明確にして授業を展開します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
３ 指導上の留意点 
・主となる指導者Ｔ１（主に担任）は、Ｔ２等から得た情報を生かして、児童生徒一人一人に

きめ細かな指導を展開していきます。 
・指導者は、事前に本時の目標や評価の観点等について共通理解を図り、指導に当たります。 
・授業中、必要に応じてＴ１とＴ２の情報交換を行い、タイミングを逃さず、より適切な指導

に心がけます。 
子どもの学びを支える複式授業（平成19年 長崎県教育センター） 

Ｔ１ 

全体指導 

Ｔ４ 

主に高学年 

Ｔ３ 

主に中学年

Ｔ２ 

主に低学年 

Ｔ１～Ｔ４  

教師を示しています。 
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  3-11  合同学習、集合学習、交流学習 
 

１ 合同学習とは 
 一つの学校で、２学級以上の児童生徒が学習集団を編制し、一定の人数の集団が必要な学習
や、異年齢集団のよさを生かした学習を展開する教育方法です。 

  （例）全校音楽・・・音楽の合唱や器楽演奏 
     全校体育・・・体育のボール運動 

【 器楽演奏の場合 】 
       ＜全 体＞         ＜各学級＞        ＜全 体＞ 
 
 
 
 
 
２ 合同学習の位置付け 
 単元の学習の全てを合同学習として考えるのではなく、あくまでも各学級の学習を基本とし
ます。 

（例）【音楽科 第１・２・４・６学年 「リズムにのって」】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜留意点＞ 

・各学年の発達の段階を踏まえ
ることが大切です。高学年に
過度な負担がかからないよう
にすること、低学年が受け身
の学習とならないように配慮
することが大切です。 

 

・指導する目標や内容を吟味す
ることが大切です。各学年に
より活動のねらいが異なるの
で、活動場面を適切に位置付
けること、教師は適切に評価
し、指導することが大切です。

 

・校内の教師間の共通理解の
もと、各教師の役割を明確に
し、合同学習を展開します。

 

活動のねらい 

共通の曲を知る 

活動計画の把握 

１・２年 パート練習 

３・４年 パート練習 

５・６年 パート練習 

 

合 奏 

評 価 

改 善 

  

 

  3-11  合同学習・集合学習・交流学習 
 

１ 合同学習とは 
 一つの学校で、２学級以上の児童生徒が学習集団を編制し、一定の人数の集団が必要な学習
や、異年齢集団のよさを生かした学習を展開する教育方法です。 

  （例）全校音楽・・・音楽の合唱や器楽演奏 
     全校体育・・・体育のボール運動 

【 器楽演奏の場合 】 
       ＜全 体＞         ＜各学級＞        ＜全 体＞ 
 
 
 
 
 
２ 合同学習の位置付け 
 単元の学習の全てを合同学習として考えるのではなく、あくまでも各学級の学習を基本とし
ます。 

（例）【音楽科 第１・２・４・６学年 「リズムにのって」】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜留意点＞ 

・各学年の発達の段階を踏まえ
ることが大切です。高学年に
過度な負担がかからないよう
にすること、低学年が受け身
の学習とならないように配慮
することが大切です。 

 

・指導する目標や内容を吟味す
ることが大切です。各学年に
より活動のねらいが異なるの
で、活動場面を適切に位置付
けること、教師は適切に評価
し、指導することが大切です。

 

・校内の教師間の共通理解の
もと、各教師の役割を明確に
し、合同学習を展開します。

 

活動のねらい 

共通の曲を知る 

活動計画の把握 

１・２年 パート練習 

３・４年 パート練習 

５・６年 パート練習 

 

合 奏 

評 価 

改 善 
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　全習が効果的に行われ
るよう、分習を適切に行
うことが大切です。

を図る。 

ームの児童一人一人の様
子を観察する。 

３ 集合学習とは 
 近隣の２校以上の児童生徒が一か所に集まり、各領域等の指導計画の一部の学習活動を各学
校の教師の協力的な指導により展開する教育方法です。 

 （例）生活科、社会科…近隣の複数の小規模校による体験学習 
音楽科、体育科…近隣の複数の小規模校による合奏、球技 
特別活動…………近隣の複数の小規模校による遠足や修学旅行 

            
【 体育科 第５・６学年 「サッカー」の場合 】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４ 集合学習における全習と分習 

全習・・・２校以上の児童生徒が共同で行う学習 

分習・・・各学校で行う事前、事後の学習 

 
５ 交流学習とは 
 学校規模や生活環境の異なる学校（へき地の小規模校と都市の大規模校等）間で、姉妹校的
な関係を結び、それぞれの学校が単独では体験できない学習や生活をさせる教育方法です。 

