


発 刊 に 当 た っ て

上川教育研修センター所長  矢 口 元 晴

急激に変化するこれからの社会を考えるとき，生きる力の知の側面である確かな学

力を育成することは，これまで以上に重要性を増しています。そして，各学校では，

生涯にわたる学習の基礎を培うため，基礎的・基本的な知識・技能を確実に身に付け

させるとともに，それらを活用して課題を解決するための思考力・判断力・表現力等

の育成を重視した教育を行うことが求められています。また，子どもたちの学習意欲

を高め，確実な習得を図りながら活用力を育むためには，発見学習や体験的な学習は

もとより，問題解決的な学習を充実するなど指導方法の様々な工夫改善に努める必要

があります。更に，多様な人々と協働して学び，自ら課題を解決できる力を身に付け

ることは，これからの時代を生きる子どもたちにとってますます重要となっています。

このため，上川教育研修センターでは，本年度から新たに研究主題を「学び合いで

確かな学力を育てる学習指導の在り方」，副主題を「思考力・判断力・表現力を育む指

導と評価」と設定し，第 16 次３か年計画の研究に着手しました。初年度は，各学校に

おいて喫緊の課題である確かな学力を育成するため，学びの基盤を整備し，問題解決

的な学習過程の中に言語活動を計画的に位置付けることで，思考力・判断力・表現力

を育成することに取り組みました。とりわけ，「学び合い」では，児童生徒一人一人の

学びに基づき，他者と交流しながら互いの理解を深め，思考を発展させる授業づくり

を重視しています。

このたび，昨年度までの研究の成果や課題を踏まえつつ本年度新たに取り組んでき

た新研究計画初年次の研究理論と検証授業の詳細な記録やその分析結果などをとりま

とめた研究紀要第 40 号を発刊する運びとなりました。この紀要が上川管内各学校の校

内研修や日々教育活動に取り組んでおられる教職員一人一人の授業づくりの参考資料

として御活用いただければ幸いです。

また，本年度は，公募により委嘱した特別研究員による「フィンランド教育交流研修」

の報告概要を巻末に掲載いたしましたので，併せて御利用いただきたいと思います。

結びに，研究推進に当たり，御指導・御助言いただきました北海道教育庁上川教育

局義務教育指導班並びに旭川市教育委員会教育指導課の皆様に深くお礼申し上げます。

そして，研究協力校として研究主題に基づく授業づくりに御協力いただきました東川

町立東川中学校，旭川市立愛宕小学校，旭川市立東光小学校の皆様に心より感謝申し

上げ，研究紀要発刊の言葉といたします。

（平成 27 年３月 31 日）
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１ 研究主題及び副主題

今日，我が国においては，グローバル化や少子高齢化の進展，知識基盤社会の

本格的な到来や地球規模の課題への対応など，変化が激しさを増し，一層先行き

が不透明な社会へと急速に移行している。

学校教育にあっては，先の改正教育基本法において，21 世紀を切り拓く心豊か

でたくましい日本人の育成が求められ，実現すべき具体的な目標として「知」の

世紀をリードする創造性に富んだ日本人，国際社会に生きる教養ある日本人など

の育成が明記された。

また，現行の学習指導要領では，生きる力となる「確かな学力」「豊かな人間性」「健

やかな体」の知・徳・体をバランスよく育むことが重視されたところである。特に，

基礎的・基本的な知識・技能をしっかり身に付けさせること。自ら考え，判断し，

表現する力を育てること。そして，学習に取り組む意欲を養うことが強調された。

一方，児童生徒の学力の状況については，全国学力・学習状況調査や各種国際

学力調査の結果から，知識・技能の習得については一定の水準に達しているが，

判断したことの理由を示しながら自分の考えを述べることや，自己肯定感や学習

意欲などに課題があることが明らかになっている。

このような中にあって，児童生徒が変化を乗り越え，力強く生き抜いていくた

めには，他者と協働しながら，課題に対応する力，生涯学び続ける力が重要となる。

すなわち，これからの学校教育においては，他と関わり合い学び合う中で，確か

な学力を確実に身に付けることが大事である。とりわけ，課題を解決するために

必要な「思考力・判断力・表現力」は，今後の困難な課題に柔軟に対応し解決す

るための重要な力であり，日々の学習指導の中で伸長させていくことが大切であ

る。

さらに，学びを支える豊かな人間関係など学級経営における指導の充実を本研

究の基盤にしたいと考えた。

これらを踏まえ，上川教育研修センターでは，第 15 次研究までに明らかにして

きた「問題解決的な学習過程を基盤とする目標達成に向けた具体的な方策」，「形

成的な評価に重点をおいた学習評価の工夫」等についての成果に基づき，学びの

基盤を礎として，

⑴ 主題設定の理由

学び合いで確かな学力を育てる学習指導の在り方

～思考力・判断力・表現力を育む指導と評価～



－  －2

第Ⅰ章

⑵ 主題のおさえ

○目標・指導・評価の一体化を目指した授業構築を行う。

○問題解決的な学習過程において，効果的な言語活動を取り入れ，思考力・判

 断力・表現力を育む学びの場面を意図的に設定する。

○効果的・効率的な評価の在り方について研究を行う。

ことなどを通して，学習指導の改善・充実を目指すこととした。

① 主題について

「学び合い」では，児童生徒一人一人の学びに基づき，他者と交流しながら，

互いに理解を深め，考えを統合・収斂させながら思考を発展させ，確かな学び

に高めていくことを指す。

「確かな学力を育てる」とは，基礎的・基本的な知識・技能の習得と，それ

らを活用して課題を解決するために必要な思考力・判断力・表現力，主体的に

学習に取り組む態度を育むことである。

「学習指導の在り方」で目指すことは，問題解決的な学習を取り入れながら，

目標・指導・評価の一体化を図ることである。

そして，これらの礎となるのは，学年・学級経営を基盤とした自己存在感や

共感的な人間関係を育てるとともに，自己決定の場を設定したり，学習環境を

整備したりするなど組織的に学びの環境を整える日々の営みである。

② 副主題「思考力・判断力・表現力を育む指導と評価」について

児童生徒一人一人が，問題解決の場面で，既習の知識や技能を活用しながら

互いの考えを交流し，共通点や違いに気付くなど協働的な学び合いを通して，

自己や集団の考えを深め，発展させながら課題解決に迫る。その際，児童生徒

の学習状況を的確に把握しながら，目標・指導・評価の一体化を図ることが重

要である。

２ 求める児童生徒像

基礎的・基本的な知識・技能を身に付け，それらを活用して思考力・判断力・

表現力等を高めながら，主体的に課題を解決することができる児童生徒

３ 研究の仮説

学びの基盤を整備し，児童生徒の思考の流れに沿った問題解決的な学習過程の

中に，意図的・計画的に言語活動を位置付け，目標・指導・評価を整合させるこ

とにより，思考力・判断力・表現力を育み，確かな学力を育てることができるで

あろう。
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４ 研究内容

学び合いで確かな学力を育てる学習指導の在り方を検証するために，次の内容に

ついて研究する。

研究内容１ ～指導計画の工夫～
⑴ 目標・課題・まとめ・評価の整合
⑵ 各教科の特質に応じた言語活動の意図的・計画的な位置付け
研究内容２ ～授業展開の工夫～
⑴ 学習内容を明確にする導入と学びを振り返る場の設定
⑵ 思考力・判断力・表現力を育む発問・板書・学習形態
研究内容３ ～学習評価の工夫～
⑴ 効果的・効率的な評価の工夫
⑵ 学ぶ意欲を高める自己評価の在り方
⑶ 思考力・判断力・表現力の評価の在り方

５ 研究の進め方

◇ 文献や実践資料に基づく理論研究を週１回の定例研究室会議及び夏季，冬季の

集中研究室会議において進める。

◇ 各年次とも，上川教育研修センターの研究員及び，研究協力校の授業実践を基

にして理論を検証し，研究紀要にまとめる。

◇ 研究紀要にまとめた内容は，「センター研究発表会」において発表し，研究協議

で明らかにされた成果と課題を基に，研究の深化・発展を図る。

◇ 本研究の主体は，国語科，社会科，算数数学科，理科，生活科，音楽科，図工美術科，

技術家庭科，保健体育科，英語科の 10 教科である。

６ 研究計画の概要

平成 26年度から平成 28年度にわたる３か年において，問題解決的な学習過程の中

に，意図的・計画的に言語活動を位置付ける学習指導の在り方を継続して研究する。

１年次 平成 26 年度
○研究員の授業実践
旭川市立旭川第三小学校 国語科（第２学年「音読げきをしよう！」）

竹 中 一 三 研究員
旭川市立明星中学校 数学科（第１学年「文字と式」）

青 木 賢 二 研究員
○協力校の授業実践
東川町立東川中学校 国語科（第１学年「竹取物語」）

菊 池 杏 子 教諭  柳 澤 麻 弥 教諭
旭川市立愛宕小学校 算数科（第３学年「１けたをかけるかけ算の筆算」）

浅 田 則 行 教諭  大 山 みのり 教諭
旭川市立東光小学校 理 科（第４学年「もののあたたまり方」）

平 井 佐 知 教諭  佐 藤   忍 教諭
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７ 研究の全体構造

