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は じ め に  

                          

甲府市立国母小学校  

校長  蘒原  桂  

 

 平成３１年度は５月に令和という新元号となり，東

京オリンピックの開催も来年に迫り，ラグビーワール

ドカップの日本チームの活躍もあって日本中がワクワ

クするような気持ちになっている年でもありました。

しかし，年度末に突然発生した新型コロナウイルスの

影響は大きく，３月に全国の学校が臨時休校になる事

態も発生し，子供たちの声が学校から消えてしまいま

した。そのような激動の一年でしたが，本校の校内研

究は令和２年度から全面実施となる新学習指導要領に

準拠した着実な歩みを進めてくれたと思います。思え

ば私が国母小学校に着任して３年が経とうとしていま

す。この３年間の研究は授業力の向上を大きなテーマ

としながら，来たるべき新学習指導要領に準拠した

様々な備えをしてきました。新学習指導要領の学習会，

特別の教科道徳の年間指導計画の作成，新教科である

外国語の学習会，プログラミング教育の学習会，３観

点の評価に関する研修，特別支援教育の学習会。これ

らの研修や学習をする中で基本としたことは，先生方

の授業力の向上です。研究テーマを「自ら問いを持つ

子供の育成 －見方・考え方をいかして資質・能力を

高める授業づくり－」として算数，外国語，道徳など

の授業を通して研究を深めてきました。  

 今年はまとめの年と位置付け，一人一人の実践や，

研究授業で積み重ねてきたことは「問うべき問い」と

「評価」に関することを中心に研究を進めました。特

に評価の観点が３観点になることや，３観点の一つで

もある「学びに向かう人間性」という全く新しい言葉

をどう具体化していくかは今後の課題でもあります。

しかし，４月からの学習指導と評価は待ったなしの状

況なので，先生方にとってもよい意識付けになったの

ではないかと感じています。各教室を巡りながら「め

あて」と「まとめ」のカードを使いながら子供たちと

相談して「動き出したくなる課題」を板書し，教授型

の授業からともに考え一緒に話し合う能動型の授業が

多くなってきたことを実感した３年間でした。これは

まさに主体的・対話的で深い学びの授業を先生方が意

識して行おうとしている大きな成果と言うことができ

ます。今後の先生方の活躍と新しい時代を生きる子供

たちの成長を願ってやみません。  

 むすびに，今年度本校の校内研究会でご指導をいた

だいた山梨県教育委員会義務教育課指導主事の櫻井順

矢先生，山梨大学教授の早川健先生，山梨大学准教授

の吉井勘人先生，甲府市立東中学校校長の今村淳一先

生の各先生方，並びにこの３年間にご指導をいただい

た全ての関係者の皆様に心より感謝申し上げ，校長の

あいさつといたします。  
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長田優子教諭による研究授業の様子  

【１年２組 算数】 

指導助言 早川 健先生（山梨大学） 

 



Ⅰ．研究の概要 
１．研究主題 

 

自ら問いを持つ子供の育成 

～見方・考え方をいかして資質・能力を高める授業づくり～ 

 

２．主題設定の理由 

（１）社会的な要請から 

 平成 29 年 6 月，文部科学省から新学習指導要領（以下，『新 COS』と表記 

COS…Course Of Study の略）の解説が公表された。総則編には改訂の経緯が

次のように記されている。（以下，囲み部分は引用文） 

今の子供たちやこれから誕生する子供たちが，成人して社会で活躍する頃

には，我が国は厳しい挑戦の時代を迎えていると予想される。生産年齢人口

の減少，グローバル化の進展や絶え間ない技術革新等により，社会構造や雇

用環境は大きく，また急速に変化しており，予測が困難な時代となっている。 

また，急激な少子高齢化が進む中で成熟社会を迎えた我が国にあっては，一

人一人が持続可能な社会の担い手として，その多様性を原動力とし，質的な

豊かさを伴った個人と社会の成長につながる新たな価値を生み出していくこ

とが期待される。 

こうした変化の一つとして，人工知能（ＡＩ）の飛躍的な進化を挙げるこ

とができる。人工知能が自ら知識を概念的に理解し，思考し始めているとも

言われ，雇用の在り方や学校において獲得する知識の意味にも大きな変化を

もたらすのではないかとの予測も示されている。このことは同時に，人工知

能がどれだけ進化し思考できるようになったとしても，その思考の目的を与

えたり，目的のよさ・正しさ・美しさを判断したりできるのは人間の最も大

きな強みであるということの再認識につながっている。 

また，学校への要請として，次のように記されている。 

このような時代にあって，学校教育には，子供たちが様々な変化に積極的

に向き合い，他者と協働して課題を解決していくことや，様々な情報を見極

め知識の概念的な理解を実現し情報を再構成するなどして新たな価値につな

げていくこと，複雑な状況変化の中で目的を再構築することができるように

することが求められている。 

これらを実現させるために，学校，家庭，地域の関係者が共有・活用できる

6 つの視点が示された。 

① 「何ができるようになるか」（育成を目指す資質・能力） 

② 「何を学ぶか」（教科等を学ぶ意義と，教科等間・学校段階間のつながりを踏

まえた教育課程の編成） 

③ 「どのように学ぶか」（各教科等の指導計画の作成と実施，学習・指導の

改善・充実） 

④ 「子供一人一人の発達をどのように支援するか」（子供の発達を踏まえた

指導） 

⑤ 「何が身に付いたか」（学習評価の充実） 

⑥ 「実施するために何が必要か」（学習指導要領等の理念を実現するために

必要な方策） 

「何ができるようになるか」については，育成を目指す資質・能力を明確に

するために，3 つの柱に整理された。 
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〈資質・能力の三つの柱〉 

① 「何を理解しているか，何ができるか（生きて働く「知識・技能」の習得）」 

② 「理解していること・できることをどう使うか（未知の状況にも対応でき

る「思考力・判断力・表現力等」の育成）」 

③ 「どのように社会・世界と関わり，よりよい人生を送るか（学びを人生や

社会に生かそうとする「学びに向かう力・人間性等」の涵養）」 

 「どのように学ぶか」については，アクティブ・ラーニングの視点に立った

「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善を求めている。「主体的・

対話的で深い学び」については，次のように説明されている。 

「主体的・対話的で深い学び」の実現とは，以下の視点に立った授業改善

を行うことで，学校教育における質の高い学びを実現し，学習内容を深く理

解し，資質・能力を身に付け，生涯にわたって能動的（アクティブ）に学び

続けるようにすることである。 

① 学ぶことに興味や関心を持ち，自己のキャリア形成の方向性と関連付けな

がら，見通しを持って粘り強く取り組み，自己の学習活動を振り返って次

につなげる「主体的な学び」が実現できているか。 

子供自身が興味を持って積極的に取り組むとともに，学習活動を自ら振り

返り意味付けたり，身に付いた資質・能力を自覚したり，共有したりする

ことが重要である。 

② 子供同士の協働，教職員や地域の人との対話，先哲の考え方を手掛かりに

考えること等を通じ，自己の考えを広げ深める「対話的な学び」が実現で

きているか。 

身に付けた知識や技能を定着させるとともに，物事の多面的で深い理解に

至るためには，多様な表現を通じて，教職員と子供や，子供同士が対話し，

それによって思考を広げ深めていくことが求められる。 

③ 習得・活用・探究という学びの過程の中で，各教科等の特質に応じた「見

方・考え方」を働かせながら，知識を相互に関連付けてより深く理解した

り，情報を精査して考えを形成したり，問題を見いだして解決策を考えた

り，思いや考えを基に創造したりすることに向かう「深い学び」が実現で

きているか。 

子供たちが，各教科等の学びの過程の中で，身に付けた資質・能力の三つ

の柱を活用・発揮しながら物事を捉え思考することを通じて，資質・能力が

さらに伸ばされたり，新たな資質・能力が育まれたりしていくことが重要で

ある。教員はこの中で，教える場面と，子供たちに思考・判断・表現させる

場面を効果的に設計し関連させながら指導していくことが求められる。 

また，山梨県は，「やまなしスタンダード」(山梨県教育委員会，2016)として，

授業づくりの７つの視点を定めている。 

① 授業の始めに児童生徒に授業のめあて（目標）を示している。 

② 話し合い，討論，発表などの言語活動を効果的に取り入れている。 

③ 児童生徒は，他の人の話や発表に耳を傾けている。 

④ 児童生徒は，ノートをとっている。 

⑤ 活用・探究など，学んだことを別の場面で使うようにしている。 

⑥ 授業や単元の終わりに，児童生徒がめあて（目標）を達成しているかを評

価している。 

⑦ 家庭学習（宿題や課題）と授業が，有機的に結びついている。 

 

さらに，甲府市では「甲府スタイルの授業」(甲府市教育委員会，2016)とし

て，授業改善の視点（子どもは甲府の宝
．．．．

）を定めている。 
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こ…子どもの視点に立った見通しと振り返り 

う…動き出したくなる課題 

ふ…深い教材研究をベースに 

の…ノート指導と板書は表裏一体 

た…確かな発問 

か…学級集団づくりも大切に 

ら…ランダムな机間指導から意図的な机間指導へ 

これらは，新 COS で述べられている育成を目指す資質・能力の具現化のた

めに，いずれも大きな指針となるものである。本校では，これらを実現させる

ことを目指して研究を進めていく必要がある。 

（２）これまでの研究と本校の実態 

H26～28 年度の 3 年間，山梨県教育委員会「授業改善プラン実践事業」の指

定を受け，研究主題「自ら学び，考え，表現する子どもの育成 ～改善プラン

をもとにした，確かな学力を育てる授業づくり～ 」のもと，算数と理科を中

心に研究を進めてきた。PDCA サイクルを意識した授業改善を行った。 

授業実践では，問題解決型の学習過程を「つかむ・見通す」「確かめる」「考

察する」の 3 つに区分し，1 年ごと研究をしてきた。最終年度は「確かめる」

過程の研究を行った。そこでは，「問うべき問い」について研究した。 

このような研究を行って得られた成果は，生のデータを元に児童の実態を分

析し，改善授業を考えて実践したことと，「問うべき問い」を考えて授業に臨

んだことである。これにより，ぶれない授業実践を行うことができた。 

（３）上記（１）（２）を受けて 

今回の学習指導要領改訂でいちばん大切にされているのが，「何ができるよう

になるか（育成を目指す資質・能力）」の部分である。なかでも大切なのが，自

ら問いを持つことであると考える。自分で問題に気付き，その解決の方策を練

り，解決を実行し，新たな問題に気付くといった，一連の問題解決のサイクル

において，常に問いが生じているからである。 

 問いを持つ子供を育てるためには，授業を変えなければいけない。各教科等

で述べられている「見方・考え方」を用いて課題を解決し，自身の資質・能力

が高まっていることを実感できる授業を目指すことが必要である。 

このように考え，研究主題と副題を上記のように設定した。 

 

３．研究の経過と方向性 

新COS 完全実施に向けて，H29 年度より 3年計画で研究を進めてきた。 

H29 年度（1年目） 

① 新COS 学習会…主に「資質・能力」とは何か？を読み解く 

「育成を目指す資質・能力」に書かれている中で，以下のことを抽出し，こ

れらの具体像を探るための授業実践を試みた。 

 A 知識・技能…「知識を関連付けて覚える」「主体的に活用できる技能を身に

付ける」 

 B 思考力・判断力・表現力等…「課題を自分で見つける」「次の課題を自分で

設定する」 

 C 学びに向かう力・人間性等…「メタ認知」 

② 「算数」または「特別の教科 道徳」の授業実践 

① に記した具体像を探るために，一人一実践を行い「授業実践シート」

にまとめた。具体的な成果を例示すると，「知識を関連付けて覚える」

というのは既習の知識を活用して新たな知識を獲得することが一つの

姿であることや，「課題を自分で見つける」というのは授業のめあてや

まとめを児童の言葉をつかっていく，などの成果が得られた。 

H30 年度（2年目） 
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① 新COS 学習会…主に「見方・考え方」とは何か？を読み解く 

② 「自ら問う」「育成を目指す資質・能力」「見方・考え方」の関係を整理 

「自ら問う」とは，「課題解決に向けて主体的に思考する」こととした。新

COS のキーワード「見方・考え方」を包含するが，それよりも広義だと考えた。

既習事項や生活経験を問うたり，根拠を問うたり，共通点や相違点，多面性を

問うたり，よりよい方法や生き方を問うたりする。図 1のように説明ができる。 

また，「問うべき問

い」とは，「授業のね

らいを達成するため

の，最も重要な問い」

と定義して研究をし

てきた。はじめのう

ちは，教師が「問う

べき問い」を問うて

いくが，常に「問う

べき問い」を意識し

た授業を心がけてい

れば，次第に子供が「問うべき問い」を「自ら問う」ようになっていく。例え

ば，子供が自ら「分数÷分数の計算はやったことがないから，今までに習った

分数÷整数の計算に直して考えればいい。」と問うような授業である。「問うべ

き問い」を「自ら問うことができる」子供を育ててきた。 

③ 「算数」または「外国語活動」の授業実践 

本校の研究主題に掲げている「自ら問う」と新 COS のキーワード「育成を

目指す資質・能力」「見方・考え方」を整理した上で，一人一実践を行い「授業

実践シート」にまとめた。具体的には，「身近な話題を課題にしたり，具体物を

提示したり，動作化したりして興味関心を持たせる」「考え方の共通点や相違点

を問う」「根拠を問いやすい課題提示にする」「既習と未習を関連付け，統合的

に考える」などの成果がみられた。 

 また，これらの成果を得るために，授業者一人一人が「しかけ」（授業のねら

いを達成するための教師の働きかけ）を大切に授業実践を重ねた。 

（詳細は平成 29，30年度の研究紀要を参照） 

このような 2 年間の研究で，新COS が目指すべき方向が少し見えてきた。 

研究 3年目に行うべきは，「学習評価」の研究である。育成を目指す資質・

能力が 3つの柱に統一され，「学習評価」も全て 3 観点で行うことが決まった。

後に述べるが，新COS における「学習評価」は，これまでに行ってきた評価

の方法とは大きく異なるようである。新COS が完全実施になる前に，「学習評

価」の研究を行うことは急務であると考え，今年度は「学習評価」の研究を中

心に行う。また，「プログラミング教育」や「カリキュラム・マネジメント」に

ついても学習会を中心とした研究を行っていきたい。 

3 年間のスケジュールをまとめると下図のようになる。 

〈国のスケジュール〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

           〈本校のスケジュール〉 

新

C

O

S

開

始 

H31 

 

H30 H29 

新 COS先行実施可能 

・新COS 学習会 

（おもに資質・能力） 

・算数研究 

・道徳研究 

・学習の習慣化 

・新COS 学習会 

（おもに見方・考え方） 

・算数研究 

・外国語研究 

・新COS 学習会 

（おもに学習評価） 

・算数研究 

・ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ教育，

カリマネ整備等 
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４．研究の内容 

（１）「児童生徒の学習評価の在り方について（報告）」を読み取る 

平成 31 年 1 月に中教審より「児童生徒の学習評価の在り方について（報告）」

が出された。まず，学習評価の基本的な考え方と，これまでに指摘されている

問題点，そしてこれからの方向性について述べられている。（枠内は引用部分。

本年度の研究にかかわる部分のみ報告書を抜粋して引用。） 

◎学習評価の基本的な考え方 

指導と評価の一体化を図るためには，児童生徒一人一人の学習の成立を促す

ための評価という視点を一層重視することによって，教師が自らの指導のねら

いに応じて授業の中での児童生徒の学びを振り返り学習や指導の改善に生か

していくというサイクルが大切 

◎学習評価で指摘されている課題 

・学期末や学年末などの事後での評価に終始してしまうことが多く，評価の結

果が児童生徒の具体的な学習改善につながっていない 

・現行の「関心・意欲・態度」の観点について，挙手の回数や毎時間ノートを

取っているかなど，性格や行動面の傾向が一時的に表出された場面を捉える

評価であるような誤解が払拭し切れていない 

◎学習評価の方向性 

① 児童生徒の学習改善につながるものにしていくこと 

② 教師の指導改善につながるものにしていくこと 

これらを踏まえ，新たな 3観点をどのように評価していくかについても「資

質・能力のバランスのとれた学習評価を行っていくためには，指導と評価の一

体化を図る中で，論述やレポートの作成，発表，グループでの話合い，作品の

制作等といった多様な活動に取り組ませるパフォーマンス評価などを取り入れ，

ペーパーテストの結果にとどまらない，多面的・多角的な評価を行っていくこ

とが必要である。」と述べられている。 

まず，2 つの観点について評価内容・方法が書かれている。まとめると表の

ようになる。 

 評 価 内 容 評 価 方 法 

知 

識 

・ 

技 

能 

各教科等における学習の過

程を通した知識及び技能の

習得状況について評価を行

うとともに，それらを既有の

知識及び技能と関連付けた

り活用したりする中で，他の

学習や生活の場面でも活用

できる程度に概念等を理解

したり，技能を習得したりし

ているかについて評価する 

ペーパーテストにおいて，事実的な知識の

習得を問う問題と，知識の概念的な理解を

問う問題とのバランスに配慮するなどの

工夫改善を図るとともに，例えば，児童生

徒が文章による説明をしたり，各教科等の

内容の特質に応じて，観察・実験をしたり，

式やグラフで表現したりするなど実際に

知識や技能を用いる場面を設けるなど，多

様な方法を適切に取り入れていく 

思 
考 
・ 
判 
断 
・ 
表 
現 

各教科等の知識及び技能を

活用して課題を解決する等

のために必要な思考力，判断

力，表現力等を身に付けてい

るかどうかを評価する 

ペーパーテストのみならず，論述やレポー

トの作成，発表，グループでの話合い，作

品の制作や表現等の多様な活動を取り入

れたり，それらを集めたポートフォリオを

活用したりするなど評価方法を工夫する 

そして，新COS で最も大切にされている観点「学びに向かう力，人間性等」

については，観点別評価を通じて見取ることができる「主体的に学習に取り組

む態度」と，個人内評価を通じて見取る部分があることに留意する必要がある，

としている。 

「主体的に学習に取り組む態度」の評価の基本的な考え方を「単に継続的な

行動や積極的な発言等を行うなど，性格や行動面の傾向を評価するということ
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ではなく，各教科等の『主体的に学習に取り組む態度』に係る評価の観点の趣

旨に照らして，知識及び技能を獲得したり，思考力，判断力，表現力等を身に

付けたりするために，自らの学習状況を把握し，学習の進め方について試行錯

誤するなど自らの学習を調整しながら，学ぼうとしているかどうかという意思

的な側面を評価することが重要」としている。そこで，二つの側面で評価する

ことが求められている。前述の 2観点と同じようにまとめてみると，下表のよ

うになる。 

 評 価 内 容 評 価 方 法 

主
体
的
に
学
習
に
取
り
組
む
態
度 

① 知識及び技能を獲得

したり，思考力，判断力，

表現力等を身に付けた

りすることに向けた粘

り強い取組を行おうと

する側面 

② ①の粘り強い取組を

行う中で，自らの学習を

調整しようとする側面 

ノートやレポート等における記述，授業中の発

言，教師による行動観察や，児童生徒による自

己評価や相互評価等の状況を教師が評価を行う

際に考慮する材料の一つとして用いることなど 

（その際，各教科等の特質に応じて，児童生徒

の発達の段階や一人一人の個性を十分に考慮し

ながら，「知識・技能」や「思考・判断・表現」

の観点の状況を踏まえた上で，評価を行う必要

がある） 

①の側面が十分だとしても，②の側面が認められない場合は「十分満足でき

る」（A）とは評価されない，としている。留意する点として，「『主体的に学習

に取り組む態度』の評価は，知識及び技能を習得させたり，思考力，判断力，

表現力等を育成したりする場面に関わって，行うものであり，その評価の結果

を，知識及び技能の習得や思考力，判断力，表現力等の育成に関わる教師の指

導や児童生徒の学習の改善にも生かすことによりバランスのとれた資質・能力

の育成を図るという視点が重要」としている。また，低中学年においては，「例

えば，学習の目標を教師が「めあて」などの形で適切に提示し，その「めあて」

に向かって自分なりに様々な工夫を行おうとしているかを評価することや，他

の児童との対話を通して自らの考えを修正したり，立場を明確にして話してい

たりする点を評価するなど，児童の学習状況を適切に把握するための学習評価

の工夫の取組例を示すことが求められる」としている。 

以上，3つの観点における評価を行っていく上で，「児童生徒の学習状況を適

切に評価することができるよう授業デザインを考えていくことは不可欠である。

特に，『主体的に学習に取り組む態度』の評価に当たっては，児童生徒が自らの

理解の状況を振り返ることができるような発問の工夫をしたり，自らの考えを

記述したり話し合ったりする場面，他者との協働を通じて自らの考えを相対化

する場面を単元や題材などの内容のまとまりの中で設けたりするなど，『主体

的・対話的で深い学び』の視点からの授業改善を図る中で，適切に評価できる

ようにしていくことが重要」と述べられている。 

 

（２）「小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校等における児童生徒の学習

評価及び指導要録の改善等について（通知）」を読み取る 

平成 31 年 3 月に文科省初中局より「小学校，中学校，高等学校及び特別支

援学校等における児童生徒の学習評価及び指導要録の改善等について（通知）」

が出された。その中の「各教科等・各学年等の評価の観点とその趣旨」（別紙４）

を抜粋して引用する。 
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〈国語〉 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

日常生活に必

要な国語につ

いて，その特質

を理解し適切

に使っている。 

「話すこと・聞くこと」，「書くこ

と」，「読むこと」の各領域におい

て，日常生活における人との関わ

りの中で伝え合う力を高め，自分

の思いや考えを広げている。 

言葉を通じて積極的に人と関わった

り，思いや考えを広げたりしながら，

言葉がもつよさを認識しようとして

いるとともに，言語感覚を養い，言

葉をよりよく使おうとしている。 

 

〈算数〉 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

・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

どを理解している。 

・日常の事象を数理

的に処理する技能を

身に付けている。 

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，基礎

的・基本的な数量や図形の性質などを

見いだし統合的・発展的に考察する

力，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を身に付け

ている。 

数学的活動の楽しさや数学

のよさに気付き粘り強く考

えたり，学習を振り返ってよ

りよく問題解決しようとし

たり，算数で学んだことを生

活や学習に活用しようとし

たりしている。 

 

 

 

 

 

 

 