例）・近隣の学校間で交流   

・学校行事や自然教室  

・自然や社会環境、学校規模が異なる学校同士で手紙の交換や相互訪問 

・マルチメディアを活用した遠隔交流授業 

 
６ 交流学習の留意点 
・それぞれの地域や学校の実態を事前に十分調査すること 
・計画に無理がなく、楽しい交流内容に持ち込むようにすること 
・地域の保護者や家庭の理解と連携が必要であること 
・教育課程に適切に位置付けて実施すること 
・教育委員会等の関係機関との連携を図ること 

 
 

児童の学習活動
（○） 

教師の働きかけ（・） 

Ｔ１ Ｔ２ Ｔ３ 

◯準備運動 

ドリブルリレー、
ボールまわしを
する。 

◯ルールの確認を
する。 

 

 チームでサッカ
ーを楽しもう。 

 

◯チームのめあて
を考える。 

 

◯チームごとに作
戦を考える。 

◯チームごとのめ
あてをもとにゲ
ームをする。 

・準備運動の方
法等について
指導する。 

 

 

 

 

・課題を確かめ
る。 

 

・ゲームの進行
をする。 

 

 

 

 

・子どもとともに準備
運動をする。 

・楽しい雰囲気づくり
に心がける。 

 

 

 

・それぞれチームに入
り、助言し、意欲化 

を図る。 

・それぞれのチームに
入り、話合いの苦手
な児童も参加できる
ように促す。 

 

・ゲームをしているチ
ームの児童一人一人
の様子を観察する。 

 

＜分習＞ 

個人技を高める段階 

・ドリブルやシュートの練習をする。

 

 

 

＜分習＞ 

連携プレーの練習をする段階 

･パスや動きの練習をする。 

＜全習＞ 

チームプレーの課題をつかむ段階 

･パスや全体での動きを練習する。

＜全習＞ 

｢サッカー大会｣をする段階 

・サッカーのゲームの楽しさを味
わう。 

運動をする。 

に心がける。 

り、助言し、意欲化 

を図る。 
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１ ガイド学習とは 
 間接指導の効率化を高めるために考え出された小集団学習の一形態です。児童生徒の中から
学習の案内役（ガイド）が教師の指導のもとで作成した学習進行計画によって、主として間接
指導時の学習をリ一ドしながら、共同で学習する学習形態です。 

＜一斉指導の場合＞  ＜個別指導の場合＞ 

２ ガイド学習のねらい 
 ガイド学習を通して間接指導を有効にし、学習の効率を高め
たり、主体的な学習態度を育成して、間接指導を直接指導以上
に質の高いものにしたりします 。 

３ ガイドの役割 
役 割 活動例 

①学習の準備 体育の時間にボールの準備をしたり、図工の時
間に用紙を配ったりする。 

②学習の進行 指示カードや学習計画に沿って学習を進行す
る。 

③学習規則を
守らせる

学習の体制を整えたり、学習中に他人に迷惑を
かけたものに注意を与えたりする。 

へき地教育ガイドブック （平成７年 全国へき地教育研究連盟） 

４ ガイド学習の類型 
ガイド学習では、指導段階を初期（１・２年）、中期（３・４年）、後期（５・６年）に分け、

その発達の段階に即して、単純なカード学習から始め、基礎学習、強化学習を経て、討議学習
へと移行する過程をとっています。 

類 型 指導の要点 

①カード学習 
文字の学習、数概念の理解に適用される。力一ドによる指示で

学習の手順を身に付け、ガイドのリ一ドによって共に学ぶ学習集
団の基礎をつくる。 

②基礎学習
学習の基礎となることを練習して定着を図っていく学習で、ガ

イドの指示や説明によって学習が進められる。早く正しくできた
児童生徒を核（はげましガイド）とし、遅れ気味の児童生徒を励
ましてできるように援助し、学習集団の質を高めていく。 

③強化学習
既習事項について問題をつくって出し合い、更に補足・習熟を

図る学習。伝達の言語活動を活発にし、一人の発言が集団全体に
広がる「ひびき合い」のある集団の質に高めていく。 

④討議学習 
既習内容を基礎としながら、討議により、新しい概念を獲得し、

創造していく学習。話し方と聞き方の訓練を積み上げて、既習の
知識と新たな学習課題とをつないで考えたり、他人の発言と自分
の意見をつないで考えたりする力を高めていく。  

初 期
１・２年

中 期
３・４年

後 期
５・６年

＜ガイドの選び方＞
最初の段階は、リーダー

シップをとれるような児
童生徒をガイドにすると
学習が進めやすいです。
最終的には、学級の誰も

がガイドの役割を果たせ
るように育成していくこ
とが望ましいです。

教師 

ガイド 

児 児 児 児 児 児

教師

児 児 児 児 児 児

ガイド ガイド
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ましてできるように援助し、学習集団の質を高めていく。