求める児童生徒像

基礎的・基本的な知識・技能を身に付け，それらを活用して思考力・判断力・

表現力等を高めながら，主体的に課題を解決することができる児童生徒

研究の仮説

学びの基盤を整備し，児童生徒の思考の流れに沿った問題解決的な学習過

程の中に，意図的・計画的に言語活動を位置付け，目標・指導・評価を整合

させることにより，思考力・判断力・表現力を育み，確かな学力を育てるこ

とができるであろう

研 究 内 容

研 究 主 題

学び合いで確かな学力を育てる学習指導の在り方
～思考力・判断力・表現力を育む指導と評価～

【研究内容１】

指導計画の工夫

⑴目標・課題・まとめ・

 評価の整合

⑵各教科の特質に応じた

 言語活動の意図的・計

 画的な位置付け

【研究内容２】

授業展開の工夫

⑴学習内容を明確にする

 導入と学びを振り返る

 場の設定

⑵思考力・判断力・表現

 力を育む発問・板書・

 学習形態

【研究内容３】

学習評価の工夫

⑴効果的・効率的な評価

 の工夫

⑵学ぶ意欲を高める自己

 評価の在り方

⑶思考力・判断力・表現

 力の評価の在り方

教室環境の整備 学習規律の確立

支持的風土の醸成



第Ⅱ章 研 究 の 内 容

     １ 第 16 次研究のねらい

     ２ 研 究 の 具 体
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１ 第 16 次研究のねらい

本研究は，児童生徒一人一人が基礎的・基本的な知識・技能を身に付け，それら

を活用して思考力・判断力・表現力を高めながら，主体的に課題を解決することを

目指している。児童生徒一人一人が学び合いで確かな学力を育てていくためには，

学びの基盤を整備し，児童生徒の思考の流れに沿った問題解決的な学習過程の中に，

意図的・計画的に言語活動を位置付けるとともに，目標・指導・評価を整合させる

ことにより，思考力・判断力・表現力を育むことが重要である。

そこで，本研究では，「指導計画の工夫」「授業展開の工夫」「学習評価の工夫」

を研究内容とし，思考力・判断力・表現力を育む指導と評価の在り方を研究の骨子

とした。

◆思考力・判断力・表現力を高める一単位時間の授業モデル◆

目　標

導 入

課　題

まとめ

振り返り

自己評価

評　価

段階③ 思考のまとめ

段階② 集 団 思 考

段階① 個 人 思 考

言語活動

目標・課題・まとめ・評価の整合

学習内容を明確にする導入

思考力・判断力・表現力を育む

３段階の言語活動

思考力・判断力・表現力を育む

発問・板書・学習形態

学びを振り返る場

学ぶ意欲を高める自己評価

思考を「見える化」して評価する。

「指導に生かす評価」と「記録に生か

す評価」を組み合わせて評価する。
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研究内容１
指導計画の工夫

２ 研究の具体

Ｐ 17
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どの教科でも，段階①→

段階②→段階③の順番にな

るとは限りません。

→第Ⅳ章 協力校の実践

P85 小学４年理科を参照。

・
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どのような言語活

動を行えば目標を達

成できるのかをポイ

ントに言語活動を設

定します。

P37
３段階の言語活動を授業
に取り入れるとこのように
なります。本時の目標を達
成するために，各段階でど
のような言語活動を行えば
目標を達成できるかをポイ
ントに言語活動を設定しま
しょう。



－  －9

見

付
 

 

る

学習内容を明確にする導入
３ 本時の学習は文字を用いて，式をつくる学

習であることを確認する。

「それでは今日は，残金を，文字を使った式で

表してみましょう。」

３ 残金を求めるために，文字を用いた式をつ

くることを理解する。

学びを振り返る場の設定
18 文字を数に置き換えることで，立式がしや

すいことを確認する。

「ケーキの代金を 300 円とおけば，おつりの

求め方が分かりやすいですね。

18 文字を数に置き換えることで，式が考えや

すくなることを確認する。

第Ⅱ章

研究内容２
授業展開の工夫

思考力・判断力・表現力を育成する一つの手段として，１単位時間の授業の中で「これから

学ぶこと」と「この授業で学んだこと」の確認をしたり，児童生徒の実態や授業展開に応じて

複数の手立てを講じたりすることが重要である。

そこで，本研究では，学習内容を明確にする導入と学びを振り返る場の設定，思考力・判断

力・表現力を育む発問・板書・学習形態について考えることとした。

１単位時間の学習内容を明確にする導入を工夫することにより，児

童生徒自らが，学習の見通しをもつことができるようにする。また，１

単位時間の終末に学習内容を振り返る場面を設定することにより，学習

内容の定着を図るとともに児童生徒一人一人が解決の道筋を振り返っ

たり，深めたりできるようにすることが重要である。

そのため，１単位時間の目標，すなわち，本時の学習で身に付ける力

もしくは，身に付いた自分の姿を意識できるような導入と何を学んだ

のかを自覚できる学習の振り返りを位置付けることが大切である。ま

た，学習のめあてに対する達成状況を振り返らせることによって，児

童生徒に，自分の学習状況を客観的に捉える力 (メタ認知能力 )を培

うとともに，教師にとっては指導方法の改善資料を得ることができる。

◆学習課題を明確にする導入と学びを振り返る場の具体例 

※中学１年数学科「文字と式」指導案（９時間扱いの５時間目）から抜粋

→ 第Ⅲ章 研究員の授業実践 Ｐ 37

【学習内容を明確にする導入】

【学びを振り返る場】

本時の学習内容を分かりやすく提示す

ることで，児童生徒は何をどのように学

ぶかを見通すことができます。

１単位時間の終末に学習内容を振り返

る場面を設定することで，児童生徒は学

習を振り返り，何を学んだのかを再確認

することができます。
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P85
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P57
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３人組によるグループ学習を行うことで児童全員に自分の考えを発信する機会を保障

するとともに，全体交流の場では自信をもって発信できる児童が増えました。また，自

分の意見と友達の意見を比較できるようになりました。

 【段階②：集団思考】

７ ３人組で交流させる。
・全員に発表機会をもたせ，思考を明確に
するため，少人数のグループで交流させ
る。

７ ３人組で交流させる。
・自分の意見を発表する。
・意見をもてなかった時はどの説明
が分りやすかったかを考える。

８ 全体で交流させ，計算の仕方を確認
する。

８ 全体で交流し，共通部分やより
早くできる方法について考える。

P71
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研究内容３
学習評価の工夫

◆「指導に生かす評価」と「記録に残す評価」とは 

「指導に生かす評価」は毎時間行う見取りのことで，個に応じた指導や授業改善に生かすことを目的と

した評価です。できる限り子どもの学習状況を捉えて，指導したり助言したりします。

「記録に残す評価」は，主として総括的評価の材料とすることを目的とした評価です。したがって，全

ての児童生徒から評価資料の収集が必要です。ノートや作品など，全ての児童生徒から集める成果物を

基に，評価規準に即して分析・評価します。
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この単元は，９時間のうち第４・７・９時の目標の観点が「思考・

判断・表現」なので，第４・７・９時に「記録を残す評価」を行

います。なお，「記録に残す評価」だけでなく「指導に生かす評価」

も併せて行うこともできます。

第１・２・３・５・６・８時の目標の観点は「技能」や「知識・

理解」なので「指導に生かす評価」を行います。
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・児童生徒の考えが記述されたノートやワークシート等
・数式や図 ・表 ・楽譜 ・絵 など
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中学
校で
の実
践

 今年度からセンターは第 16 次研究 (３か年計画 )に基づき研究をスタートさせました。その初年度の成果と課題

について実践を通してまとめたものが，この紀要です。しかしながら全部を読むのはなかなか大変ですよね。

そこで，このコラム１では，読まれる方のニーズに合わせた紀要の活用方法をお知らせします。

「第Ⅰ章 研究の概要」Ｐ１～

主題設定から研究の全体構造図までの一連の流れが書か

れています。

「第Ⅱ章 研究の内容」Ｐ５～

16 次研究がどのように考えられているのか，今年度の

実践を具体例として提示しながら書かれています。

国語科 小学２年「お手紙」（光村図書）P17 ～

算数科 小学３年「１けたをかけるかけ算の筆算」

（啓林館）P71 ～

理科 小学４年「ものの温まり方」（教育出版）

P85 ～

数学科 中学１年「文字と式」（啓林館）P37 ～

国語科 中学１年「竹取物語」（東京書籍）P57 ～



第Ⅲ章 研究員の授業実践

○旭川市立旭川第三小学校 ２年 国語科

授業者 竹 中 一 三 研究員

○旭川市立明星中学校 １年 数学科

授業者 青 木 賢 二 研究員
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高�

め�

る

求�

め�

る

【部分的な言語活動】
音読や体野動き
を工夫する活動
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高�

め�

る

６ 本時の学習（９時間扱い ７／９）

 ⑴ 目 標

  ・「２つの『ああ。』という会話文の違い」の読み取りを通して，会話文の意味

   やその周りの文，挿絵から場面の様子について想像を広げられることを知り， 

   台本に音読の仕方や体の動かし方を書き込むことができる。

 ⑵ 研究内容２に関わって

  ・発問の工夫として，２つの会話文から場面の様子について想像を広げながら

   読み，がまくんとかえるくんの気持ちの変化を読み取らせるために，個人思

   考の段階では，焦点化を図るために，「２つの『ああ。』を読むときに，何を

   手掛かりに読み方を考えますか。�」と発問し，思考を促す。また，集団思考

   の段階では，子どもたちの思考に寄り添い，問い返したり，揺さぶったりす

   る発問を適宜行い，読み取ったことの共有化を図り思考を深める。

  ・板書の工夫として，２つの会話文から場面の様子について想像を広げながら

   読み，がまくんとかえるくんの気持ちの変化を読み取らせるために，子ども

   たちの思考を促し，思考や判断，表現をサポートする構造的な板書を行う。

   集団思考の段階では，焦点化を図るために，「文から分かること」，「挿絵から

   分かること」の２点に整理し，２つの場面の会話文や挿絵の比較を手掛かり

   にして考えられるようにする。また，思考のまとめの段階では，キーワード

   となる考えを見える化し，本時の振り返り場面を充実させる。
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ます。」（どちらも同じように音読する。）

・がまくんです。

「では，はじめてください。」

ノートに書いた考えを発表する。
「ノートに書いた自分の考えを発表しましょう。」

「友達の考えを聞きながら，場面の様子を想像
しましょう。」

５ ノートに書いた自分の考えを発表する。
■会話文やその周りの文から分かること
（初めの場面の「ああ。」から）
・「ふたりともかなしい気分で…」と書いて
 いるから，かなしい気持ちだと思います。
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※「挿絵から分かること」に関わる発表がなかっ
た場合は，２枚の挿絵を提示し，その違いや気
付きを発表させる。

※本時は，比較することで思考を促したいので，
 時系列に整理していくのではなく，上下（上は「物
語の始まりの場面」，下は「物語のクライマック
ス場面」）や左右（右は「会話文やその周りの文
から分かること」，左は「挿絵から分かること」）
に分けて板書することで思考や表現をサポート
する。
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⑸ 本時の自己評価
本時の学習課題「（音読劇を成功させるために）会話文の読み方を考える手掛かり
を見付けよう。」について，自分自身のがんばり（達成度）を◎・○・△の３段階で
振り返らせる。
・今日はどんな学びがあったのか？
⇒課題とまとめを意識させながら本時の学習を振り返らせる。
・自分が選んだ本でもできたのか？
⇒まとめを次の活動（台本への書き込みをする場面）に生かせたのかを振り返ら
 せる。

【学びを振り返る場の設定】
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○ 学習計画表や前時までの板書，台本を活用して，
前時までの学習を振り返らせる。

Ｔ 教科書を持ってください。13 ページから読みま
す。

Ｔ 最初に何と書いてありますか。
Ｔ では，音読を始めてください。

Ｔ 教科書を置いてください。昨日何番まで勉強し
たか分かる。何番まで進んだかな。

※ 模造紙に書いた「学習計画表」の近くに行き指
をさして確認する。

Ｔ 昨日７番までいったかな。
Ｔ どっちかな？
Ｔ では，今日は７番ですね。課題を読みましょう。

○ 本時の学習課題と学習方法を確認させる。
Ｔ 鉛筆を持ってください。課題を書きます。

Ｔ 今日は２つの会話文のことをみんなで考えます。
１つ目は６ページの…教科書見てよ。

※ 「ああ。」まで板書して，手を止める。
Ｔ 見付けた？教科書を指さしてごらん。
※ 「ああ。いちども。」と残り全てを板書する。
Ｔ 次，もう１つは 13 ページの…。

Ｔ Ｃ 12 もう一度言って。
Ｔ そこがいい感じする？
Ｔ でもね…ちょっと違うんだ。分かる人いる？
Ｔ そこです。
※ 「ああ。」と板書する。
Ｔ 「ああ。」が同じだよね。
ここの読み方は同じでいいのかな？
Ｔ 違いを言える人いる？
Ｔ まだ５人くらいしか手が上がってないから。
※ 実際は 10 名ぐらいの挙手がある。
Ｔ 今日はここを考えていくから。
Ｔ まず先生が一度読むね。
※ まず６ページの「ああ。」から感情込めずに読む。
Ｔ もう１つの方，じゃあ次，13 ページの「ああ。」

のところを読むよ。
Ｔ こんな感じでいい？
※ 13 ページの「ああ。」から感情込めずに読む。
Ｔ 駄目だと思う人？
Ｔ みんなだったらどのような感じで読むか，もう

考えている人いる？
Ｔ ところで，これは誰の言葉だったかな？
※ 板書を指さしながら聞く。
Ｔ では，下は？
※ 黒板に「がまくん」と書く。
Ｔ 同じがまくんの言葉だから，同じように読んだ

んだけれども，駄目なの？

Ｔ 「気持ちが伝わらないんですね。一生懸命練習し
たんだけどな。」

Ｔ みんなだったらどんなふうに読むのか，読み方
のことについて勉強していくよ。

Ｃ���「だって，…」のところです。
Ｃ���「だって，…」
※���児童は声を揃えて音読をする。
⑴学習内容を明確にする導入

Ｃ 16��７番です。
Ｃ �６番です。
Ｃ �６番です。
Ｃ �会話文の読み方を考える手掛かりを見付けよ

う。
※ �ノートに本時の課題を書く。

※ �教科書６ページを開いて見る。
Ｃ �「ああ。いちども。」だ。
Ｃ �見付けた！ 前から２行目！

※ �教科書 13 ページを開いて見る。
Ｃ 12��だって，ぼくが君に…。
Ｃ 12��だってぼくが君にお手紙出したんだもの。

数名「ああ」

Ｃ５���私もそう思った。
Ｃ �駄目！
※ �挙手した児童が 10 名ぐらいいた。

※ �「いい。」と挙手した児童が１人いた。

※ �「駄目。」と挙手した児童が 15 名ぐらいいた。
※ �「考えがある。」と挙手した児童が 15 名ぐら

いいた。
※ �ほとんどの児童が挙手する。
Ｃ７���がまくん。（つぶやく）
Ｃ �がまくん。
Ｃ 12��両方だ。
Ｃ �駄目。
Ｃ５���だって，気持ちを込めていないもん。
※ �この考えにうなずく児童が数名いた。

13:40

13:45

７ 本時の授業記録
時間 教師の活動 生徒の活動

会話文の読み方を考える手掛かりを見付けよう。

全員を個人思考に参加させるために，２つの会
話文（「ああ。いちども。」と「ああ。」）は同じ
読み方をするか，違う読み方をするかを尋ね自
分の考えを明確にさせた。

導入段階で本時の学習内容を明確にするため
に，学習計画表を活用して，前時までの学習を
振り返ったり，課題を声に出して読み，ノート
に書いたりする場面を位置付けた。

⑵発問の工夫
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Ｃ５���あとです。
Ｃ �最後です。
Ｃ �終わりです。

Ｃ �会話文の読み方を考える手掛かりを見付けよ
う。

※ �全員で本時の課題を読む。

Ｃ５���「初めのああ」のことを書くときは，○にして
もいいですか。

※ �自分の考えをノートに書く。
⑶言語活動の設定 段階①：個人思考

※ �まず，７～８名ぐらい立つ。
※ �１分後さらに，７～８名ぐらい立つ。
※ �残り５名ぐらいになる。

※ �立っていた児童が座る。

⑷言語活動の設定 段階②：集団思考

Ｃ 10��とてもうれしそうに言う。
Ｃ 10��あっ間違えた。とても悲しそうに。
Ｃ 10��悲しそうです。
Ｃ 10��はい。
Ｃ 14��Ｃ 10 と同じ。
Ｃ 14��悲しい気持ちです。
Ｃ 14��言えます。
Ｃ 14��お手紙をもらったことがないから，悲しい気

持ちで読みます。
Ｃ 17��お手紙をもらったことないから，悲しい気持

ちです。

Ｃ３���お手紙が来ないから，元気なさそうに読みま
す。

Ｃ 12��みんながうらやましそうに言います。
Ｃ 12��１番少なくても，一回以上は手紙をもらった

13:51

13:53

14:00

は

お

読み取ったことの共有化を図るために，子ど
もたちの思考に寄り添い，問い返したり，揺
さぶったりする発問を適宜行い，自分の考え
を表現したり，友達の考えに触れたりしなが
ら思考を深める言語活動を設定した。

自分の考えを明確にするため，そして，言語
活動の設定「段階②：集団思考」に主体的に
参加できるように自分の考えをノートに表現
させる言語活動を設定した。

は

○ 学習課題を把握させる。
Ｔ 今日の課題に入っていきますよ。
Ｔ ６ページの「ああ。」を「初めのああ」と呼んで

いいですか？発表している内に混乱して分から
なくなるからね。

※ 板書を指さしながら説明する。
Ｔ では，こちらは？

Ｔ 13 ページの「ああ。」を「終わりのああ」にするよ。
Ｔ では，皆さんノートに『「初めのああ」はこんな

感じに読みます。「終わりのああ」はこんな感じ
に読みます。』と書いてください。その前に今日
の課題をもう一度確認するよ。さんはい。

Ｔ 今日は「手掛かり」を見付けて，その手掛かり
を書いてほしいのです。

※ 板書の「手掛かり」のところに波線を引く。
Ｔ 「私はこう読みます。こんなふうに考えたからで

す。」というふうに手掛かりを書いてね。
Ｔ では，始めてください。

Ｔ いいね。『「初めのああ」については○，「終わり
のああ」については○にしましょう。

○ 学習課題について自分の考えをノートに書かせ
る。

※ Ｃの児童への手立てを中心に机間指導しながら，
誰から指名するか指名の順番を考える。

Ｔ 「初めのああ」が書けた人は，「終わりのああ」の
ことを書いていいからね。

Ｔ 両方書けた人立ってください。
※ 机間指導をする。
Ｔ あと１分ぐらいでいいかな？
※ 机間指導をする。
Ｔ では，座りましょう。

○ ノートに書いた考えを発表する。

Ｔ 「初めのああ」から始めます。自分の考えを言え
る人いますか？

※ Ｃ 10 を指名する。
Ｔ どうしてですか？
Ｔ うれしそうと悲しそうのどちらですか？
Ｔ では，うれしそうはこちらですか？
※ Ｃ 14 を指名する。
Ｔ Ｃ 10 と同じでうれしい？
Ｔ 理由は言えますか？
Ｔ では，言ってください。

Ｔ なるほど。同じようなこと書いた人います？
※ Ｃ 17 を指名する。
Ｔ なるほどね。次からリレー発表でお願いします。
※ Ｃ３を指名する。

※ Ｃ３からＣ 12 へ，リレー発表をする。
Ｔ なぜですか？
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Ｔ うらやましそうに読むってどんな感じですか？
「ああ。いちども。」のところを，さんはい。

Ｔ なるほどね。みんなそんな感じした？
Ｔ 他に言える人いますか？
※ Ｃ 18 を指名する。

Ｔ 質問って何って質問したのですか？
Ｔ 先生がかえるくんをやるから，それに答えてね。
※ 「いちどもかい。」と声に出して読む。
Ｔ 他に言える人？
※ Ｃ５を指名する。

Ｔ なぜ，「ちょっとだけ」って考えたのですか？

Ｔ 隣のＣ７はどう考えたの？
Ｔ ダウンした感じって何ですか？みんなにも詳し

く教えてください。
Ｔ お手紙をもらったことがないから，ダウンって

どういうことかな？
Ｔ ダウンした感じで読めますか？やってみてくだ

さい。
Ｔ 下に下がった感じだと思った人，手を挙げてく

ださい。
Ｔ 最後に，Ｃ９の考えを教えてください。
Ｔ こんな近くで見られたら緊張しますね。では，
  先生が代わりに読みます。
※ ＴがＣ９のノートに書かれた考えを読む。
Ｔ 地の文って何か覚えていますか？

Ｔ Ｃ９は，昨日勉強した言葉を使っているのが，す
ごいなぁと先生思ったのです。最後に発表して
もらおうと思っていたのです。

Ｔ では，次，13 ページの「終わりのああ」のとこ
ろに行きます。

※ Ｃ２を指名する。

Ｔ 誰が？
※ Ｃ 19 を指名する。
Ｔ どうしてですか？
Ｔ 「お手紙をもらうから」と「お手紙を書いてくれ

たから」は同じことですか？違うことですか？
※ 同じだと思う人？違うと思う人？と挙手を求め

る。
Ｔ どこが違うのか言える人いますか？

Ｔ Ｃ 19 は，もらうだから受け取る感じを言ってい
るのですか？

Ｔ Ｃ２はどうですか？

※ Ｃ 18 を指名する。
Ｔ いいお手紙だなあと思った理由を言えますか？

Ｔ 親友ね。
Ｔ どんな漢字かな。難しい漢字でしたね。
Ｔ 「親友」と「親愛」って似ている意味だね。
※ Ｃ 16 を指名する。

Ｔ 何が似ているの？この３つですか，なるほど。
※ Ｃ 10 を指名する。
※ Ｃ３を指名する。
Ｔ いいお手紙って思ったのはなぜ？

ことがあるはずだから，うらやましそうに読みます。
Ｃ 12��「ああ。いちども。」（を声に出して読む。）
※���数名が笑顔でうなずく。

Ｃ 18��がまくんは，かえるくんの質問に答えるから
優しく読みます。

Ｃ 18��「いちどもかい。」って質問しました。

Ｃ 18��「ああ。いちども。」（と答えるように読む。）

Ｃ５���Ｃ 10 と似ているんどけれど，ちょっとだけ悲
しい感じで読みます。

Ｃ５���お手紙をもらったことがないのに，嬉しそう
に読むのは変だと思ったから。

Ｃ７���ダウンしているように読みます。
Ｃ７���お手紙もらったことないから。

Ｃ７���下に下がる感じに読むことです。

Ｃ７���「ああ。いちども。」
※���Ｃ７が下に下がる感じを音読で表現する。
※���ほぼ全員が挙手する。

※ �私はその後ろの地の文に，「悲しい気分で腰を
下ろしました。」って書いてあるから悲しそう
に読みます。

Ｃ５���説明の文です。
Ｃ１���ナレーターです。
Ｃ 12��会話文ではない文です。

Ｃ２���お手紙を書いてくれて嬉しいから，嬉しそう
に読みます。

Ｃ２���かえるくんです。
Ｃ 19��嬉しいから。
Ｃ 19��お手紙をもらうからです。
Ｃ �「ちょっと違う」「違う」などのつぶやき。

※ �「同じ」は０名，「違う」はほとんどの児童が
挙手する。

Ｃ１���書いてくれたともらうは違って，書くことと
もらうことです。

Ｃ５���（身振りを付けて）もらうは受け取る感じです。
Ｃ 19��そう。

Ｃ２���お手紙に親愛なるって書いてあるから嬉しそ
うに読むといいと思う。

Ｃ 18��いいお手紙だから嬉しそうに読みます。
Ｃ 18��「ぼくが君の親友であることを嬉しく思ってい

ます。」のところ。
Ｃ１���親愛（のところ）。

Ｃ 16��かえるくんがお手紙を出してくれたから嬉し
い。

Ｃ５���ああ。何か似ている。（指をさす感じで）

Ｃ 10��お手紙が来るから嬉しそうに読みます。
Ｃ３���何かいいお手紙だなあと思って。
Ｃ３���「僕の親愛なる…。」のところです。
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Ｔ 親愛っていい言葉なのかな？
Ｔ 親愛と，親友のところがいいんですね。
Ｔ こちらの場面を一言で表すとどんな場面ですか？
Ｔ こちらは，暗い場面なんですね。あとは？

Ｔ なぜ？夜のような場面なの？

Ｔ 挿絵を手掛かりにして考えたのですね。
Ｔ この場面の挿絵を用意していますよ。
Ｔ この挿絵を見て暗い感じがしますか？例えば，ど

こを見て暗い感じがすると思ったのですか？

Ｔ みんな口に注目してね。本当に違いますか？

Ｔ こっちはどんな口かな？

Ｔ 他に目のことで言える人いますか？

Ｔ 目以外のことで言える人いますか？
Ｔ 何が下がっているのですか？
Ｔ 挿絵を指さして言えますか？
Ｔ ここは何て呼びますか？

Ｔ 手のこと考えていた人いますか？

Ｔ 手を組むときってどんなときか言える人いますか？
Ｔ では，上の場面は嬉しそうなのですね？
Ｔ では，肩を組むときってどんなときですか？
Ｔ みんな肩を組んだことありますか？

Ｔ どんなときでしたか？

Ｔ リレーとかね。
Ｔ この二人は写真を撮っているのかな？
Ｔ では，どうして二人は肩を組んでいるの？
Ｔ 挿絵の話が出たから，挿絵のところについて話

し合ったけれど，もう一度戻ります。
Ｔ 会話文やその周りの文を手掛かりにした考え 

を指さしながら，これはどんな感じですか？
Ｔ 楽しい感じ以外で言える人いますか？

Ｃ３���親愛って言葉がいいからです。
Ｃ３���すごい友達って感じでいいからです。

Ｃ 11��お手紙が来なくて暗い場面です。
Ｃ６���悲しい場面です。
Ｃ５���夜のような場面です。
Ｃ５���「黄色いバケツ」の学習のときに，夜のよう

な暗い挿絵があったから…。
Ｃ５���はい。

Ｃ５���顔が結構違う。（というつぶやき）
Ｃ８���顔が違って，口が閉じていたり，喜んでいる

ときは口が曲がったりしている。
Ｃ� 違います。
Ｃ５���完全に口が違う。（というつぶやき）
Ｃ５���「三角お山」の形です。
Ｃ 15��波なみ線みたい。
Ｃ 10��上の挿絵は，口が悲しそうで，下の挿絵は嬉

しそうな感じがする。
Ｃ２���初めの時は目がしょぼんってなっているけれ

ど，終わりは目が開いている。
Ｃ 18��暗い方は目が開いていないけれど，最後の方

は目が嬉しそう。
Ｃ 21��上のがまくんが悲しそうで，下のがまくんは

楽しそうな感じの目をしている。
Ｃ７���上の挿絵は悲しい感じで下がっていて…。
Ｃ７���体が…下の挿絵は上がっている感じがする。
※� 「背中が…」と挿絵を指さして説明する。
Ｃ７���背筋です。
Ｃ７���手も…。
Ｃ �同じこと考えていました。
Ｃ２���上の時は１人ずつ手を組んでいるけれど，下

の時は２人で肩を組んでいます。
Ｃ 11��嬉しいときです。
Ｃ 13��違います。落ち込んでいるときです。
Ｃ６���うれしいときとか。楽しい時です。
Ｃ８���１年生のときからいっぱいあります。
Ｃ５���保育園のときからあるよ。
Ｃ２���気持ちに自信があるときです。
Ｃ 15��チームで頑張ろうというときもです。
Ｃ 12��例えば，何かして一緒に遊ぶときとか，チーム

でする大会とかのときにエールを送るとか…。
Ｃ５���写真に写るときも…。
※ �「えー。」「違う。」などというつぶやきがある。
Ｃ８���「やった！」ってお手紙もらうときだからです。

Ｃ 13��楽しい感じです。

Ｃ９���明るい。
Ｃ３���Ｃ９と同じで明るいし，優しい感じです。
Ｃ１���うれしい感じです。
Ｃ 19��同じこと考えていました。（つぶやき）
⑸板書の工夫

２つの会話文から場面の様子について想像を
広げながら読み，がまくんとかえるくんの気
持ちの変化を読み取らせるために，子どもた
ちの思考を促し，思考や判断，表現をサポー
トする構造的な板書を行った。
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○ 思考のまとめをさせる。
※ 会話文やその周りの文を手掛かりにした考えと

挿絵を指さしながら発問する。
Ｔ こちらで言っていたことと，挿絵はどちらも同

じようなことを言っているのですか？
Ｔ 挿絵と文はつながっているといっていいです

か？
Ｔ じゃあまとめに入る前に確認しますよ。
Ｔ こちらは何のことで話し合っていましたか？
※ 挿絵から出た発言の板書部分を指さしながら聞

く。
Ｔ では，こちらは？
※ 文の方を指さしながら聞く。
Ｔ 今日，いい言葉の発言がありましたよ。

○ 本時のまとめをさせる。
Ｔ 鉛筆を持ってください。今日のまとめを書きま

す。

○ 台本への書き込みのモデルを提示する。
Ｔ 今日学習した，最後の場面の台本作りをします。

先生はこのように考えました。
※ 書画カメラで大型テレビに提示する。
Ｔ 先生は，この人たちと同じような考えです。
※ 板書を確認しながら話す。
Ｔ お手紙の中の「親友」とか，「親愛なる」に注目

して，感動したように読みたいのです。
Ｔ 感動したことを音読で表現するのは少し難しい

から，Ｃ９のように地の文に注目したらいいか
なと思ったので，「とても幸せそうに」を丸で囲
みました。

Ｔ 先生は音読劇を成功させるために，こんな風に
書き込みました。

Ｔ 挿絵のところを見ると，挿絵で二人は肩を組ん
でいるから幸せそうかなと，そして，最後は暗
い場面ではないから，幸せそうですね。

Ｔ 先生の台本はどうでしたか？

○ 台本に書き込みをさせる。
Ｔ では，自分の台本を出してください。
Ｔ 今日の「ああ」みたいに，会話文で大事なとこ

ろを読むために，丸で囲んでつなげたり，言葉
で書いたりしてみてください。

Ｔ 今日は，１か所を目標に書いてみてください。
Ｔ １か所出来た人は台本を置いてください。それ

が先生への終わった合図です。
Ｔ では，本当に終わりにしましょう。台本を閉じ

てください。

○ 自己評価をさせる。
Ｔ 最後に振り返りをします。
Ｔ 今日の学習課題を読みましょう。
Ｔ 見付けた手掛かりは何でしたか？
Ｔ 今日の学習でこのようなことが分かった，出来

たと振り返った時，よかった人は◎，まあまあ
だった人は○，全然分からなかった人は△を付
けましょう。振り返りを付けた人はお立ち下さ
い。

Ｔ あいさつをしましょう。終わります。
Ｔ では，ノートと台本を集めます。

⑹言語活動の設定 段階③：思考のまとめ

Ｃ �はい。言っている。

Ｃ１���挿絵です。

Ｃ 19��文です。
Ｃ 12��会話文です。
Ｃ９���地の文です。

※ �本時のまとめをノートに書く。

Ｃ �考えが一緒です。

⑺学びを振り返る場の設定

⑻学ぶ意欲を高める自己評価の在り方

※ �全員で本時の課題を声に出して読む。
※ �全員で本時のまとめを声に出して読む。

Ｃ �終わります。
※ �ノートと台本を提出する。

14:18

14:20

14:21

14:23

14:28

14:30

集団思考で話し合われたことの共有化を図るた
めに，学習用語を使って整理・分類しながらま
とめる言語活動を設定した。

会話文や地の文，会話文を手掛かりに考えるとよい。

単元を貫く言語活動への学ぶ意欲を高めるため
に，本時の課題やまとめを振り返り，◎○△の
３段階で振り返り，ノートに記入する場面を設
定した。

個人思考で考えたことや集団思考で交流したこ
と，思考のまとめで明らかになったことなど本
時で学習し明らかになった読む能力を活用する
場面を設定した。
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８ 本時の分析
⑴学習内容を明確にする導入                             
本単元では，学習計画表を活用して，前時までの学習を振り返ったり，課題を声に出して読
み，ノートに書いたりする場面を毎時間位置付けた。その結果，大変スムーズに学習内容を明
確にする導入を図ることができた。

⑵発問の工夫                                    
２つの会話文（「ああ。いちども。」と「ああ。」）は同じ読み方をするか，違う読み方をする
かを尋ね，自分の立場を明らかにした上で，自分の考えを明確にもたせた。その結果，本時の
学習課題に対して，全員が自分の考えをもち，焦点化を図りながら思考を深めることができた。
低学年の児童には，「比較する」という思考を促し，個人思考の場面を活性化する手立てとして
は有効であったと考えられる。

⑶言語活動の設定 段階①：個人思考                         
自分の考えをノートに表現させる際，自分の力で文章を読み取れない児童には，２つの「あ
あ。」の周辺を教師と一緒に音読する，挿絵の違いを見付けて印を付けるなどの方法で読み取
ることができるように手立てを講じた。その結果，自分の考えを明確にしたり，集団思考に主
体的に参加したりする児童の姿へとつながった。

⑷言語活動の設定 段階②：集団思考                         
子どもたちの思考に寄り添い，問い返したり，揺さぶったりする発問を適宜行い，自分の考
えを表現したり，友達の考えに触れたりしながら思考を深めることをねらった。その結果，読
み取ったことの共有化を図り，本時の学習課題に対する一人一人の思考を深めることができた。

⑸板書の工夫                                    
焦点化を図るために，「文から分かること」，「挿絵から分かること」の２点に整理し，２つ
の場面の会話文や挿絵の比較を手掛かりにして考えられるようにした。その結果，意見や考え
を整理・分類し思考や判断，表現をサポートする構造的な板書を作成し，児童の学びを支える
手立てとなった。

⑹言語活動の設定 段階③：思考のまとめ                       
集団思考で話し合われたことの共有化を図るために，学習用語を使って整理・分類しながら
まとめる言語活動を設定した。キーワードとなる考えを見える化し，会話文の読み方を考える
ときには，「会話文の意味」「地の文（会話文の周りの文）」「挿絵」を手掛かりにするとよいこ
とを整理することができた。

⑺学びを振り返る場の設定                              
思考のまとめで明らかになった読む能力を活用する場面では，教師が台本への書き込みのモ
デルを提示したことで，児童にイメージをもたせ，具体的に台本に音読の仕方や体の動かし方
を書き込むことができた。台本に書き込めない児童には，本時の学習を板書やノートを手掛か
りにして振り返らせる，音読の仕方や体の動かし方を例示し選択させるなどの方法で書き込む
ことができるよう支援した。

⑻学ぶ意欲を高める自己評価の在り方                         
単元を通して毎時間，一単位時間の終末に自分の学習の状況を◎○△の３段階で振り返り，
ノートに記入する場面を設定した。その際，本時の課題やまとめを改めて声に出して読み返す
場面を位置付けたことで，本時の学習課題やまとめを意識して振り返ることができた。このこ
とが，単元を貫く言語活動への学ぶ意欲を喚起し，意欲の持続を図ることへとつながった。３
段階で振り返ることは，児童にとっても簡単なことで，継続しやすい。繰り返し取り組むこと
で，自己評価能力を高めることにもつながると考えられる。
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８ 本時の分析

⑴学習内容を明確にする導入

本単元の第２時において，文字を含んだ式で個数や代金を表すことを学んでいるので，本時の学

習内容が文字を含んだ式になることについては，スムーズに理解できていた。

⑵発問の工夫①

この問題については，正答に挙手した生徒が多かった。挙手した人数によって正答を予想したり，

自分の間違いに気付いたりした生徒もいたと思われる。よって次の個人思考では，ほぼ全員が正答

についての説明を考えていた。

⑶言語活動の設定 段階①：個人思考

文章で説明している生徒が一番多く，絵を描いている生徒と文字を数に置き換えている生徒も数

人いた。４月以降，自分の考えを記述させることを継続してきたため，ほとんどの生徒が記述でき

ていた。

⑷言語活動の設定 段階②：集団思考

４a-500 を「絵で描く方法」，「文字を数に置き換える方法」の順に説明させた。いずれも明快な説

明をし，ほとんどの生徒が理解できていた。ここで全体として４a-500 で間違いないという雰囲気で

あったが，一人だけ 500- ４a を主張した生徒がいたので，その意見を取り上げ，集団思考の中心的

な話題とした。ここでは問題文の捉え方が違ったため，それを全体が理解するまでに時間を要した。

しかし一人の生徒の明快な説明により，全体が理解することができた。問題文の捉え方が話題となっ

たが，間違った生徒がどのように問題を読み取っていたかを理解しようと考えたり，正しい説明を

聞いたりして，理解することも言語活動の一つであり，数学の授業の中でも時間をかける価値は十

分にあると考える。

⑸板書の工夫

文章や絵など，生徒の考え方を表現させるうえで，小型のホワイトボードは時間短縮の点からも

有効であった。また，板書スペースを把握しやすいことや，移動できることにより２つの考え方を

並べて比較することができるなどの点も挙げられる。なお，マーカーの色が複数あると，より利用

の幅が広がることも考えられる。

⑹発問の工夫②

ここでは，４aから 500 を引くのか，500 から４aを引くのかがこの学習の中心であるので，「見た

目の違い」を問うことで，すべての生徒が考えられ，生徒の思考をスムーズに焦点化させることが

できた。
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⑺言語活動の設定 段階③：思考のまとめ

本時のまとめとして，文字を数で置き換えることが，文字式を作るうえで有効であることを実感

させたかったが，この発問で生徒の返答がなかったため，すぐに教師側から，まとめに向かわせる

形になってしまった。まとめでは，いかに生徒の言葉でまとめにつなげるかが大切であり，より分

かりやすい発問を準備しておく必要があった。

⑻学びを振り返る場の設定

適用問題を解くときに，再度「文字を数に置き換えることで分かりやすくなる」ことを確認する

ことで，本時のまとめを定着させることができた。

⑼自己評価

本時の学習内容は比較的難易度が低かったため，ほとんどの生徒が課題に対して自分の考えをしっ

かり考えることができたと判断していた。よりよい発表を選ぶ設問については，絵の説明が分か

りやすかったと書いた生徒が多かった。今回はホワイトボードで発表した二人の生徒を対象とした

が，１時間を通して，発言した生徒全てを対象として判断させてもよかったと思われる。
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⑤

① ②

③

④
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○授業の分析

・数名が「大人２人と子供３人」と書いていた。また「大人一人 a円に２をかけ，子ど

も一人 b円に３をかけたものを足した式」と，式が何を表しているかではなく，乗法

の約束である，“×”が省略されていることを説明している生徒も数名見られた。何

を表しているかを問い直すと，「大人２人と子供３人の入館料」という答えに収束し

かけたが，“＋”の意味である，「合計」という言葉が必要であるという意見が出て，

全体として納得することができた。そして練習問題では，間違いを説明させることで，

思考・判断・表現を評価した。�

単元を通した成果と課題

＜成果＞

○目標を明確にする導入が意欲化につながる。

○予想を取り入れることで，生徒の主体的な関わりを促すことができる。

○自分の考えを必ず書かせることで，思考力を伸ばすことにつながる。

○取り上げ方を工夫することで，集団思考をより深めることができる。

○板書の工夫をすることで，より思考を促すことができる。（ホワイトボード等）

○適用・練習問題の積み重ねが，思考力向上につながる。

＜課題＞

●発問によってまとめの理解度が変わるため，発問の厳選が重要である。
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第Ⅳ章 研究協力校の授業実践

○東川町立東川中学校 １年 国語科

授業者 菊 池 杏 子 教 諭

研究部 柳 澤 麻 弥 教 諭

○旭川市立愛宕小学校 ３年 算数科

授業者 浅 田 則 行 教 諭

研究部 大 山 みのり 教 諭

  

○旭川市立東光小学校 ４年 理 科

授業者 平 井 佐 知 教 諭

研究部 佐 藤   忍 教 諭
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９ 集団交流での意見を基にして物語で描かれてい
る「人の気持ち」についての自分の考えをまとめ
る。

「竹取物語」には，今と変わらない愛情や人間らしさ，悲しみが描かれている。
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⑷ 板 書
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○ これまでの学習の流れを確認させる。� �
Ｔ それではですね，今日の竹取物語入っていきたいと思いま

す。
Ｔ 教科書前回の 105 ページを開いてください。
Ｔ さて，問題です。前回何をやったでしょう。
Ｔ お話ですけど，どんな場面でしたか。
Ｔ 別れの場面ですね。
Ｔ 前回，別れの場面のかぐや姫の気持ちを考えてもらいまし

たね。今日は，実は竹取物語のまとめの１時間に入ります。
Ｔ まとめの１時間なのですが，一番最初に最後の一時間はこ

れをやりますよという単元を通して考えようという課題を
出していました。� �

Ｔ このあと確認しますが，その前にちょっと今日全体の竹取
物語のあらすじを使いますので，最初からどんな話だった
かを確認したいと思います。� �

Ｔ 竹取物語，スタートはどんな場面でしたか。
Ｔ 竹が光ってて…。見つけちゃうということで…。�
Ｔ 竹が現れるでいいですか。� �
Ｔ では，竹だと主張していますが，私は姫と捉えますので，

姫で行きます。��
Ｔ 次です。竹が光って，かぐや姫が現れました。現れた後，

３ヶ月で大きくなってその後しつこい人たちが現れます。
さて現れるのは誰でしょう。

Ｔ ５人の貴公子はかぐや姫に何をしにやってきたのでしょう。
Ｔ 求婚されますね。� �
Ｔ 続いて，かぐや姫は求婚されて，無理難題を押し付けてお

断りします。その後に月を見たら泣くようになりました。
その後，前回やった通りです。何の場面でしょう。

Ｔ 最後は，実はかぐや姫には結婚はしていませんが，お手紙
のやりとりをする相手がいました。

Ｔ 今日はですね，帝とかぐや姫の関係の４つまでを入れてち
ょっと考えていきたいと思います。��

Ｔ 前回までに，この４つやってきているんですが，実は結末
をまだ読んでいません。結末部分について私が読みたいと
思います。106 ページを開いてください。７行のところで
すね。� �

� � �
○ 結末部のあらすじを読み，物語の結末を知らせる。�
Ｔ はい。読みます。� �
※ あらすじを読む。

○ 学習課題を提示し，板書する。
Ｔ 今日，今終わりまでお話を確認したので，今日の課題の確

認です。

Ｔ 全員で読んで確認したいと思います。

Ｔ ということで，今日みなさんに探ってほしいと思います。
Ｔ 探るにあたりですね，ワークシート準備しました。課題を

書いてください。�
Ｔ それではですね。そろそろ書き終わったかな？書き終われ

たようですので，今日今からみんなですることの確認をし
ます。

○ 個人で作品に見られる人の気持ちについて考えさせる。�
Ｔ まずですね。なんで物語が読まれているのかのプリントに

ある理由を考える前に登場人物の気持ちを考えたいと思い
ます。� � � � �

Ｔ 読まれる理由のところに，登場人物の気持ちが関わってく
ると思うんです。ですので，その手掛かりとしてまず，物
語が読まれる理由の前の登場人物の気持ちを考えていきま
す。

Ｔ ワークシートにヒントを載せてあります。ワークシートを
よく見て考えてください。� � �

Ｔ ５つ枠があるんですけど，絶対に考えてほしい人を目立た
せたつもりなんですが，さて，考えてほしい人は誰でしょ
う。

Ｔ まず姫ね。はい，それから…。
Ｔ 帝と…。
Ｔ はい，帝と翁と媼ですね。
Ｔ 見つけた気持ちは，みんな教科書持ってきてますね。
Ｔ 持ってる教科書に，例えば，前回の場面だと「ものしらぬ

ことなのたまいそ。」っていうのをやったんですけど覚え
ていますか。

※ 教科書を開く。
Ｓ お話。
Ｓ 別れの場面

⑴学習内容を明確にする導入

本時の学習内容（本時で考えること）を明確にするた
めに，これまでの学習の流れや物語のあらすじを確認
した。

Ｓ おじいさん（翁）が，竹を切って…。
Ｓ 竹が光ってて…。
Ｓ それを見つけて…。

Ｓ ５人の貴公子。

Ｓ 求婚。

Ｓ 別れの場面。

Ｓ 帝。

※ あらすじを聞く。

Ｓ 「どうして『竹取物語』が今でも大勢の人に楽しまれ
ているのかを探ろう。」

※ 課題を読み上げる。

⑵発問の工夫①

読まれ続けている理由を考えるためには，登場人物の
気持ちを読み取ることが必要であることを意識させた。

Ｓ かぐや姫。

Ｓ 帝。
Ｓ 翁と媼。

13:30

13:31

13:35

13:39

７ 本時の授業記録

どうして「竹取物語」が今でも大勢の人に楽しまれているのかを探ろう。

時間 教師の活動 生徒の活動
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Ｔ 天人に対して，かぐや姫から「ものをわきまえないことを
おっしゃらないでください」って言ってこの時の気持ちを
こんな気持ちじゃないかっていうのを前回考えました。

Ｔ そういう形で教科書に証拠を見付けられた人は線を引いて
ください。

Ｔ かぐや姫はきっとこんな気持ちです，ここに証拠を発見し
ましたっていう形で発見できたら線を引いてください。

Ｔ これね，見付けた気持ちの場所は一緒でも自分の読みだと
か考えが入るので答えは一つではありません。

Ｔ なので，たくさん見付けてくれると嬉しいです。
Ｔ 箇条書きで書いてほしいと思います。
Ｔ では，まずＳ１に聞こうかな。じゃ登場場面から行きます。
Ｔ えー，かぐや姫は竹の中で光ってました。おじいさんに見

付けてもらって手乗り姫になってお家に連れて帰ってもら
うんですけどその時どんな気持ちだったと思いますか。

Ｔ 登場場面の場面ごとに考える場合は，例えば，見付けたの
は，おじいさんです。うちに子どもがほしかった，でも家
にはいない，そんなおじいさんが竹の中からかわいい子を
見つけました。

Ｔ さて，どんな気持ちでしょう。

Ｔ という形で，きっとこの場面のこの気持ちはこんな感じだ
という形で考えてください。

Ｔ それではですね。ちょっと今から３分ほど時間をとります
ので見つけた気持ちをワークシートの方に書いてもらって
いいですか。

Ｔ では，ここから考える時間３分スタートしたいと思います。
では，どうぞ。

○ グループで思考させる。

Ｔ 今からみんなには，一人で考えているんだけど，ちょっと
一人だと思い付きませんっていう人もいるんですよね。な
ので，グループごとにかたまってもらってちょっと相談し
て考えを広げたいと思います。

Ｔ それでは今から３分間，グループで話し合いの時間をとり
たいと思いますので，自分の考えを広げてください。

Ｔ では，どうぞ。何かあったら声をかけてくださいね。

○ グループで思考させる。
Ｔ グループごとに話している内容に少し差がありますので，

そろそろ全体の確認の時間を入れたいと思います。
Ｔ 途中で構わないので一度手を置いてもらえますか。
○ グループで考えたことを基に，物語で描かれている「人の

気持ち」について説明させる

Ｔ それではですね。登場人物ごとにどんな気持ちがお話の中
に出てきたのかというのを聞いていきたいと思います。

Ｔ まず，かぐや姫から聞いていこうと思いますので，「やっ
たー」「うれしい」の他にあったら教えてもらおうと思い
ます。

Ｔ 発表，グループごとに当てちゃうとそれはそれでプレッ
シャーだと思うので，考えある人という形でいきます。

Ｔ もし，考えあるんだけど自信がもてないという場合は，グ
ループの中で話してから発表しても構いません。

Ｔ では，教えてください。まずかぐや姫から行きます。「やっ
たー」「うれしい」の他にこんな気持ちがあると思います
という人教えてください。

Ｔ 翁に感謝。あぁいいですね。
Ｔ 感謝の気持ちがあると思います。はい，他に。
Ｔ 少し不安。何に対して？
Ｔ あぁ拾われて嬉しいけど…。少し不安なんじゃないかなっ

てことなんですね。
Ｔ はい，他に？登場場面にこだわらなくても，場面が進んで

いいですよ。
Ｔ 結婚したくない。誰に対して？
Ｔ ですね。はい，他にありますか。

Ｔ うっとうしく思う。かぐや姫が５人に対して「うっとうし
い」ってことですね。

Ｔ そうですね，これ女子が盛り上がっていたところです。５
人から言い寄られて迷惑なんだけどって。

Ｔ はい，他に聞いてみます。
Ｔ あぁイラついている感じ。
Ｔ いいですよね。天人が失礼なんですよね。ここは汚い世界

だからとか早く羽衣着てって言って別れの時だから時間が
欲しいのに邪魔される。

Ｓ うれしい。�
Ｓ１�わぁ。� ⑶言語活動の設定��段階①：個人思考

自分の考えをもって段階②の集団思考で主体的に意
見を発表させるために，ワークシートに書いて表現
する言語活動を設定した。

※ 作品に見られる人の気持ちについて考え，ワークシー
トに書く。

⑷学習形態の工夫

自分の考えをもっていても全体ではなかなか発表で
きない生徒に発表の機会を保障するため，また，自
分ひとりでは考えをもつことが難しい生徒に参考と
なるようにするためグループで思考する形にした。

⑸言語活動の設定 段階②：集団思考

他者の意見を聞いて，よい見方や考え方を広げたり，
自分の考えに確信をもったりするために，グループ
で話し合った結果について発表し，交流する場を設
定した。

※ グループで話し合う。

⑹板書の工夫

自分の考えと全体の考えを比較したり，修正したりしや
すくするためにワークシートと関連させた板書を行った。

Ｓ２�翁に感謝。

Ｓ３��えぇと少し不安。
Ｓ３��拾われて嬉しいけど…。

Ｓ４��結婚したくない。

Ｓ４��貴公子。
Ｓ５��５人の貴公子のところなんですけど，うっとうしく思

う。

Ｓ６��天人に汚いとか言われて少しイラついている。

13:51

13:57
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Ｔ はい，他に？聞いてみます。

Ｔ 別れが辛い。
Ｔ はい，他に？

Ｔ 心配。おじいさんとおばあさんのことが心配。ということ
ですね。

Ｔ それではですね。もっと姫の気持ちを聞きたいのですが，
違う人のところも聞いていきたいです。まずですね，おじ
いさんとおばあさんのことを聞きたいと思います。

Ｔ おじいさんとおばあさんの気持ちはどんな気持ちがありそ
うですか？

Ｔ 育ててみたいと思った。
Ｔ はい，他に？
Ｔ 天人に連れて行かれたくない。姫に戻りましたね？違う？

こっちか！別れのシーンね。天に帰って欲しくないの方で
すね。

Ｔ 次，進んでみましょう。そろそろ５人の貴公子の気持ちを
聞きたいと思います。

Ｔ ５人の貴公子はどんな気持ちでかぐや姫のところに来たん
でしょうか。

Ｔ 結婚したーい。
Ｔ そうですね，結婚したいから現れたのに…。
Ｔ 貴公子で，他に付け足したいという気持ちとかありますか？
Ｔ きれいな人だなっていう…。
Ｔ あと１人くらい５人の貴公子で。
Ｔ どんなことをしてでも。
Ｔ それではですね，ちょっと帝について聞いてみようかな。

帝の気持ちは，どんな気持ちでしょう。

Ｔ この時代は宮中というので，宮中に直していいですか。
Ｔ 日本史で言うと城のことですね。
Ｔ 他に付け足しがある人いますか。
Ｔ あぁ月に帰って欲しくない。
Ｔ はい，では次は天人について聞いてみましょう。
Ｔ かぐや姫が月に帰ってきて欲しい。そうですね。連れ戻し

に来ます。
Ｔ はい，天人について付け足しありますか？
Ｔ 早く連れて帰りたい。そうですね。
Ｔ こんなところかな？
Ｔ 汚い世界だからね。

○ 板書やワークシートを活用して集団思考を振り返り，物語
で描かれている「人の気持ち」について自分の考えをまと
めさせる。

Ｔ それではですね。みんなに考えてもらった登場人物の気持
ちを一言にまとめたいと思います。

Ｔ みんなのワークシートに矢印がありますね。そこに書いて
ください。

Ｔ まず，かぐや姫はおじいさんやおばあさんに対してどんな
気持ちでいるでしょう。一言で言うと…。

Ｔ 感謝。いいですね。では，感謝でいきましょう。かぐや姫
からおじいさんおばあさんへは感謝という気持ちですね。

Ｔ じゃあおじいさんとおばあさんから姫に対してはどんな気
持ちでしょうか。

Ｔ 一緒にいたいという気持ちですよね。
Ｔ 姫から５人の貴公子に対する気持ちを一言で表すと？
Ｔ うるさい。
Ｔ ５人の貴公子から姫に対してはどんな気持ちですかね。一

言で表すと？
Ｔ すごいですね。片方は結婚したいのにもう片方は，うるさ

いと全力で拒否しています。
Ｔ はい，それから帝とかぐや姫の気持ちについて発表できる

かな？
Ｔ かぐや姫の方から帝に対してどんな気持ちだと思いますか。
Ｔ お断り？お断りするんだけど，この２人は手紙の交換しま

すよね。
Ｔ 手紙くらいならいいの？
Ｔ 国で１番偉い人つかまえて５人よりはましって。
Ｔ 登場人物の気持ちを確認できましたね。今まで人の気持ち

について考えてきたのは，これを考えるためでした。
Ｔ みんなにも今から，ワークシートの１番下に書いてある「な

ぜ竹取物語は今でも読まれて楽しまれているのか。」とい
うことを考えて書いて欲しいと思います。いいですか？

Ｔ ではグループで相談タイム２分くらいとりますので，ペン
を置いてください。ではどうぞ。

Ｔ 時間足りないところもあるかもしれませんが，読まれてい
る理由について，ワークシートに書いてほしいと思います
ので，机の形を元に戻してください。

Ｓ７��かぐや姫が別れの場面でここまで一緒に生活してた人
と別れるのは辛くて寂しい。

� �
� �
Ｓ８��別れを打ち明けたときに２人がお嘆きになるだろうと

思ってと書いてあるので心配だと思います。
� �
� �

� �
Ｓ６��子どもがいないから育ててみたいと思った。

Ｓ３��天人に連れて行かれたくない。
� �

�
Ｓ９��結婚したーい。
� �
Ｓ すごい軽い。
� �
Ｓ10�きれいな人だな。
� �
Ｓ８��どんなことをしてでも結婚したい。
� �
Ｓ５��きれいな人だったから城に来てほしい。

� �
Ｓ５��はい。
� �
Ｓ11�かぐや姫に絶対に帰って欲しくない。
�
Ｓ１�かぐや姫が月に帰って来てほしい。

Ｓ13�早く連れて帰りたい。

Ｓ10�どうしてこんなところにいたいのかな。
� �

� �
⑺言語活動の設定 段階③：思考のまとめ

今も変わらない人々の気持ちがより分かりやすくなる
ように一言でそれぞれの気持ちを表し，全体で発表し
合い，考えを深める場を設定した。� �

Ｓ 感謝。
�

�
Ｓ 一緒にいたい。

� �
Ｓ５�うるさい。
� � � �
Ｓ 結婚したい。

Ｓ３�お断り。� �
Ｓ７�手紙くらいならいい。
� �
Ｓ２�５人よりはまし。
� �
※ 課題を再確認する。

※ グループで話し合う。

14:07
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Ｔ ヒントは，今日何のために登場人物の気持ちを考えたのか
ということですよ。今でも読まれている理由に全然関係な
いことを，なぜ 40 分もかけてやったのかというところを
よく考えてみよう。

○ 「竹取物語」が長い間読み継がれ，楽しまれてきた理由を
ワークシートに記入させる。

Ｔ では，どうぞ。
Ｔ ２分経ちましたので，考えた理由について教えてほしいと

思います。
Ｔ 書き終わらない人は頭の中にある考えを教えてほしいと思

います。

○ 「竹取物語」が読まれる理由について，考えたことを発表
させる。

Ｔ 自分はこんな風に考えましたっていうのを教えてくれる人
いますか？� � �

Ｔ 飽きない。
Ｔ なるほど。いろんな人が出てきていろんな場面があるから

飽きない。もうちょっと詳しく聞いてみたいですが，他の
人の意見も聞いてみたいので次に行きます。他の方？

Ｔ 気持ちが分かりやすい。
Ｔ もう少し聞いてみます。他に？

Ｔ 気持ちの変化や周りの人たちの想い。
Ｔ あと１人ぐらい聞いてもいいかな？

○ 学習の振り返りをさせる。

Ｔ では，いろいろ出してもらった意見をまとめていきたいと
思います。

Ｔ まず，竹取物語がどうして読まれているかなので…。
Ｔ みんなが注目したところに「いろいろな人が出てきて」と

あるので，そこを書きたいと思います。
Ｔ 気持ちの変化や周りの人たちの想いだとか一人一人の関係

が面白いだとかいろいろな場面でいろいろな人が出てくる
気持ちっていうところが出てきたんですが，どんな気持ち
がありました？

Ｔ 悲しい。「悲しみ」にします。他には…。
Ｔ 嬉しさが。この気持ちが出てくるところって昔の人だけで

しょうか。
Ｔ 今の人もですよね。

○��自己評価をさせる。
Ｔ��すぐ終わりますが，名前だけ書いてください。
Ｔ��課題への到達度，今日探れたかどうかですね。
Ｔ��読まれている理由を探ることがよくできた人はＡ，できた

人はＢ，大体できた人はＣ，できない人はＤを付けてくだ
さい。

Ｔ��次です。今日の説明で，誰の説明のどんなところが分かり
やすかったか，誰の説明か分からない場合は，こんな説明
がよかったという形で書いてください。

Ｔ��最後です。今日の授業で分かったこと分からなかったこと，
できるようになったこと，考えたことなど感想でも構いま
せんので書いてください。

Ｔ��日直さんお願いします。
Ｔ��ありがとうございました。

⑻発問の工夫②�

単元を貫く言語活動である課題に迫るために，今まで
本時の中で考えてきた人の気持ちが重要であったこと
を意識させた。

※ ワークシートに記入する。

Ｓ５�いろんな人が出ていろんな場面があるから飽きない。

Ｓ13�小さい子でもかぐや姫の気持ちなどが分かりやすい。

Ｓ８�かぐや姫の気持ちの変化とかその周りの人たちの想い
が読んでいて面白いから。

Ｓ１�かぐや姫と他の登場人物の一人一人の関係が面白くて
読まれていると思います。

� �
� �
� �
⑼学びを振り返る場の設定

学習内容や考えたことを振り返えさせるため，ワーク
シートに記入した。�
� �

Ｓ 悲しい。

Ｓ 嬉しい。
Ｓ 今の人も。
� �

※��ワークシートに記入する。
�
�
※��自己評価を行う。

Ｓ��気を付け。ありがとうございました。

14:15

14:18

14:20

14:23

14:28

「竹取物語」には，今と変わらない愛情や人間らしさ，悲しみが描かれている。
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８ 本時の分析

⑴学習内容を明確にする導入�

本時はかぐや姫だけではなく，登場人物の気持ちについて読み取り長く読まれ続けている理
由について考えることが課題となっていた。そのため，最初から最後までの各場面でどんな人
が登場し，それぞれがどんな関わりをもち，どんなことが起こっていたかを把握してから個人
思考に入る必要があった。少し時間をかけた導入であったが，この時間を設定したことにより，
スムーズに個人思考に移ることができたと思われる。

⑵発問の工夫①

本時の課題について考えをもつために，人の気持ちが分かれば長く読まれ続けている理由が
分かるとして，そのつながりを意識させる発問をした。この発問がなければ，「人の気持ちを
考えること」が本時の課題と思う生徒が多かったと思うが，言語活動の前に意識させることが
でき，混乱はなかったように思える。

⑶言語活動の設定 段階①：個人思考

個人思考の時間が短く，より幅広い考えを引き出すことができなかった。かぐや姫・翁と媼・
帝の３つは最低限書き出すこととした。かぐや姫の気持ちについては，たくさん書き出すこと
ができた生徒が多かった。一方，五人の貴公子や天人にまで考えられた生徒は少なかった。課
題に迫る言語活動の段階①だが，生徒の考えをうまく引き出せるように時間配分や考える方法
の工夫が課題である。