〈外国語〉 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

・外国語の音声や文字，語彙，表現，

文構造，言語の働きなどについて，日

本語と外国語との違いに気付き，これ

らの知識を理解している。 

・読むこと，書くことに慣れ親しんで

いる。 

・外国語の音声や文字，語彙，表現，

文構造，言語の働きなどの知識を，聞

くこと，読むこと，話すこと，書くこ

とによる実際のコミュニケーション

において活用できる基礎的な技能を

身に付けている。 

・コミュニケーションを行う目的や

場面，状況などに応じて，身近で簡

単な事柄について，聞いたり話した

りして，自分の考えや気持ちなどを

伝え合っている。 

・コミュニケーションを行う目的や

場面，状況などに応じて，音声で十

分慣れ親しんだ外国語の語彙や基本

的な表現を推測しながら読んだり，

語順を意識しながら書いたりして，

自分の考えや気持ちなどを伝え合っ

ている。 

外国語の背景

にある文化に

対する理解を

深め，他者に

配慮しなが

ら，主体的に

外国語を用い

てコミュニケ

ーションを図

ろうとしてい

る。 

各教科においては，これらの趣旨を踏まえた上で（１）において引用した方法

を用いて 3観点の評価を行えばよいことがわかる。 
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（３）研究の焦点を定める 

 第 1回の校内研では（１）を読み，研究したいことを職員で出し合った。以

下のような意見が出された。 

あ）「主体的に取り組む態度」の「粘り強い」とはどのような姿か 

い）「主体的に取り組む態度」の「自己を調整する」とはどのような姿か 

う）「主体的に取り組む態度」の評価が難しい。多様な資質・能力をどのよう

に見取っていけばよいのか。 

え）授業に生かす評価を行いたい。 

お）昨年度までの研究「問うべき問い」と評価とのかかわりを探りたい。 

か）評価の研究を通してカリキュラム・マネジメントを行っていきたい。 

き）カリキュラム・マネジメントやプログラミング教育についての学習会を行

えば，横断的に見えてくるものがあるかもしれない。 

さらに，校内研後に職員が記述した「履歴シート」（「履歴シート」の詳細は後

述）にも，次のように述べられていた。 

く）先生方が自分と同じような事を考えていることが分かりました。 

け）評価をつけ，それを反映させることを考えておらず，評価のための評価を

行っていたのだと思った。 

こ）評価の結果を児童の学習改善につなげていかなければ意味がないと思った。 

さ）評価を通して，子供たちの学習の方法や教師自らが授業改善につなげられ

るようなものにしていきたい。 

し）教師が明確なねらいを持って単元や1時間1時間の授業をすることが大切

だと思った。その中で子供たちにもしっかりとした目標を持たせ，それを

振り返らせる。そのような授業の積み重ねの中で子供の「自己調整力」が

育つと感じた。 

 

多くの職員が「『主体的に取り組む態度』について知りたい」「評価をいかした

授業をしたい」と言及しているため，今年度の研究の方向性が見えてきた。 

 「主体的に取り組む態度」については，研究すべき点が 2つ内在する。回り

くどい表現になるが，“主体的に取り組んでいるかどうか，児童が自身を見つめ

る場を保障する”という側面と，“児童が主体的に取り組めているか，児童自身

が自己評価できているかどうかを教師が評価する”側面がある。 

 また「評価をいかす」については，「主体的に取り組む態度」の評価を授業に

いかす研究をしていきたいが，実際の授業では 3 観点の評価をバランスよくい

かしていきたい。 

 

（４）本校の捉え ～研究することをピックアップし，本校なりに解釈～ 

① 「評価」について 

「評価」という言葉は広義で分

かりづらいが，安彦忠彦(1976)の

解釈が分かりやすいため，右表を

用いて，本校が研究することを整

理してみる。 

 安彦の解釈によると，現行と新

COS の「観点別評価」や「評定」

はすべて「教育評定」に当てはま

るようである。「教育評価」は数値

で表すものと切り離そう，と見る

ことができる。 

人は自己評価する際，何かしら

のキジュンを根拠に評価すること

 

（
狭
義
） 

 

教
師
の
自
己
評
価 

教
育
評
価 

（
広
義
） 

  
 
 
 
 
 

生
徒
の
自
己
評
価 

教
育
評
価 

教
師
の
評
定 

教
育
評
定 

 

（
生
徒
の
自
己
評
定
） 

第
三
者
の
評
定 

 

（安彦，1976） 

 

「教師の評価活動」（国母小，2019） 

図 3 

11



 

 

が多い。それは，新 COS の 3 観点（評価活動のねらいと言うべきか）の要素

のいずれかが含まれているだろう。その中でも，「問うべき問い」（授業のねら

いを達成するための問い）に対して自己評価できることが重要になってくる。

過去の本校の研究において「問うべき問い」は「思考力・判断力・表現力」の

観点である事が多かった。ということは，自己評価について考えていく際，「主

体的に取り組む態度」だけを取り上げて研究するのではなく，「知識・技能」「思

考力・判断力・表現力」も含め，3 観点についてバランスよく「自己評価でき

る児童」を育てていくための研究をしていきたい。そのためには，授業中，授

業と授業の間，あるいは単元と単元の間などで「自己評価できる場」を保障す

る必要がある。 

もう一つ考えるべき事は「評価を生かした授業」である。図 3の破線部分を

説明する。教師は授業をしている際，児童のつぶやきや発言，ノート記述に対

し，何かしらのキジュンで判断した後，評定（ABC を付けるわけではない）を

行い，いい発言を板書に残したり，「それ，いいね」と言って他者に広めたりす

る。これはごく簡単な「評価を生かした授業」の一例ではないだろうか。これ

は図 3 の破線矢印「教師の評定」を「児童の自己評価」に生かした例である。

これだけでなく，「児童の自己評定」や「第三者の評定」を用いて「児童の自己

評価」に生かせるようにしたい。これらを促すのが教師であり，それを「教師

の評価活動」（国母小，2019）と定義したい。 

「教師の評価活動」…「教師の評定」「児童の自己評定」「第三者の評定」を 

生かして「児童が自己評価」できるように促すこと 

（国母小，2019） 

これを適切に行うために，「児童生徒の学習改善につながっているか」「教師

の指導改善につながっているか」という２つのフィルターを念頭に置いて学習

を進めていきたい。 

② 「主体的に取り組む態度」とは 

 

      知識・技能 

自己評価  思考力・判断力・表現力 

      主体的に取り組む態度  １粘り強く 

２自らの学習を調整する 

 

「児童生徒の学習評価の在り方について（報告）」を読めば，「１粘り強く」と

いうのは知識及び技能を獲得したり，思考力，判断力，表現力等を身に付けた

りすることに向けて粘り強く取り組む姿を期待していることが理解できるが，

「２自らの学習を調整する」については例示も少なく，解釈が難しい。

Zimmerman（1996）が「自己調整（self-regulation）は，教育目標の到達を

目指す自己調整された思考，感情，行為のことをいう。」と定義したものをもと

に，伊藤崇達（2012）は，次のように定義している。 

「自己調整」とは，「学習者が，メタ認知，動機づけ，行動において，自分自

身の学習過程に能動的に関与していること」（伊藤，2012） 

また，3つの要素について 

『メタ認知』…一般的に「自らの認知についての認知」のこと 

『動機づけ』…自己調整学習者が，高い自己効力感でもって学習に取り組んで

いるかどうかといったこと 

『行  動』…学習を最適なものにする物理的・社会的環境を自ら選択し，構

成し，創造していること 

と述べられている。要するに，この 3 つの要素を身に付けた人が「自己調整学

習者」と考えられる。また，伊藤（2008）は，「こうした自己調整学習の望ま

しい進み方は，『予見』『遂行コントロール』『自己省察』の 3 段階で構成され
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る循環的なプロセスとして考えられる」と述べている。 

本校が目指してきた姿と，伊藤の定義とを合わせてみる。 

【本校が目指してきた姿】              【伊藤の定義】 

課題解決に向け，見通しを持つ姿―――――――――――――予見 

既習事項をもとに解決する姿―――――――――――――――遂行 

よりよい解決の方策を探る姿―――――――――――――――コントロール 

振り返り，大切なことや次に学びたいことなどを考える姿――自己省察 

上記の学習過程を児童自身で循環できるようにするためには，それぞれの過

程で生まれた「問い」をつなぐ必要がある。教師は，児童が「問い」をつなぐ

ための「教師の評価活動」を行えばよい。そこで意識したいことは授業デザイ

ンである。まず，循環的なプロセスが生まれるよう，各過程に「問い」が必要

である。そして，「問い」をつなぎ，「問うべき問い」を問い，次の学習に循環

していくための「問い」が表出する授業をつくる。この授業をつくるのは教師

であるが，「あたかも授業を児童が自分たちでつくり出している」ような感情を

児童に持たせることが最も重要である。自分たちで出した「問い」をつなぎ，

「問うべき問い」を追究し，さらには次時に学習したいことを「問う」。 

本研究では，児童が自分たちでよりよい方向に向かって授業をつくっている

（「問い」をつないでいる）と思うことができれば「自己調整」ができている，

と捉えていく。 

【本校が目指す姿】           【伊藤の定義】 

「問い」を振り返ること―――――――――メタ認知 

自ら「問い」を持つこと―――――――――動機付け 

よりよい「問い」を探ること―――――――行動 

☆これらすべてをまとめて「『問い』をつなぐ姿」とする 

「問い」をつなぐ授業をデザインし，そこで適切な「教師の評価活動」を行

うことによって，児童が「主体的に取り組む」と実感することができるのでは

ないか，と考えている。 

 

５．研究の方法 

（１）「自己評価できる場」をつくり，「教師の評価活動」を行う 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 この図のように，児童は学習のあらゆる場面において自己評価を行い，次の

行動を判断していると思われる。それに気付かせるのが「教師の評価活動」で

あり，児童の自己評価の場を保障する必要がある。 

児童の自己評価 

教師の評価活動 
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 普段の授業において，このような活動は児童も教師も行っているはずである。

そこを顕在化させるにはどうしたらよか考えていきたい。おそらく，単元終了

後に「教師の評価活動」を児童の自己評価に生かしたり授業に生かしたりする

のがいちばん難しいと思われる。（図の太い矢印部分）そこで，今年度は，授業

中の「教師の評価活動」授業と授業をつなぐための「教師の評価活動」につい

て考えていきたい。 

 

（２）授業実践シートを通して（１）を振り返る 

実践を行った後，教師自身が授業評価を行うことが大切である。また，それ

らを客観的に示し，他者の意見をもとに授業改善を行うことも必要である。ど

のように「自己評価できる場の保障」「教師の評価活動」をしたか，また「問

うべき問い」との関連はどうだったかなどを，ビデオや板書，子供のノート記

述などの授業記録をもとに，授業実践シートにまとめ，教師自身が自分の授業

を「メタ認知」していく。 

 

（３）「校内研究履歴シート」を書き，各回，一年間の校内研を振り返る 

本校では，授業後に学習感想を書く活動を取り入れている。本研究で「校内

研究履歴シート」を書くのは，学習感想を書くことと同義である。 

この活動により，教師自身も 1 回ごとの研究を振り返り，メタ認知すること

ができる。また，研究主任は，研究同人の感想や意見，アイデアなどを取り入

れながら次回の校内研究をデザインしたり，研究の改善を図ったりすることが

できる。 

本シートは，山梨大学教職大学院で使用しているものを参考に作成したもの

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲校内研履歴シート 

 

６．研究組織 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

校長 
研究推進委員会 

校長・教頭・教務主任・ 

各ブロック長・研究主任 

高学年部会 低学年部会 中学年部会 

全体研究会 
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７．研究経過 

4/20（金） 今年度の研究について① 

研究内容の検討 

5/22（水） 今年度の研究について② 

研究内容の検討，決定 

6/26（水） 

 

提案授業① 6 年 2組 算数科 角田大輔 

指導助言者：櫻井順矢先生（県教委指導主事） 

7/29（月） 【全体】1学期の復習→2学期の研究授業に向けて 

8/20（火） 

5 校合同 

【午後】合同学習会 

（上条中，南西中，大国小，石田小，国母小） 

9/11（水） 学力調査の分析 

授業実践シートについて 

11/14（木） 研究授業② 1 年 2組 算数科 長田 優子 教諭 

指導助言者：早川 健先生（山梨大学教授） 

11/28（木） 研究授業③ 5 年 2組 外国語活動 川手 太朗 教諭 

指導助言者：今村淳一先生（甲府東中校長） 

未定 研究授業④ 3 学年 算数科 少人数指導 

授業者 森沢 真名美 武井 拓己 藤原 加寿代 教諭 

1/9（木） 学習会「プログラミング教育について」 

講師：境 悠輔様（フォネット株式会社） 

1/29（水） 少人数指導まとめ 

学習会：初等教育資料を読む「学習評価について」 

2/12（水） 授業実践シートの読み合い 

まとめ，来年度に向けて 

 

【参考・引用文献】 

・中村享史(1993)「自ら問う力を育てる算数授業」明治図書 

・文部科学省(2017,6)「小学校学習指導要領解説 総則編」 

・文部科学省(2017,6)「小学校学習指導要領解説 算数編」 

・文部科学省(2017,6)「小学校学習指導要領解説 外国語編」 

・文部科学省(2017,6)「小学校学習指導要領解説 外国語活動編」 

・文部科学省 中央教育審議会(2016,12)「幼稚園，小学校，中学校，高等学

校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について

（答申）（中教審第 197号）」 

・山梨県教育委員会(2016)「山梨県学校教育指導重点」 

・甲府市教育委員会(2016)「甲府スタイルの授業」 

・中央教育審議会(2019,1)「児童生徒の学習評価の在り方について（報告）」 

・文科省初等中等局(2019,3)「小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校 

等における児童生徒の学習評価及び指導要録の改善等について」 

・山梨大学教職大学院 授業履歴シート 

・安彦忠彦(1976)「自己評価」図書文化 

・自己調整学習研究会(2012)「自己調整学習 理論と実践の新たな展開へ」 

北大路書房 

 ・文部科学省（2020）「初等教育資料」No.989~991 東洋館出版社 
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授業研究会の様子    

【第１学年 算数】 



算数科 授業実践シート  

１年「おおきい かず」 

永井 孝枝 

１．実践のねらい 

２位数の数の構成（何十といくつ）を基にした加減計算の仕方を理解し，その計算ができる。 

 

２．実践の概要 

本時では，３０＋５，３５－５などの計算は，２位数の数の構成（何十といくつ）を基にし

て考えればよいことを算数ブロックの操作を通して理解させる。そのために，①「何十とは１

０のまとまりがいくつあるか，何十いくつは１０がいくつ，１がいくつあるのか」，②「何十は

十の位に，いくつは一の位に分けて表記する」を繰り返し確認し，数を構成的に捉える感覚を

養っていく必要がある。 

前時では何十＋何十，何十－何十の計算について，１０のまとまりがいくつという見方をす

ると，いくつ分＋いくつ分，いくつ分－いくつ分になり既習の一けたの計算で解答を求められ

ることに気付いた。本時では，３５という数について，算数ブロックを操作して３５は３０と

５に分けられることを基に，３０と５を合わせると３５であり３０＋５であると具体物や言葉，

式で多様に表しながら数を捉え，数の構成に着目させながら計算の仕方を考えさせていく。 

 

３．本実践でおもに行いたい「教師の評価活動」 

本実践では，児童が自ら具体物を用いたり多様な表現で表したりしながら課題を解決する姿

を目指す。２位数を構成的に捉え（既習事項の知識 技能），それを用いて加減の計算の仕方を

考え（思考 判断 表現力など），計算できる（知識 技能）という学習活動を，自力で解決し

たり全体で検討したりしながら，自ら図や言葉や式などの多様な表現で表そうとする姿があれ

ば「自己調整できている」⇒「主体的に学習に取り組む態度が身についている」と捉えること

とする。 

 

４．実践記録 

（１）問題把握 

Ｔ ブロックで３０を作りましょう。どんなブロックをいくつ使いましたか。 

Ｃ １０を３つ 

Ｔ ブロックで５３を作りましょう。どんなブロックをいくつ使いましたか？ 

Ｃ １０を５つと１を３つ 

Ｔ ３５をつくってみましょう。 

  どんなブロックをいくつ使いましたか 

  １０を３つと１を５つ 

Ｔ ３５は（いくつ）と（いくつ）でしょう。 

Ｃ ３と５ 

Ｔ ３と５をくっけると３５。くっけることは算数の言葉で？ 

Ｃ あわせる たしざん 

Ｔ 式で表してみよう 

Ｃ ３＋５＝３５ いいです  

Ａ児 え ３＋５は８だよ 

Ｔ みんなが言ったように３と５をたしたよ。３５にならない？ なぜ？ 

Ｂ児 ３は１０のまとまりが３この３ だから３０じゃない？ 

Ｃ児 ３と５ではなく３０と５にしなくちゃいけない 

「問題把握」のしかけ 
・算数ブロックで数を表し構成を説明させるこ
とで，本時の課題の見通しを持たせる 

教具のしかけ 
・十の位と一の位を分

けた図を配布 

「問い」のしかけ 
・３５は３と５に分かれるという考えを式化する
ことで、３５にならないことに気付かせ、問う 

Ｔ ３５は３０と５とすると ３０＋５で３５になりますね。 

今，言葉で説明したことをブロックを動かして説明してみましょう。 

めあて ブロックをつかって たしざん ひきざんを あらわそう 

（２）自力解決と全体での検討① ３０＋５ 

Ｔ 算数ブロックを動かして３０＋５の計算の仕方を説明しましょう。 

Ｄ児 （黒板に出て算数ブロックを操作）  

十の位の枠に１０のまとまり３本と５こを全て入れる。 

Ｔ Ｄさんの考えを言葉で説明しましょう 

Ｅ児 Ｄさんは，１０のまとまりの部屋に５を入れている。 

５は１０のまとまりではないから入れてはだめで， 

一の位の方に入れる。  

Ｆ児 （黒板に出て算数ブロックを操作） 

３０をつくって次に５を一の位に入れる。 

Ｔ  Ｆさんの考えを言葉で説明しましょう。 

Ｇ児 最初に１０のまとまりで３０を作って， 

次に５を一の位に入れる。 

（３）自力解決と全体での検討② ３５－５ 

Ｔ ３５は３０と５です。３５から５をひきます。 

式に表してみましょう。 

Ｃ ３５－５  

Ｔ 算数ブロックを動かして３５－５の計算の仕方を説明しましょう。 

Ｈ児 （黒板に出て算数ブロックを操作する）  

   ３５をつくり一の位の５を取る 

Ｔ  Ｈさんの考えを言葉で説明しましょう。 

Ｉ児 ３５をつくって次に５を取る。 

（４）まとめ 

 「何十＋いくつ」や「何十－いくつ」の計算も，何十といくつで考えると計算ができる。 

 

５．最終板書 

 

６．実践を終えて 

３５を３と５と数字の右左で分ける児童は数を構成的に捉えられていないので，その考えを取

り上げて３０＋５＝３５に一致しないことを問うべき問いにして追究し，数を捉え直した。ブ

ロック操作と言葉を合わせながら考えたことも，加減計算の仕方を捉えやすくした。 

 

「全体での検討」のしかけ 
・まず，次になど順を表す言葉を用いて，１つ

ずつブロックを言葉に合わせて動かすこと
で３０＋５を押さえる 

「教師の評価活動」のしかけ 
・友達の考えを他の子供に説明

させることで，図と言葉と式
に整合性があるか，全体で評
価する場とする。 

（２）と，しかけは同様 
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算数科 授業実践シート  

１年「１３－９のけいさんのしかたをかんがえよう」 

長田 優子 

１． 実践のねらい 

○既習の減法計算や数の構成を基に，１３－９の計算の仕方を考え，図や言葉などを用いて

表現したり工夫したりして説明することができる。 

 

２． 実践の概要 

本時は，１３－９の問題場面を設定し，繰り下がりのある減法計算の仕方を考える学習であ

る。児童にとっては，本時がはじめての繰り下がりのあるひき算に出あう場となる。 

本時の導入として，問題場面を見ながら式をつくる活動を行い，これまでの減法の考えが使

えるものと使えないものがあることを児童に判断させ，未習の計算があることに気付かせてい

く。この過程を大切に扱うことで，児童自らに本時のねらいにつながる「問い」を持たせると

ともに，既習事項を基に新しい減法の計算の仕方をつくる見通しや意欲を持たせていくように

する。 
１３－９を立式したあとは，被減数の一の位から９を引けないことを明確におさえ，どこか

らどのように９を取ればよいかについて，ブロックなどを用いて考えさせ，考えたことを図や

言葉で表現させていく。全体での発表の前に，ペアでの発表を取り入れて自分の考えを伝えさ

せ，お互いの考えの似ている点や違う点，相手の考えのよい点などに気づき，児童がよりよい

解決の方策を探ったり，自己評価したりする際の手がかかりとなるようにしていく。 
 授業の終末には，学習の振り返りをする時間を保障し，振り返りの視点（大切だと思ったこ

と，友達の考えのよいところ，次に学びたいことなど）を与えたうえで，自らの学びを省察で

きるようにしていくようにする。 
３． 本実践でおもに行いたい「教師の評価活動」 

本実践では，児童自らが「問い」を持ち，それを自分なりの方法で考えたり，友達の考えを

聞いたりしながら解決していく過程を大切に扱っていく。その中で，今自分たちのしている活

動がどのようなもので，その活動にどのような意味があるのかを児童一人一人が明確に意識で

きるような投げかけ（「教師の評価活動」）を行うことで，児童が自分たちで学習を進めている

と感じられるようにしていく。そして，授業終末の振り返りで，本時のめあてに関わるような

感想が表出できていれば，低学年としては，「自己調整」ができているととらえていく。 

４． 実践記録 

①  問題把握 

（箱の中からどんぐりを取り出し，残りの数を考える場面を提示） 

Ｔ：式を仲間分けしながら書いています。右のグループの式と左のグループの式，どこ 

が違うかわかりますか。 

Ｃ：バラから引けるのと，バラから引けないのに分かれている。 

Ｃ：バラから引く計算は習ったから答えが出せるけど，バラから引 

けない計算はまだ習っていないから，答えがわからない。 

Ｔ：今日は，バラから引けないときの計算の仕方を考えていきまし 

ょう。 

（改めて１３－９の問題場面を提示し，本時のめあてを示す） 

 

 

②  自力解決 

ブロックを操作しながらの自力解決では，次のような解法が見られた。 

「問題把握」
のしかけ 

・既習事項を問
う 

・未習の計算に
関心を持つ 

めあて：１３－９のけいさんのしかたをかんがえよう。 

（ブロックの置き方は右のように統一した。） 

     

Ａ児）１０のまとまりから６個をバラの方に動かし 

       て，バラの３個と合わせて９個とる。 

       （見取る際，数え引きと区別しにくかった） 

Ｂ児）バラを３個とって，つぎに１０のまとまりか 

ら６個とる。（減々法） 

Ｃ児）１０のまとまりから９個とって，残った１と３を合わせる。（減加法） 

③  比較検討 

～Ａ児の考えを検討～ 

   Ｔ：Ａさんは，どうして１０のまとまりから６個バラの方に動かしたのでしょう。 

   Ｃ：６と３をたすと９になるから 

   ～Ｂ児の考えを紹介～ 

   Ｔ：はじめにバラを３個とって，つぎに１０のまとまりから６個とった人もいました。 

     ＡさんとＢさん，３個と６個をとるというところが似ていますね。 

   ～Ｃ児の考えを検討～ 

   Ｔ：Ｃさんは，どこから９個とっているでしょう。 

Ｃ：１０のまとまりから９個とっている。 

   Ｔ：９個とったあとは，どうしますか。 

Ｃ：１個をバラの３個の方に動かして４個残る。 

④  振り返り 

Ｔ：それぞれのやり方に良さがあるので，みんなでやってみましょう。 

～Ａ，Ｂ，Ｃ児のやり方を全員でブロックを操作してやってみる～ 

   Ｔ：友達の考えのよかったところやわかりやすいと思ったところ 

を振り返りに書いて，発表しましょう。 

   Ｃ：バラからだけじゃなくて，１０からも引けることがわかった。 

   Ｃ：１０のまとまりからいっきに引けてすごい。 

   Ｃ：３個とったらあと何個とったらいいか計算しないとわからな 

い。でも１０のまとまりからとるのは計算しなくていいから，らく。 

５． 最終板書 

 

６． 実践を終えて 

 授業の導入で，既習事項を問い，未習の計算があることに気付かせる過程を大切に扱ったこ

とで児童自らに本時のねらいにつながる「問い」を持たせることができた。その「問い」を起

点に，児童が自分たちで学習を進めていると感じさせる授業を仕組むことで，児童は主体的に

課題と向き合い，自分たちで課題を解決することができた。振り返りで継続して取り組んでき

た学習感想は，児童の気付きや変容を見取り，次時の指導に役立てるのに大変有効であった。 

             

「自力解決」のしかけ 
・ブロックは動かせるが，図や言葉で

表現できない児童を支援する。 

・１つのやり方でできた児童には他

の方法も考えてみるように促す。 

「振り返り」の 
しかけ 

・児童が自己評価をす

る場を保障する。 

・自己評価のための視

点を与える。 

「比較検討」のしかけ 
・友達の考えを他者が解釈する。 
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算数科 授業実践シート

２学年「九九をつくろう」
進藤 澄子

１．実践のねらい

乗法九九を総合的に活用して，問題を解決することを通して，九九の理解を深める。

２．実践の概要

本実践はこれまで学習してきた乗法九九のきまりを総合的に活用して，具体的な場面の

問題を解決することを通して，九九の理解を深めることがねらいである。

まず，具体物のお菓子の箱を用意し，中が見えない状態にしておく。次に縦の数と横の

数を見せることにより，お菓子が全部入っていた場合の数を予想させる。その後に実はい

くつか食べてしまったと全部の数を見せて，アレイ図を用いながら，「分ける」「動かす」

「補う」などの方法を使いながら，いろいろな方法で乗法によって答えを求めさせる。ま

ず自力解決・集団での比較検討・まとめ・振り返りと問題解決型の授業を行うことで，九

九の理解を深め，学習内容の理解をさらに確実にしていく。

３．本実践でおもに行いたい「教師の評価活動」

児童が自己調整できているということは，主体的に学習に取り組む態度が身についてい

ると捉え，これらの活動を行うことにより児童が自分たちで授業を作っている（「問い」

をつないでいる）と考えた。

①課題把握 ②解決の見通し ③いろいろな方法での解決（自力・比較検討）

④ＯＰＰシートの活用

本実践では，まず課題把握の場面で予想と違う数を求めることに驚きと必然性を感

じさせる。次に自力解決をさせるために今まで九九を作るときに使ってきたアレイ図

を使いながら，かけ算は，一つ分×いくつ分＝全部の数ということを再度確認してか

ら考えさせる。その時一つだけではなく，時間の中でいくつかの方法を考えさせるよ

うにする。また比較検討場面では，友達の発表を通して，いろいろな解決方法がある

ことに気付いていけるようにする。振り返

りではＯＰＰに記入させることにより，自

分なりの学習の意義を実感させていく。

４．実践記録

①本時の課題をつかむ。

はこの中のおかしは，ぜんぶでなんこありますか。いろいろなもとめ方で考えましょう。

②見通しを持つ。

かけ算は一つ分×いくつ分＝全部の数であることを教室の掲示で再確認して，アレイ図

を用いながら，いろいろな求め方を

考えることを知らせる。

③いろいろな方法での解決

（自力解決・比較検討）

・アレイ図を用いながら，ノートに自分の考えを書く。その時１つだけでなく２つ３つと

多様な考え方を書かせるようにする。そのために，アレイ図の色を変えてノートに貼りな

がら記入させる。

・大型テレビに児童のノートを映し出して発表させる。アレイ図を見てどんな式になるか

他の児 童に

考え発 表さ

せる。

「課題把握のしかけ」

お菓子の具体物を示し，計算の必然性を

感じさせる

「見通しのしかけ」

同じ数がいくつ分あるか考えれば，かけ算が

使えることを確認する。

「解決・比較検討のしかけ」

比較検討で問いをつなぐために指名する順番を考える。（意図的指名）

友達の考えを他者が解釈する。

- 2 -

＜児童のノートより＞

④本時のふり返り（ＯＰＰ）

５．最終板書

６．実践を終えて

アレイ図を使いながら長い時間をかけて取り組んできていたので，自力解決では全員が

１つ以上の考えを書くことができた。多い児童は５つノートに書いていた。課題把握での

工夫で食べてしまったという方法をとることでないものを補足してそれを引くという考え

も出た。本時では取り上げなかったが，２×１２の答えも分配法則を使って答えを出して

いた児童もいた。次時に取り組みたいことも書けるようになり，次への目標も２年生なり

に持てるようになっている。ただ個人差もあるのでそれをできるだけなくしていくことが

課題である。

「ＯＰＰのしかけ」

本時の学習でいろいろな方法で求めることができることを感じられるような振り返り

が出せるようにする。また２ヶ月に渡る長い単元でのＯＰＰシートをどのように作成

するか練り上げる。
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算数科 授業実践シート  

２年「新しい計算を考えよう」 

小林 大輝 

１． 実践のねらい 

○２の段の九九を構成することができる｡  

 

２． 実践の概要 

本実践は,乗数が１ずつふえると答えが２ずつふえることを使って,２の段を構成するために

ある。そのためには前項で学習した「一つ分の数×いくつ分」に帰着して考えればよい。よっ

て,５の段で学習した九九の決まりを用い,２の段に応用していく。５の段の学習では,５とば

しや,前の答えに５を足す方法で問題を解く児童が多く,本時でも２つとばしや,前の答えに２

を足していく児童が多いと思われる。 

 本時のまとめで,「２つずつ増えていく寿司の数を数えるには２の段の九九を使う。二の段の

九九は２つずつ増える。一つ分×いくつ分を反対にしても答えは同じ」ということに気付き,次

時に「２の段の決まりと唱え方を考えよう」というねらいで本実践を行っていく。しかし,数式

の学習に困難を感じる児童もいる。そのため,「いくつずつ増えていくか,他に答えを求める方

法はないか」を考えていくことがポイントとなる。 

 

３． 本実践でおもに行いたい「教師の評価活動」 

本実践では児童が自己調整しながら学習に取り組む姿勢を目指す。次の１～５の要素があれ

ば「自己調整できている」→「主体的に学習に取り組む態度が身についている」と捉えてみる。 

①解決の見通しを持ち,②既習事項を探りながら解決し,③より良い方法を認め,④自分なりの

学習の意義を実感し,⑤次への目標を持っている。 

 これらを児童に意識させる投げかけを行った。 

 

４． 実践記録 

 ①問題把握 

Ｔ：どうやって計算していこうか。 

Ｃ：５の段は,答えが５ずつふえていた。 

Ｔ：２の段はどう？ 

 Ｃ：２の段にも同じようにできる。 

 Ｃ：２の段も２ずつふえている。 

 Ｃ：前の答えに２を足すと答えが求められるかもしれない。 

めあて １皿に２個ずつのっている寿司の数を調べよう 

②自力解決 

自力解決では以下のような考え方が見られた。 

 児童Ａ）２＋２＋２＋２＋２＋２＝１２ 

 児童Ｂ）２×５＝１０,１０＋２＝１２ 

 児童Ｃ）２，４，６，８，１０，１２ 

 ③比較検討 

 Ｔ：２×５までの寿司の数はわかったけど,６皿の時はどうやって考えようか。 

 Ｃ：２×６をすればいい。 

 Ｔ：２×６ね。どうやって考える？ 

「自力解決」のしかけ 
・既習事項を使い,問題解決させる。 
・図を用い,５皿分の寿司の数を理解
させる。 

「問題把握」のしかけ 
・解決の見通しを持たせる。 
・既習事項を使って求められ
ることに気付かせる。 

「比較検討」のしかけ 
・答えがわかったことで,「はやく,簡単

に正確にどんな時でも解ける」問い
を引き出す。 

 Ｃ：２＋２＋２＋２＋２＋２をすればいい。 

 Ｃ：２×５をして１０。それに２を足せば答えがわかる。 

 Ｃ：２ずつふえているから,２，４，６，８，１０,１２。 

 Ｔ：いろいろな求め方がありますね。他の方法はあるかな。 

 Ｃ：５皿だったら５×２の答えと一緒。それに２を足せばいい。 

④まとめ 

 Ｔ：２個ずつ乗っている寿司の数を調べるためにはどうすればよかった？ 

 Ｃ：１皿に２個ずつ乗っている寿司の数を調べるためには２の段の九九を作ればいい。 

 Ｃ：２の段は２ずつふえている。 

 Ｃ：一つ分といくつ分の数が逆になっても答えは同じ。 

まとめ １皿に２個ずつ乗っている寿司の数を調べるためには２の段の九九を作ればいい。２

の段は２ずつふえている。一つ分といくつ分の数が逆になっても答えは同じ。 

 Ｔ：今日,勉強したことで大事だと思ったことを振り返りカードに書いてみよう。 

 

 

 

 

５． 最終板書 

 

６． 実践を終えて 

主体的に学ぶ姿勢についての研究を行った。学習を通じ,「はかせどん（速く・簡単・正確・

どんなときでも）」を基に,自分の考えをさらに深めようとする児童の姿が見られた。既習事項

を書いておくことで,児童は見通しを持つことができ,自力解決に活かせることを感じた。また,

本時で学習した２×５が,５×２の答えと同じになることにも気づかせることができた。本時の

学習内容を基に,次時につなげ,２の段の九九の構成理解の定着と,唱え方の指導を行っていく

ことが必要だと考える。 
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算数科 授業実践シート  

２年「九九をつくろう」 

阿部 一美 

１． 実践のねらい 

○７の段の九九の構成の仕方を理解する。 

 

２． 実践の概要 

本実践は前時までに学習した乗法のきまり（同数累加，乗数と積の関係，交換法則，分配

法則等）を用いて７の段の九九の構成を考える場面である。これまでに，乗法のきまりに関

しては児童が親しみやすいように方法に名前を付けて学習してきた。同数累加はたすたす法，

乗法と積の関係は前たす法，交換法則は反対法，分配法則は分けたす法と名付けた。このき

まりを基にアレイ図を活用しながら，自分のやりやすい方法を選択し，児童自ら九九を構成

できるようにしていく。 

 

３． 本実践でおもに行いたい「教師の評価活動」 

本実践では，児童が自己調整しながら授業を進めていく姿を目指す。次の要素があてはまれ

ば，「自己調整できている」⇒「主体的に学習に取り組む態度が身に付いている」と捉えてみる。 

教師は，児童にこれらを意識させるための投げかけを行った。 

４． 実践記録 

①  問題把握 

Ｔ：進藤先生がみんなにお土産をくれました。 

Ｃ：なに Ｃ：おかし  

Ｔ：（包み紙を開ける） 

Ｃ：チョコレートだ Ｃ：本物？ Ｃ：触らせて Ｃ：うちにもある 

Ｔ：いくつ入っているか数えよう 

Ｃ：１，２，３…７ Ｃ：７こ 

Ｔ：３組全員にあげるとするとチョコは何個でたりる？ 

Ｃ：２０個 

Ｔ：先生もいれて… 

Ｃ：２１個 

Ｔ：だよね。箱が何箱あれば足りるかな。でも，３組だけだとずるいから，２年生全員 

６０人と先生３人の６３人分は何箱あればいいか，考えよう。 

めあて：７のだんの九九をくふうしてつくろう。 

   Ｔ：今までどんな方法で九九を作ってきた？ 

   Ｃ：前たす法 Ｃ：たすたす法 Ｃ：反対法 Ｃ：分けたす法 Ｃ：とび法 

②  自力解決 

自力解決では，次のような解法がみられた。 

 

 

 

 

 

「問題把握」のしかけ 
・解決の見通しを持たせる 

①  既習事項を基に解決の見通しを持つ②やりやすい方法を選択し解決する③よりよい方

法を認める④次への目標を持つ 

前たす法 

反対法 

前たす法 

「問題把握」のしかけ 
・興味を持てる問題設定 
・実物提示 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③  比較検討 

前時までに学習した順番（同数累加，乗数と積の関係，交換法則，分配法則）で工夫方

法を取り上げた。特に分けたす法については，まずアレイ図を実物投影機で映し出し，

友達の工夫を考え，別の児童に説明させた。 

 

④  まとめ 

Ｔ：７の段はどのようにくふうして作れた？ 

Ｃ：７の段の九九は分けたす法で簡単にできる。 

Ｔ：他の方法でも作っていたよね。 

Ｃ：反対法，前たす法で作れる。 

Ｔ：今日の学習で大切だなと思うところ，友達の考えのよいところ，こんな方法で 

やったよ，次は～してみたい。など学習を振り返って学習感想を書こう。 

 

５． 最終板書 

 

６． 実践を終えて 

７の段の九九の構成について，既習事項をもとに児童の取り組みやすい方法で考えをワ

ークシートに記入することができた。これまでに色々な考え方を紹介してきたので，友達

の考えを聞いて新たな考え方に取り組む児童が多々みられた。１つの考え方に固執してし

まう児童も見られたので，色々な考え方を実践し，その中で自分がやりやすいものを選択

できるとよいと思う。初めて，単元を通して１枚ポートフォリオシートを活用したことで，

学習を振り返り，自己評価することができた。 

「まとめ」のしかけ 
・児童の言葉によるまとめ。 
・自己評価する場の保障。自己評

価するための視点を与える。 

反対法・分けたす法（５のだんと２のだん）  分けたす法（３のだんと４のだん）  

「比較検討」のしかけ 
・友達の考えを他者に説明させる。 
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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」 

森沢 真名美 

１． 実践のねらい 

○分数の大きさは単位分数の何こ分で表せることを理解する。 

 

２． 実践の概要 

人数や個数のような分離量の大きさは整数だけで表せるが，長さや体積，重さなどの連続量

の大きさは整数だけでは表せない。この単位量に満たないはしたの大きさをどのように表すか

が本実践のねらいである。このはしたの量を数値化することの必要性を小数と関連させて指導

していきたい。その際，1 単位を任意に等分することから，視覚的にとらえやすいように導入

では長さを扱い，体積へとつなげていきたい。分数の理解のために，「もとの数」「等分」「いく

つ分」という言葉をキーワードとしていつも意識し，分数を表現する時には，これらのキーワ

ードを使って説明するよう支援し，何を何等分した何こ分なのか整理しながら学習を進めてい

きたい。教師の声かけも発問も，長さを問うているのか割合なのか，意識して接し，児童が混

乱しないよう支援していきたい。 

 

３． 本実践でおもに行いたい「教師の評価活動」 

本実践では，児童が自己調整しながら学習を進めていく姿を目指す。次の要素があてはまれ

ば，自己調整できている姿と捉えてみる。 

①  課題内容をきちんと理解し，②前時までの学習を振り返りながら，見通しを持ち 

③ 自分の考えを友達の考えと比べながら考え ④よりよい方法を見出していく。  

    

４． 実践記録 

 ① 問題把握 

 Ｔ：前の時間の学習感想を発表するよ。（４人 発表する。） 

 Ｃ：１ｍを 3 等分した１こ分は，1/3ｍ」だったね。 

Ｃ：全部の数が，小数で表せるのかなあ。 

 Ｃ：１ｍを 3 等分した２こ分はどう表せるのかなあ。 

    １ｍを３等分した２こ分の長さの表し方を考えよう 

 

 ② 自力解決 

 自力解決では，次のような解法がみられた。 

 Ａ児）１ｍを 3 等分した 2 つ分だから 2/3ｍ 

 Ｂ児）1/2ｍ 昨日は 1/3 だったから。 

 Ｃ児）きのうと同じように考えると，2/3ｍ 

 Ｄ児）きのうやったことを使って，1/3 と 1/3 を合わせて 2/3ｍ 

 

 ③ 比較検討 

昨日の学習を使うと・・・ 

 Ｃ：昨日やったことは，１ｍを 3 等分した 1 こ分で 1/3ｍだったから 2/3ｍといえると思う。 

 Ｃ：Ｓ君が言ったように，昨日の 1/3ｍと 1/3ｍを合わせて 2/3ｍはよく分かる。 

 Ｃ：1/3ｍと 1/3ｍをたすということかな。 

 Ｃ：Ｔさんの 1/2ｍはよくわからない。 

 Ｔ：Ｔさんはどう考えたのかな？ 

「自力解決のしかけ」のしかけ 
・「もとの数」「等分」「いくつ分」を使

って説明するように声をかける。 

「問題把握」のしかけ 
・学習感想から前時の学習
を思い出させる 
・学習感想を書くヒントに
する 

「比較検討」のしかけ 
・友達の考えを他者が解釈する。 

 Ｃ：Ｔさんの考えは，もともと１ｍを 3 等分していないことになるから少しちがうと思う。 

 Ｃ：1/2ｍだと半分ということになるからちがうと思う。 

 Ｔ：ではＴさんの 1/2ｍはどの長さになるのかな？ 

 Ｃ：２つに分けた 1 こ分という意味だから， 

   個々の長さになります。 

 ④ まとめ 

 Ｔ：みんなの言った通り，1/3ｍが 2 つ分あるから，2/3ｍと表すことができるんだね。 

 まとめ：１ｍを 3 等分した２こ分の長さを，１ｍの「三分の二」といい，2/3ｍと書きます 

   学習したことを使って練習問題をやってみよう 

 

 

 

 

 

 

 

  本時のノートより 

 

５．最終版書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．実践を終えて 

解決の見通しをもって，多くの児童が，自力解決することができた。誤った理解をして友達

からの指摘を受けた児童は，本時の段階では正答に導けなかった。もとの数を任意に分ける分

数の難しさがあったようである。友達の考えを解釈する活動は効果的で，理解を深めることが

でき，自己調整する姿が見られた。学習感想から，発言が少ない児童の考えを拾うことができ，

「今度は手を挙げてみたい。」と発表する意欲が汲み取れたので，意図的な指名をするなど支援

をしていきたい。学習感想でつなげる学習の流れを今後定着し，児童の思考の流れを把握し，

自己調整している場面を，具体的な姿として子供に知らせていきたい。そして，子供も教師も

自己評価・相互評価を生かしながら見方・考え方を深める学習のあり方を探っていきたい。 

「比較検討」のしかけ 
・友達の誤答を，場面を変えて正答に

する工夫 

「まとめ」のしかけ 
・子供の言葉によるまとめ 

「まとめ」のしかけ 
・問題を解くことにより，自己評価の

場とする。答えをキーワードを使っ
て説明することで，数の意味を確認
する。 

22



算数科 授業実践シート 

４年「広さを調べよう」 

守木 あけみ 

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ることができる。 

 

２． 実践の概要 

本実践は，長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を

大きな長方形と見て欠けた部分を引く方法を，具体物を用いたり，言葉，式，図を用いたりも

して考えるものである。まず，問題提起をする際に既習事項を想起させ，どのようなことが使

えるかを考えさせ見通しが持てたところで自己解決に入る。そして様々な方法を比較検討する

中で，それぞれの解法の共通点やそれぞれの良さに気付かせ，一つの答えを導くのにいろいろ

な考え方がある算数の面白さを感じさせたい。 

 

３． 本実践でおもに行いたい「教師の評価活動」 

本実践では，児童が自己調整しながら学習を進めていく姿を目指す。次の要素があれば「自

己調整できている」→「主体的に学習に取り組む態度が身に付いていると捉える」 

①  既習内容の確認をして解決の見通しを持つ。 

②  自力解決に粘り強く取り組む。 

③  友達の考えを聞き，自分の考えと比較する。より良い方法を学ぶ。 

④  学習感想で自分の考えの変容や友達の考えの良さについて振り返る。 

教師は，児童がこれらを意識するような投げかけや声掛けを行った。 

 

４． 実践記録 

①  問題把握 

Ｔ：これまでの図形と何がちがうかな。 

Ｃ：長方形でも正方形でもない形。 

Ｃ：分けて考えればいい。Ｃ：公式が使えそう。  

めあて 図のような形の面積の求め方を考えよう 

②  自力解決 

Ｔ：今まで学習したことを使って，自分の考えた求め方を図や式や言葉でノートに書こう。 

Ｃ：縦に切って分けて２つの長方形の面積をたす。 

Ｃ：横に切って分けて２つの長方形の面積をたす。 

Ｃ：全体を大きな長方形として，欠けた部分を引く。 

Ｃ：図の一部分を切って動かし，１つの長方形にして 

求める。 

③  比較検討 

Ｔ：それぞれの求め方の共通点や良いことを教えてください。 

Ｃ：横に切っても縦に切っても２つの長方形の面積をたして 

求めている。 

Ｃ：全体を大きな長方形と見て，本当はない部分の面積を 

ひくのは面白いやり方。 

Ｃ：図の一部を動かして 1 つの長方形にすると，式が簡単。 

Ｃ：どの考えも長方形の公式を使って求めている。 

 

「自立解決」のしかけ 

・ノートに貼れる大きさの図カー

ドを一人ずつに配り必要なこと

を書き入れさせる。 

・自分の考えを図や式，言葉を使

ってノートにまとめさせる。 

・考える時間を十分確保し，友達

によく伝わるように書かせる。 

・1 つの方法が考えられたら違う

方法も考えさせる。 

「問題把握」のしかけ 
・既習事項を想起させ，解決の見

通しを持たせる。 
 

「比較検討」のしかけ 
・図や言葉で示された内容が

式ではどのように表されて
いるか考えさせる。 

・友達の考えの根拠を問う。 
・それぞれの考えの共通点や

良さに気付かせる。 

⓸まとめ 

Ｔ：今日の学習をまとめましょう。 

めあてに対するまとめです。 

なんてまとめたらいいかな。 

Ｃ：長方形にして求める。 

Ｃ：長方形の公式が使える。 

Ｃ：正方形のこともありそう。 

 図のような形の面積は，長方形をもとにして考えれば面積を求めることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５． 最終板書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

５． 実践を終えて 

「自己調整」を意識して授業を行った。はじめに本時のめあてをよく確認し，課題を解決す

るために既習事項を十分想起させ解決の見通しを持たせてから自己解決に入らせたのは有効で

あった。多くの子が自己解決にすぐに取り組み始めることができた。図カードに長さを書き入

れたり，補助線を引いたりしながら考え，式だけでなく言葉で説明を書いている児童も多く見

られた。中には複数の方法で考えた児童もいた。比較検討の場面では，自分の考えと比較して

様々な求め方を聞き，共通点を考えさせてまとめにつなげた。振り返りの学習感想では「どれ

も長方形の面積の公式を使っている。」「○○さんの考えが良い。」「自分の思いつかなかった求

め方があってすごいと思った。」「自分の考えが一番わかりやすかった。」「一つの答えを出すの

にいろいろな考え方があって面白い。」言う感想が出された。 

「まとめ」のしかけ 

・子どもの言葉を拾い，まとめる。 

・自己評価する場を保証する。 

・学習感想を書く視点を与え，自己評価

するための視点とする。 
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算数科 授業実践シート  

５年「きまりを見つけて」 

清水 みゆき 

１． 実践のねらい 

○変化する二つの数量の関係を表や式に表すことを通して，数量関係や規則性を見つけるこ

とができる。 

 

２． 実践の概要 

本実践は棒を使って正方形をつくっていき，正方形の数とそれを構成するために必要な棒の

数の関係について考える問題である。２量の変化のきまりに着目し，図や式などを用いて問題

解決に取り組む。複数の解決方法があることや図や表，式で表すことの良さなどに児童が気付

けるよう，意図的に指導をしていきたい。最終的には□や○を使った式で一般化することによ

り，式の機能や良さについても理解を深めさせたいと考える。 

 

３． 本実践でおもに行いたい「教師の評価活動」 

本実践では，児童が自分自身の学びの過程を自己評価し，友達との交流を通して自ら調整し

学習を進めていく授業を目指す。この授業の中で「自己調整ができている」と捉えることがで

きる場面を下記に示す。 

①学習課題を把握し，既習事項をもとに見通しを立て自力解決をしようとしている 

②友達との交流の場面で，他者の考えから学び良い方法を求めて学習を深めようとしている 

③学習感想で自分自身の学習を振り返り次に生かそうとしている 

 このような場面で，自己調整ができるよう意識して支援していく。 

 

４． 実践記録 

 ①問題把握 

  長さの等しいぼうで，右のように正方形を作り横に並べて 

いきます。正方形を３０こ作るとき，ぼうは何本になりますか。 

 

 最初は正方形が３この時や，５この時の棒の数を求めて，図で書い 

たり表を作ったりすれば求められることを確認した。その後，３０こ 

の正方形を作るのにはたくさんの棒がいることや，比例とは別のきま 

りがありそうだということ，式が使えそうであることなどを見通させ 

て，問題解決に取り組ませた。 

 ②自力解決 

  次のような解答が見られた。 

  Ａ 表を作る 

正方形の数（こ） １ ２ ３ ４ ５ ・・・・ ３０ 

棒の数（本） ４ ７ 10 13 16 ・・・・ ９１ 

  Ｂ 正方形を３０まで描き続けて，数える。 

  Ｃ 式に表して答えを出す。 

   式１ ４＋３×２９＝９１ 

   式２ ３０＋３０＋３１＝９１ 

   式３ ３０×３＋１＝９１ 

   式４ ４×３０－２９＝９１ 

 ③比較検討  

 式１ ４＋３×２９＋１＝９１ 

Ｃ：４というのは１番最初の正方形のことで，３×２９というのはその部分（コ）が２

９こあるということを表している。  

   Ｔ：なぜ２９こになるのですか。 

「問題把握」のしかけ 
・解法の見通しを持たせる 
・図，表，式などが使えるこ
とを確認する。 

「自力解決」のしかけ 
・まずは５分間，自分で答えをみつけさせる。 
 その後，グループごとに交流させることによ

り，考えを広げさせる。互いに自分の考えを
伝え合う中で，評価し合い自己を調整できる。 

□×３＋１=○ 
４＋３×（□－１）=○ 
□＋□＋（□＋１）=○ 

 
２つの量がどのように変わっていくのかきまりを見つけて，式に表すと答えを簡単

に求めることができる。  
 

   Ｃ：１番最初の正方形は，４本使っているので２９この中に入れ 

なくて，３０この正方形の最初の１こをぬかして２９こ 

   Ｔ：では，なぜ３をかけるの。 

   Ｃ：２９こあるコの字の部分は３本で作られているから。 

 式２ ３０＋３０＋３１＝９１ 

～黒板に書かれた式を見た瞬間に｢あ～｣｢なるほど｣｢おもしろい｣などの声～ 

Ｃ：□の上の棒は３０こあって，下の棒も３０こ。縦の棒が３１こってこと。 

Ｃ：すご～い。（自然と拍手が湧いた） 

 式３ ３０×３＋１＝９１ 

   Ｃ：３０は正方形の数で×３っていうのはコの数のことで，＋１は最初の１本のこと。 

 式４ ４×３０－２９＝９１ 

   Ｃ：正方形を作るのに必要な数４で，全部４本使うと想定して・・・。 

   Ｔ：想定して？ Ｃ：ないけどあるって考える。 

   Ｔ：２９をひくのは，なぜ？ 

   Ｃ：１つの正方形は４つだけど，他はみんな３つだから。１つの□は４つだからそこは

引かないで，それ以外の所の多い分だけ引く。１つの四角形の所じゃないとこはに

せものだから。 

   Ｃ：正方形が３０個あると考えたらそれは１２０本だけど，本当は４本の棒が使われた

正方形が３０個あるわけではないから，その中で最初の１こ目の四角形はそのまま

残して置いて残りの２９個の正方形の左側の部分を引く。 

④まとめ 

 Ｔ：最後に正方形の数□こと，棒の数○本の関係を式で表すとどうなるか，考えてみよう。 

 全ての式が 

 □×３＋１＝○ 

 になる。 

 

 

 

 

５． 最終板書 

 

６． 学習感想 

 

７． 実践を終えて 

 「自己調整」を意識して授業を行った。児童はグループでの話し合いやクラス全体の比較検

討の中で，自分の考えとは違う他者の意見に熱心に耳を傾けていた。その考えをプリントに書

き写し，それに自主的に自分の解説を加えている児童が多く見られた。そのような視点から考

えると，交流の場面で自分の学びを自己の力で高めることができた児童が見られたと言える。 

「比較検討」のしかけ 
・友達の考えを他者が説

明する 
・全員が理解できるよう

に，問い直す。 

「まとめ」のしかけ 
・一般化することで，違う考え方の

つながりに気付くことができる。 
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算数 授業実践シート 

 

５学年「三角形の面積の求め方を考えよう」 

長野 楓 

 

１．実践のねらい 

  三角形を変形し，既習である正方形，長方形，平行四辺形の面積の公式を用いて，三角形

の面積を求めることができる。 

２．実践の概要                  

  本実践は，平行四辺形の面積の求め方をもとに，児童が三角形の面積の求め方について考

えるものである。 

  三角形の面積を求める手立てとして，正方形や長方形，平行四辺形に変形することがあげ

られる。既に学習した平行四辺形の面積について考える活動を想起させることで，児童が自

分なりに三角形の面積を求めることができるよう促していく。また，平行四辺形の面積の公

式を導く場面では，元の図形のどの部分を使って計算しているのかを考える活動を通して，

「たて」「横」から「底辺」と「高さ」の用語を学習し，公式を考えた。ここでも，変形後の

式は元の図形のどの部分を使っているのかを考えさせることで，三角形の面積の公式を導き

たい。 

３．本実践でおもに行いたい「教師の評価活動」 

  本実践の自力解決場面では，これまでの学習を振り返り，平行四辺形ではなかなか解決に

向かえなかった児童も自分なりの方法で解決できることを目指したい。また，比較検討場面

においては，自分の思いつかなかった解決方法を友達の発表を聞くことを通して理解し，よ

りよいものに気付いていけるようにする。それらを本実践の児童が「自己調整を行う」姿と

して「主体的に学習に取り組む態度が身についている」と捉える。 

児童が自己調整を行うための教師の手立てとして，次のことを行う。 

 ①既習内容の確認（見通しを持つ）②児童の学習感想の紹介（見方・考え方の例）③発言に

対する声かけ  

４．実践記録 

Ⅰ.前時の復習，課題把握と見通しを持つ 

 T：これまでどんな図形の面積が求められるようになったかな？ 

 C：正方形，長方形，平行四辺形 

 T：正方形は？ C：（一辺）×（一辺） T：長方形は？ C：（たて）×（横） 

 T：平行四辺形は？ C：（底辺）×（高さ）  

 T：昨日の学習感想を紹介するね。 

   「公式を使えば，切ったり動かしたりしなくても面積を求めることができる」 

   これ何か分かる？何について書いてるのかな？ 

 C：公式のよさ T：そうだよね，公式があるよさについて書いてるね。 

 T：今日は三角形です。どうしたらいいかな？  平行四辺形のときはどうしたっけ？ 

 C：切ったり C：動かしたり C：足したり C：引いたり  

 T：そうして，どんな図形にした？C：長方形，もしかしたら正方形 

 T：もう一つ，もうみんなが求められる形があるね C：平行四辺形 

      めあて：三角形の面積の求め方を考えよう  

既習内容の確認① 

既習の公式を確認することで三角形を

変形した後の計算ができるようにする 

既習内容の確認② 

図形の変形の仕方やどんな図形

にしたのかを確認し，本時の見

通しを持つようにする 

学習感想の紹介 

学習したことを振り返る視点を与える 

Ⅱ.比較検討 

 ～右の図についての比較検討場面～ 

 T：これは何の形に変形したの？ 

 C：長方形 T：じゃあこの式は？ 

 C：（4×6）－（4×6）･･･，あ，これだと 0 になる 

 T：自分で考えて気づけたね。確かにこれだと 0 になっちゃうね。どうしよう？ 

 C：4×6÷2 C：ああ，確かに T：これあってる？ C：うん 

 T：すごいね，自分の考えがかけなかったけど，ちゃんと友達の意見をみて考えてるね 

 T：でも「÷2」ってなに？どうして？ 

 C：もとの図形と合同な図形をわけてくっつけたから，２個分になってるから「÷2」  

 T：いいね，「合同」って言葉が使えたね。説明これでいい？ C：はい 

Ⅲ.まとめ 

 T：どの考え方も，もとの図形のどこを使っているか確認しよう。 

 T：これは？どこつかってる？ C：辺 BC C：辺 BC に垂直で，A まで引いた線，高さ？ 

～すべてに書き込む～ 

 T：さあ，どうかな？ C：俺の中ではもう公式はできてる 

 T：お，何？どんなの？ C：（底辺）×（高さ）÷２ C：おお！  

 T：いい感じ？ これでいい？ C：いいと思う！T：じゃあまとめ書こう 

まとめ：三角形の面積は，（底辺）×（高さ）÷２ で求めることができる。 

 

 

 

 

 

 

５.最終板書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．実践を終えて 

 本時では，「÷２」の意味についてもっと話し合う活動に取り組むべきだった。どれも式は違

うが，「÷２」の意味について考えることで，すべて共通の式に直すことができる。この活動を

もっと丁寧に行うことで，児童の学習感想にも「式が違うけどどこを２でわるかが違うだけで，

同じ式に表せる」というものが見られたと考えられる。また，この後の学習の台形の面積を考

える学習でも，どこを「÷２」しているのかという問をもって活動に取り組むことができたと

考えられる。 

発言に対する声かけ 

児童の発言に対して，何がよかったか教師

が評価することで，次に発表するときや説

明するときに気をつけられるようにする。 

まとめのしかけ 

子どもが公式に気づけるよう，

もとの図形のどこを使っている

のか確認し書き込む 
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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 

○ 
３

４
÷

２

５
 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「分数÷分数の計算は，わられる数にわる数の逆数をかける」ことの意味を考え

るためにある。計算すると次のようになる。 

３

４
÷

２

５
 ＝（

３

４
×

５

２
）÷（

２

５
×

５

２
）＝（

３

４
×

５

２
）÷１ ＝ 

３

４
×

５

２
 ＝ 

１５

８
 

これを導くためには，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。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

ず，既習の分数÷整数にするために「わる数を整数にしたい」問いが生まれる。 

本時のまとめは「わる数を整数にする」にとどめておき，次時に「わる数を整数にするた

めのいちばんよい方法を考えよう」というねらいで本実践をまとめていく。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．  本実践でおもに行いたい「教師の評価活動」 

本実践では，児童が自己調整しながら授業を進めていく姿を目指す。次の①～⑤の要素があ

てはまれば「自己調整できている」⇒「主体的に学習に取り組む態度が身についている」と捉

えてみる。 

①解決の見通しを持ち，②既習事項を探りながら解決し，③よりよい方法を認め④自分な

りに学習の意義を実感し⑤次への目標を持っているか 

 教師は，児童にこれらを意識させるための投げかけを行った。 

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：比例 Ｃ：分数÷整数 Ｃ：数直線 Ｃ：逆数 Ｃ：かけ算の逆 
Ｔ：商の大きさはどのくらいになるかな？ 

Ｃ：わる数が１より小さいから，商は３／４より大きくなる。 
めあて：今までに習ったやり方で考えよう  

②  自力解決 

自力解決では，次のような解法がみられた。 
   Ａ児）小数に直して答えを出す 

   Ｂ児）分母÷分母，分子÷分子をする 
Ｃ児）わる数を整数にする（計算を誤る） 

   Ｄ児）わる数を整数にする（正答）  

Ｅ児）数直線を用いる（÷２をしてから×５） 
Ｆ児）わる数に逆数をかける 

③  比較検討 

～Ａ児の考えを検討～ 
Ｔ：分数を小数に直したけど… 

「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」「いつ
でもできる」問いを引き出す 

「自力解決」のしかけ 
・比較検討で問いをつなぐために，指

名する順番を考える。 
・その１，その２（いつでもできない） 
→その３（計算のきまりが違う） 
→その４（なぜわられる数とわる数に

同じ数をかけるのか） 
→その５（その４の計算の根拠を問う） 

「問題把握」のしかけ 
・解法の見通しを持たせる 
・商の見積もりをさせる 

Ｃ：もっと簡単にできる。Ｃ：いつでもできない。 
～Ｂ児の考えを検討～ 
Ｔ：Ｂ児は何をした？ 
Ｃ：分数のかけ算は分母×分母，分子×分子だから，分母÷分母，分子÷分子をした。 
～Ｃ児の考えを検討～ 
Ｔ：Ｃ児は，何をした？   
Ｃ：わる数の２／５に５をかけて整数にした。 Ｃ：５をかけたから，５でわる。 
Ｃ：でも商の大きさがおかしい。 
～Ｄ児の考えを検討～ 
Ｔ：Ｄ児はどうしてわられる数とわる数の両方に５をかけたのかな？  
Ｃ：３／４にも２／５にも×５をしないと比例にならない。 

④  まとめ 

Ｔ：Ｃ，Ｄ，Ｅ児は何をしたかったのかな。 
Ｃ：整数にしたかった。  
Ｔ：どこを？何を？ 
Ｃ：わる数 Ｃ：わられる数 Ｃ：両方 

まとめ：分÷分も，整数に直して計算すればいい  
Ｔ：はじめに「こうやればできそうだ」と考えたことと，自分が 10 分間考えたこと， 

そして友達の考えを 20 分聞いたことをじっくり振り返って学習感想を書こう。 

５． 最終版書 

６． 実践を終えて 

「自己調整」について研究を行った。「①解決の見通しを持つ」ことが明確に持てなかったた

めに自力解決で手が止まってしまった児童がいた。自分なりに解決ができた児童は，４名の学

習感想にあるように，①～⑤の姿をみとることができた。明らかになったのは，見通しを持た

せることの大切さである。③④を意識させるためには，比較検討段階で他者の考えを解釈する

ためのしかけと，まとめの段階で振り返る時間を保障することが必要である。⑤を意識させる

には，次時の導入時に秀逸な学習感想を紹介するなどの手立てが必要である。 

「まとめ」のしかけ① 
・子供の言葉によるまとめ 

「比較検討」のしかけ② 
・友達の考えを他者が解釈する 

「まとめ」のしかけ② 
・児童が自己評価する場を保障する。 
・自己評価するための視点を与える。 

「比較検討」のしかけ② 
・友達の考えの根拠を問う 
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外国語活動 授業実践シート  

４年「What do you want? ～クリスマスケーキカードを作ろう！～」 

笹本 裕太 

１． 実践のねらい 

○欲しい物を尋ねたり要求したりする表現に慣れ親しむ。 

２． 実践の概要 

本実践は，「What do you want? / I want ○○, please.」を主な言語材料として，それら

を用いた様々な言語活動に取り組む中で，他者に配慮しながらクリスマスカードを作り，贈

ることをゴールとしている。 

単元の構成については，バックワードデザインの考えに基づき，まずはゴール設定を行い，

それに向けた活動を仕組んでいった。季節のイベントに合わせ，クリスマスカードを贈るこ

とを目的に，その飾りつけを行うためのパーツ集めをするということをメインの言語活動に

据えた。そして，それに至るまでに担任と ALT による Small talk，活動に必要な言語材料を

使えるようになるためのアクティビティ等を毎時間設定した。 

また，カード作りでは，贈る相手のことを考え，飾りつけパーツや台紙を選ぶという活動

を通して，他者に思いを巡らすことを大切にした。 

 

３． 本実践でおもに行いたい「教師の評価活動」 

本実践では，児童自身が単元のゴールを念頭に，自己調整しながら授業に臨んでいく姿を

目指す。そこで活動の中で，次の要素を児童自身が行き来しながら，自分の状況を把握しよ

うとすることが，主体的に学習に臨んでいると捉えてみる。 

①想像力を働かせて理解する。②単元のゴールとなる活動への見通しを持つ。③練習の中

で思考錯誤し，習得を目指す。④他者や相手を意識したやり取りを行う。⑤伝わることを

実感している。 

  

４． 実践記録 

①  想像力を働かせて理解する。 

②  単元のゴールへの見通しを持つ。 

（第 1 時間目 教師による Small talk より） 

T1: What do you want for Christmas cake? 
T2: I want a strawberry, please. 
T1: Here you are. 

T2: Thank you. 
…  

T1: Very nice Christmas cake! Here you are! 
T2: Thank you!! 
T1: We will make your original Christmas 

cake card for your family. 
 

 

③  練習の中で試行錯誤し，習得を目指す。 

（毎時間，いくつかのゲームなどを通して，新出言語材料を覚える。） 

〇Missing game 
黒板に貼られたフルーツのカードを覚え，児童は目をつむっている間に教師が取り

除いたカードが何かを英語で答えるゲーム。 

①想像力を働かせて理解する。 
・担任と ALT のやり取りを聞きなが

ら，どんな場面なのか，何を話して
いるのかを想像させる。 

・児童の反応に留意し，ゆっくり，簡
単な言葉で会話し，新出言語材料に
意識を向けさせる。 

②単元のゴールとなる活動への見通しを持つ。 
・単元末に行う活動を確認し，見通しを持って学

習に向かえるようにする。 

～児童のつぶやき～ 

児:クリスマスケーキだ！ 

児:好きなフルーツを言ってるのかな？欲しい

フルーツか？ 

児:かわいいカード！先生は誰に送るのかな？

私は，どうしようかな? 

〇Key word game 
   手拍子に合わせ，フルーツの名前を教師の後について繰り返す。あらかじめ設定し

たキーワードとなるフルーツ名が言われたら，ペアの間においてあった消しゴムをと

り，早く取った児童の勝ち。 

 
〇推理ゲーム 

     班でグループを作り，リーダーの持つカードを予想して順番に尋ね，正解していれ

ばカードを貰うことができ，獲得した枚数を競う。今回は，新出言語材料である「What 

do you want? / I want ○○, please.」を使って，やり取りを行った。 

 
④  他者や相手を意識したやり取りを行う。 

   

 

 

⑤  伝わることを実感している。 

   

   

 
５． 授業風景 

   

６． 実践を終えて 

「自己調整」について研究を行った。「①想像力を働かせて理解する。」「②単元のゴールとな

る活動への見通しを持つ。」では，単元開始時の Small Talk を丁寧に行ったことで，教師らが

ほとんど日本語を話さなくても，多くの児童が想像力を使って新出言語材料を理解することが

できた。そして，単元末の活動についても見通しを持つことができ，③～⑤の活動についても

自主的に取り組む姿勢を見ることができた。一方で，①や②で苦戦してしまった児童について

は，見通しを持つということまで辿り着けず，結果として③～⑤についても，自主性を持って

活動するまでには至らなかった。そこで，「自己調整」を有効に働かせるためには，単元の初め

に見通しを持たせることができるかが大切である。これからの実践の中で，Samll talk のよう

に，授業冒頭に行う活動のより一層の充実を考えていきたい。 

④他者や相手を意識したやり取りを行う。 

・自分が渡したい相手が，喜んでくれるであ
ろう飾りつけを考えながら，友達とやり取
りを行わせる。 

⑤伝わることを実感し
ている。 

・振り返りカードに，自
分や友達の成果や頑
張りを記述させるこ
とで，自分の学習状況
を把握させ，次回への
目標や課題を考えら
れる機会を保障する。 
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外国語活動 授業実践シート  

５年「I want to go to Italy.」 

川手 太朗 

１． 実践のねらい 

○進んで，行きたい国について尋ねたり答えたりして伝え合う。また行きたい国でできるこ

とを紹介し勧めようとする。 

 

２． 実践の概要 

本実践は，自分が行きたい国を理由と共に伝え，自分のおすすめの国を他者に紹介できるよ

うにすることが主なねらいである。 
そのために，映像資料を見ることや友達とのインタビュー活動，ゲーム，チャンツを通して，

国名の言い方やそれぞれの国の文化に慣れ親しむことができるようにする。そして「～できる

“I/You can ～ .”」「～がしたい  ”I want to ～ .”」といった既習内容を用いて，自分が行きたい

国を理由と共に伝え，自分のおすすめの国を他者に紹介できるようにする。また，また総合的

な学習の時間で，児童一人一人が興味のある国，行きたい国を調べたことと関連づけることで，

本単元に意欲的に取り組むことができるようにする。 

 

３． 本実践でおもに行いたい「教師の評価活動」 

本実践は，児童がこれまでの友達とのコミュニケーション活動の改善点に目を向けさせ，そ

のことを意識して活動に取り組み，改善している姿を「自己調整できている」⇒「主体的に学

習に取り組む態度が身についている」と捉える。 

児童が自己調整を行うための教師の手立てとして，次のことを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

４． 実践記録 

 (1)問題把握 

Small talk 終了後 

＜PointⅠ＞ 

Ｃ:声が小さい。 

Ｔ:みんなが紹介する時には… 

Ｃ:大きい声で ! 
  ＜PointⅢ＞ 

  Ｃ:アピールしてなかった。 

  Ｔ:どんな風にアピールすればいいかな。 

  Ｃ:ジェスチャー ! 

  ＜PointⅤ＞ 

  Ｃ:紙を相手に見せていなかった。 

 (2)活動Ⅰ 

  Ｔ⇒Ｃ:I want to go to～ .You can (eat/see/watch/visit/buy)～ . 

           It’s (delicious/beautiful/fun/exciting/famous). 
 

 

 

既習内容の確認 
・前時までの学習内容を確

認し，安心して活動に入
れるようにする。 

「問題把握」のしかけ 
・Small Talk 
HRT と ALT で，悪い例と良い例の会話のデモンストレーションを行
い, 分かりやすいとはどのようなことか考えさせ，コミュニケーショ
ンのポイントに気付けるようにして，めあてを作る。 

①授業の終わりに，振り返りシートを書かせ，それについて教師がコメントを書く。 
②コミュニケーション活動を取り入れる。  
③活動時の，教師の効果的な声かけと働きかけをする。  
④めあてを児童とともに作る。 

＜PointⅡ＞ 

Ｃ:下を向いていた。 

Ｔ:パーカー先生と目が合っていなかったね。 

Ｃ:アイコンタクト ! 

＜PointⅣ＞ 

Ｃ:相手に何も言わせてなかった。 

Ｔ:相手も反応できるほうがいいのかな。 

Ｃ:（そのために）ゆっくり話す。 

 (3)活動Ⅱ 

  Activity 前 

Ｔ:相手に行きたいと思ってもらえるように紹介しよう。 

Activity 
Ｔ:Big voice!  Eye contact. しっかりカード見せて !Very good! 

 (4)活動Ⅲ 

  Activity 
  Ｔ:友達から紹介してもらって，どこの国に行きたくなった？ 

  Ｃ:スペイン ! 
  Ｔ:スペインの何が良かった？  

Ｃ:生ハム。 Ｃ:サクラダファミリア。 Ｃ:サッカーグッズを買いたい ! 
Ｔ:スペインに行きたいって英語で言えるかな？ 

Ｃ:I want to go to Spain. 
Ｔ:Nice！～したいはなんて言えばいいかな。見たいとか。 

Ｃ:I want to see Sagrada Familia. 

Ｔ＆Ｃ :OK!みんなで言ってみよう。 

Ｔ:他の国も言えそうかな。 

 (5)まとめ 

  Ｔ:今日の振り返りをする際，この単元の今までの振り返りシートを見返してみて，大きい

声で話したいとか，説明しづらかったって書いていた人は，今回どうだったかな。そん

なことを考えて今日の振り返りシートを書いてみてください。 

   

 

 

 

 

 

 

最終版書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５． 実践を終えて 

「自己調整」について研究を行った。本時では，「④めあてを児童とともに作る。」を行うため

に，Small Talk を通して，コミュニケーションのポイントを考えた。ポイントを意識すること

で， A～C 児のようにこれまでの活動での改善点に気付き，自己調整しながら活動に取り組む

児童を多く見ることができた。また，「③活動時の，教師の効果的な声かけと働きかけをする。」

を意識したことで，D 児のような教師のアドバイスから自己調整を行い，活動に取り組む児童

もいた。多くの児童は，「分かりやすく勧める」を意識して主体的に取り組むことができた。し

かし，中には，めあてを達成できないと自己評価している児童もいた。効果的な声かけを行う

だけでなく，主体的に取り組む児童から良い点に気付かせ，ポイントを意識できるようにして

いきたい。 

B
児 

活動時の声かけ 
・活動前と活動中に，ねらいに即

した声かけを行う。また，肯定
的な言葉をかけることで自信
を持たせる。 

既習内容を用いた単元
のまとめ 

・新たに行きたくなった
国について，全体で既
習内容を振り返りなが
ら英語で話す。 

「まとめ」のしかけ 
・児童が自己評価する場を保障する。 
・自己評価するための視点を与える。 

A
児  

D
児  

C  

児  
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外国語活動科 授業実践シート 

６年「What’s your best memory?」  

深澤 かほり 

１． 実践のねらい 

相手の目を見て，思い出の学校行事について伝えあい適切な反応を示すことができる。 

 

２． 実践の概要 

「What’s your best memory?」の学習は，学校行事の思い出について聞いたり言ったり

する単元である。これまでに学習した，We enjoyed~.などを使って，他者に配慮しなが

ら，思い出の行事について伝え合おうとすることを目標の一つとしている。 
・行事を発表したい，という動機をしっかり持たせるため，児童の過去の写真を準備し 1
時間目で写真を見ながらどんな行事があったか，その行事を外国語ではどのように言うの

か児童とともに確認した。 
・発表に自信を持たせるため，ワークシートに発表する語順などを考えさせながら記述さ

せた。 
・各自の思い出の行事について相手に伝えたいという意欲を高めさせるため，簡単なイラ

ストを用意させた。 
・発表の場は対面形式とし，多くの児童とペア学習できるように設定した。教師Ｔ１Ｔ２

も参加し，評価の場とした。 

 

３． 本実践でおもに行いたい「教師の評価活動」 

本時は，What’s your best memory?の最後の時間であり，他者に配慮しながら思い出の学

校行事について伝え合おうとする場面である。相手の話を共感的に聞く態度から  
・相手の目を見て懸命に情報を聞き取ろうとしている。 
・適切な相づちを打とうとしている。  

・適切な反応を示している。  
という態度が主体的に学習に取り組む態度の自己調節力と捉えた。個々の児童がどのよう

にコミュニケーションをとろうとしているかより細かに見取りたいという思いで，児童を

2 列に分け T1 と T2 もその列に加わり，教師が直接個々の児童と対面することで評価する

機会を得たいと考えた。また，相手の話に対し適切な反応をする良さや大切さなど気づか

せることで,共感的な態度が深まると考え,教師がよい例と悪い例を見せる場を設定した。 

  相手の話に，適切な相づちを打つ。Wow，sounds good，などの言葉を返す。相手の目を  

見る。という「リアクション」とした。 

 

４． 実践記録 

 
 
○Greeting （あいさつをする） 

・気分，曜日，天気などの挨拶，受け答えをする。 
・行事の単語の確認，練習 

○What’s your best memory? 
（本時のフレーズ・行事の言い方の復習） 

My best memory is my～     . 

We went to ~ 
We sow ～ . 

パターン化。毎回お決まりの
やり取りであるが，繰り返す
ことで外国語に対する安心感
と言葉のキャッチボール（コ
ミュニケーション）の土台を
作る。 

前時までの復習。本時に使うフレーズの確認。

写真を見ながら何度も繰り返すことで，言い

方に慣れると共に，意味などの最終確認を行

う。ワークシートの内容も確認する。 

I enjoyed ~ . 
It was ～ .  

○Today’s  goal の確認 
スモールトーク 

・Ｔ１とＴ２で会話 リアクションなし 
  ・Ｔ１とＴ２で会話 リアクションあり  
（Wow．Grate．Sounds good）  等を 

受け答えに使うことに気付く。 
 相手の目を見て ,リアクションを取りながら聞こう←児童からでた目当て 

○伝えよう 
 二人組で練習をする。  
 二人組で練習した後，席をずらして児童の半数と会話をする。 
○上手にリアクション出来ていた子を，前に出させ良さを共有する。  
○振り返り学習シートに書く 
○Greeting あいさつをする 
・出来るようになったこと，本時の課題に対しての振り返りを書かせる。 

 
 
振り返りカードより 

○相手の目を見て言うと，自分の気持ちが伝わると思うから，相手の目を見て言う。リアクシ

ョンが大事。 

○考える時間を挟まないで，瞬発的に相づちを打てられればいい。 

○相づちを打つのが大変。Ｗｏｗ！Ｇrate！をいつ言うか迷った。 

○Ｗｏｗ を言えた。 

○大きい声で反応できました。ダメだったのは人の目を見なかったことです。 

５・最終版書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６・実践を終えて 

 

時間はかかったが，多くの児童と対面し，自分のことについて話をやりとりする機会

はよかった。始めは，話しはじめるのにどの児童も時間がかかったが，回を重ねていくう

ちに話すことに慣れ，時間も短くなっていった。シャイな児童が多く普段からあまり目を

合わせられない児童が多い学級であるが,相手の目を見て何を話しているのか聞き取ろう

とする態度が感じられた。適切な反応という点では，言われたことに対して,なんと返した

らいいかとまどいがある児童が多く見られた。今後も継続していくことで，さらに身につ

いてくと考えられる。 

 

・本時のめあてに気付かせる。 
T1T2 がデモンストレーションすること

で，会話をするのに一方的に話を進めるの

ではなく，相手を見て，相づち（リアクシ

ョン），言葉を返しながら聞くことに気付

かせる。（児童にめあてを考えさせる）  

教師の評価。Ｔ１とＴ

２が分かれクラスの人

数の半分ずつの児童と

対面し，コミュニケー

ションをする。リアク

ションをしていたり，

目をあわせているかだ

ったりを評価する。 
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特別の教科 道徳 授業実践シート 

３年「進んで助けよう」 

武居 拓己 

１． 実践のねらい 

○どんな友達であっても互いに理解し，困っているときには進んで助けようとする判断力

を育てる。 

２． 実践の概要 

本実践は，教材文である，学校を休んでいる友達との関わりを通して，内容項目「友情，

信頼」の「友達と互いに理解し，信頼し，助け合うこと」についての判断力を育てることを

ねらいとしている。 

中学年の子どもたちは，活動範囲が広がり，それに伴って友達関係も広がってくる。また，

気の合う友達とは更に交流を深めて小さな集団をつくり始め，その集団に属していない友達

とは関わろうとしないことも少なくない。本時では，児童が相手の置かれている状況や立場

を理解し，困っている友達がいたら，それが仲の良い仲間でなくても助けることが正しいこ

とであることに気付かせ，学校生活でも実践しようとする態度を育てていけるかが主なポイ

ントになる。 

本実践で扱う教材文は，正しい行動が分かっていても，自分が友達にどう見られるか心配

する，主人公の心の葛藤にも共感しやすいため，実際に主人公の立場になって考えさせるこ

とで授業に深まりがでる教材でもある。主人公の気持ちを想像しやすくするため，本時では

「心メーター」を使い，主人公の気持ちの変化を可視化し，その理由を考える活動を取り入

れ，ねらいに迫っていく。 

３． 本実践でおもに行いたい「教師の評価活動」 

 実践では，児童が自分自身の学びの自己調整しながら学習を進めていく姿を目指していく。

そこで，学習の中で以下の５つの要素をおさえていることが，「自己調整できている」ととら

える。 

①学習の見通しを持ち， 

②教材を自分事として捉え， 

③他の考えを知り， 

④自分の実生活を見つめ， 

⑤ねらいとする価値について，これからへの思いや考えを持つ 

 

４． 実践記録 

 ①導入（課題把握） 

  Ｔ：（教材の挿絵を見せて）この子はどんな気持ちだと思う？ 
  Ｃ：にぎやか Ｃ：明るい Ｃ：楽しそう Ｃ：仲良し  
  Ｔ：みんなはいつでもこんな気持ちで過ごせているかな？ 
  Ｃ：うーん Ｃ：違うときもある Ｃ：いつもではないかな 

 ②展開前段 

  Ｔ：「千緒が迎えに行ってあげるといいね」とお母さんに言われた時の 
千緒の気持ちはどうかな。心メーターに表してみよう。 

 

 

 

 

 

「展開前段」のしかけ 
・心メーターで気持ちを示す（自
分事として捉える） 
・心メーターを説明する（他の考
えを知る） 

「問題把握」のしかけ 
・教材の挿絵を提示し，教材と
価値への導入 
・児童の学校生活に置き換えて
考えさせる (実生活を見つめ
る)。 

Ｂ児：友達でもないし  
Ｃ児：ちょっと不安なんじゃないかな  
Ｄ児：よく知らないから迷子になるかも 
 

  Ｔ：その後，「お母さんの言葉が心にささった」って女の子を迎えに行った時の千緒の気持 
ちはどうだったかな。心メーターにしてみよう。 

 
 
 
 
  Ｅ児：行こうかな，でも…  

Ｆ児：友達になりたい Ｉ児：不安 
  
 ③展開後段 
  Ｔ：明るくなった女の子を見た千緒や周りの友達の気持ちはどうだったのかな。 
  Ｇ児：友達が増えていつもより楽しい  

Ｈ児：女の子はさみしかったのかな？ 
  Ｉ児：みんな同じ気持ちだったんだ 

 

 

 

 

 

 ④まとめ 

  Ｔ：今日の授業で大切だと思ったことは何ですか？ 

  Ｊ児：友達思いの気持ち 

  Ｋ児：相手の気持ちを考えてみる 

   

 

 

 

５． 最終版書 

 

６． 実践を終えて 

「自己調整」について研究を行った。授業に「心メーター」を取り入れ，主人公の気持ちの

変化について考えたことで，主人公の心の葛藤を分かりやすく表すことができた。「心メーター」

は主人公の気持ちを言葉で表現することが難しい児童にとっても，考えたり，表現したり，他

者の考えを知ったりするうえで効果的なツールであった。授業の導入で，教材文である物語を，

児童自身の体験に置き換えさせることができるよう声掛けを行ったので，登場人物に自己を投

影しながら，ねらいとする「友情，信頼」の価値について考えを深めていくことができた児童

が多くいた。一方で，まとめで，「友情」についての記述は見られたが，「信頼」ついては考え

を深めることができなかった児童もいた。授業の導入において，本時見通しをよりはっきりと

示すことで，ねらいとする価値に対して，児童が自己調整しながら迫れるようにしていきたい。 

「展開後段」のしかけ 
・主人公だけでなく他の登場人物の気持ちを考える

（多角的に考える） 

「まとめ」のしかけ 
・本時を端的に振り返り，これからへの思いを持つ 

「展開前段」のしかけ 
・他者の心メーターを説明する(他
の考えを知る)。 
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自立活動 授業実践シート 

２・３・４・５・６年「キャラクターを動かしてみよう」 
すみれ担任 中澤 隆・たんぽぽ担任 中沢 尚子・ひまわり担任 深澤 芽来  

１．実践のねらい 

○パソコンの操作に慣れる。 

○集中力を養う。 

○お話を作ることができる。 

○キャラクターを動かすことができる。 

○友達の作品鑑賞を楽しむことができる。 

２．実践の概要 

本実践は，来年度のプログラミング教育のスタートを控えパソコン操作に慣れることを目的

としている。同時に，集中力・物語を創造する力・語彙力なども養うために行った。 

動画作成に当たり，まず，キャラクターを動かすためには，パソコン操作の基本となるクリ

ック・ドラッグ・ダブルクリック・かな入力またはローマ字入力などスキルが必要である。そ

れらの習得のため，単元の中で練習用ソフトを用いた。クリックやダブルクリックの練習が必

要な児童がいたり，ローマ字入力の練習から始められる児童がいたりするなど，それぞれの実

態に応じ練習に取り組んだ。 

 次に，キャラクターを動かす動画作成を行った。キャラクターを選び，キャラクターを動か

す命令文を作成し，背景などを整え動画を完成させた。キャラクターを動かす命令文の作成で

は，普段の生活では馴染みのない言葉もたくさん出てきた。個々に動画作成の際にそれらの意

味を伝えていった。また，背景を選ぶ際には，キャラクターやその動きに応じて，物語になる

ように考えさせた。 

 そして，動画作成だけでなく，わからないことを質問できる力・あきらめずに取り組む力・

集中力・異学年間での学習の良さである鑑賞なども児童の実態に応じつけさせたい力であった。 

本実践でおもに行いたい「教師の評価活動」 

 低学年から高学年までの合同授業であるため，実態にはばらつきがある。このため目標とす

るところは個に応じて異なっている。何ができるようになったのか，どんな作品ができたのか

という評価だけでなく，どのような姿勢で取り組めたのかという事もあわせて見取った。 

① 作成したい動画のイメージを持っているか  

② どのような方法があるのか知っているか 

③ わからないときは，質問できるか 

④ 必要な操作ができるか 

⑤ あきらめず試行錯誤しているか 

⑥ 友達の作品のよさを感じることができるか  

３．実践記録 

①  クリック・ダブルクリック・ドラックなど基本操作の練習 

②  動画作成をするイメージをつかむ 

・簡単な動画を見せ，キャラクターを動かす動画作成のイメージをつかませる。 

③  キャラクターの選び方を伝える 

④  命令文の作成方法を伝える 

⑤  作成 

⑥  友達の作品を鑑賞する 

４．活動の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．実践を終えて 

 どの児童も基本的な操作を覚え作業することができた。完成された動画は，それぞれの世界

が表現されていた。乗り物の世界やかわいらしいパーティーの世界など。物語の創造・関連性

の維持はできていた。一方で，命令文の作成は，難しい言葉も多く，質問をしながら試行錯誤

していたが，教師が示したものを応用して新しい動きを取り入れられる児童・同じ命令文でも

たくさんのキャラクターに用い複数が動くようにした児童・そこから脱することなくそのまま

になる児童と色々であった。しかし，学年が上になればより複雑な作業ができることは当然で

ある。だからこそ，いろいろな作品に触れ，新しい世界や複雑な動きに触れることも大切な活

動である。交流の場面で「わぁ～」と歓声が上がったことからも交流のよさを感じられた。 

「創作への意欲付け」のしかけ 
・友達の作品を見てもよいことにし，

いろいろなアイディアに触れる機会
を設ける。 
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日本語指導 

 授業実践シート 

 

３年 ・Let’s make a class schedule      

   ・What month is it now?       

                                   土屋有子 

                                     

１実践のねらい  

 ○クラスの時間割をつくろう。 

 ○今は何月？    等の日本語を学習する。 

 

２ 実践の概要 

本実践は、慣れない日本語を使いながらも、自分のクラスの時間割を作ってみたり、月の名前を、日本

の文化を交え楽しみながら覚えようという活動である。 

  

３ 本実践でおもに行いたい｢教師の評価活動｣ 

 本実践では、児童が慣れない日本語を使いながらも、教科の名前を学習して時間割を作り、また、月の

呼び方について、各月の文化を交えながら日本の文化にふれ、感想を言う姿を目指す。 

①めあてを確認する。②学習の見通しを持つ③わからなくても英語とはちがう日本語の言い方を学習

する。④時間割を作成するという目的と各月の文化にふれる。 

 

４ 実践記録 

①同じクラスに所属しているサーちゃんとマグスくんであるが、日本に来た時期がちがうため、日本語

の習得進度に違いがある。そのため、サーちゃんには復習を兼ねながらマグスくんに緊急時に必ず学校

生活で必要な言い方について、先生や友達に質問をする言い方｢When ask something｣、体の調子を表す

言い方｢Physical condition｣、気持ちの表現の仕方｢Feelings｣、持ち物の聞き方と学用品の名前 Things  

you have｣を英語で説明しながら日本語を教え、日本語で発音させる。 

 

②What subject is it in the second period? 

 と質問し、各教科の絵を見せながら、教科を英語で説明しながら日本語で発音させる。つぎに、自分の

クラスの時間割を思い出させ、｢ Let’s make a class schedule ｣と伝え、教師といっしょに時間割に教

科名を記入していく。 

 

③What month is it now? と質問しながら導入し、各月における特徴が日本の文化に関係していること

を伝える。 

 

④今日学習した日本語について、何回か発声し練習する。 

 

 

 

５ 最終板書 

 

 

 

 

 

 

 

 実践を終えて 

 サーちゃんのほうが１年ほど早く日本にはきているものの、完全に日本語で自分の気持ちを表現した

り、リスニングをすることは難しい。また、マグスくんについては、日本に来て間もないため、説明する

際に英語を使わないと日本語の説明さえできない。教師側が簡単な日本語ならわかるだろうと思って問

いかけを日本語でしても、日本語を理解しない児童にはいっさい通じないため、英語で説明することは

必須である。マグスくんには、まずは日常生活に必要な日本語を覚えさせることが大切であるのでこの

ような授業の流れに至った。サーちゃんは、日本に１年ほど滞在しているため、各月の文化については知

っている部分もあり、知っていることや、自分の意見を言うことができた。今後も二人の進度に配慮しな

がら、学習を進めていくことを念頭に置く必要がある。 
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森沢真名美教諭        

武居 拓己教諭        

藤原加寿代教諭 による    

少人数指導研究授業の様子  

【第３学年 算数】 



３年生 少人数指導について 

                                    

 本年度、甲府市教育委員会から少人数指導の指定を受け，少人数指導のよる実践を行うこととなった。

一学級あたりの人数が増えることやわり算など新しい学習内容が増えることから，３年生の算数を少人

数指導の対象とした。 

また本校の校内研究の中にも３年生の少人数指導を位置づけていく。少人数によるきめ細やかな指導

のあり方を研究を進めつつ，今年度の校内研究である，「『問い』をつなぐ授業デザイン」と「そこでの評

価活動」についても触れていきたいと考える。 

 

１．少人数指導のねらい 

  ねらい 

 ・教師の目が行き届く，少人数指導をとおして，基礎基本の定着，学力の向上を図る。 

 ・子供の実態を把握しやすい少人数指導を通して，子供が主体的に取り組む態度（粘り強く，

自己調整）を高めていく。 

 

２．３年生児童の実態（１学期，児童、保護者、教師のアンケートより） 

3 年生になり，3 学級から 2 学級になり，１クラスあたりの人数も２２人前後から３５人前後の学級に

なった。学級の児童数が増えることで，活気があふれ，子供たちは多様な仲間とふれあえる機会が増え

た。しかし，いくかの問題も見られ，少人数指導を通しての解消していきたい。 

（１）学習・授業に関する問題 

・人数が増えたことで，授業中の机間巡視等の教師の子供一人一人に関わる時間が減り（教室の座席が

多く，机間巡視がしにくい。）理解に時間がかかる児童への支援が不十分である。（TT では片方のク

ラスに限定される） 

 ・学習量が増えたり，ノートが小さいマスになっていったりする中で，ノート指導の時間が十分ではな 

い。（ノート記述のばらつき） 

 ・また子供が友だちと話したり，説明のために黒板の来たりといった，立って移動しにくい。 話し合

いのための移動や隊形移動にも時間がかかる。 

・（人数増だけが原因と考えられないが）子供の数が多いため，積極的に発言する３年生でも発言する 

子に偏りが出てきている。自信のない子にアドバイスや安心感をもたせる言葉がけなどがしずらい。 

・教師が全員が操作できる具体物を用意できる数，その時間と場所がない。 

（２）学級経営上の問題 

・人数が増え，集合，整列，移動が整然と素早くできなくなってきている 

・新しい友だちとのトラブルがあったときに，発見しにくくなる。 

（３）保護者アンケートで多かった不安 

・人数が多く，教師の目がゆき届くか不安（７４パーセントの保護者が，不安を持っている） 

・学習面だけでなく，心のケアや SOS を拾えてるか不安 

・授業規律や集団行動ができているか 
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・TT では，先生方の関わり方がクラスに偏らないか 

 

３．少人数授業の具体的な取組 

（１）２クラスを３グループにわけ，同じ時間に行う。（１教師あたり２０数名のグループ） 

（２）少人数指導でも「甲府スタイル」「やまなしスタンダード」を授業作りの基本的な観点として行う。 

（３）本校が目指す姿のうち，自ら問いをもつこと（動機付け）と「問い」を振り返ること（メタ認知）

の部分に重点を置き，授業において，この２つを取り入れた場面を設定する。 

（４）少人数になることで，より多くの子が発言したり，意見を表明したりする時間が確保される。そこ

で対話的な学習場面も設定し，子供が自分の考えを伝える活動を取り入れる。 

（５）机間巡視がしやすくなるため，具体物の操作やノートへの記述などが滞る子供に，丁寧な個別指導

をする。 

（６）少人数により，子供たちの理解度や考えの変容を読み取

りやすくなる。学習感想やＯＰＰＡなどを使って，学習

評価をする。 

（７）少人数指導では担任ではない教師からの評価される児

童もいるため，教師間の連携が大切になる。授業前の計

画づくり，授業後の評価などを共同して行う。 

 

４．少人数指導授業の計画 

（１）１学期 

   Ｔ・Ｔによる授業 

（２）少人数（２０人前後）に３クラスにわけての授業 

    ８，１００００より大きい数を調べよう ９月    

    ９，かけ算のしかたを考えよう ９・１０月 

授業観察 1 回目 

１０，大きい数のわり算を考えよう １０月     

☆１１，はしたの大きさの表し方を考えよう １０月  

☆１２，重さを数で表そう １１月 

☆１３，まるい形をしらべよう １１月 

☆１４，はしたの大きさの表し方を考えよう １１・１２月          

授業観察 2 回目 

☆１５，□を使った場面を式に表そう １月 

☆１６，かけ算の筆算を考えよう １月 

☆１７，三角形を調べよう ２月 

☆１８，みやすく整理してあらわそう ２月 

 

５．少人数指導のグルーピングについて 

運動会終了後の 10 月より，３グループにわけての少人数指導をしていく。 
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グルーピングの方法は， 

（１） クラスを３等分し（abc）のうち１つのグループが ab は担任が，ｃは松本（藤原）T が指導す

る。 

（２） 単元や期間によってグループを入れ替える。 

 （３）場所は図工室だけ特別なので，場所も入れ替える 

  (参考) 

□機械的な編成による長所・短所 

○機械的に児童を分けるので，児童や保護者に対しての丁寧な説明が必要ない。 

○３グループが同じねらいや手立てで授業づくりができる。指導方法や評価方法を共有できる。 

△習熟度別ではないので，様々な理解度の児童を対象に授業をすすめる。児童の理解度の差が

あることを前提に授業を作っていく。 

△ＴＴが解消されるので，今まで支援していた子に寄り添って指導することができない。 

 

６．校内研究とのかかわりについて 

（１）授業研究の日程 

 一回目  １０月前半   ３－１，３－２  TT 指導による算数授業 

  二回目  １２月     ３グループ    少人数指導による算数授業 

    ○２つの授業を TT の授業と３グループの少人数指導の授業を観察して，比較する。 

    ○指導案なし。（授業計画づくりや評価の情報交換などがあるため） 

（２）①学びをつなげる指導・・・学習感想などを使った，既習事項の振り返り。 

   ②評価をつなげる工夫・・・少人数指導学級と日常の学級の担当教師の評価の情報交換 

   ③児童が自己評価できる場の設定 

 

７．授業外の取組 

 （１）保護者アンケート １回５月   ２回 ３月（感染症による臨時休業のため実施できず） 

 （２）児童アンケート  ３月（感染症による臨時休業のため実施できず） 

 （３）研究紀要 

 （４）開始前に保護者への通知 

 （５）学年通信や懇談会でのおしらせ 
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８ 少人数指導の授業を観察して 

〇発言機会は増える 

〇少人数で見られる 

〇教師一人が受け持つ人数が減るので，指導が行き届く 

〇目が行き届く 

〇普段知らない友達の考えに触れることができる。新鮮な気持ちで授業に臨める 

〇一クラスあたりの指導人数が減る 

〇人数が少ないので、一人一人の支援がしやすい。一つの作業にかかる時間が短くなるので，時間的にも

余裕ができる。 

〇少人数にすることで意見がでやすい 

〇個々をみることができる 

〇担当する児童が少なくなり，手厚い指導ができる 

〇一クラスの人数が少ないので，めが行き届くと思いました。考えをリードしてくれる児童がいるので

授業を進めるきっかけになると思います。他のクラスの児童もいたのかな刺激になると思います。 

 

△結局はクラスの縮小版であり，指導のしやすさはあまりかわらないのでは？ 

△能力差がないので，3 クラス同じ指導案で歩みをそろえていかなければならと思いました。 

△環境が定期的に変わるため，慣れて落ち着くのにその都度，時間がかかる 

△能力が C の児童への対応 

△教師間で指導方法を確認する時間が必要 

△能力に応じた指導が難しい 

△信頼関係のない中での授業，慣れないうちは子供もなかなか意見が出せない 

△個別指導が必要な子に手がかかると授業が進まない 

△能力別ではないので ABC の児童が混在するため，どうしても C の子に指導に時間がとられがち 

△号令やノートの取り方，発言の仕方など学級間の共通した指導が必要。混合クラスでは最初にとまど

いや不安を覚えている児童もいた。（結果，ノートを写すだけに終始する児童も）しかし，少人数指導

を通して学級間の学習文化の違いが整理 

 

９．成果と課題 

  学年初めに行った保護者アンケートでは，多くの保護者がクラスの人数増による授業がわかりにく

くなることや教師が一人一人に対応できないことや，児童が自ら考えをいう場面が保証されないこと

などを不安視し，少人数指導に期待としていることがわかった。 

２学期以降の授業観察を通して，実際に児童の発言機会を増やし，黒板などで説明する機会が増やせ

たこと，計画的で余裕のある机間巡視で，教師の児童の理解の把握がより進み，その後の意図的指名に

生かすことができた。保護者のアンケートにあるような不安に対して，解消できるような取組ができた

と思われる。 

また教師にとってもいくつかの成果があった。授業構想段階では，一人一人が考える場を保証し，ど

こで教師がみとるかを明確にした単元構成を考え，評価についても具体的な視点を共有していた。また
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日々の授業では同じ学習内容を資料提示や板書だけでなく，具体的な問いのレベルまで検討すること

ができた。このような学年共有の授業づくりを続けていくことで，ここ数年，本校の算数の学力学習状

況調査では，複数の情報を関連づける力や根拠を明らかにして説明する力が弱いとされている面を克

服していけると思われる。 

一方，課題も見られた。授業の理解が大きく遅れている児童への対応である。どの学級にも基本的な

学習技能や全学年までの理解が不十分な児童が若干名いる。そのような児童には少人数指導よりも個

別対応できるＴＴの方がいいのではないかという意見や，習熟度別の少人数がいいのではという意見

もあった。このような児童が楽しく学習を進め，理解を深めるための在り方を今後も検討を続けていき

たい。 
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問１ 2 クラスになったことに対して 

  
とても不安 

どちらかとい

えば不安 

どちらかとい

えば楽しみ 
とても楽しみ 合計 

１組 3 19 7 1 30 

２組 3 18 6 1 28 

計 6 37 13 2 58 

*１組～「不安」と「楽しみ」の中間に１人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・１，２年生の時とは授業参観で違うことを感じました。やっぱり多いので一人一人の個

性が埋もれてしまっているというか、当たり前ですが、一部の子しか発言しないから、

先生も全員に目を向けるのは大変だろうなと思いました。多いからこそ、良い方向にな

るようになるといいなと思います。 

・１クラスの人数が増えて教室が手狭。 

・参観時のおしゃべりがとても気になった。 

・やはり先生の目が行き届くのか、少し不安がありました。 

・１クラスの人数が多いと全員に目が行き届かないのではないか。 

・勉強が得意ではないので、授業についていけるのか、分からないまま進んでしまうので

はないかと不安です。 

・１学級当たりの人数が増えると目が生き届かなかったり勉強の進みが遅くならないか不

安。 

・ちゃんと勉強についていけるか、先生が把握できているのか不安があります。 
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・１クラスの人数が多くなり、一人一人の生徒への心のケア、学習のケア等目が行き届く

のか不安がある。 

・人数がやはり多く感じました。(参観を見た時) 

・先生方の気持ちや子どもたちに対する片寄が不安です。 

・人数が増えることにより中学年になったとはいえ、まとまらない時に先生一人で上手く

まとめていけるのか。 

・７０人以上いれば３クラス、６９名スタート（１名転校したので６８名）、２クラスに不

安を感じています。先生が１名加配されても２クラスを平等に支援できているのでしょ

うか。 

・授業参観で自分の目で見たが、やはり人数が多くきめ細かく見ていただけるのか不安に

なった。 

・クラスの人数が増えた分、勉強で分からないことがある時に質問したりする時間が取り

づらくなるのではと思います。 

・目の届く範囲。 

・たくさんのお友達に出会えると思うので。 

・先生の目が行き届くか、子供たちの変化に気付いてもらえるか少し心配です。 

・個々に細部まで目が行き届くか心配（１クラス当たりの生徒数が増えたので） 

・１クラスの人数が増え、お友達がたくさん増えてにぎやかになるのは楽しみですが、学

習面では、自分が分からないこと等、多くの子供たちに圧倒されて聞くことがちゃんと

できるのか…少し不安です。 

・３年生になると割り算や分数など、難しい概念の算数を習うので、少人数の細やかな指

導だと、つまずく子が少なくなるのではないでしょうか。また、ギャングエイジと言わ

れるよう、集団を形成する年ごろのため、グループ内外での衝突にすぐに気付けるのも、

多過ぎないクラス編成が理想です。 

・集団行動 

・いろんな人とのかかわりで学ぶ 

・人数が増えたことにより、黒板が見えづらかったり、先生の声が聞こえづらかったりす

る事がないか心配です。 

・授業参観でやはり１，２年の時と比べると人数が多く、個人の発言機会が減ったように

感じました。できるならば少人数の方が自分の意見を述べる機会も多く自己肯定感が育

つように思います。 

・クラスの人数が増えることで友達が多くでき、様々な個性の中で関わることができてよ

いと思いました。 

・先生の目が生徒一人一人に行き届くのか心配になりました。 

・先生の目が行き届くかなど不安でした。 

・人数が多くなると友達同士のグループ化等勉強に影響がでるのではないか。 
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問２ 少人数指導教員の加配について  

  

  

全く期待しな

い 

どちらかといえ

ば期待しない 

どちらかとい

えば期待する 

大いに期待す

る 
合計 

１組 0 1 16 12 29 

２組 0 0 17 10 27 

計 0 1 33 22 56 

*１組～「期待しない」と「期待する」の間に１名、「どちらかといえば期待する」と「大

いに期待する」の間に１名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・クラスの人数が多いので、副担任の先生のような先生がいらした方が安心します。担任

の先生は、家庭訪問等で話せましたが、サポートの先生とは面識がないので、もう少し

知りたいし、関わりたいです。 

・クラスの担当教員と同様に指導を希望します。 

・授業内容を理解できるようフォローしてほしいです。 

・担任の先生だけでは、一人ひとりに目を向けるのが難しい時があると思うので、もう一

人先生がいてくださることは子どもたちにとっても安心につながると思う。 

・一人の先生では、目が行き届かないこともあるかと思いますが、もう一人先生がいてい

ただけると配慮してくださると思いました。 

・必要であれば配置すべきであるとは思います。 

・結局手のかかる子どもにつきっきりで、全体を見れているのか？ 

・目に見えている問題より、目に見えないきめ細かい指導、援助をしてもらいたいです。1

組、2 組、どのような割合で、どのように指導に当たっているのか…逆に加配の先生が 1

人でいいのか…？3 クラスにすれば…とも思います。 

・担任の先生との連携をしっかり取っていただき、授業中の疑問にも対応していただける

とありがたいなと思います。 
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・学習面もだが、子どもの発する些細な SOS にも気づけるような環境づくりができるので

は？と思いました。 

・授業参観で、密度（人数）が急に上がって、教室がギュウギュウなイメージを持ちまし

た。一こまの授業で、一人の先生が板書後、席の間を回って進捗状況を全員分確認する

ことは大変ですので、加配教員の先生のきめ細やかな配慮を期待しています。 

・実際にこの教員が何のために何をするのか知らないから何とも言えない。 

・授業中、全ての児童の疑問を解決するのは難しいと思うので、分からないことがある児

童のフォローをしてほしい。 

・一クラスの人数が増えてしまったので、他の先生もついて見てもらえるのはありがたい

と思いました。 

・勉強面、友人関係においてもケアしていただけると幸いです。 

 

問 3 少人数加配教員に期待すること 

期待すること １組 ２組 合計 

今の２学級を通常の３学級のように分けて行う指導 10 11 21 

今の２学級を能力別の３学級のように分けて行う指導 2 4 6 

学習につまずきを持つ児童のための基礎的な少人数指導 20 16 36 

十分に理解の進んだ児童のための応用的な少人数指導 4 7 11 

現状の２学級の授業内に入り、巡視をしながら行う担任の補助

的指導 
21 17 38 

集団生活に課題を持つ児童への寄り添いや学校生活上の支援 21 11 32 

学級担任の授業準備などの支援 10 6 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・宿題も分からないので、授業内容を理解していないようです。質問したいことが分から

ない状況を察して、基礎学習を教えてほしいです。 
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・3 学級に分けられるのであれば、1 クラスが少人数の 3 クラスが望ましいと思うが、2 ク

ラスであれば、加配の先生が常に担任のサポートをして、子どもたちに目を配っていた

だけることが望ましいと思う。 

・3 年生…行動が活発になり、はじける年齢だと思います。そこを担任同等に指導してもら

いたい。担任と加配の先生との温度差がないようにしてもらいたいです。 

・授業の補助や授業中の巡視は望ましいが、教え方や進め方は、担任がメインでないと子

供が困惑するのではないかと思います。 

・分からないところを分かるまでしっかりと理解できるようにサポートしてほしいです。 

・べんきょう面や精神面などで今まで以上に成長したり悩んだりする年頃です。心の振れ

幅も見つつ、少しつまずきがちになった子に、早い段階で気づいてもらえるようお願い

します。また、先生が２人常にいるということも子どもの安心感につながるかと思われ

ます。 

・授業の内容が理解出来る子と出来ない子の差が出てくると思うので、それぞれの児童に

合ったフォローを期待します。 

・人数が多くなると子供たちを全て見きれるのかと不安になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１組 ３５名在籍 ３１名回収 

２組 ３３名在籍 ２９名回収【含む すべて無回答１名】 

合計 ６８名   ６０名 
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- 1 -

算数科学習指導案
令和元年 12月 1１日（水）2校時
指導者 3年 1組 森澤真名美

3年 2組 武居 拓己

図工室 藤原 加寿代

1単元名 はしたの大きさの表し方を考えよう ～分数を使って

２単元について

本単元は，学習指導要領の以下の内容に該当する。

第 3学年 Ａ数と計算

（６）分数の意味や表し方について理解できるようにする。

ア 等分してできる部分の大きさや端数部分の大きさを表すのに分数を用いること。

また，分数の表し方を知ること。

イ 分数は，単位分数のいくつ分かで表せることを知ること。

ウ 簡単な場合について，分数の加法及び減法についての意味について理解し，計算

の仕方を考えること。

児童は第 2学年の「分数」で，折り紙を半分に折ったり，半分に折った折り紙をさらに
半分に折ったりといった具体的な操作活動を通して，1/２，1/４，1/８などの簡単な分数
について学習している。また，第 3学年の「小数」では，単位量に満たないはしたの量を
小数を用いて表すことを学習している。

本単元では，上記の学習内容をふまえて分数の意味を拡張し，分数を用いれば任意の単

位をつくることができることを学習する。この「任意の単位をつくることができる」とい

うことは，分数の良さである反面，児童にとっては困難に感じる点でもある。

人数や個数のような分離量の大きさは整数だけで表せるが，長さや体積，重さなどの連

続量の大きさは，整数だけは表せない。この単位量に満たないはしたの量をどのように処

理するかが問題になる。このはしたの量を数値化することの必要性を理解する点において

は小数の時と同様であるため，関連付けて指導していきたい。

指導にあたっては，単位を任意に等分することから，実際に児童が活動しやすく，視覚

的にとらえやすいようにするために導入材料として長さを扱う。そこから等分を意識させ

た後，分数の理解を図り，数へと意識を高めていきたい。
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- 2 -

３単元の系統

＜第２学年＞ ＜第３学年＞ ＜第４学年＞

三角形と四角形 小数 小数のしくみ

・色紙を２等分すること ・単位量に満たない端数 ・小数の意味の拡張

部分の大きさを小数を用 （1/100の位，1/1000の位）
いて表すこと ・小数の加減計算とその

（小数第一位） 筆算

・小数の加減計算とその

筆算

分数

・1/2，1/4などの簡単な
分数 分数 分数

・単位量に満たない端数部 ・単位量に満たない端数

分の大きさを分数を用いて 部分の大きさを分数を用

表すこと いて表すこと

・「分数」「分母」「分子」 ・「真分数」「仮分数」「帯

の意味 分数」の意味

・同分母分数の加減計算 ・大きさの等しい分数

・帯分数を含む同分母分

数の加減計算

４児童の実態

（１）児童の実態調査 3年生 63人

あてはまる まあまあ、あ あまりあては あてはまらな

てはまる まらない い

➀ 算数の学習は好きですか。 ４２人 １５人 ４人 ２人

（６７％）（２４％） （６％） （３％）

② 算数の学習は楽しいですか。 ４７人 １２人 ３人 １人

（７５％）（２０％） （４％） （１％）

③ 算数の時間に手をあげて発表したい ３５人 １６人 ９人 ３人

ですか。 （５５％）（２６％）（１５％） （４％）

④ 問題のとき方が分からない時，あき ３９人 ２０人 ３人 １人

らめずいろいろな方法を考えますか。（６２％）（３２％） （４％） （１％）

⑤ 算数のじゅぎょうで問題をとくとき， ３２人 １５人 ９人 ７人

もっとかんたんにとく方法はないか （５０％）（２４％）（１５％）（１１％）

考えますか。

⑥ 問題のとき方や考え方が分かるよう ４１人 １４人 ４人 ４人

に，ノートに書いていますか。 （６５％）（２２％） （６％） （６％）
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プレテストの結果より

➀正方形の 1/2に色が塗ってあるものを選ぶ問題 正答 ５３人

②全体の何分の１であるかの問題 ❶ 1/４ 正答 ５２人 ❷ 1/８ 正答 ５３人

❸ 1/２（円） 正答 ５４人

➂０．３ｍ，０．７ｍ，０．５Ｌを塗る問題 正答 ５９人 ５８人 ６１人

④ 1/３Ｌ，3/４を塗る問題（既習でないもの） 正答 ５４人 ５７人

実態調査から，９１％の児童が算数の学習が好きで，９５％が楽しいと感じていること

が分かる。④より，９０％以上の児童が分からなくてもあきらめずに，色々な方法を考え

ていることが分かる。算数の学習に関して，大変意欲的な姿勢が伺える。一方，⑤より，

簡単に解くという観点の意識はやや薄く，答えが出れば安心してしまうのか，それ以上は

あまり考えていないようである。また，⑥より，ノートの書き方については少しづつ，見

やすく分かりやすく書くことができるようになってきている。また，各項目で「あてはま

る」「どちらかというとあてはまる」と応えた児童が数人いるが，それぞれの項目で違う

児童である。

プレテストの結果より，1/２に関しては➀にあるように，もとの形が正方形である場合
においては，ほぼ理解している。しかし，②の❸から分かるように，もとの形が円になっ

てしまうと正答率が落ちる。「もとの形を 2 等分するという考え方が定着していない児童
がいることが分かる。また，②より分母と分子の意味についての理解もはっきりしていな

いところがあると思われる。

５少人数学級での指導にあたって

本年度は，各クラスを出席番号順に３つのグループに分け，少人数のグループで学習を

進めている。2/3 を各担任が受け持ち，１・２組の 1/3 を少人数担当が受け持つ。1 クラ
スは 22人となり，もとのクラスより約 12人ほど少ない学習集団を弾力的に編成している。
少人数指導としての良い点

～児童の立場から～

・一人ひとりの発言の場面が増え，出番や認められる場が増える。

・授業の進み方が若干早くなり，時間に余裕ができる。

・少人数で言いやすい雰囲気があるためか，普段あまり積極的でない児童もノートを見せ

合い意見交換ができるようになってきた。

～教師の立場から～

・課題解決がやや難しい児童に早く支援をすることができる。

・教師の目が届きやすく，じっくり指導できる。

～保護者の立場から～

・子供の実態に合った，きめ細やかな指導が受けられる。

課題となる点

・人数が少なったとはいえ，支援を大きく必要とする児童がいるので，学力差はそのまま

存在する。【個別の支援を必要とする児童への手立て】

・学力差が大きいと，結局下位の児童に支援が偏りがちになり，上位の児童の支援が弱く

なりがちになる。【学習の効率化】
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上記の課題解決ための手立て

算数の単元の流れは，次のように大きく分けて 3段階のステップを踏むことが多い。

意味や概念を理解する 計算技能や作図技能 まとめをする段階

段階 など習熟を図る段階

そこで，支援が必要な児童に確実な学力の定着を保証するために，少人数のクラスで学

習を進めるが，まとめをする段階でもとのクラス集団にもどり，TT で個々の指導を重点
的に行うことで，学習の定着を支援していきたい。

６校内研究の視点から

【学びをつなげる指導】

・既習の内容や前時に学習いたことを使って学習を進められるように，学習感想の振り返

りや問いかけをする。

・友達の考えを聞く時，自分の考えは友達の考えと似ているのかちがうのか比べながら聞

くよう促し，考えを類型化できるようにしていきたい。

・少人数だから得られるゆとりの時間は，子供たちの考える時間にまわすことができる。

その結果，自分で問題を考えることもできるようになってきた。友達が作った問題を家

で解いたり，補充の問題を解いたりするなど，授業の中で家庭学習スタンバイを行い次

時につなげる学習の展開を工夫したい。

【評価をつなげる工夫】

・形成的評価をし，理解の度合いを確かめながら学習を進めていきたい。

・単元のまとめの段階で，もとのクラスにもどることで，理解が不十分な児童に個別で指

導できる場の保証をする。また，「関心・意欲・態度」や授業における「数学的な考え方」

などは，普段から学習の様子を教師同士で交流し合い，共通理解を図っていく。

【児童が自己評価できる場ｎ設定】問題に粘り強く取り組むことができたか。

・自分の考えや友達の考えを，図・式・言葉，吹き出しなどを使って書くことができたか。

・練習問題を正しく解くことができたか。

・学習感想で「今日の学習で分かったこと」「前の学習と比べて気付いたこと」「大切だ

と思った考え」「どこで間違えたか」などを書くことができたか。

７ 目 標

分数の意味や表し方，分数の加法及び減法の意味について理解する。

【関心・意欲・態度】

・分数を用いると，整数で表せない等分してできる部分の大きさや端数部分の大きさを表

せる良さに気付き，生活や学習に用いようとする。

【数学的な考え方】

・分数は都合に応じて単位量をｎ等分した 1個分単位としていることをとらえ，分数の表
し方や分数の加減計算の仕方を考え，表現することができる。
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【技能】

・等分してできる部分の大きさや端数部分の大きさを分数を用いて表すことができる。

【知識・理解】

・分数が用いられる場合や分数の表し方について知り，分数の意味や分数の加法及減法の

意味について理解する。

・端数部分を表す数として，小数と分数があることを知り，1/10 の位までの小数と分母
が 10の分数の関係について理解する。

８ 指導計画・評価計画(11時間)
時 学習活動 おもな評価規準

１ １ｍを 3 等分した 1 こ分の大きさを分 関》１ｍのテープを 3等分した１こ分の長
数で 1/3ｍと表すことを理解する。 さは，小数では表せないことに気付き，分

数の表し方を基に考えようとしている。

知》１ｍを 3等分した１こ分の長さを１ｍ
の「三分の一」といい，「1/3 ｍ」と書く
ことを理解している。

２ 分数の大きさは，単位分数の何こ分で表 知)2/3 ｍは，１ｍを 3 等分した２こ分の
本 すことを理解する。 長さであることを理解している。

時

３ 「分数」「分母」「分子」 の用語の意味 技》１Ｌを等分し，それを何こか集めた大

を知り，液量についても，端数部分の大 きさを，分数で表すことができる。

きさを分数で表せることを理解する。 知》分数・分母・分子の意味を理解してい

る。

４ 算数的活動を通して，等分することや， 関》学習内容を適切に活用して，活動に取

単位分数の何こ分で大きさを表すことの り組もうとしている。

理解を深める。

５ 数直線に表された分数を読み取り，分数 技》数直線に表された分数の大きさを読み

の大きさの表し方や大小について理解す 取ることができる。

る。 知》5/5 は１と等しい大きさであることを
理解している。

６ 単位分数の何こ分という表し方をもと 考》整数や小数と同じように，単位の何こ

に，単位量を超える大きさも分数で表せ 分として分数をとらえることを考え，説明

ることを理解する。 している。

知》単位量を超える大きさも分数で表せる

ことを理解している。

７ 3/4 ｍと，もとの 3/4 の違いについて理 思》もとの長さに着目し、3/4 ｍともとの
解する。 長さの 3/4の違いをとらえ，説明している。

８ 分母が 10 の分数と 1/10 の位までの小数 知》数直線上に表された 1/10 を単位とし
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の関係について理解する。 た分数について，その大きさや関係を理解

している。。

９ 分数の加法，減法の計算の仕方について 思》単位分数の何こ分で考えると，整数と

理解し，それらの計算ができる。 同じように分数の加減計算ができることを

10 式や図を用いて考え，説明したりまとめた

りしている。

11 学習内容の定着を確認し，理解を確実に 知・技・思》基本的な学習内容を身に付け

する。 ている。

９ 本時の学習

（１）ねらい

分数の大きさは単位分数の何こ分で表せることを理解する。

（２）展 開

学習活動と発問（●） 指導上の留意点 支援◆ 評 価

前時の学習感想を読む。 ・前時の学習感想を紹介し，前時か

１ 本時の問題をとらえる。 ら続いている学習であることを意識

●１ｍを３等分した２こ させる。。

分の長さは何ｍといえば ・前時で学習した内容（1/3 ｍ）を
よいかな。 確認して，本時はその２こ分の長さ

の表し方を考えることを視覚的にも ・ノートに図や問題

７ めあて とらえさせる。 を書くことで，めあ

分 ての共有ができたか

１ｍを３等分した２こ分の長さの表し方を考えよう。

２ １ｍのテープを 3等分し ・前時の学習内容をもとに表し方を

た２こ分の長さの表し方 類推して考えさせるように声かけを

を考える。 する。

●１ｍのテープを３等分 ・１ｍ，もとの長さ，何等分，何こ ・自分の考えが書け

した２こ分の長さの表し 分を使って，考えた理由を書くよう たか

方を考えよう。 促す。

５ ◆１ｍを３等分した１こ分の長さが

分 が 1/3 ｍであることをもう一度確認
する。

３ １ｍのテープを３等分し ◆分数で表示することに難しさを感

た２こ分の長さの表し方 じる児童もいるが，図で提示し視覚

を知る。 的に捉えさせたい。

・発表者には，テープ図を使いなが

ら説明させる。

・キーワードを使って説明するよう
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●どのように表したか， 促す。

そのわけを説明しよう。

・１ｍを 3等分した２こ
分の長さの表し方をまと

める。

まとめ

１ｍを 3等分した２こ分の長さを，１ｍの「三分の二」
といい，2/3ｍと書きます。

・１ｍを 3 等分した１こ分の長さ，
２こ分の長さをテープ図で確認しな

15 がら 2/3ｍの意味を理解させる。
分

４ 2/3 ｍは 1/3 ｍの２こ分 ・

というとらえ方を確認す ・2/3 ｍは，１ｍを
る。 ３等分した２こ分の

● 2/3 ｍは，1/3 ｍの何 ・テープ図を用いて 2/3 ｍは，1/3 ｍ 長さであることを理

こ分の長さといえばいい の２こ分であることを確認させる。 解している。

５ ですか。 ノート・発表

分 ● 3/3 ｍは，1/3 ｍの何 ・3/3 ｍは 1/3 ｍの３こ分であり，１
こ分の長さといえばいい ｍであることを確認させる。

ですか。

５ 適用問題に取り組む。 ・色を塗ったところがテープのどの

●学習したことを使って 部分であっても単位分数の何こ分か ・問題が解けたか。

問題を解こう。 で表すことを確認する。

練習問題（プリント） ◆理解が難しい児童には，何（単位

先生問題 分数）が，何こ分あるのか確認して

支援する。

10
分

６ 学習感想を書く。 ・時間に応じて学習感想を紹介する。・ノートの記述から

・明日は，「長さ」でない「液量」 本時のねらいが達成

３ も分数で表せるのか考えていくこと できたか評価する。

分 を告げる。
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〔準備物〕前時の１ｍのテープ 本時の１ｍのテープ

キーワード

もとの長さ １ｍ 何等分 何こ分

あてはまる まあまあ、あ あまりあては あてはまらな

てはまる まらない い

➀ 算数の学習は好きですか。

② 算数の学習は楽しいですか。

③ 算数の時間に手をあげて発表したい

ですか。

④ 問題のとき方が分からない時，あき

らめずいろいろな方法を考えますか。

⑤ 算数のじゅぎょうで問題をとくとき，
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もっとかんたんにとく方法はないか

考えますか。

⑥ 問題のとき方や考え方が分かるよう

に，ノートに書いていますか。
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川手太朗教諭による 研究授業と研究会の様子  

【第５学年 外国語活動】  

指導助言 今村淳一先生（甲府東中 校長）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Ⅳ．研究のまとめ 
１． 研究主題①「自ら問う」について 

○1時代にふさわしいテーマだと思います。 

○2昨年に引き続き，今日的な課題で良かったです。 

○3児童が自分自身で問いをつなげながら，学びを進めていくことが大切なので，適切な研究主題だったと思

います。 

○4「自ら問う」姿勢は，主体的に学ぶことにつながる，教師が子どもに求めたい最も大切な学習態度だと考

えるので，適切な主題だったと思います。 

○5「問い」を大切にした授業づくりを行っている先生が増えてきているように思えます。ここ数年続けてい

る研究のポイントなので，今後も何らかの形で継続させてほしいと思います 

○6よいテーマだったと思います。問いをつなぐことを意識しながら授業をしたことで，児童に，自ら授業を

つくりながら学んでいるという感覚を持たせることができました。それにより児童に主体的に学ぶ姿勢を

育てることができたように思います。 

○7「自ら問う」ことは，児童が今後の社会を生き抜くために大切な力だと思います。流されるままに生きる

のではなく，課題を見つけて，解決していく児童の育成を目指したいと思います。 

○8「問い」をつなぎ，「問うべき問い」を問い，次の学習につなげていくような「問い」が表出する授業，

児童が「自分たちで授業を作り出している」という気持ちになるような授業を心がけてきた。 

○9児童が進んで学習したいと思えるような課題設定や発問など授業づくりを心掛けた。今後も児童が主体的

に学べるよう，つぶやきを大切にし，問いをつなぎながら授業を作っていきたい。 

○10「自ら問う」ためには教師の発問がとても大切で，どういった発問を子供にしていったらよいか１年通

して学ぶきっかけになった。 

○11課題(問題)に対して，どんな見通しをもって（どんな既習事項が使えるか）解こうと考えたのか問うよう

にしたり，「本当に」と問い返したりすることで，もう一度振り返ってみようとする気持ちを持たせる支援

を・・・・した。 

○12 算数の授業を中心に，前回と同じところは何か，違うところはないかを教師が意識的に投げかけること

で，その時間の学ぶべきことや知りたいことに気付くことができていたように感じました。また授業の流

れの中でも，「本当にこれでよいのか」「より良い方法は」など，初めは教師が投げかけていたが，日が経

つにつれ児童の中で，これらの思考が生まれていったように思います。 

○13 児童自ら問うために自力解決を多く取り入れ，よりよい考え方はないか探していくことが深い学びにつ

ながると思いました。 

○14 子供たちが疑問に思ったり，もっといい方法ないかと考えたり主体的になるような授業ができるように

心がけました。 

○15 自分の課題を自ら見つけ,それに対しての考えを深めて解決を目指していくことは大切な力だと考えま

す。私は TT に近い感じで授業に入っていることが多いので問題がわからない児童でも自ら学べるような

指導を心掛けました。 

●16 生きていく上で，自ら問う姿勢は必要だと思いました。子供たちに，「どうして」と問いかけてきたつも

りですが，反省点も多々あります。                  （下線は研究主任による） 

 

 

 
 

本校では３年間，研究主題・副題を 

自ら問いを持つ子供の育成 ～見方・考え方をいかして資質・能力を高める授業づくり～ 

に設定し，研究を重ねてきた。この３年間は，

令和２年度から完全実施となる新 COS の内容

を理解することに主眼を置き，１年目は「育成

を目指す資質・能力」について，２年目は「見

方・考え方」について，本年度はおもに「学習

評価」について研究をしてきた。 

 研究主題の「自ら問いを持つ」とは，自分で

問題に気付き，その解決の方策を練り，解決を

実行し，新たな問題に気付くといった，一連の

問題解決のサイクルにおいて，常に問いが生じ

ている姿である。本校で目指す「自ら問う」姿

と，新 COS で求めている姿を右図のように整理して研究を行ってきた。 

アンケートのまとめから，先生方が様々な過程，視点で「問い」を持たせてきたことがわかる。 

○8・9・10 は，授業全体の手立てに関する記述である。「児童が授業をつくり出す」ことが「主体的

な学び」そのものであり，そのために児童のつぶやきを拾ったり発問を工夫したり，ということである。 

○11~14 は，授業のそれぞれの過程において大切にしてきたことが，具体的な教師の発問として記述

されている。なかでも○12 では，「はじめのうちは教師が問うていたが，次第に児童が問うようになっ

てきた。」という記述が見られる。まさに研究主題を達成した姿だといえる。 

「自ら問う」児童を育てるためには，深い教材研究が必要である。単元・1 時間の目標を達成するた

めに，ついつい教師が最も洗練された考え方を教えてしまいがちであるが，それをしてはいけない。児

童に考えさせるのである。そのために，あえて稚拙な考えも取り上げ，よりよい考えは何かを検討する。 

校内研での発言にも出てきた場面を例に挙げる。第 2 学年の「かけ算（２）～７の段をつくろう～」

の学習において，例えば 7×6 の答えを考える際，6 の段まで学習した児童は，次のような既習事項を

用いて考えることができる。もちろん，これらの考えは 5，2，3，4 の段の学習において教えておく。 

①7＋7＋…＋7＝42（累加）      ②7×5＝35，35＋7＝42（乗数と積の関係） 

③6×7＝42，7×6＝42（交換法則）  ④2×6＝12，5×6＝30，12＋30＝42（分配法則） 

ここでは，次のような児童と教師のやり取りをしたい。（①～④が出るまでは「他のやり方」を問う） 

T：それぞれの考えのよさは？ 

C1：①は，九九を忘れても，いつでもできる。 C2：②は，前の答えに 7 を足すだけでいい。簡単。 

C3：③は，6 の段まで覚えていれば，7×1 から 7×6 まで「反対さくせん」でつくれる。 

C4：④は，今まで覚えた九九を使えば，どんな大きい数になってもできる。 

T：いちばんいいと思ったのは？ C5：①がいい。でも… C6：④がいい。だって… 

「かけ算」は，かけ算九九を覚えるために学習するのではなく，つくり出すよろこびを知るために学

習するのである。教師は④を価値づけたいが，人によって「よさ」は違う。考えるスピードも違う。構

成する学習は 9 の段まであるため，ここで焦る必要はない。 

「自ら問いを持つ」児童を育てるための近道はない。多様な考えを引き出し，「何をもとにして考え

たの」「どうしてそう思ったの」「似た・違う考えは」「いつでもできるのは」「いい考えは」などと問い

続け，児童に自己決定の場を与えていきたい。 
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２． 研究主題②「見方・考え方」について 

○1 指導・支援する際に児童が見方や考え方を引き出せるような,また,今児童がしている見方や考え方とは

別のものはないかなどの声掛けを意識しました。 

○2 ワークシートを活用しながら，児童の考えをみとっていった。 

○3 ノートに自分の考えを，式だけでなく図や数直線，言葉で記述させるようにした。友達に伝わるように

わかりやすく書かせるようにした。全体で検討する前に，ペアやグループで考えを伝え合う活動を入れ

た。 

○4 話し合いの活動を通して，自分の考え方以外の見方・考え方について学べるようにしました。 

○5 自力解決ができるように，既習事項を確認しながら，課題に取り組ませた。友達の考え方の良さに気付

き，それを使ってみようと思えるような授業を仕組んでもきた。 

○6 算数の授業において，既習を振り返り，前時との違いをおさえ，今までの考え方で使えるものはないか

問い，自力解決させるようにした。様々な考え方が出てくる中で，「はかせ」を意識してどの考えがいの

か児童に考えさせた。 

○7 算数の学習の中で，答えの正誤はあまり気にせず，答えを導き出した過程を説明することに重きを置き，

その姿勢を内容を評価するようにした。算数のノートに，式・答えだけでなく文字を吹き出しを付け加

えるよう支援した。そして，できるだけ多様な考え方を拾い，友達のどの考え方，どの部分が良かった

のか，分かったのか具体的に表現するよう促した。また，児童に対するアンケートで「他の方法を考え

ますか。」の項目が低かったので，１つの方法で解いても，他にもやり方はないのか考えるよう声かけを

行った。 

○8 外国語の学習では，既習の内容を用いて伝えられることを全体で考え，実際に話してみることを繰り返

し行いました。伝える際に，どうしたら相手に伝えられるかを問いかけたことで，分かりやすく伝える

ことを考えながら取り組めました。 

○9 外国語活動において，相手にどういえば伝わるのか，何を求めているのかと考える中で，それに対して

自分の持っている知識を取り出す活動を取り入れた。なかなかうまくいかない部分もあったが，継続し

ていくことで少しずつ身に付けさせていきたい力だと感じた。 

○10（②・③まとめて）・既有の資質や能力をもとにした「見方や考え方」を働かせて，新たな学習への「問

い」生じさせるという性善説的な発想が根幹にあると思うが，昨今の児童の実態では，入学・スタート

時点ですでに個々の能力にかなりの較差があり，学びへの動機付けや関心・意欲の向上といったベース

となる資質・素養部分へのてこ入れも必要かなと思います。 

●11 授業の中で，教科ごとの「見方・考え方」を働かせながら，学習を進められるような授業の展開を心

掛けてきたが，明確に意識できなかったところが反省点です。 

●12「見方・考え方」を教師自身がその時の授業内容で考えることが難しかったです。算数では，図形の

角度などで重なった図形の中から，三角形や四角形を見付けることに取り組みました。他の教科では，

どのように取り組むのか，教師が理解していないとできないので，もっと勉強していきたいです。 

●13 それぞれの教科や内容に関する見方・考え方まだまだ意識が不十分で，今後も学んでいかなければな

らないと思っています。 

●14 各教科の「見方・考え方」を言葉だけでなく，具体的なイメージを伴って，押さえておきたいと思っ

ています。「『見方・考え方』をどう働かせたか』という部分に焦点があったようにおもいますが，私は

そこまで及ばず，その教科の「見方・考え方」自体を具体的に理解したいと思いました。 

 

 
 

「見方・考え方」については，複数の先生から●のご意見があった。新 COS に示されている算数，

外国語の「見方・考え方」を再度見てみる。 

◎ 数学的な見方・考え方… 

事象を数量や図形及びそれらの関係などに着目して捉え，論理的，統合的・発展的に考えること 

◎ 外国語によるコミュニケーションにおける見方・考え方… 

外国語によるコミュニケーションの中で，どのような視点で物事を捉え，どのような考え方で思考していくのかという，物事を捉え

る視点や考え方であり，「外国語で表現し伝え合うため，外国語やその背景にある文化を，社会や世界，他者との関わりに着目して捉え，

コミュニケーションを行う目的や場面，状況等に応じて，情報を整理しながら考えなどを形成し，再構築すること」 

他教科も俯瞰してみると，少し乱暴であるが「見方・考え方」とは，「教科（領域）特有の目で，根

拠を明らかにしていく」と捉えてもよいのではないだろうか。算数を例に挙げると，R2 版の教科書に

「見方・考え方」がわかりやすく示されている。東京書籍の HP を転載する。 

【https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/shou/sansu/introduction/page06.html】 

必  見 

「虫めがねマーク」 

 

 

「数と計算」の「数」の

学習では，「単位の考え」が

大切になる。「あるものを単

位としたいくつ分」と捉え

ることで，整数と同様に考

えることができる。一の位

からはじまった数の学習を，

十の位，…，小数，分数と

統合していく。 

算数では， 

「虫めがねに記されて

いる言葉を引き出す」 

授業をすれば OK！ 

上手に教科書を用いて授業

をしたい。「教科書で教える」

授業を展開するためには，

教科書の使い方や各教科の系統を踏まえた教材研究が必要である。年度当初に指導書の前半ページを一

読したい。 

 ○3，7 にあるように，「見方・考え方」を引き出すためには多様な表現方法や多様な考え方による解

釈が不可欠である。○6 にある「はかせ」（速い・簡単・正確）は，それぞれ性質の違うよさなので，分

けて使うようにしたい。（「速い」はいらない気が…）「はかせどん」や「たかい」（正しい・簡潔・いつ

でも）などの他県の実践も聞いたことがあるが…。 

○8，9 では，外国語に関する「見方・考え方」の引き出し方が記述されている。言語材料だけでなく，

ジェスチャーや順番，表情なども既習となり得る。児童の活動を注視して引き出していきたい。 
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３． 研究主題③「育成を目指す資質・能力」について 

○1各授業で「めあて」「まとめ」を意識して授業することができました。 

○2目標をしっかりと持って授業を進めることで，教師と子供両者がそれに向かって授業を作っていくことが

できました。 

○3めあてとまとめを行うことで，何について学ぶのかを教師・児童共に確認しながら授業を行うことができ

た。 

○4授業の初めに必ず「めあて」を確認し，その時間に学ぶこと，できるようになることを意識させた。また，

「まとめ」は児童の言葉を拾って（使って）まとめたり，キーワードを示して児童にまとめさせたりした。 

○5授業の「めあて」を明らかにし，児童と共に「まとめ」をすることで，Ⅰ時間Ⅰ時間でまたはその単元で，

身につけさせたい資質・能力を意識しながら学習を進めることが出来てきている。それを評価にもつなげ

ることが出来た。 

○6授業のはじめには，目あてを設定し１時間で何を学ぶのか確認し，最後には，児童の言葉でまとめを考え

させた。また，学習感想で，わかったことや，友達のよいところ，次やりたいことなどを書かせ，自己評

価を行った。 

○7外国語活動の授業展開を考える中で，必ず単元のゴールを設定し，それに向かうために身に付けさせたい

力を整理し，毎時間の学習内容に落とし込むように意識した。うまくいっていたかはわからないが，自分

の中で教えたり伝えたりしなければならないことを，はっきりさせてから授業に臨むことができた。 

○8児童が粘り強く学習に取り組んでいくために学習課題を興味が持てるようなものになるよう工夫した。 

○9「思考・判断・表現」に重点を置くが，「人間性」という「学習に向かう」姿勢を大事にした。 

○10 間違うことを気にせず，自分の考えを発表したことが，他の子のヒントとなり正解に導くことができた。 

○11意欲的な姿勢や，学習することの意味を感じ取れるような声かけをするようにした。 

○12 ほとんどの時間を交流学級で授業を受けているので,その授業のなかで特別支援として育成を目指す資

質・能力の学習も反復して学習しました。 

●13 自分の持ちえている知識・技能を使って，思考力・判断力・表現力を育てていく授業をできるだけ心が

けたが，まだまだのところもあり，反省している。特に，知識の習得でいっぱいいっぱいの児童もいて，

どうしていけばよいか悩みでもある。 

●14 児童の，知識・技能については，繰り返し演習を行うことで身に付いているように感じる。しかし，思

考力・表現力・判断力については，なかなか身に付いていない。算数では，式と答えを書いて終わってし

まう児童が多かった。そこで，言葉での説明を書かせたり，教師が説明せず児童に「どういうこと」と繰

り返し問い返したりすることで，児童への児童による説明活動を増やすよう気を付けた。国語や社会でも

まとめる機会や発表する機会を増やすようにした。しかし，まだ順序立てて説明する力が不足しているよ

うに感じる。もっと時間をかけて児童の能力を育成していきたい。最後に，人間性については，宿題を白

紙で持ってくる児童にはノートを見返したのか問い，ノートを見ながら自分で考える気持ちを高めるよう

声掛けを行った。自力解決場面でも，ノートを見返している児童を進んで取り上げるようにした。 

 