③強化学習
既習事項について問題をつくって出し合い、更に補足・習熟を

図る学習。伝達の言語活動を活発にし、一人の発言が集団全体に
広がる「ひびき合い」のある集団の質に高めていく。

④討議学習
既習内容を基礎としながら、討議により、新しい概念を獲得し、

創造していく学習。話し方と聞き方の訓練を積み上げて、既習の
知識と新たな学習課題とをつないで考えたり、他人の発言と自分
の意見をつないで考えたりする力を高めていく。
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１ リーダー学習とは 

学級の児童生徒を｢学習リーダー｣として、学習を進める方法です。

２ 学習リ一ダーの主な役割 

ア 学習の流れに従って、進行する。
イ 簡単な事項について、指名したり、指示し
たりする。

ウ 一人学習やグループ学習などの時間設定
をする。

エ グループ学習などで、意見や考えを整理
する。

３ リーダー学習実施上の配慮事項 
・特定の児童生徒に固定せず、どの児童生徒でもリーダーができるように指導する。
・児童生徒に、リーダーの役割や学習の進め方を理解させる。

４ 学習の流れ 
例）国語科における学習の進め方（高学年用) 

学習リ一ダー（グループ） 学級（グループ）全員 
①学習の準備はいいですか。
②前の時間に学習したことを言ってください。
③今日は、どこを学習しますか。
④〇〇さん、そこの場面を読んでください。
⑤今日の学習課題を言ってください。
⑥今日の学習について先生からお願いします。

①はい、いいです。
②〇〇（の場面）を学習しました。
③〇〇（の場面）です。
④はい、読んでもいいですか。
⑤今日の学習課題は、〇〇です。
⑥（学習の仕方を知る）

⑦一人学習を〇分間、行ってください。
⑧グループでの話合いを〇分間、行ってください。

⑦（一人学習をする）
⑧（机の移動）

⑨グループでの話合いを止めてください。
全体で課題について調べるので、グループごとに
発表してください。
ア 主人公の行動について言ってください。
イ 課題についての考えを言ってください。
ウ その理由を言ってください。

⑨（机の移動）
ア 主人公の行動は、〇〇です。言ったこと

は、〇〇です。 
イ 私は、〇〇〇〇だと思います。 
ウ その理由は、〇〇したと書いてあるから

です。◯◯と言っているからです。 
⑩今日の学習のまとめをします。

ア 分かったことは、何ですか。
イ 学習したことをノートに書いてください。
ウ ワークシートに取り組んでください。

⑪これで◯◯の学習を終わります。

⑩（まとめる。）
ア 〇〇〇〇です。
イ ノ一トに付け足しを書く。
ウ 確かめをワークシ一トに書く。

⑪終わります。

＜教師の適切な関わり＞ 
児童生徒が、「学習をするのは自分

たちなので、自分たちで授業を進め、
自分たちで課題を解決する」という意
欲を高めることが重要です。 

そのため、教師は、課題の意識を高
めたり、解決の見通しをもたせたり、
個に応じた習熟問題を用意したりす
るなど、効果が出るように関わること
が大切です。 
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⑧グループでの話合いを〇分間、行ってください。

⑦（一人学習をする）
⑧（机の移動）

⑨グループでの話合いを止めてください。
全体で課題について調べるので、グループごとに
発表してください。
ア 主人公の行動について言ってください。
イ 課題についての考えを言ってください。
ウ その理由を言ってください。

⑨（机の移動）
ア 主人公の行動は、〇〇です。言ったこと

は、〇〇です。
イ 私は、〇〇〇〇だと思います。
ウ その理由は、〇〇したと書いてあるから

です。◯◯と言っているからです。
⑩今日の学習のまとめをします。

ア 分かったことは、何ですか。
イ 学習したことをノートに書いてください。
ウ ワークシートに取り組んでください。

⑪これで◯◯の学習を終わります。

⑩（まとめる。） 
ア 〇〇〇〇です。
イ ノ一トに付け足しを書く。 
ウ 確かめをワークシ一トに書く。

⑪終わります。

＜教師の適切な関わり＞
児童生徒が、「学習をするのは自分

たちなので、自分たちで授業を進め、
自分たちで課題を解決する」という意
欲を高めることが重要です。
そのため、教師は、課題の意識を高

めたり、解決の見通しをもたせたり、
個に応じた習熟問題を用意したりす
るなど、効果が出るように関わること
が大切です。

3-13  リーダー学習


	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ



