
Ⅱ．授業実践シートの基本的な構成について 

道徳 or 算数 授業実践シート 
○学年「実   践   名」 

○○ ○○ 

〈算数〉１．実践のねらい       〈道徳〉  １．実践の主題 

○授業の目標です。            ２．実践のねらい 

２．実践の概要              ３．実践の内容 

ねらいを達成するために，どんな手だてを  ①内容項目について 

    するか，教材を扱うか，などを書きます。   ②教材について 

３（４）．本実践でおもに身に付けたい資質・能力 

 
上記の「育成を目指す資質・能力」の３観点の中から，本実践で育てたい資質・能力を明記

しました。もし，算数で枠部分 の資質・能力を育てることをねらいとしていたら，実践シー

トに算Ｂウと記入しました。より具体的な姿を１行程度で述べました。 

 Ａ知識・技能 Ｂ思考力・判断力・表現力等 Ｃ学びに向かう力・人間性等 

全

体 

ア）個別の事実的な知識のみ

を指すものではなく、それら

が相互に関連付けられ、さら

に社会の中で生きて働く知

識 

ア）物事の中から問題を見いだし、その

問題を定義し解決の方向性を決定し、解

決方法を探して計画を立て、結果を予測

しながら実行し、振り返って次の問題発

見・解決につなげていく過程 

ア）主体的に学習に取り組む態度も含

めた学びに向かう力や、自己の感情や

行動を統制する能力、自らの思考の過

程等を客観的に捉える力など、いわゆ

る「メタ認知」に関するもの 

 

イ）一定の手順や段階を追っ

て身に付く個別の技能のみ

ならず、獲得した個別の技能

が自分の経験や他の技能と

関連付けられ、変化する状況

や課題に応じて主体的に活

用できる技能 

イ）精査した情報を基に自分の考えを形

成し、文章や発話によって表現したり、

目的や場面、状況等に応じて互いの考え

を適切に伝え合い、多様な考えを理解し

たり、集団としての考えを形成したりし

ていく過程 

イ）多様性を尊重する態度と互いのよ

さを生かして協働する力、持続可能な

社会づくりに向けた態度、リーダーシ

ップやチームワーク、感性、優しさや

思いやりなど、人間性等に関するもの 

 

 ウ）思いや考えを基に構想し、意味や価

値を創造していく過程 

 

算

数 

ア）数量や図形などについて

の基礎的･基本的な概念や性

質などの理解 

ア）日常の事象を数理的に捉え、見通し

をもち筋道を立てて考察する力 

ア）数量や図形についての感覚を豊か

にするとともに、数学的に考えること

や数理的な処理のよさに気付き、算数

の学習を進んで生活や学習に活用し

ようとする態度 

 

イ）日常の事象を数理的に表

現・処理する技能 

イ）基礎的・基本的な数量や図形の性質

や計算の仕方を見いだし、既習の内容と

結びつけ統合的に考えたり、そのことを

基に発展的に考えたりする力 

イ）数学的に表現・処理したことを振

り返り、批判的に検討しようとする態

度 

 

ウ）数学的な問題解決に必要

な知識 

ウ）数学的な表現を用いて事象を簡潔・

明瞭・的確に表したり、目的に応じて柔

軟に表したりする力 

ウ）問題解決などにおいて、よりよい

ものを求め続けようとし、抽象的に表

現されたことを具体的に表現しよう

としたり、表現されたことをより一般

的に表現しようとするなど、多面的に

考えようとする態度 

道

徳 

ア）人間としてよりよく生き

る上で、道徳的価値は大切な

ことであるということの理

解 

ア）道徳的価値に関わる事象を自分自身

の問題として受け止める 

ア）道徳的価値が大切なことなどを理

解し、様々な状況下において人間とし

てどのように対処することが望まれ

るか判断する能力 

イ）道徳的価値は大切であっ

ても、なかなか実現すること

ができないことの理解 

イ）他者の多様な考え方や感じ方に触れ

ることで、自分の特徴などを知り、伸ば

したい自己を深く見つめる 

イ）人間としてのよりよい生き方や善

を指向する感情 

ウ）道徳的価値を実現した

り、実現できなかったりする

場合の感じ方、考え方は多様

であるということを前提と

した理解 

ウ）生き方の課題を考え、それを自己（人

間として）の生き方として実現しようと

する思いや願いを深める 

ウ）道徳的価値を実現しようとする意

志の働き、行為への身構え 

 

 
 
４．実践記録 

①  つかむ     ①問題把握     ①導入  
②  見通す     ②自力解決     ②展開  
③  調べる     ③比較検討     ③終末  
④  確かめる    ④まとめ 
⑤  まとめる               などの項目で区切って記述しました。  

  
◎授業の流れをわかりやすくするために，ねらいやしかけにかかわる大切な部分をＴ（教師）

Ｃ（児童）の形式で記述しました。適宜，子供のノート記述や板書などを切り取り，画像と

して載せました。ボイスレコーダーなどで授業記録を録音したり，デジタルカメラで板書記

録を撮っておいたりしました。 
 
◎「しかけ」は吹き出しで挿入しました。  
「教材・教具のしかけ」「問題提示のしかけ」「導入のしかけ」  
「展開のしかけ」「終末のしかけ」 
「発問のしかけ」「指名・発表のしかけ」「板書のしかけ」 
など，多岐にわたって書きました。この「しかけ」が本研究の財産です！汎用性の高い内容を

記すように努めました。  
 
 
５．最終板書 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
６．実践を終えて 

 教師自身が授業を行った後，メタ認知をした部分です。「本実践のねらい」「問うべき問い」

「育成を目指す資質・能力」「主体的・対話的で深い学び」などの視点をもとに授業を振り返り

ました。  
 
 
 

「○○のしかけ」 

・～～～～～～～～～ 
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算数科 授業実践シート  
１年「３+９の計算の仕方をかんがえよう」 

中田 菜穂子 

１． 実践のねらい 

○１位数どうしの繰り上がりのある加法計算で，被加数を分解して計算する方法(被加数分解)
があることを知り，計算の仕方についての理解を深める。 

２． 実践の概要 

本実践は前時まで継続して学習してきた「１０のまとまりをつくって計算する」という考

えを，３＋９の計算において活用する場面である。これまでは，９＋４や，８＋５など，加

数を分けて１０をつくり，繰り上がりのある計算をしてきた。本時で初めて被加数が加数よ

り小さくなる計算方法を考えることで，より簡単な計算方法に気づかせていきたい。そのた

めには，加数分解の時と同様に，ブロック操作を用いて計算の仕方を説明させていけば，視

覚的にも被加数分解のよさにも気づくことができる。よって，「３と９のどちらを１０にする

方が簡単か」ということが問うべき問いとなる。 

  しかし，加数が被加数よりも大きい場合に，必ずしも被加数分解で計算をすることを押し

付けることはしない。「数値によって被加数分解で計算することもいい」という計算の工夫の

よさに気付かせたい。 

３． 本実践でおもに身に付けたい資質・能力 

①  算Ｂイ…既習の１０をつくる計算のしかたを用いて，３＋９のより簡単な計算のしかた

を考える。 

②  算Ｃア…数値によって計算が工夫できることに気づき，活かそうとする。 

４． 実践記録 

①   教材・教具 

           児童にとって身近な課題を提示し，興味関心を引き付けた。また， 割

れやすいたまごを用いることで，「１０をつくるには１つたまごを動か

す方が簡単」であることを視覚的にも理解しやすいようにした。 

② 問題把握 

Ｔ：今日のたし算で今までと違うことは？ 
Ｃ：反対 
Ｔ：何が反対？ 
Ｃ：前は数の大きい方が最初だったけど今日は数が小さい方が最初 
Ｔ：よく気づけたね。今日のめあてはどうする？ 
めあて：１０のかたまりをつくってたしざんをしよう  

③  自力解決 

図１の児童は，９を７と２に

分解し３と７で１０をつくっ

た考えである。(加数分解) 
 図２の児童は，３を２と１に

分解し１と９で１０をつくっ

た考えである。(被加数分解) 
 この２つの考えに分かれたが，加数分解で考えた児童が１５人と多く，被加数分解で

考えている児童は６人であった。  

図 1 A 児  図 2 B 児  

・既習との違いを問うこ

とで見通しをもたせ， 

児童の言葉で「問題」を

「めあて」へ 

「自力解決」のしかけ 

・子どもの考えを解釈し，

比較検討の構成を練る 

④ 比較検討 

～Ａ児の考えを検討～ 
Ｃ：９を分けている。  Ｃ：３と７で１０。  
～Ｂ児の考えを検討～ 
Ｃ：わあ１０になる！！ Ｃ：１と９で１０になる！ 
Ｃ：これもいい！ 
～２つの考えを比較検討～ 
Ｔ：両方１０をつくれているね。どっちがいい？何が違う？ 
Ｃ：分けるのが反対。９を分けてるのと３を分けてるの。 
Ｔ：どちらが簡単？。 
～２人で対話的な学び～  
Ｔ：どちらの方法がいい？ 
Ｃ：Ｂ児の方が１つ動かすだけだからわかりやすい。 
Ｃ：Ａ児は７こ動かさなきゃならない。 
～導入で用いた具体物で再度検討～ 
 

⑤ まとめ (学習感想) 

図３の児童は，まとめの『かずが小さいほうがさきのときは小 
さいほうをうごかす』という言葉を用いながらまとめた。はやい  
し，わかりやすいからという根拠も記述していた。 

図４の児童は，自力解決では９を７と２に分け，３と７で１０

をつくる加数分解で考えていたが，比較検討を経て，被加数分解  
のよさに気づけたようだ。本時のねらいにせまるまとめを記述し

ていた。 
図４の児童のように自力解決では加数分解をしていたが，被加

数分解のよさについて記述していた児童が１２人いた。 
 
 
 