 

 

 

 

 

 
 

研究 1 年目，まずは「育成を目指す資質・能力」について考えてきた。これまでの COS では各教科

特有の資質・能力があり，観点もバラバラであったものが，新 COS では 3 観点に統一された。 

① 「何を理解しているか，何ができるか（生きて働く「知識・技能」の習得）」 

② 「理解していること・できることをどう使うか（未知の状況にも対応できる「思考力・判断力・表現

力等」の育成）」 

③ 「どのように社会・世界と関わり，よりよい人生を送るか（学びを人生や社会に生かそうとする「学

びに向かう力・人間性等」の涵養）」 

先生方のアンケートを見ると，多くが「めあて」「まとめ」を意識した授業を展開していることがわ

かる。また，3 観点を意識して授業を展開していることもわかる。これは，研究の成果だけでなく，板

書の めあて まとめ の掲示物が有効であったともいえる。さらに○8~11 には，「学びに向かう力・人

間性等」の育成を目指した，との記述が見られた。 

しかし，「思考・判断・表現」の育成が十分ではない，との課題が指摘されている。反省として挙げ

られてはいるが，我々は多様な表現で解決することを価値づけてきた。さらによりよい考えはないかを

問うてきた。今までの実践を積み重ねていくことが大切である。 

 先日，東京学芸大学の清野辰彦先生の講演を拝聴した。そこで，従来の中村享史(1993)の 8 つの問い

に，「着想を問う」「仮定や前提を問う」発問を加えたらどうか（下表※印）という提案があった。 

問い 発  問 

既習事項を問う 今まで学習してきたことの何が使えるか／今まで学習してきたことの何と関連するのか 

他の方法を問う 他に考えられないか ／ 他によい方法はないか 

根拠を問う 何をもとにしているのか ／ どうしてこうなるのか 

共通点・類似点を問う どの方法にもいえることは何か ／ この方法と似ていることは何か 

相違点を問う  

一般性を問う いつでもできるか／どんな場合でもできるか／もっと簡単に表せないだろうか 

発展性を問う どこまでできるか ／ 何かを変えても，変わらないことは何か 

よさを問う  

清野先生提案↓ ↑【中村享史「自ら問う力を育てる算数授業」1993，明治図書】 

※着想を問う どうしてこの考えを思いついたのか （研究主任による） 

※仮定や前提を問う 例えば… ／ もし…だとしたら ／ このやり方で… （研究主任による） 

ここで，「まずは『考え方＝問い方を教える』ことが大切」であることを学んだ。自ら考える＝問うこ

とができる児童の着想を問うことをきっかけとして，考え方＝問い方を教えればよいのである。しかし，

これも我々は見通しの段階や比較検討，まとめの段階でやってきたはずである。 

 それでもアンケートに「思考力・判断力・表現力」の育成が課題として挙げられるということは，設

定する「めあて」の言葉を改めて考える必要があるかもしれない。3 観点を意識した「めあて」の提示

をすることで，児童も教師も目標の達成に向けて取り組みやすくなるだろう。 

 最後に，「知識・技能」の定着については達成できた，との回答があるが，新 COS で掲げている「相

互に関連付けて」「主体的に活用できる」ことを目指し，「忘れにくい知識・技能」として身に付けさせ

ていきたい。 
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４． 「教師の評価活動」について 

○1 学習指導要領改訂に伴ってその都度問題となる「評価」，研究としては質・量ともに大変な部分である

と思うが，改訂のたびに研究しなくてはならない課題だと思います。 

○2 新たな学習指導要領に合わせて，評価を学ぶことが出来たことは大きな成果であったと思う。    

「主体的に取り組む態度」「粘り強い」「自己調整力」などについて，イメージは持てた。来年度具体的

にどのような場面で，どのように育て，その力をどのように育てていくかを課題としていきたい。 

○3 評価の研究がメインになったように思います。研究主任が早めに情報を流してくれたので，勉強になりま

した。評価については今後も研究しないとならないと思います。また，「どのように評価するか」という方

法を学ぶとともに，「なぜ評価するの？」というそもそもの目的について話し合っていければと思います。 

○4 児童が自己調整をするためにものと，教員自身のふりかえりになることについて学びました。 

○5 目標が達成するためにどのように働きかけることが大事か考えることできました。大変勉強になしました。 

○6 今回，新学習指導要領で新たに出てくる，「自己調整」についてイメージを持つことができました。今

後も自分なりに学びを行っていきたいと思います。 

○7 今回は「学びに向かう人間性」の評価活動ということで，児童への声掛けや児童の行動観察等を行った。

最初はイメージを持ちにくかったが，少しずつ児童への声掛けを意識するようにした。 

○8 児童の変容を見とれるようになり，個に応じて，それを指導に役立てることができました。 

○9 当たり前にやっていたことを，意識的にできるようになったこと，そして意識的にやったからこそ，不

足していることや改善点が見つかったように感じた。実際の評価に結び付けていくことが自分自身の課

題としてみつかった。 

○10 まだイメージが明確になっていませんが,校内研の中でいただいた資料をさらに読み込み理解を深めて

これからに望みたいとおもいます。 

○11 学習感想を書く際に児童に書く視点を与え，評価に生かすようにした。 

○12 ワークシートから学習感想や授業後の考え方の変化についてみとる取り組みを１年間取り組んだ。 

○13 形成的な評価を大切にし，次の時間に学習内容が生かせるように支援した。ノートの書きぶりや学習

感想を大切にし，学習感想でつなげる授業を工夫した。 

○14 個別の学習が主なので，誰かの意見を聞いて・・・という事は少ないですが，教科書に出てくる子供

の意見を取り上げるようにしています。その中から自分にはなかった考え方などに触れ，「へ～」といっ

た瞬間を大切にしたいと思っています。 

○15 単元を通して，どこでどのような評価が可能なのか，ポイントとなる所を教員側が事前にしっかりと把

握した状態で授業を進め，適切な評価ができるようにしていかなければならないと感じた。今回は算数の

授業において➀既習事項を基に解決の見通しを持つ②やりやすい方法を選択し解決する③よりよい方法を

認める④次への目標を持つということをノートや発言，授業後の１枚ポートフォリオシートからみとった。 

○16 子供が自己評価できること，そのために，ノートに学習感想やＯＰＰを準備した。子供のノートなど

を手掛かりに評価活動を行った。 

●17 今日的な課題だと思いましたが，「教師の評価活動」は難しかったです。評価をするにあたって，単元

を通した見通しを持ち，評価をすべき点を考えながら，授業の工夫 「問うべき問い」 をしっかりと

授業に仕組んでいかなければ児童の変容など教師の見取りもできないという事がはっきり？と分かりま

した。OPP シート的なものが有効なのか？ 

 

 

 
 

今年度，評価の研究を中心に行ってきた。その中でも「主体的に学習に取り組む態度」について考え

てきた。本校では，授業において教師が意識的・積極的に評価を行うために 

「教師の評価活動」…「教師の評定」「児童の自己評定」「第三者の評定」を生かして 

「児童が自己評価」できるように促すこと（国母小，2019） 

と定義づけ，提案授業や研究授業をしたり，指導主事を招聘して学習会を行ったり，書籍を読んだり各々

が授業実践を重ねてきたりした。 

「主体的に学習に取り組む態度」の具体的な評価方法については未だ答えが見えず，不安に感じる記

述も多いが，○11~16 では，児童が自己評価できるようにするための具体的な取組を行ったと記述され

ている。学習感想や OPP シートを有効活用していけばよい，との見通しが得られた。 

大切なのは，児童が自己の変容に気付くことである。そのために，教師がそのような授業を行うこと

である。適切に設定された「めあて」に向けて解決に向かい，自他の考えをもとに「まとめ」を行い，

どうして「わかった・わからなかった」のかを振り返ることができる授業を繰り返し行うことである。

そして，これら一連の過程を適切に学習できた児童を評価し，広めていくことである。児童が安心して

主体的に学習に取り組めるようには，自ら問いを持つ授業をつくることが大前提となる。 

4 月から 3 観点による指導と評価が始まる。教師が主体的にならなければ，児童が主体的に学習に取

り組める授業をつくることはできない。強い決意を持ち，周到な準備をして 4 月を迎えたい。 

 

【「学習評価の在り方ハンドブック」令和元年 6 月，文部科学省 国立教育政策研究所教育課程研究センター】 

56



 
 

５． 授業研究会の持ち方について 

○1良かったと思います。 ○2良かった。 ○3良かったです。 

○4ブロックごと話し合いができたので，深い話し合いができた。 

○5低・中・高学年ブロックでの研究で話し合いやすく深められたと思う。 

○6ふだん，授業を観察させてもらう機会が少ないので，とても参考になりました。ありがとうございました。 

○7様々な形式で研究会が行われていて，多くの先生方と意見交流することができ良かったと思います。 

○8先生方の授業を見せていただき大変勉強になった。低１中１高２でしたがよかったと思います。 

○9いろいろな意見を聞けて良かった。日ごろの授業の悩みからでた意見もあったように思いました。 

○10 少人数で話し合いを持つことは自分の考えを言いやすいので良かったです。 

○11研究主任の絶大なリーダーシップのもと，学びの多い研究会ばかりでした。 

○12 複数の学年の研究授業を見ることができて,とても勉強になりました。そのあとに行われる研究会では,

自分では気が付けないポイントを他の先生方の意見から学ぶことができました。 

◎13 講師の先生を招聘していただき，たいへん勉強になりました。 

◎14 先輩方に授業，更には研究会を行っていただけることで，自分とは何が違うのかを学ぶことができました。 

◎15 先生方に授業を見ていただき，ご意見をいただくことで，改善点に気付いたり，次への意欲にも繋がっ

たり大変勉強になりました。機会をいただけてありがたかったです。 

●16 多学年，また外国語，TT の授業などの授業を見せていただく機会があり，授業を見るのは大変勉強にな

りました。一方で，教室を開ける機会が多かったので，低学年は大変だったのではないかな？。 

 

 

６． 授業実践シートにまとめる方法について 

○1良かったです。 ○2わかりやすい形だと思う。 

○3全員が取り組める，他の方の実践を参考にできるという点で良かったと思います。 

○4記録を残すということ，資料として後々役立つということなど意義ある活動だと思います。 

○5 Ａ４．１枚にまとめられ見やすい形式である。板書も載っているので分かりやすい。 

○6 A3 一枚の中で，指導の詳細や板書が載せられてよかったと思います。 

○7たくさんの先生方の工夫を学ぶ機会になり有り難いです。 

●8毎年まとめる頃に，ビデオとっておけばよかったと反省します。プロトコルを起こす際に思い出しながら

書いています。学校にボイスレコーダーはありますか。ビデオより手軽でいいかなと思うのですが…。先

生方がまとめたものを今後活用できればと思います。 

●9授業で使用した指導案に，成果と課題を付け足すかたちでＯＫにしてもらえるとありがたいです。 

●10 教師の評価活動についてレポートを書くのが難しかった。 

●11 一人一実践は良いと思うが，校内研のテーマにあてはめてまとめることが特に今年は評価だったので難

しかったです。 

○12 いただくコメントが嬉しかったです。児童の気持ちがわかりました。 ○13 色々な先生方に見ていただ

き，ご指導いただけるので，自分の勉強になります。また，振り返ることができるのでとてもありがたい

です。○14 管理職の先生方や角田先生からのコメントで学びを深めることができました。また文章に書き

残すことで自分の考えの整理にもつながりました。 ○15 お忙しい中ですが，先生方からコメントをいた

だけるのがありがたかったです。蓄積されていくことで勉強になるし，振り返りもできよかったです。 

 

 
 

〈授業研究会の持ち方について〉 

研究授業は，研究授業を担当した人がいちばん得をする。研究授業に向けて研鑽し，自身のキャリア

アップにつながるだけでなく，研究授業を受けた児童も得をする。授業を見ていただくことで新たな気

づきが生まれたり，先生方との絆が深まったりする。研究授業を行ってくれた 3 名の先生に敬意を表す

るとともに，事前の教材研究や指導案検討をしていただいたブロックの先生だけでなく，研究会におい

て意見を発表してくれた先生，そして我々を温かい目で見守り，常に適切な判断でご指導いただいた管

理職の先生にも重ねて感謝申し上げたい。 

 また，研究会の方式についても，KJ 法や指導案拡大法，ワールドカフェなど，3 年間でいろいろ試し

てきた。これからも有効な研究会の方法について，アンテナを高くして探っていきたい。 

 「教室を空ける回数が多い」という課題をいただいたが，研究授業の際，加賀爪先生や美香先生をは

じめとする教務の先生が中心となって自習の教室を見回ってくださったおかげで，安心して授業を見る

ことができた。感謝申し上げたい。 

 

〈「授業実践シート」について〉 

「授業実践シート」の作成も 3 年目となり，かなりのシートが蓄積されてきた。本校 HP をご覧いた

だき，過去の実践も参考にしていただきたい。教科書の指導書や教育関係書籍で人気なのが「板書付き」

「少ないページ」のものだという。これらの声をもとに「授業実践シート」を作成してきた。しかし，

本来の目的は，教師自身が「授業を行ったあとの振り返り」をすることである。とかく，研究授業まで

がんばり，それが終わればよい，という風潮が感じられる。このようなスタンスと，児童の「答えが出

ればいい」「言われたとおりにやればいい」という感じ方は似ているような気がする。教師自身が変わ

らなくてはいけない。そのために，授業後の振り返りが大切だと感じている。 

 ●8 の記述が素晴らしい。最低，一年に一度は，自身の授業を再度見直してほしい。ビデオを見

直すのは手間がかかるので，ボイスレコーダーで聞き直すことをお勧めしたい。スマートフォンで

録音もできるし，3 千円程度で高性能なボイスレコーダーを購入することもできる。できれば一言

一句を正確にプロトコルに起こしたい。教師と児童の発話数を比較したり，自身のクセがつかめた

りすることができる。ぜひ取り組んでいただきたい。（学校の消耗品で購入してもらえれば，児童

の「話すこと」評価にも使える！） 

 

 

 

○12~15 は，「履歴シート」の記述である。しかし，研究主任が怠惰だったため，年度途中でフェ

ードアウトしてしまった。先生方からの反響がよかったのに・・・。 

 

 

 

 

 

 

 

 

57



 
 

７． 来年度，どのような校内研にしたいですか 

・1 今年度の継続で良いと思います。 

・2 今年度のことを生かせるような内容だとよいかと思います。（具体的に書けずすみません） 

・3 今年度の内容を継続していければ。 

・4 新指導要領が実施されるので，指導要領の理解に中心においた研修などはどうでしょうか？わかったつ

もりになっていることが多いので，見直してみたいです。また，日々の授業に生かせる新しい教科書で新

たに扱われる教材についての分析なども必要だと思います。 

・5 新学習指導要領における新たな評価のことについて教えていただいたが，まだスタート地点に立てただ

けなので，具体的な場面の中でどのように評価活動をしていくのかを研究したい。 

・6 学びに向かう人間性の評価について 

・7 学びに向かう力・人間性についての評価規準 

・8「主体的に学習に取り組む態度」の評価規準 

・9新教材について，まずは知りたい，試したい，学びたいと思いました。 

・10 新教材について，実践を通して，理解を深めていきたいです。 

・11学習指導要領に合わせて新しくなった教科書や教材などのことを知りたいです。 

・12 今年の教育課程作成の際，ほかの教科との関連は来年度に送りました。新指導要領 1 年目なので，他の

教科との関わりを洗い出したり，学年間の関連を洗い出したりして，カリキュラムマネジメントする 1 年

でもいいのかと思いました。 

・13 プログラミング 

・14 今年できなかった（研修はしましたが）プログラミングの研究もいいかなと思っています。 

・15UD など 

・16 学校評価でも出てきたことですが，子供たちの「自分の考えを持つ」というところが弱いなあ…と感じ

る場面がありました。（ま，私もか）何か，児童が自信をもって自分の考えを持てるような研究…。それが

「自ら問う」ことにつながるのでしょうか。 

・17 児童の見方・考え方や思考力・表現力・判断力の育成の研究を行いたい。 

・18 算数，道徳，外国語以外の教科の「見方・考え方」について 

 

アンケートをいただいた後，さらに最後の校内研において，来年度の方向性について議論を行った。

多くの先生方からいただいた意見が「評価（おもに「主体的に学習に取り組む態度」）についての継続

研究」であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

８． その他 

・とても勉強になる校内研でした。１年間ありがとうございました。 

・１年間ありがとうございました。  ・来年もよろしくお願いします!!!!!!!! 

・たくさん勉強させていただきました。ありがとうございました。 

・いつもたくさんの資料を用意していただき，わかりやすく話をしてくれて，とても勉強になりました。 

ありがとうございました。 

・タイムリーな資料を出していただき，ありがたかったです。（内容については，難しくて理解できないもの

が多かったので，もっと勉強します…）  

・毎回資料の用意など本当にありがとうございました。一年間学ぶことが非常に多くありました。 

・たくさん学ばせていただきました。ありがとうございました。研究主任の授業を見せていただいたのがと

てもありがたかったです。見せていただくことで授業の具体的なイメージをつかむことができました。 

・毎回資料を分かりやすくかみ砕いでくださり勉強になりました。研究授業では，親身になって一緒に考え

てくださりたくさん助けられました。ありがとうございました。 

・難しい話題も，かみ砕いて分かりやすく説明していただき有り難いです。まだまだ新しい指導要領がはじ

まっても？，始まってから？，手探りで学ぶことになりそうです。その一歩目としてとっても勉強になり

ました。ありがとうございました。 

・研究主任，お忙しい中ありがとうございました。プロトコルも起こしていただき，貴重な機会にさせてい

ただくことができました。 

・プログラミングなども，触れることができてよかったです。どう活用していくかは，また今後の課題です

ね。いろいろと学ばせていただき，ありがとうございました。 

・今年度も，研究主任お疲れさまでした。毎回，たくさんの資料の中から私たちが知っておくべきことをま

とめ直した資料を用意していただき，本当にありがとうございました。ついていくのに必死で…。自分の

レベルの低さに反省しています。先生が異動されると（たぶん），来年度の校内研がとても心配ですが，今

まで積み重ねてきたことをいかしながら研究を進めていきたいと思います。 

◎研究主任の研究への態度が素敵です。おかげで授業を客観的に分析しようとする雰囲気ができたのではな

いでしょうか。特に丁寧に授業記録をしっかりとることが，みんなに広まっていき，授業を見るときに，

指導案のすみっこにちょこっとメモするような先生や子どもに話しかけて，ヒントを与えてしまうような

先生が本校にはいないところが本校の研究の良いところではないでしょうか。これも研究主任のおかげで

す。 

 

教師が一生懸命になれば，児童も一生懸命になる。常々，教師と児童は鏡のような存在であると感じ

ています。研究も同じです。研究授業者は，汗をかいて一生懸命に授業をします。だから，見させても

らう人間も，一生懸命メモを取り，授業で起きている事実を収集する。そして授業後に分析し，良し悪

しを判断する。よくないと思う部分があれば，必ず代案を示す。それが授業者に対する謝意であり，礼

儀である。これからも，研究は机上の空論ではなく，授業を見て語り合う姿勢を大切にしていきたいで

すね！…と偉そうですが，研究内容をもっと噛み砕いて，わかりやすく提案すべきでした。研究主任の

能力不足で●印の多い研究となってしまい申し訳ありませんでした。1 年間ありがとうございました。 
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あ と が き 

 

 本年度の研究は，新学習指導要領完全実施に向けて，３年計画の研究の最終年度

となります。昨年度の研究の成果と課題を踏まえ，研究テーマを「自ら問いを持つ

子供の育成」，サブテーマを「見方・考え方をいかして資質・能力を高める授業づ

くり」と決め，算数科や外国語活動・外国語などを中心に研究を進めてまいりまし

た。 

 算数科では，指導している単元の「見方・考え方」は何かを明確にし，それを用

いて資質・能力を高めることができる授業作りに取り組みました。外国語活動・外

国語では，中学校における英語の授業参観及び研究会等を通して学んだことを，授

業実践を通して指導力を高めてきました。 

 研究の基盤となる校内の研究授業では，行事や会議等に追われ，研究時間が十分

に確保されないなかで，時間を見出しながら意欲的に地道に実践に取り組んできま

した。研究授業・白熱した議論が行われた研究会を通して，大きな学びがあったと

感じています。 

 研究には終わりはありません。私たち教職員に必要なのは，高い「教師力」であ

ると考えます。国母小学校の子供たちのために，私たち一人一人が教職員としての

資質を高め，さらに教職員同士が磨き合い高め合っていく中で，高い「教師力」を

身に付けていきたいと考えます。 

 おわりになりましたが，本校の研究に貴重なご指導，ご示唆をいただきました山

梨県教委教育委員会及び甲府市教育委員会の学力向上専門員の先生方，山梨大学教

職大学院，山梨県総合教育センターの先生方をはじめ，関係諸機関の皆様に厚くお

礼を申し上げるとともに，今後とも本校の教育推進のためになお一層のご指導ご鞭

撻を賜りますようお願い申し上げます。 

荻野 清彦 

 

 

―――――――――― 研 究 同 人 ―――――――――― 

校  長 ○蘒原  桂 

教  頭 ○荻野 清彦 

教務主任  ○雨宮 康治 

教  務   土屋 有子  森  沙帆  望月 順子 

      初鹿 京子  加賀爪裕子  深澤 美香 

１  年  永井 孝枝  長田 優子 

２  年 ○進藤 澄子  阿部 一美  小林 大輝 

３  年  森沢真名美  武居 拓己  藤原 加寿代 

４  年  守木あけみ ◎笹本 裕太 

５  年 ○清水みゆき  川手 太朗  長野  楓 

６  年  深澤かほり ☆角田 大輔 

す み れ    中澤  隆  古屋  静 

たんぽぽ  中沢 尚子 

ひまわり  深澤 芽来 

☆研究主任  ◎研究副主任  ○研究推進委員 
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