５． 最終版書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６． 実践を終えて 

「なぜ○の方法が簡単か」と根拠を問うことで，深い学びにつなげることができた。本実践

の山場である２つの方法のよさを検討する場面で，ねらいとなる言葉を引き出すことはできた

が，もっと多くの児童に発言をさせるべきだった。 

「比較検討」のしかけ① 

・はじめに多くの児童が考えた既

習の方法を扱う。 

・次に新しい考えを扱い，「簡単

にできる」という問うべき問い

を引き出す 

「まとめ」のしかけ 

・子供の言葉によるまとめ 

・問うべき問いを意識した感想 

「比較検討」のしかけ② 

・「どちらが簡単？」と

「問うべき問い」を問

い続ける 

「比較検討」のしかけ③ 

・ペアトークを用いて，

対話的で深い学びに

つなげる 

図 3 

「板書」のしかけ 

・簡潔な方法へと導く流れ 

 

Ｂ児  

Ａ児  

Ｂ児  

図 4 

Ａ児  

Ｂ児  

Ｂ児  

「比較検討」のしかけ④ 

・具体物を用いてよさを

さらに検討し，理解を

深める 
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算数科 授業実践シート

２年「かけざんのしきのなるもんだいについて考えよう」
河西 美恵

１ 実践のねらい

○問題づくりによる，式の読み取りや式に表現することを通して，５，２，３，４の段の理解を

深めることができる。

２ 実践の概要

本実践は，全体の数を「１あたりの数」の「いくつ分」ととらえる乗法的な見方について見直

すことができ，乗法の意味の理解が深まることをねらいとしている。したがって，「問題の１あ

たりの数はそれぞれいくつですか」が問うべき問いとなる。

前半の問題では，「１あたりの数」にあたるものを確認し，それを基に「いくつ分」を考える

ことで乗法の式を立てさせる。特に②の問題文では，「１あたりの数」「いくつ分」の順に数値が

出てこないので，問題文を絵や図に表し，「１あたりの数」を把握させることがポイントとなる。

適用問題では，式に合うように文章を完成させて問題をつくる活動を通して，文章から立式す

るだけでなく，式から文章へ，文章から式へと結びつけることができる力をつけるようにする。

３ 本実践でおもに身に付けたい資質・能力

① 算Ａイ・・・２つの問題の共通点と相違点に着目し，かけ算の式と答えを比べる。

② 算Ｂイ・・・ 問題の条件や場面や数値を変えたらどうなるか考える。

４ 実践記録

① 問題把握

Ｔ：ノートがいつもと違いますね。 「問題把握」のしかけ

Ｃ：真ん中に線が引いてある。 児童の興味をひくために

Ｔ：今日は問題を２ついっしょに出します。 ・ノートは事前に教師が線を引く。

どちらから見せようかな？ ・問題は裏返しに貼る。

～

Ｔ：問題を読んでもすぐに答えは言いません。

今日はかけ算の式になる問題について考える学習です。待っていてね。

Ｔ：お待たせしました。２つの問題の似ているところと違うところを発表してください。

② 自力解決

２種類のヒントカードを用意した。文章から理

解することが困難な児童のための絵カード１，「１

あたりの数」と「いくつ分」を書き込めるカード

２である。最初は「１あたりの数」を正しく把握

できず，立式を迷っていた児童もヒントカードを

用いることで，自力解決に取り組むことができた。

「自力解決」のしかけ

・個に応じた手立て

- 2 -

③ 比較検討

「比較検討」の

しかけ①

・既習事項は

壁面利用

問題文の言葉に着目して「１あたり

の数」を把握した児童は１名であった。

（上真ん中）鉛筆や人などの絵を描い

「比較検討」の て立式した児童は９名（右下）残りは

しかけ② 図を（右下）をかいてそれをもとに式

・ＩＣＴの活用 と答えを求めていた。

考えの発表

複数の考え比較 「比較検討」のしかけ③

ヒントカードの確認 ・式や図の意味などを問いかけ説明させる。

④ まとめ

本時のまとめとして，「かけ算の問題をつくるときには『１あたりの数』が『いくつ分』あ

るのか考えることが大切である」ことをおさえる予定であったが，児童からは，問題文を絵や

図に表現することで問題を把握しやすくなり，立式できるという意見が出た。

「板書」のしかけ

・色チョークマジックの使いわけ

５ 最終板書 ・「１あたりの数」の意識づけ

６ 実践を終えて

本時のねらいはほぼ達成できたと考えるが，教師が問題を用意する学習活動のみになってしま

った。児童の日常生活の中から本時につながる場面を見つけ，例えば４×５，５×４になるよう

な問題文をつくることで，日常の場面での数学的なものの見方に気づかせていきたいと思った。
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めあて：１つ分の数×いくつ分＝ぜんぶの数というかけ算の考え方を使って，おはじ

きの数を求めよう。 

算数科 授業実践シート  
２年「かけ算をつかっておはじきの数をもとめよう」 

佐藤 弓子 

１． 実践のねらい 

○かけ算を使って，２０個のおはじきの数を求めることができる。 

２． 実践の概要 

本実践は，提示された２０このおはじきの数を，かけ算を使って考えるためにある。その

ためには，これまでに学習してきた１つ分の数×いくつ分＝全部の数というかけ算の考え方

を用いて，１つ分の数を設定し，それがいくつ分あるかを考えて立式すればよい。よって「同

じ数ずつのまとまりを作り，１つ分の数を定める」ことが問うべき問いとなる。 

３． 本実践でおもに身に付けたい資質・能力 

①  算Ｂイ…今まで学習してきたかけ算九九が使えそうだと見通しを持ち，立式する。 

４． 実践記録 

①  問題把握 

Ｔ：おはじきの数を数えましょう。全部で何個ありますか。 
Ｃ：２０個です。 
Ｃ：色が途中で変わっている。２つの種類のおはじきがある。 
Ｔ：かけ算を使って考えることはできますか。  
Ｃ：このままではできない。  
Ｔ：どうしたらできるようになりますか。 
Ｃ：同じ数ずつまとまりを作ったらできる。 
 

②  自力解決 

Ａ児は５の段の九九を使うために，１つ分の数を５とし，５×４＝２０として求めた。

Ｂ児は，おはじきの形が違うことに着目し，上の８個については４×２＝８，下の１２

個については３×４＝１２と求め，８＋１２＝２０とたし算をしてぜんぶの数を求めた。

Ｃ児は，問題把握での「まとまり」という言葉を意識し，たし算やひき算の学習でよく

用いられてきた１０のまとまりを作り１０×２＝２０として求めた。  
児童はこの学習までに，２・３・４・５の段の九九を学習しているため，自力解決の

場面においては，既習のかけ算が使えるように１つ分の数を決め，図に表している児童

が多かった。 
 
 
 
 

                     Ａ児       Ｂ児      Ｃ児 
③ 比較検討 

～Ａ児の考えを検討～ 
Ｔ：Ａさんの考えを式にするとどうなりますか。 
Ｃ：５×４＝２０です。  

「問題把握」のしかけ 

・「問うべき問い」を 

引き出し，「問題」 

から「めあて」へ 

「自力解決」のしかけ 

・児童の考えを解釈し，比較検

討の構成を練る。 

「比較検討」のしかけ① 

・図の意味を問うことで，

１つ分の数を意識させる 

Ｔ：どうしてそうなりますか。 
Ｃ：一つのまとまりに５個あって，それが４つ分だからです。 
Ｃ（Ｄ児）：自分の考えと似ているけど，ちょっと違う。 
Ｃ：囲み方が違うけど，一つ分の数が５だからＡさんと同じ考え方です。 
～Ｂ児の考えを検討～ 
Ｔ：Ｂさんの考えを式にするとどうなりますか。 
Ｃ：４×２＝８，３×４＝１２ ８＋１２＝２０ 
これまでの考え方と違うところはありますか。  
Ｃ：たし算が出てくる。  
Ｃ：２つの九九を使っている。 
 

④ まとめ 

おはじきの数は，かけ算で求めることができる。九九を組み合わせて考えることもできる。  
   ○適応問題を解く。 
    適応問題を考える際には，Ｂ児のようにおはじきの 

形の違いに着目し，複数のかけ算九九を用いて考え  
る児童が多く見られた。自力解決では答えが導き出   
せなかった児童も，適応問題では１つ分の数を定め  
かけ算を使って答えを求めることができた。 

 
 

５． 最終版書 

 

 

 

 

６．  実践を終えて 

児童の考えを取り上げる際には，ある児童が考えた図について，他の児童が式を考えること

を繰り返し行い，学級全体で考えを深めていくようにした。自力解決の際に，手が止まってい

る児童が数名いたため，これまでに学習したかけ算九九が使えることを，丁寧に押さえる必要

があった。 

「比較検討」のしかけ② 

・複数のかけ算九九を組み合わせて求

めている考えを紹介し，多様な見方

を持たせる。 

・簡単な考え方から，発展的な考え方

へ順番に扱う。 

「板書」のしかけ 

・多くの考えを載せる 

・考え方を分類して掲示す   

る 
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算数科 授業実践シート  
３年「はしたの大きさの表し方を考えよう」 

阿部 一美 

１． 実践のねらい 

○小数の仕組みをもとに，言葉や式，図を用いて多様な見方で考えを表現することができる。 

２． 実践の概要 

本実践は，小数を数直線や式を用いて整数との和や差としてみたりする多面的な見方や

０．１を基にして考えたりする相対的な見方などの学習を行う。 

３． 本実践でおもに身に付けたい資質・能力 

①  算Ｂイ…整数 280 の表し方をもとに小数 2.8 の表し方を考える 

②  算Ｂウ…式・言葉・図の表現方法を用いて多面的に考える 

４． 実践記録 

①  問題把握 

Ｔ：（数直線の目盛りをさし，）ここいくつでしょうか？ 
Ｃ：２．８  Ｃ：わからない 
Ｔ：なんでわからないの？ 
Ｃ：目盛りが書いてないから  
Ｔ：（目盛りを書き込む）  
Ｃ：２．８だぁ 
Ｔ：どうしてわかるの？  
Ｃ：１目盛りの大きさが０．１だから  
めあて：２・８はどんな数ですか。いろいろな見方で表そう。  

②  自力解決 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  簡単に表現できる式を書く児童が多かった。 
数直線の用紙を用意したので，式の後，図に表すことは難しく    
なかったようである。 
 

「問題把握」のしかけ 

・「問うべき問い」を 

引き出し，「問題」 

から「めあて」へ 

たし算・式 
ひき算・式 

たし算・言葉 

たし算・式 
ひき算・式 

ひき算・図  集めた・言葉 

ひき算・図  

ひき算・言葉 
位・図 

たし算・言葉 図  
ひき算・言葉 図  

ひき算・言葉 
たし算・言葉 

ひき算・式  

たし算・式 

③  比較検討 

 Ｔ：どんな見方ができましかた。 
ひき算の考え 
Ｃ：言葉で，３から０．２引いた数です。 
Ｔ：では，これを式で表した人いますか。 
Ｃ：３－０．２＝２．８  
Ｔ：この考えを図で書いた人はいますか。 
Ｃ： 
 
 
同様にたし算の考え，集めた数の考えをまとめていく。 
 

④  まとめ 

Ｔ：今日のまとめはどうしたらいいかな。 
（板書の整数 280 と 2.8 の表現を比較させて）  

Ｃ：たし算やひき算が同じ  Ｃ：集めた数が同じ 
Ｔ：なんて書いたらいいかな  
Ｃ：小数も整数と同じように数直線やたし算やひき算で表すことができる。 

 
５． 最終板書 

 

 

６． 実践を終えて 

２８０の表し方をおさえてから，本時の課題に取り組んだため自力解決でそれを参考に

しながら考えを書けている児童が多かった。また，自力解決ではあまり考えが書けなかっ

た児童も比較検討を通して，適用問題では多様な見方の考えを書くことができた。目盛り

なしの数直線は，１目盛りの大きさがいくつかを注目させるのに役立った。しかし，目盛

りを教員側から書き込んでしまったため，どこのヒントがほしいかなど，児童から意見を

引き出して書き込めばよかったのではないかと思う。また，多様な見方ということで，適

用問題の４．９を５．９より１小さい数と記入した児童がいたが，どこまでを多様とみな

し認めるのか，それともわかりやすい方法はどれなのかとまとめるのかが今後の課題であ

る。 

「まとめ」のしかけ 

・子供の言葉によるまとめ 

「板書」のしかけ 

・１つの考えに対して言葉・式・数直線

と多様な表し方でまとめる 

「比較検討」のしかけ① 

・「たし算」，「ひき算」，「集めた

数」のそれぞれの見方において，

言葉，式，図を関連づけながら考

えを発表させる 
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算数科 授業実践シート  
３年「重さを数で表そう」 

長野 楓 

１． 実践のねらい 

○長さやかさの学習をもとに任意単位を使い，重さを図る活動を通して，重さが数で表せる

ことに気付く。 

２． 実践の概要 

本実践は，「重さ」という手に持っただけの感覚的にはつかみ難く目には見えない量を数と

いう明確なもので示すことを考える時間である。このことについて考えるためには，既習の

「長さ」や「かさ」の学習で行った，量をいくつ分という数で表す考え方に帰着すればよい。

よって，「長さのときはどのように比べたかな」が問うべき問いとなる。 

前時の授業では，持ってすぐにわかるものを比較する活動を行った。そのため本時では持

って比べることが困難なことを実感させ，より簡単に重さの順序をつけるための方法を考え

る展開にした。さらに次時で扱う「g（グラム）」の利便性に気付かせるため、班ごとに基準

となるものを変えた。 

３． 本実践でおもに身に付けたい資質・能力 

①  算Ａイ…重さを数で表そうとする 

②  算Ｃウ…より簡単に比較するためにはどうすればよいのか考える 

４． 実践記録 

①  問題把握 

T：重い順にできた？ 

C：できた 

T：じゃあ、どれぐらい重いかわかった？ 

C：わからない 

T：どうやって調べればいいかな？ 

C：・・・・ 

T：「長さ」のときはどうやって比べた？ 

C：ものさしではかった 

T：ものさしの前、鉛筆とか使わなかった？ 

C：いくつ分 

T：そうだよね、いくつ分で測って比べたの覚えてる？ 

めあて：重さを数で表そう 

②  自力解決 

 班ごとに活動を行い，全員が秤を

使って重さを測ることを体験し、重

さが数で表せることを実感する。  
 
 
 
 
 

 

「問題把握」のしかけ 

・「問うべき問い」を 

引き出し，「問題」 

から「めあて」へ 

③  比較検討 

 各班の結果を表にまとめ、全体で順位を確認する。各班の 1 位を赤、２位を青という

ように色分けして示し、班ごとに違うもので測り、数も違うが順位が同じになることを

確認する。 
④  まとめ 

T：では、この表をみて気づいたこと、今日の学  
習でわかったことを書きましょう。 

   〇児童の記述 
C1：重さを比べるとき、同じ重さのもので比べる 

といい。 

C2：測るものはキャップが一番重いとわかった。 
軽いと数も小さくなるから。  

C3：重さを数で表して比べるのは簡単。 
C4：重さは見ただけじゃわからないけど、数で表して表にすればわかる。 

C1 は、今回のように任意単位を用いた測定において気を付けなければいけないこと

に言及している。 
C2 は、重さと測定した数の関係性をよく理解できており、「重いほど数が多くなる」

ということから、基準に使ったものの重さの関係性について考えている。 
最後に C3・C4 は、重さを数で表すことの利便性に気付いている。数で表すことによ

って、重さを比較することが簡単になったことを実感できたと考えられる。 
しかし、次時につながるような「キャップでの紙テープ 24 個とつみきでの乾電池 43

個が逆転してしまう」というようなことに気付く児童は見られなかった。そこで次時の

導入時には、表を眺めて考える時間を作ったがなかなか出てこなかった。そのため教師

のほうから「消しゴムはつみきで 28 個、スティックのりはキャップで 12 個、どちら

が重い？」と発問することで児童が気付いた。  
５． 最終版書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６． 実践を終えて 

本時の内容では、課題把握が重要であり、「重さを数で表すにはどうすればいいのか」という

ことを児童が考えるところが大切である。しかし本実践では、児童の中で「重さ比べ」という

課題でストップし、どれがどれだけ重いのかということを落としきれずに授業が進んでしまっ

た。また、重さを数で表すということを児童から出すための発問も練りきれていなかった。問

うべき問いについてもっと吟味して授業に臨むべきだった。 
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算数科 授業実践シート  
４年「複合図形の面積を求めよう」 

川手 太朗 

１． 実践のねらい 

○長方形を組み合わせた図形の面積の求め方を考え，面積を求めることができる。 

２． 実践の概要 

本実践は，これまでの既習事項を生かして，問題を解いていける場面である。長方形や正

方形を組み合わせた図形の面積の求め方として，長方形に分ける方法や，全体の大きな長方

形を見て欠けた部分を引く方法など，作業シートや式を用いて考えを持たせる。 

 自力解決で出た考えを発表し合い，分割・等積変形・全体－部分など様々な方法を確認し

て，どの考え方も長方形の面積の公式をもとにしていることに気付かせることがポイントと

なる。 

 

３． 本実践でおもに身に付けたい資質・能力 

①  算Ｂイ…長方形の面積の公式をもとに，複合図形の面積を求める 

②  算Ｃウ…考えを発表し，共有し合うことで，多面的な考えにふれる 

４． 実践記録 

①  問題把握 

Ｔ：長方形と正方形の面積は，どのように求めた？ 
Ｃ：長方形は縦×横，正方形は 1 辺×1 辺 
Ｔ：今日の授業ではこの図の面積を求めたいんだけど，どんな形かな。 
Ｃ：靴みたい。 
Ｔ：どうやって考えたらいいかな？ 
Ｃ：右の出っ張りを移動させると，一つの長方形になる。 
めあて：くつ型の面積を求めよう。  
 

②  自力解決 

 

 
A 児は，くつ型の図形を六等分し，一つの長方形の面積を求めて，その面積を６倍し

た考えである。Ｂ児は，くつ型の図形の右の出っ張り部分に線を入れ，左側に移動し，

縦６㎝，横３㎝の長方形として考えたものである。Ｃ児は，欠けている部分に図形を描

き足し，大きな長方形として考え，全体－部分をした考えである。 
これ以外に，左側の長方形を縦半分に分け，上の部分を移動させる方法など等積変形

で求める子供が多かった。 
 

 

「問題把握」のしかけ 

・「問うべき問い」を 

引き出し，「問題」 

から「めあて」へ 

③  比較検討 

～Ａ児の考えを検討～ 
Ｔ：どのように考えている？ 
Ｃ：くつ型の図形を六つの長方形に分けてから，一つの長方形の面積を求めて，それが

六つだから６倍する。 
～Ｂ児の考えを検討～ 
Ｔ：どのように考えている？ 
Ｃ：出っ張りを移動させて，一つの長方形にして，面積を求める。 
～Ｃ児の考えを検討～ 
Ｔ：どのように考えている？ 
Ｃ：欠けている部分に描き足して，大きな長方形の面積を求めて，さっき描いた長方形

を引く。  
 
 

④  まとめ 

T：それぞれの考えの共通点はなんだろう。 
    それぞれの考え方の共通点について問いかけ， 
   子供の言葉を使って，本時のまとめを行った。 
    学習感想では，友達の考えのよさや，求めやすい方法について記入する子供がいた。 

 
 

 
 

 
 

５． 最終板書 

 

 

 

 

 

 

 

 

６． 実践を終えて 

多くの考えを紹介することで，多面性を持つことができた。まとめの際には，共通点を

問い掛けることで，子供たちの言葉でまとめることができた。比較検討では，多様な考え

を知るだけでなく，いかに簡単に計算することができるかを問い掛ける必要があった。そ

のことで考えたり，友達の考えのよさを見つけたりする子供を育てることに繋げたい。作

業シートを，さらに大きくすることで，移動することが簡単にできることに繋げたり，倍

積変形の考えが出すことに繋げたりすべきだった。教師と子供の一対一のやりとりが多か

ったことも課題である。できるだけ多くの子供が活躍できるような授業展開を心掛けたい。

さらに，既習事項である「計算のきまり」にふれる場面もあったので問い掛けをすべきで

あった。 

「まとめ」のしかけ 

・子供の言葉によるまとめ（本時の評価） 

 

「板書」のしかけ 

・多様な考えを紹介 

・簡潔な方法へと導く流れ 

 

「比較検討」のしかけ② 

・手間がかかるものから簡単に解ける

方法の順に紹介していく。 

「比較検討」のしかけ① 

・多くの考えを紹介し，多様な見方を

持たせる。 
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算数科 授業実践シート 
５年「比べ方を考えよう①」 

内藤 陽介 

１．実践のねらい 

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

それを用いることができる。 

 

２．実践の概要 

児童は前時までにならすこと，すなわち平均の考えについて学習している。本時では，部屋の混み

具合を扱う。畳の枚数と人数という異種の２つの数量で表されている事柄を比べる学習に取り組む。

その際，条件をそろえて比較できるようにしていく段階を大切にしたい。そこで，まず，面積も人数

も同じであるが，ちらばり方が異なる２つの場面を示し，かたまっているときはならしてから比べる

こと，すなわち混み具合は平均の考えによって理想化して考えることをおさえる。次に，Ａ（６枚 ９

人）とＢ（６枚 ８人）の部屋，Ｂ（６枚 ８人）とＣ（５枚 ８人）の部屋をそれぞれ比べて，面

積が同じときは，人数で比べられること，人数が同じときは面積で比べられることをおさえる。これ

らのことにより，混み具合を比べるには，面積と人数という異種の２つの数量が関係しており，どち

らか一方の値をそろえれば比べられることをつかませる。 

その上で，Ａ（６枚 ９人）とＣ（５枚 ８人）の部屋の混み具合の比べ方を多様に考え，混み具

合を比べるには，一方をそろえて他方で比べればよいことを認識させていく。自力解決の際には公倍

数の考えや単位面積に対する人数，単位人数に対する面積によって比べていく。本時での数値の比較

では，差の考えを用いて「Ａ：９－６＝３ Ｃ：８－５＝３ 差が同じだから混み具合は同じ。」と

いう誤答が考えられる。しかし，単位をそろえる考えを知らない子供にとって，なぜこの考え方が間

違っているのかを説明するのは難しい。そのため，次時にこの誤答を取り上げることとする。 

 比較検討の場面では，机間指導で児童の考えを見取る中で，多くの児童が考えた順に取り上げてい

く。そして，本時の数値の比較でやりやすいのはどの考えかを問うていきたい。 

 板書をする際には，図，式，言葉をそろえて書くことにより，子供自身が共通点や相違点，それぞ

れの考えのよさに気付きやすい工夫をしていく。 

 

３．本実践でおもに身に付けたい資質・能力 

① 算Ｂイ…面積，人数が異なる場合の混み具合の比べ方を考える。 

 

４．実践記録 

① 問題把握 

Ｔ：A とＣどちらが混んでいますか？このままで比べられますか？ 
Ｃ：比べられません。 
Ｔ：なぜ，比べられないの？ 
Ｃ：どちらもそろっていないからです。 
Ｔ：じゃあ，どうすれば比べられますか？ 
Ｃ：どちらかの畳か人数を合わせればいい。 
Ｔ：なるほど，じゃあ今日は「どちらかをそろえて比べる，」ということをめあてにします。 
 

めあて：A とＣ こんでいるのはどっち？そろえて比べよう 
 
 

 

「問題把握」のしかけ。 

「なぜ？」と根拠を問い， 

「問題」から「めあて」へ 

② 自力解決 

 
A 児 

 
 
 
 

B 児                    Ｃ児 
 
 
 

 
③ 比較検討 

Ｃ：Ａの式は９÷６，Ｃの式は８÷５です。 

Ｃ：答えはＡが１．５で，Ｃが１．６ 

Ｔ：この答え，何でしょうか。１．５って，何ですか？ 

Ｃ：人数÷枚数の答えです。 

Ｔ：単位は？ 

Ｃ：人，１枚あたりの人数を調べている。 

Ｔ：これは，１枚あたりの人数を調べていたのですね。ということは，混んでいるのは？ 

Ｃ：Ｃ 

Ｔ：なぜですか？ 

Ｃ：Ｃの方が０．１多いからです。 

④ まとめ 

Ｃ：ほとんどの式が，何かをそろえて書いてある。 
Ｔ：どうやってそろえていますか？ 
Ｃ：かけたり，わったりしてそろえています。 
Ｔ：そろえたものって，何？ 
Ｃ：枚数か人数です。 
まとめ：枚数や人数そろえるために，かけたりわったりすると比べられる。 

 
５．最終版書 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．実践を終えて 

自力解決の際，なかなか手が進まなかったり，誤答をしたりしている児童が多く見られた。授業後の

研究会でもこのことが反省点として挙げられ，改善策を参加者で協議した。特に子供たちが課題に対し

て見通しをもつ部分の大切さが明らかになった。課題を把握する際に，「そろえて比べること」「２量は

比例の関係にあること」をしっかりとおさえる必要があった。今後は，見通しと振り返りは一体である

と捉え，全ての子供たちにとって分かる授業を展開していきたい。 

「比較検討」のしかけ 

・何をそろえて比べているのか明

らかにするために「なぜこうな

るの？」「この答えは何？」と「問

うべき問い」を問う。 

「まとめ」のしかけ 

・子供の言葉をつなぎ合

わせてまとめをつくる。 

誤答である。A とＣの畳の枚数を足して平均

を出し，それぞれの人数で比べている。 

人数÷枚数で畳一枚当たりの人数を求めて比

べている。 

枚数÷人数で一人当たりの畳の枚数を求めて

比べている。 

「板書」のしかけ 

・図，式，言葉をそろえて書く 

→共通点や相違点，よさに気付きやすい工夫 
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算数科 授業実践シート  
６年「分数÷分数の計算の仕方を考えよう」 

角田 大輔 

１． 実践のねらい 

○ 

２

５

÷

３

４

 の計算の仕方を考えることができる。 

２． 実践の概要 

本実践は「なぜ分数÷分数の計算は，わられる数にわる数の逆数をかければよいのか」の

意味を考えるためにある。それを導くためには，５年生で学習した分数÷整数に帰着して考

えていけばよい。よって，「わる数を整数にする」ことが問うべき問いとなる。 

  わる数を整数にするためには，わる数とわられる数の両方にわる数の逆数をかけるのが，

いちばん簡潔な方法である。 

２

５

÷

３

４

 ＝（

２

５

×

４

３

）÷（

３

４

×

４

３

）＝（

２

５

×

４

３

）÷１ ＝ 

２

５

×

４

３

 ＝ 

８

１５

 

しかし，わる数とわられる数の両方に逆数をかける，というアイデアをすぐに思いつく児童

は多くない。また，数式のみの操作で考えることに困難さを感じる児童もいる。「わる数を整

数にする」問いを，多様な方法と表現で解決していくことがポイントとなる。 

３． 本実践でおもに身に付けたい資質・能力 

①  算Ｂイ…計算のきまりと，分数÷整数をもとに分数÷分数をつくり出す 

②  算Ｂウ…よりよい方法を探る，式表現を数直線の表現に置き換える 

４． 実践記録 

①  問題把握 

Ｔ：習っていない計算だけど，今までの何が使えそう？ 
Ｃ：分数×分数  Ｃ：分数÷整数  Ｃ：逆数 
Ｔ：分数×分数の時はどうやった？ 
Ｃ：かける数を整数にしたから，今回もわる数を整数にしたい（「問うべき問い」）  
Ｔ：逆数って，どういうこと？ 
Ｃ：逆数をかければ，難しい分数も１になる 
めあて：わる数を整数にする方法を考えよう  

②  自力解決 

A 児は，わる数を整数

にするために，どんな数

をかければよいか試行

錯誤し，×20 で整数に

なった考えである。 
 B 児は，わる数の分母

4 をかけた考えである。 
 これ以外に，わる数の

逆数をかけている考え

や，数直線を使って解決していた。式変形で考えている子供が多かった。特に多かった

のが逆数をかける考えだった。 
 

「問題把握」のしかけ 

・「問うべき問い」を 

引き出し，「問題」 

から「めあて」へ 

「自力解決」のしかけ 

・子どもの考えを解釈し，比較検

討の構成を練る 

図 1 A 児  
図 2 B 児  

③  比較検討 

～Ａ児の考えを検討～ 
Ｃ：両方の分数を整数にしようとしている。  
Ｃ：ａ÷ｂ＝ａ／ｂをしている。 
Ｃ：もっと簡単な方法がある。 
～Ｂ児の考えを検討～ 
Ｔ：Ｂ児は，なぜ両方に４をかけた？ 
Ｃ：わる数を整数にしたいから  Ｃ：４はわる数の分母と同じだから 
Ｃ：もっともっと簡単な方法がある。 
～Ｃ児の考えを検討～ 
Ｔ：Ｃ児は，なぜ逆数をかけた？ 
Ｃ：わる数を整数にしたいから  Ｃ：わる数が１になるから 
Ｃ：わる数が１になる。「÷１」の計算はいらなくなる。 
Ｃ：数直線で考えると逆数をかける意味がわかりやすいよ（Ｄ児） 

④  まとめ 

Ｔ：今日のまとめ。ａ／ｂ÷ｃ／ｄは…この後は自分たちで考えてみよう 
 
 
 
図 3 の児童は，板書を見て最も洗練されたＣ児の考

えをもとに，まとめたようである。 
図４の児童は，教師がねらっていた通りのまとめを

書いた。板書の「『÷１』は計算いらない」を見て，自

分で公式をつくり出すことができた。 
次時の導入時には，図 3→図 4 へのまとめを導き，計

算の習熟を図った。図 5 や

図 6 の感想も紹介した。  
 
 

５． 最終版書 

６． 実践を終えて 

板書に 16 人の子供の名前を記し，主体的・対話的な学びの一助とした。また，「なぜ○をか

けたのか」と根拠を問うことで，深い学びを実現することができた。本実践で最も大切な問い

である「わる数を整数にしたい」を，もっと明確に板書に残すべきだった。 

「まとめ」のしかけ 

・子供の言葉によるまとめ（本時の評価） 

・書き始めの言葉だけサポート 

「比較検討」のしかけ① 

・徐々に洗練された考えを扱い，「も

っと簡単にしたい」問いを引き出す 

「比較検討」のしかけ② 

・「なぜ，この数をかけたの？」と

「問うべき問い」を問い続ける 

「比較検討」のしかけ③ 

・数直線をつかって式変形の意味

を解釈する 

図 3 

図 4 

図 5 

図 6 

「板書」のしかけ 

・簡潔な方法へと導く流れ 

・「問うべき問い」を問い続ける 

・多くの児童の名前を載せる 

Ａ児  

Ｃ児  

Ｄ児  

Ａ児  

Ｂ  

Ｃ  

Ｄ  
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道徳科 授業実践シート 

１年「りょうくんと一りん車」 

雨宮 康治 

１． 実践の主題 

○きめられたことはさいごまで １－(２) 勤勉・努力 

実践のねらい 

○あきらめずに頑張ることの大切さに気づき，自分のきめたことを最後までやりとげよ

うとする態度を養う。 

２． 実践の概要 

①  内容項目について 

内容項目１－（２）「自分がやらなければならない勉強や仕事は，しっかりと行う。」 

②  教材について 

一輪車に乗れないりょう君が，４年生の一輪車の乗る姿を見てあこがれ，自分も乗れ 

   るようになりたいと練習に励む。何度も転んで腕から血も出る中で，一輪車の練習をや

めるか続けるか悩むが，友達の励ましで，再び一輪車の練習をする。児童にとっては，

日ごろ，なわとびや学習で先輩や友達に姿に憧れ，練習をすることもあり，共感的に読

むことのできる資料である。また自分で目標を決め，それに向かって努力しようとする

姿やあきらめないことの大切さを知り，最後まで粘り強く取り組もうとする心情に育む

ことのできる資料 

３． 本実践でおもに身に付けたい資質・能力 

①  道Ａイ…，児童がより高い目標や，自分としての夢や希望を掲げたりすることができ， 

その達成や実現をめざしてあきらめないで努力を続けていこうとする気持ちを 

持つこと 

４． 実践記録 

①  導入 

一輪車の写真を提示し，資料の内容への関心を高める。一輪車の経験を問うと，児童

は「乗ったことがない」という反応が多く，普通の自転車と比べて，どんな点が大変そ

うなのか，どういうことが考えられるかを聞くと，「ハンドルがないから、つかむとこ

ろがない。」「タイヤが１つしかないので、転びやすい」との反応を示した。１年生は家

庭で自転車に乗り始めたり，補助輪なしで乗る練習をしたりしている児童が多く，その

ような生活経験と結びつけて，一輪車の難しさを想像することができた。 

②  展開 

資料「りょうくんと一りん車」を読み，りょう君の気持ちについて考える。 

○りょう君が一りん車のれんしゅうを始めた時，どんな気持ちだったのかな。 

  一輪車をスムーズに乗る４年生への憧れ。「かっこういい！」「４年生みたいにな

りたい」という言葉を引き出し，りょう君が「よし、ぼくもやるぞ！」という気持

ちになったことを押さえ，その時のセリフを児童に言わせた。 

○「もう、やめよう。やっぱり無理だよ。」と思うりょう君。自分がりょう君だったら， 

やめるか、つづけるかを考える。りょう君が練習の過程で，転んであざだらけにな 

ったり，涙がでたことを押さえた上で，「もしみんながりょう君だったら、この後練 

習をつづけるか、続けないか」を問うた。 

  黒板にマグネットで自分の立場を示すと，続ける１６人 やめる ５人 わから

ない１人 となった。それぞれの立場をとった理由を問うと「続ける」立場の児

童は「練習をしないといつまでたってもできない」、「続けない」の立場の児童は

「今まで以上の大けがをしてしまう」という理由であった。 

○１カ月後，一輪車に乗れるようになったりょう君はどんな気持ちだったのかを 

ふきだしに書く 

そこで資料の後半を読み，りょう君は練習を続けて，一輪車が乗れるようになったこ

とを触れ，その時の気持ちを吹きだしに書かせた。ここで引き出したい言葉は「うれし

い」（達成感に関わる言葉）と「あきらめない」（努力に関する言葉）である。逆に「友

達の応援」（友情に関わる言葉）は軽く触れるにとどめ，価値への集約を図った。 

Ｃ：りょう君は友達が応援してくれたから，がんばることができた。 

Ｃ：４年生みたいになりたい！ 

Ｃ：けがもしたけど、一輪車がのれるようになってうれしい。 

Ｔ：うれしいっていったけど、それはケーキやプレゼントをもらった時のうれしいと 

いっしょ？（問い返しによる価値の明確化 しかけ①） 

Ｃ：ううん、ちがう。 

Ｔ：何がちがうの？ 

Ｃ：練習をしたから・・・ 

 そのちがいを言葉としてうまく説明できる児童はいなかったが，自分が達成したこ

とからできるうれしさがあることに気づかせた。その上で，「あきらめない」というこ

とに触れた児童に意図的に指名し，あきらめないことによって得られたうれしさに気

づかせるようにした。 

③  終末 

体育でなわとびが全然跳べなかったけど，練習して跳べるようになった児童やクラス

の宝にある努力を続けている児童を紹介し，あきらめないで頑張ることは身近にもあり，

大切にしてほしいことを伝え，授業を終えた。  
５，板書 

  

 

 

 

 

 

 

 

５． 実践を終えて 

本時の工夫は，２点ある。主人公が「もうやめよう」と思った前と後で資料を分け，葛藤す

る主人公の気持ちを追体験でいるようにした。この手法は，自分の考えたことが，後半を読ん

で正解かどうかという「クイズ」のようになってしまう危険あるという指摘を頂いた。全部読

んで価値について考える手法についても取り入れていきたい。もう一つはマグネットの活用で

ある。クラス全体を自分の位置を考える方法であったが，自分の気持ちの中の葛藤を考えるよ

うな使い方もあるので，この資料の特色やねらいとする価値と児童の実態から，そのような手

法を学んでいきたい。 
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道徳科 授業実践シート  
１年「くりのみ」 

古屋 愉子 

１． 実践の主題 

こまっているともだちに 

２． 実践のねらい 

栗の実を一つあげたときのうさぎの気持ちや，栗の実をもらって涙をこぼすきつねの気持ち

を考えることを通して，困ったときには友達と助け合っていこうとする心情を育てる。 

３． 実践の内容 

①  内容項目について 

豊かに生きていくためには，よりよい人間関係を築く力が必要不可欠である。学校生

活においては，多くかかわりをもつ友達と，互いを認め合い，信頼感や友情を築いてい

くことが大切である。まだ自己中心的な気持ちの残る１年生ではあるが，様々な活動を

通じて，友達と仲良く協力して取り組むことの喜びを感じている。学習活動や生活の場

面で，友達と助け合うことの大切さに気づかせていくことで，友達と仲良く助け合おう

とする心情を育てていきたい。 

②  教材について 

寒い森の中で，おなかをすかせたきつねとうさぎが食べ物を探しに行く。きつねは見

つけたたくさんのどんぐりを，うさぎに見つからないように落ち葉で隠すが，うさぎは

二つの栗の実の一つを分けてあげる。栗の実を手にしたきつねは，友達を思ううさぎの

気持ちに心を打たれ，涙をぽろっとこぼすという内容である。 
    本時の指導では，自分の分を減らしてまで友達を助けようとするうさぎの気持ちに焦

点を当て，自分も困っているけれど，友達を思って行動した気持ちに共感させたい。ま

た，うさぎの行動によって変わっていくきつねの気持ちを考え，困ったときに助けてく

れる友達がいることのよさや，助け合うことの大切さについて深く考えさせていきたい。 

４． 本実践でおもに身に付けたい資質・能力 

①  道Ｂイ…友達と仲良く助け合い，困っている 

      ときにはお互いに助け合おうとする。 

５． 実践記録 

①  導入 

T：今まで友達に助けてもらったことありますか。 
C：休み時間に転んだとき，６年生が助けてくれた。  

②  展開 

T：お話を読みます。舞台はここです。どんなところ・季節ですか？ 
C：木の葉っぱがない。（食べ物が）何もない。 
～資料を読む～ 
T：お話を確認したいので集まってください。 
（黒板の前に集まり，話の内容を実物を使って確認。） 
T：きつねは見つけたどんぐりを落ち葉でかぶせて隠した。どうしてかな。  
C：自分の分がなくなっちゃうから。C：  また次の季節に食べれるように。 
T：きつねさんの気持ち，分かる人いる？ 
C：横取りされたら，困っちゃうし。全部食べられると困るから隠しておく。 
T：うさぎさん，何か見つけた？ 
C：栗を二つ。きつねさんより全然少ない。  
 
 
 
 
T：～「２つ見つけたので１つあげます。」と言ったウサギさんの気持ち，考えてみてください。  
 
C：2 個食べようと思ったけど。 
C：（あげたら）自分も嬉しくなる。  
C：かわいそうだから。 

「展開」のしかけ② 

・栗の実やどんぐりを用いて話を

確認をすることで想像しやすく 

「展開」のしかけ① 

・資料の登場人物の気持ちに寄り添

いやすくさせるための工夫（テレビ

画面で秋から冬に変わる画像を見

せ，厳しい冬の状況を想像させる。） 

 

「展開」のしかけ③ 

・ねらいとする価値からぶれないようにする

ためにワークシートに記述させた問い（友達の

ことを思って助けようとするうさぎの気持ち） 

T：同じこと（かわいそうだからということ）を書いた人。 
 
C：何もなくてかわいそうだから。 
C：次の季節にも食べられなかったらかわいそうだから。 
C：一人だけ食べられなかったらかわいそうだから。 
C：かわいそう。くり 1 つでもおなかいっぱいになる。あげなかったらきつねさんが死

んでしまうかも。 
C：友達だから。C：（○○君の意見と）似てる。 
 
T：（出た意見は）誰のことを考えてる？きつねさんをどうしたいという気持ちがあった？  
C：きつねさんを死なさないように分けてあげる。C：友達で一緒にいたいから。  
 
T：1 個もらったきつねさんは，なんで涙が出たんだろう。お隣さんと話し合ってみて。  
C：2 個なのに，1 個あげたから。 
C:くれたから。 
 
 
T：みんなももらったときにぽろっと涙が出てくる？ 
C：でない。 
C：きつねさんのためにうさぎさんが思ってくれたから嬉しかった。 

  ③  終末 

T：みんなも，うさぎさんみたいに，助けてあげた人，いますか？  
C：鉛筆とかクーピーとか落としたときに拾ってあげた。 
T：どういう気持ちで（助けたのかな）？ 
C：大丈夫かな。 
C：外で転んでいた子がいたから助けてあげた。痛そうだなと思って。  
T：きっと，嬉しいよ，その子。うさぎの気持ちと似ているね。 
 
 
 
 
 
 
 
 

６． 最終板書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７． 実践を終えて 

今回授業をしてみて，ねらいとする価値に迫る難しさを改めて感じた。資料の提示や板書の

仕方だけでなく，児童の反応や発言を予想し，どう問い返していくかを考えることがとても大

切であることが分かった。今回学んだことをこれからの授業にしっかり生かしていきたい。 

「展開」のしかけ③ 

・似た意見があるか聞く

ことで話し合いを深める 

「展開」のしかけ④ 

・児童の発言に対し，

問い返し（揺さぶり）

をすることで考えを

深める 

「ワークシート」

のしかけ 

・ねらいに迫った

言葉が出てくるよ

う，友達に栗の実

をあげたうさぎに

焦点を当てた 

「展開」のしかけ③ 

・ペアでの話し合いにより、

考えを出しやすくする 
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道徳科 授業実践シート  
２年「七つの星」 

清水 薫 

１．実践の主題 

すがすがしい心 

２．実践のねらい 

輝く星空や清らかな物語に触れ，美しいと思う気持ちを育てる。 

３．実践の概要 

①  内容項目について 

北斗七星を見たトルストイが，夜空に輝くひしゃくの形を思い浮かべながら美しい心を

持つ女の子の物語を綴った。このように，美しい情景や清らかな物語に触れて，美しくき

れいな景色（自然等）を想起する。（D21）  
②  教材について 

   トルストイが書いたロシアに伝わる民話のひとつである。長い日照りが続くロシアで主

人公の少女ミーシカは，病気の母親に飲ませるために水を探しに出かける。喉がからから

に乾き，自分も飲みたい気持ちを抑え，母親や犬の親子や見知らぬ旅人にまでひしゃくの

水を飲ませる。水を分けるごとに，ひしゃくが銀，金に変わり，最後には，ひしゃくの水

の中にダイヤモンドが生まれ，夜空の北斗七星として放たれる。その後，空からは雨が降

り，長い日照りが終わる。 

４．本実践でおもに身に付けたい資質・能力 

①道Ｃ イ 美しいものや清らかなものに素直に感動できる心情を育成と，児童の感動を

他の児童同士で共有し合い，児童自身がもっている初々しい感性を育みたい。 

５．実践記録 

①導入 

○星空を見て，感じたことを発表する。 

②展開 

○資料「七つの星」を見て，話し合う。 

 

 

○ミーシカが持つひしゃくが，木から銀，銀から金，飲み干しても水が減らないひしゃくに

変わっていったのはどうしてでしょうか。これまでのミーシカの行動や気持ちが回を重ね

るごとにきれいなものに変わっていき，最後は，キラキラ輝くひしゃくの形をした７つの

星になった情景を感じさせたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ミーシカは，どんな気持ちで毎晩星を見ていたでしょうか。 

 

  

 

 

「展開」のしかけ② ワークシートの構成 

・ねらいに達成にむけ，村が元気になった様子

や水をわけてあげた時の出来事などを想起さ

せ，星空を見上げている少女に自分を投影さ

せ，すがすがしい心に触れさせる。 

 

「展開」のしかけ①発問の工夫 

・少女の心の美しさが崇高なものへと変わっ

ていく様子を感じさせる。 

多様な考えを引き出すために，木から銀，銀

から金など様々な場面を取り上げる。 

 

「問題把握」のしかけ 

・資料の視聴 NHK FOR SCHOOL 

「導入」のしかけ 

・星空の映像（DVD） 

・実物のひしゃくの提示 

C 木から銀へ変わったのは，お母さんのための

水を犬にも分けてあげて，えらいから変わっ

た。  
C 銀から金へ変わったのは，自分も飲みたかっ

たのに我慢して，お母さんのために水を飲ま

せようとして，神様が感心して変えてあげた

から。  
C 見知らぬおじいさんにまでも，大切な水を分

けてあげてミーシカはすごいと思ったから。  
 

C 雨が降って，村のみんなが元気になって

よかったな。 

C 雨を降らせてくれてありがとう。 

C これからもやさしい気もちでいたいな。 

C 見守っていてほしい。 

 

 

③終末 

 ○これまできれいだな，美しいなと思ったことを発表しましょう。 

 

 
 

 

 

今まで美しいと思った情景を 

想起させて，その時の感動を表す言葉 

を大切にしながら，美しいと素直に思う気持ちにさせた。 

④まとめ 

 ○トルストイも美しいひしゃくの形の星を見て，「七つの星」の物語を作った。美しい情景か

ら，人の心の美しさがダイアモンドになり，北斗七星として輝く物語へ導いたのではない

かと教師が話をした。  

６．最終板書 

 

 

 

７．実践を終えて 

 美しい情景や清らかな物語に触れて，美しくきれいな景色（自然等）を想起し，美しいと素

直に感じて表現することができた児童が多く見られた。また，他の児童の体験や感動を共有し

合うことができた。美しいものや清らかな出来事に意識的に触れ，素直に感動する体験を通し

て，人間が本来もつすがすがしい心を道徳の授業で呼び起こしていくことが大切だと考える。 

 

「板書」のしかけ 

・これまでのミーシカの行動や

気持ちが回を重ねるごとにき

れいなものに変わっていき，最

後は，キラキラ輝くひしゃくの

形をした７つの星になった情

景を感じされるような板書。 

 

C 夜，星を見てきれいだなと思った。 
C 海を見て，青くて広いなと思った。 
C 紅葉を見てきれいだった。  
 

「終末」のしかけ 補助発問 

「ミーシカが星を見ているように，みんなもきれいな景

色をみたことがある？」 

実体験でのきれいな情景を想起させやすいように補助

発問を工夫。 
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道徳科 授業実践シート  
３年「目の見えない犬」 

永井 孝枝 

１．実践の主題 

○命の重さにちがいがあるの 

２．実践のねらい 

○命がたくさんの支えの中であることを知り，命ある全てのものを大切にする心情を育てる。

（Ｄ１生命の尊重） 

３．実践の概要 

①  内容項目について 

生命ある全てのものをかえがえのないものとして尊重し，大切にすることに関する内

容である。併せて，人は一人で生きているのではなく，自らも人とかかわりをもちなが

ら生きており，自己との関わりで，生きることのすばらしさへの自覚を深めていくこと

も求められている。中学年になると，生命を現実性をもって理解できるようになる。た

とえば病気やけがをとおして健康のありがたさを感じたり，動植物の飼育栽培をとおし

て生命の連続性や神秘を感じたりする機会を持つ。また家族との関わりをふり返り，家

族があって自分が存在することや役割を果たすなかで助け合い支え合っていることに気

づいたりする。こうした経験から，与えられた生命の尊さを改めて感じ，人と助け合い

支え合いながらよりよく生きていこうとする心情や態度を育むことが大切である 

② 教材について 

「目の見えない犬」は，実際にあった出来事を資料化したものである。目の見えない子犬 

を拾った「わたし」とのぞみちゃんという二人の少女が，お母さんをはじめ団地の大人たち

の反対にあいながらも，何とかしてその生命を助けたいと強く願って行動し，自治会長の坂

本さんの協力を得て，子犬の生命を救ったという話に基づいている。そこには目の前の生命

をどうしても救いたいという「わたし」やその周りの子供たち強い思いがあり，その姿が団

地の人たちの心も動かし，団地の人たちの理解と協力があって，だんが生きることができた

のである。実話というよさを生かし，終末では，だんのその後を話すことで，「わたし」をは

じめ子供たちや団地の人々が一つの命を尊び育んだことを伝え，助けられ守られて生きただ

んの姿が今も語られていることを知り，生命を尊重する気持ちをもたせたい。 

４．本実践でおもに身に付けたい資質・能力 

①道Ｃ（イ）…生命の多様な価値や大切さを理解した上でよりよい対処を志向する心情 

５．実践記録 

①導入 

Ｔ：かわいい犬だね。生まれたばかりで捨てられて 
いたの。みんなだったら飼えるかな？  

Ｔ：実はこの犬は目が見えないの。それでも飼える？ 
Ｃ：飼ってあげたい。 
Ｃ：飼えない。世話ができないと思う  

②展開 

～資料を読む～ 
Ｔ：私はどんな気持ちで子犬を抱きしめたのかな？ 
Ｃ：目が見えなくて大丈夫かな Ｃ：どうしたらいいんだろう 

「導入」のしかけ  

犬の写真を提示しテ

ーマを焦点化 

「展開」のしかけ① 

・読み物資料を主発問の場面

で区切って考えさせる。続

きは見えないように隠す 

Ｔ：団地の住民は反対が多くて，お母さんは「みんなに迷惑をかけている」と言った  
どうしてだろう？ 

Ｃ：きまりがある Ｃ：育てるのに大変 
Ｔ：どんなことが大変？  
Ｃ：世話ができず放りっぱなしになる  
Ｃ：死んじゃうかもしれない  
Ｔ：きまりがあるって言っていたね 
Ｃ：吠える声が迷惑 Ｃ：アレルギーになる 
Ｃ：物を壊すかも Ｃ：トイレのこと  
Ｔ：大人にはこういう考えがあったんだね 
  安心して暮らす，命を預かる難しさがある  
Ｔ：わたしはどんな思いで「目の見えない人は・・・」と言ったのでしょう 
Ｃ：ＷＳに記入。Ｃ：犬にも命がある Ｃ：一つの命がある 
Ｔ：班で話し合いましょう 
Ｃ：飼ってあげたい気持ちがある   

目が見えないことで人生が変わってしまう。 
  犬にも気持ちがある  
Ｔ：どんな気持ち？ Ｃ：生きたい気持ち 
Ｃ：助けが必要。そうすると心がつながる 
Ｃ：犬にも人間と同じ命がある Ｃ：大切な命がある 
Ｔ：命の大切さが分かりますね 命を生かすことができる 
Ｔ：その後，どうなったでしょう 資料の続きを読みます 
Ｃ：犬小屋がある 飼えたんだ（クラス全員が拍手） 
Ｔ：最初は反対していたのに，どうして飼えるようになったのでしょう 
Ｃ：自分たちで世話をした 命を守った 

③終末 

Ｔ：目の見えない犬を通して，いろいろな立場で，命のことについて考えてみました。 
授業を通して思ったことや考えたことを書きましょう 

Ｔ：実はこれは本当にあった話です。  
愛媛県の小学校で当時はこの女の子は５歳だった 
そうです。女の子たちが小学生になっても世話を 
みんなでして，中学生になっても生きていました。１３歳まで生きました。 

６．最終板書 

 

 

 

 

 

 

 

７．実践を終えて 

子供たちが次々につぶやき意見をつなげながらねらいに迫ることができた。生命に関わる価

値を多面的に考え，命を大切にするとはどういうことか考えを深めることができた。 

「問い」のしかけ① 

・問い返すことで具体的に考え

させる 

「展開」のしかけ③ 

・班で意見交流をする。自分の考え

を持ち伝える，相手の話を聞き受

容したり再考したりするといった

言語活動。心を開く信頼関係を構

築する場 

子供たちの言葉からねらいに迫る 

 

「展開」のしかけ② 

・多面的に見つめ考えさせること

で，生命に関わる様々な価値に

気付かせる 

「教材」のしかけ 

・実話であることを紹介し， 

子供たちの心に感動を残す 

「板書」のしかけ 

・構造的 

・価値を対比 
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道徳科 授業実践シート

４年 「百点を十回取れば」
清水 みゆき

１．実践の主題

○正直に生きる

２．実践のねらい

○正直にふるまうことの大切さと素晴らしさを理解し，日々を誠実に生きようとする心

を育てる。

３．実践の概要

①内容項目について

中学年の内容項目１－（４）は，｢正直に，明るい心で元気よく生活する｣となってい

る。正直とは，心にやましさがなく，うそやごまかしのない安定した状態のことである。

また，明るい心で元気よく生活するとは他の人に対してはもちろん自分自身に対しても

正直であることで実現できるものである。しかし，人は自分を守るために，また自分に

とって有利な状況になるたことを求めて，嘘をついたりごまかしたりしてしまう。弱い

自分に負けてしまいそうになることは，誰にでもある。

頭から嘘やごまかしを否定するのではなく，嘘をついたりごまかしたりしてしまう状

況を理解させた上で，正直に生きることの良さに気づかせていきたい。正直に生きるこ

とが，明るい心で元気よく生活することにつながることを，子どもたち自身が見いだし

ていけるように授業の展開を工夫していきたい。

②教材について

学級で行われる漢字テストで，ある日，一番仲良しの友達が１００点を取った事を知

り，主人公は負けたくないという気持ちになる。次の日，１００点を取った主人公は，

母と｢十回続けて百点を取ったらサッカーシューズを買ってもらう｣という約束をする。

その後，熱心に漢字練習に取り組んだ主人公は，十回続けて百点を取るが，十回目のテ

ストに採点ミスがあったことに気づく。正直に言うべきかどうか迷う主人公は，迷った

結果，先生に正直に採点ミスと告げすっきりする。

４．本実践で主に身に付けたい資質・能力

①道 C ア「嘘をつくか」，「本当のことを言うか」の
葛藤を乗り越え，正直に生きることの良さに気づく

５．実践記録

①導入

T:嘘をついたりごまかしたりしたことはありますか？
C:お母さんに「もうねる，おやすみ」って言ったのにこっそり部屋で本を読んでしま
った。

C:トイレにうそで「ゴキブリがいる」ってお母さんに言っちゃった。
T:先生もバレーの試合で反則したのにしてないって嘘ついたことがある。嘘をついた
りごまかしたりしたくなる気持ちは誰の心にもある。

②展開

T:てつろうが悩んでるのは，｢言う｣の気持ちがあるからでしょう。
C:必ずテストは見せないと行けない。九回までは見せていたのに十回だけ見せないの
はおかしい。

C:間違いを直せば，分からない。
C:顔の表情で嘘がばれちゃう。
C:にこって笑って｢やったあ。」っていえば，
ばれないと思います。

C:不自然で逆に怪しい。
C:にこってわらっていても，自分の心の中ではお母さんを裏切っているから，その意
見には反対です。

C:言わないと自分の心の中の先生に勝てない。言えないと言うことは心の中の先生が
弱いということだと思います。

導入のしかけ

誰にでも嘘をついたり，ごまかし

たりする気持ちはある。心を開き

本音で話し合うための工夫。

展開のしかけ

｢言う｣｢言わない｣の二つの考え

に分けて板書。両方の気持ちが

共存することに気づかせ十分に

葛藤させる。

- 2 -

C:嘘をついてもらったサッカーシューズには価値がない。～中略～
T:間違って○がついていたことを先生に話した時，てつろうはどんな気持ちになった
でしょうか。

C:すっきりした。
C:もやもやが消えたと思います。
C:正直に言うとすきりするな。今度から正直に言おうと思ったと思います。
C:サッカーシューズは買ってもらえないけど，先生に｢正直に言えたね。｣って言って
もらえだけでぼくのごほうびだ。

③終末

T:｢人がいつも正直なことを言うのはなぜか。神が嘘をつくことを禁止したからでは
ない。それは，嘘をつかない方が 。」これは，ニイチェとい

う人が考えた言葉です。この□にあてはまる言葉を考えてみよう。

C:ためになる。
C:気持ちがいい。
C:しあわせになれる。
C:気持ちが楽になるからだ。
C:正直な自分でいられる。。
T:よく考えたね。どれもいいね。本当は「気が楽だからである」です。

６．最終板書

７．実践を終えて

話し合いの途中で，自然な形で｢正直に言う｣か｢言わないでごまかす」かの議論が起こ

った。今まで苦労して百点を取ってきたのに，それを無駄にしたくないという子供の本音

が自由に出たことにより，それでも「正直に言う方がよい」という考えを引き出すことが

できた。子供たちが自分たちの言葉で｢正直に生きること｣の大切さを，伝え合っていたこ

とが大きな成果だと感じた。

終末のしかけ

ニイチェの名言の最後の一文を考えさせることによ

って，今までの話し合いを生かし，｢正直に生き

る」ことについての考えを深めることができる。

主発問。本時の｢問うべき問い｣
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道徳科 授業実践シート  
５年「すてきな友達」 

小池 洋一 

１． 実践の主題 

○学び合い，高め合える友情 

２． 実践のねらい 

○友達とは，楽しいときだけでなく、困ったときや苦しいときにこそ助け合える存在であること

を理解し，支え合える友達となるために自分でできることを考え，よりよい友達関係を共に築

いていこうとする態度を養う。 

３． 実践の概要 

①  内容項目について 

高学年になると，これまで以上に友達を意識し，仲の良い友達との関係を深めようとする。

しかし，気の合う仲間との閉鎖的な集団をつくったり，自分自身を省みず，自分の思いを友達

にばかり求めたりする傾向にある。そのために，友達とは，楽

しい時だけでなく，困った時や苦しい時にこそ助け合える存在

であることを理解し，支えあえ高め合える友達となるには自分

には何ができるかを考え，よりよい友達関係を互いに築いてい

こうとする態度を育てていきたい。 

②  教材について 

本教材は，子供たちも知っている曲の歌詞である。「仲間が

いればつらくはない」「暗闇にとまどう」「愛と仲間 それさ

えあれば」「愛と仲間」など，その歌詞に込められた意味を考

えながら，友達とはどんな存在なのかを十分に考えていく。 

４． 本実践でおもに身に付けたい資質・能力 

①  道Ｃア…友達とは自分が相手に求めるのではなく，お互いが支え合い高め合う関係               

づくりが大切であることを理解する。 

５． 実践記録 

①  導入 

Ｔ：みんなは，どんなときに「友達っていいなあ」と思いますか？ 

Ｃ：困っている時 

Ｃ：けがをして声をかけてくれた時 

Ｃ：教えてくれた時 

Ｔ：これは，誰にとって？ 

Ｃ：自分にとって    

Ｔ：今日は，「すてきな友達」について考えていきます。 

 「すてきな友達」の歌を聞いてみましょう。 

②  展開 

～「すてきな友達」の歌詞から読み取る～ 

      Ｔ：なぜ，仲間がいればつらくないのかな 

      Ｃ：支えてくれる Ｃ：声をかけてくれる 

      Ｔ：「暗闇に落ちてとまどう」ってどういうこと？ 

      Ｃ：なやんでいる Ｃ：困っている 

      Ｔ：いいときばかりじゃないんだね 

      Ｔ：なぜ 仲間がいればつらくないのかな 

      Ｃ：仲間の感情が深まる Ｃ：一緒に考えてあげられる 

      Ｔ：「愛と仲間」ってどんなものだろう 

      Ｃ：大切な友達を思う Ｃ：心の中で通じ合える  

Ｔ：ということは，どういうこと。だれのためのこと。 

   Ｃ：相手のために 

「展開」のしかけ① 

・歌詞を通して，友達について読み

取っていく。 

「導入」のしかけ 

・導入でＣＤで歌を聴く。 

（興味関心を高める） 

 
 
 
 
                   
                 
                 
                 
                 

③  終末 

Ｔ：この「すてきな友達」になるために，自分にどんなことが 

できますか。 

Ｃ：相手（友達）の気持ちを考え，行動する。 

Ｃ：相談にのってあげる。声をかける。 

Ｃ：助けてあげる。協力する 

 

Ｔ：友達っていう字には，「人と人が手を取り合って，すらすら 

  と前に進んでいく」という意味があります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

６． 最終版書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７． 実践を終えて 

導入において友達を題材にした身近な曲を聞くことで， 

授業への興味関心を持たせたり，終末に再度聞くことで， 

本実践のねらい（すてきな友達関係を築いていくための考えを深めること）を確かめながら余韻

をもって終わることができた。読み物教材を使う良し悪し（読み物を通して捉えた価値を今回の

歌詞から探る等）もあるので，児童の実態に応じて授業展開をしていくことが大切であることが

分かった。 

「終末」のしかけ② 

・漢字本来の意味を知らせ，友達の意味の深さを考える。 

「板書」のしかけ 

・自分と相手の対比 

・主発問をイラスト入りで 

・主題になる部分を色掲示 

「展開」のしかけ② 

・意見を出しやすくする工夫 

（隣同士で考えを出し合う） 

「終末」のしかけ① 

・ワークシート使用で，考えの明

確化 

（考えを出させやすくする） 

「終末」のしかけ③ 

・余韻を持って終われるよ

うに歌を再度ＣＤで。 
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道徳科 授業実践シート

6年「うばわれた自由」
森沢真名美

１，実践の主題

〇自律と責任を伴った自由

２，実践のねらい

〇自由を大切にするとともに，それに伴う自律性や責任を大切にしようとする心情を育

てる。 １－（３）自由・責任

３，実践の概要

➀内容項目について

自分自身をよりよく高めていくためには，自分の心に素直な自由な考えや行動が大切

である。しかし，その自由は放縦とは区別される。自分の自由な意志によっておおらか

に生きながらも，そこにはけじめがあり，内から自覚された責任ある規律が伴っている

ことに気付かせていきたい。そのために，本実践では主張の異なる両者の立場を考える

ことで，自由の捉え違いに気付かせ「本当の自由とは何か。」を問うべき問いとする。

②教材について

本資料は，自分の思いのままに行動することが自由であると思っているジェラール王

子が，その考えが誤っていることを森の番人ガリューに諭されるが聞き入れず，ジェラ

ール王子自身も国の乱れがもとで囚われの身となり，改めて真の自由の大切さを知ると

いう話である。牢屋に入れられたジェラール王が，自由についてどんなことを考えたか

話し合わせることで，改めて「本当の自由」について気付かせることのできる資料であ

る。

４，本実践でおもに身に付けたい資質・能力

①道Ｂウ 自律性や責任を大切にしようとする心情や態度を育てる。

５，実践記録

➀導入T：自由という言葉を聞いてどんなことをイメージする？C：一人暮らし，楽。 導入の工夫C：好きなことができる 事前に，「自由」という言葉C：自分で考え，判断する。 からイメージすることを書かせ

問題意識をもって学習に入る。

②展開

資料を読む 教材提示の工夫 人物絵をはる。T：ジェラール王子は狩りをしている 2人の関係が分かるように人物絵
時，注意をされて，どんな気持ちにな をずらして提示する。

った？C：うるさい。おれは王子だ。C：したいことをしたいようにできる自由っていいな。T：したいことをできる自由はいいよね。じゃあ，ガリューはジェラール王子の言葉を聞
いてどう思った？C：王子だからと言ってきまりを守らいのは許されない。C：何をしても自由とは言えないのかも・・・。ずるい。T：そうだね。ということは，2 人のいう自由にはちがいがあるのかもね。その後，国が
乱れてジェラール王も牢屋に入ってしまい，そこで 2人はまた出会う。その時，牢屋で涙
を流したジェラール王は何を感じて泣いたの？C：あの時，ガリューの話を聞いておけばよかった。私が悪かった。C：王子だからと言って自分勝手な行動していた。C：自由と自分勝手は違う。T：牢屋で出会ったガリュ-ーがジェラール王に言った「本当の自由」とはどういう意味な
のかな？C：何をしてもいいというのは本当の自由じゃない。C：みんなのことを考えた上で自分の自由がある。C：自由には責任がある 問いの工夫C：きまりを守った上での自由がある。 問うべき問いを投げかけC：自由にも制限がある。 キーワード

自由と責任の関係を引き出す。

- 2 -

➂終末T：自由な行動をするために大切なことは？C：自分で考え行動する。責任ある行動をする。 終末の工夫C：きまりを守り，みんなの自由も自分の自由も大切にする。 自分の言葉でまとめる。T：今日の学習で大事だと思ったことは？C：みんなも自分も笑顔でいられる自由を考える。 価値を深める工夫C：責任のある自由が大事である 「始めの自由」と授業を通しての「自

由」を対比して考える。

授業後，ワークシートにに書かれた

広げたい考えを児童に伝える。

６，最終板書

７，実践を終えて

「自由」という意味を考え，ワークシートに整理しながら書くことで発表を促し，対話的

な学びができた。責任ある自由と自分勝手は大きく違うことに気付き，これからの自己の

行動の仕方について考える学びが実現できた。ただ，決まりを守らなかったから自分勝手

だったと考えている児童がいたので，ねらいとする価値がぶれないように補助発問でまと

めていけば良かった。責任を伴った自由が大切なことを生活の中で押さえていきたい。
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道徳科 授業実践シート  
６年「ブランコ乗りとピエロ」 

蘒原校長先生 

１． 実践の主題 

○謙虚に広い心を持って 

２． 実践のねらい 

○自分の考えや意見を相手に伝えるとともに，謙虚な心をもち，広い心で自分と異なる意見

や立場を尊重しようとする自己の考えを深める（B11 相互理解・寛容） 

３． 実践の概要 

①  内容項目について 

自分の考えを持ち，強く主張することは大切なことである。しかし，同時に相手の立場

や気持ちを考え，異なった意見に対しても広い心を持って対処しようとする姿勢も必要で

ある。相手の立場に立って考え，よいところは謙虚に認め，広い心で受け入れていくこと

の大切さに気付くようにしていきたい。そのために，本実践では主張の異なる両者の立場

を考えることにする。「両者が共通に気付いたことは何か」を問うべき問いとする。 

②  教材について 

サーカス団に古くから所属し，スターでもありリーダーでもあるピエロが，後から入団

したブランコ乗りのサムに手を焼く話である。サムは，演技時間を守らず自分勝手な演技

をするが，実力があり，観客から大声援を受ける人気者である。サムに対して好意を持つ

団員はいなかったが，ピエロは，全力で演技に取り組むサムの姿を見て，サムを認めるよ

うになる。ピエロは，リーダーとしてサムを含めた団員に話をした。その後，サムはピエ

ロや団員と打ち解け合い，よいサーカスを披露していった。 

４． 本実践でおもに身に付けたい資質・能力 

①  道Ｂイ…相手の立場を尊重した上で自分のものの見方の認識を深める 

５． 実践記録 

①  導入 

Ｔ：道徳の時間は，心をシェイプアップする時間  全員発言を目指そう 
Ｔ：友達と意見が対立したことは？ 
Ｃ：トランプとかゲームのどっちをやりたいか  
Ｃ：学級役員で意見を出し合ったとき 

②  展開 

～資料を読む～  
Ｔ：ピエロはサムのことをどう思っている？ 
Ｃ：目立ちたがり屋 Ｃ：腹を立てていた 
Ｃ：サムばかり目立って悔しい 
Ｔ：心のメーターを使う。今日は，青が自分の気持ち，赤が相手の気持ち。今，ピエロ  

が自分だとしたら。サムのことを考える気持ちは，赤。 
Ｃ：青が 100％。自分が目立ちたくて，サムのことを考えずに腹が立っていたから。 
Ｔ：ピエロの立場は？ Ｃ：スターでリーダー  
Ｔ：サムの立場は？ 
Ｃ：スター  Ｃ：花形  
Ｔ：ということは，サムも青 100％。  

「導入」のしかけ  ・心をひらく呼びかけ 

「展開」のしかけ① 

・読み物資料の場面絵で ICT 活用 

・リレー発言を促す 

 

図 1： 
ピエロ 
の画像 

「展開」のしかけ② 

・心のメーターの活用 

・表した割合の根拠を問う 

Ｔ：ピエロの気持ちが変わったのはなぜ？  
Ｃ：サムが観客のためにがんばる姿を見たから 
Ｔ：ピエロは，サムの何がわかった？ 
Ｃ：根気 Ｃ：がんばり Ｃ：立場 
Ｔ：ピエロの今の心は？ Ｃ：サムを憎む気持ちがなくなってきたから（赤 80％）  
Ｔ：じゃあ，サムの心は？ 
Ｃ：ピエロの言葉が耳に残り，自分だけがスターという気持ちを捨てた 
Ｃ：僕もピエロのことを考えようと思った（赤 90％）  Ｃ：サーカス団のことも 
Ｔ：サムは，ピエロの何がわかった？ 
Ｃ：立場  

③  終末 

Ｔ：2 人に共通して分かったことは？ 
Ｃ：自分一人がスターじゃない。理由は，みんなで盛り上げるものだから。 
Ｃ：相手の立場がわかった。理由は，相手のがんばりがわかったから。 
Ｃ：最初は自分のことしか考えていなかったけど，相手の立場を考えたら自分の立場も  

わかるようになった。 
Ｔ：今日の学習で大事だと思ったことは？  
Ｃ：自分だけじゃなくて相手の立場も考える。共助 
Ｃ：自分と相手の立場を知り，相手の心を見直す。心を考える 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

６． 最終版書 

 

７． 実践を終えて 

全員発言やリレー発言により，主体的・対話的な学びができた。また，両者の立場を考える

ことで，多面的に考え，自己の生き方について考える深い学びが実現できた。 

「展開」のしかけ③ 

・心のメーターで主人公の心情が

変容した瞬間の気持ちを問う 

「展開」のしかけ④ 

・問うべき問いに向け，同じ発問

で２人の気持ちの変容を問い，

キーワード（立場）を引き出す 

「終末」のしかけ 

・問うべき問いの理由を 

明確にする 

「教材」のしかけ 

・問うべき問いに特化した

ワークシートの構成 

「板書」のしかけ 

・構造的に見やすい板書 

・両者を対比しやすい構成 

・気持ちの変容を見やすく 
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