⑷学習形態の工夫

個人思考後に，全体による発表ではなく，グループという小集団の中で話し合わせた結果，
発表を苦手としている生徒もよく意見を出していた。日常的なグループ学習が生かされ，支持
的風土もあり，思考が深まったと思われる。読み取りが得意な生徒はより考えが深まり，苦手
な生徒も周りの意見を手掛かりに参加することができた。意見が多く出た結果，時間通りに進
まなかったことが課題である。

⑸言語活動の設定 段階②：集団思考�

全体で発表交流する前に，グループで話し合っていたため，確信をもって発表していた生徒
が多かった。本時では，ワークシートに考えも記入しているが，個人思考で考えたものなのか
集団思考で考えたものなのかが分かりにくい。明確に分かれていれば，思考のまとめにもつな
がるので，ワークシートの活用を工夫（ペンを使用する，枠を変える，印を付けるなど）して
いく必要がある。�

⑹板書の工夫

まとめに結び付けるために，ワークシートにはないあらすじ（場面）を黒板上部に貼ってい
たが概ねワークシートと関連させた板書を行うことができた。あらすじについては，集団思考
において，生徒の発言を整理して板書をする際に活用できた。

⑺言語活動の設定 段階③：思考のまとめ

徐々に思考がまとまっていく生徒や集団思考の時に考えをまとめている生徒が見られた。場
合によっては，集団でまとめることも有効であると思うが，本時では，全体で発表していた生
徒は限られており，個々に十分に考えを深めることができたかというとその点について課題が
残る。

⑻発問の工夫②

本時の始めから，読み取ってきた人の気持ちと，単元を貫く言語活動とが，密接に関連があ
ることを意識させる発問となった。そのため，期待していた「いろいろな人が出てきて面白い」
「出てくる人の気持ちの変化や思いが読んでいて面白い」といった発言が見られた。�

⑼学びを振り返る場の設定

集団思考によって出された生徒の意見をしっかりと反映させたまとめを行うことができた。
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単元の目標

古文特有のリズムや歴史的仮名遣いに注意して音読することで，物語の面白さについて考

え，古文を読み味わうことができる。

本実践における単元を貫く言語活動と部分的な言語活動

本単元では，「読むこと」領域にかかわる言語能力の中から，「場面の展開や登場人物など

の描写に注意して読み，内容の理解に役立てる能力」と「文章の構成や展開，表現の特徴に

ついて，自分の考えをもつ能力」の育成を目指した。その能力を育成するために，教材文「竹

取物語」では，言語活動例「様々な種類の文章を音読したり朗読したりすること。」を意識し，

単元の内容を構成した。また，単元構成は「見付ける（学習内容を明確にする導入）」，「求め

る（展開として言語活動の意図的・計画的な位置付け）」「高める（まとめ・発展として学び

を振り返る場の設定）」を意識して４時間を組み立てた。

○第１・２時：「見付ける」単元の導入部分に関わって

第１・２時「見付ける（導入）」では，生徒が単元を貫く言語活動の見通しをもち，興味・

関心をもって古典作品を学べるように「教材や単元を貫く言語活動など本単元との出会

いの場」を工夫した。また，伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項の学習である

ことも踏まえ，文語のきまりや音読や暗唱についても押えた。

読むことの能力育成に関わる工夫として，具体的には『かぐや姫』の絵本の読み聞か

せによる物語の内容確認や『竹取物語』の絵本を用いたあらすじの確認を行った。古文

とその現代語訳だけではイメージをもちにくいことも，絵本の力を借りて具体的なイメー

ジをもたせることができた。また，生徒が幼児期に実際に読んできた『かぐや姫』と今

回学ぶ『竹取物語』の内容が大きくは変わらないことを全体で確認することで古典作品

に対する抵抗感を軽減し，単元を貫く言語活動への見通しをもたせことができた。

○第３時：「求める」単元の展開部分に関わって

第３時「求める（展開）」では，単元を貫く言語活動と密接につながる部分的言語活

動となるよう，登場人物の中で主役といえるかぐや姫の心情を考えさせる１時間とした。

板書とワークシートを一体化したり，小集団で議論しやすい場を設定したりすることに

より，生徒の思考の流れを作り，どの生徒も自分自身の考えをもつことができるように

工夫した。

物語を「読む」ことに重点を置き，かぐや姫の心情に迫って読み進ませたことで，か

ぐや姫の心情についてはよく読み取ることができた。女性が主人公ということもあり，

女子生徒の読み取りが幅広く多様な表現が出されたため，全体の理解を深めることがで

きた。

９ 実践を終えて

古典の読みの楽しさを味わい，作品に描かれた

世界と現代のつながりを考える学習
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○第４時：「高める」単元のまとめ・発展として学びを振り返る場の設定部分に関わって

第４時「高める（単元のまとめ・発展として学びを振り返る場の設定）」では，これま

でに意識してきた単元を貫く言語活動を振り返る場として，登場人物の心情から今でも

『竹取物語』が読まれている理由を考えさせる１時間とした。

第３時と同様に板書とワークシートを一体化することで，生徒の思考の流れを作り，

どの生徒も自分自身の考えをもつことができるように工夫した。また，物語が読まれる

理由を考えるために登場人物の心情に着目することで，物語としての面白さに気付かせ

ることができ，一人一人が意欲的に根拠をもって考えを述べたり，友達と積極的に意見

を交流し合ったりする姿が見られた。

単元を通した成果と課題

＜成果＞

○単元を貫く言語活動を明確にして取り組むことで，見通しをもって学習に臨ませることが

できた。

○ワークシートと板書の一体化により，生徒の思考の流れを作りやすくなった。

○現代語訳の活用により，物語として話の内容を楽しませることができた。

＜課題＞

●現代語訳を活用することにより，物語を楽しんで読むことはできたが，古典作品を「読み

解く」ということに関わっては，語句の意味確認や歴史的仮名遣いの確認に多くの時間を

割くことは出来ず，少し課題も残る結果となった。

●作品に描かれた世界と現代のつながりを考えさせるための課題を設定するのが難しく，生

徒にとって考えたいと思える課題設定にはもう少し工夫をする必要があった。
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学
校
の
様
子

愛宕小学校は，旭川市のほぼ中心地に位置し，付近は道道 90 号旭川環状線に面した商業施設
の多くある住宅地である。
本校は「豊かな心と体を鍛え，仲間とともにたくましく生きる力を育てる」を教育目標とし，
児童・教師・保護者・地域が互いの信頼と愛情に根ざしながら，協働して教育活動を推進して
いる。

研
究
の
内
容

研究主題を「自ら学び，表現し合う子の育成」とし，算数を窓口に３年計画で研究を進めて
いる。昨年度は，問題解決的な学習の学習過程について模索し，共通理解を図ってきた。今年
度は，「課題設定の工夫」や「算数的活動の工夫」のあり方について更に研究を深め，児童の思
考力を高めるとともに，児童が楽しみながら主体的に学び合える集団思考の在り方に目を向け
研究を進めている。

研究協力校の授業実践 小学３年 算数科

(２桁)×(１桁)の計算の仕方を考え，表現する学習

日 時  平成 26 年 11 月７日（金）５校時 実施
児 童  旭川市立愛宕小学校３学年１組 33 名
指導者  浅 田 則 行

１ 単元名 �「１けたをかけるかけ算の筆算」（啓林館 ３年 )
�
２ 単元について
〈教材観〉
本単元に関わる学習指導要領の目標及び内容（抜粋）は，次の通りである。

【学習指導要領】～第３学年 (算数 )の目標と内容～
１ 目 標
⑴ 加法及び減法を適切に用いることができるようにするとともに，乗法についての理解を深め，適切
に用いることができるようにする。また，除法の意味について理解し，その計算の仕方を考え，用い
ることができるようにする。さらに，小数及び分数の意味や表し方について理解できるようにする。

２ 内 容
Ａ 数と計算
⑶��乗法についての理解を深めその計算が確実にできるようにし，それを適切に用いる能力を伸ばす。
ア ２位数や３位数に 1位数や２位数をかける乗法の計算の仕方を考えそれらの計算が乗法九九な

どの基本的な計算を基にしてできることを理解すること。またその筆算の仕方について理解す
ること。

イ 乗法の計算が確実にでき，それを適切に用いること。
ウ 乗法に関して成り立つ性質を調べ，それを計算の仕方を考えたり計算の確かめをしたりするこ

とに生かすこと。

第２学年では ,�かけ算の意味理解や唱える練習 ,�九九の構成 ,�かけ算を使ったいろいろな
問題解決等を学習してきている。さらに，九九の表を使って ,�かける数が１増減するとかけ
られる数だけ増減すること，分配法則，交換法則，積が同じになる九九が複数あることなども
学習している。
また，第３学年では ,�前単元で被乗数 ,�乗数の一方が０の時の乗法や，10 倍した数・100
倍した数の乗法も学習してきた。�
本単元では ,�何十・何百のかけ算を理解・習熟させた上で，（２・３位数）×（１位数）の
計算を取り上げ，十進位取り記数法に基づいて位ごとに分けて計算することのよさを理解させ
る。その上で，この考えを筆算形式と結び付け，計算の順序，かき方，唱え方を知らせて筆算
の仕方を十分理解できるようにする。

〈児童観〉
本学級は，課題に対して真剣に取り組むことができ，計算等に根気強く取り組める児童が多
い。しかし，授業での発言に消極的で，自分の考えを発言できずに聞き手に回ってしまう児童
も多くいる。事前に行った「かけ算」のレディネステストでは，九九やそれに関わる法則につ
いては９割以上の児童が概ね理解している状況であった。しかし，文章題の立式において「か
ける数」と「かけられる数」を間違えた児童が多く，九九の意味の理解が不十分であることが
分かった。

〈学校の様子〉
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何十・何百のかけ算の仕方を考えよう。

まとめ

１

算数科における表現活動については，本校の研究や他教科との関連を図りながら，個人思考
の時間における児童への個別支援や，小集団での発表を通して，一人一人が自信をもって自分
の考えを表現できるように取り組んできた。現状では，個人思考で自分の意見がまとまらず，
発表できない児童もいるので，「思考の過程を伝えること」を大切にし，「途中まで考えたこと」
や「分からなかったこと」が伝えられたり，「他の人の意見を聞いて分かったことを発言でき
る」ように取り組みを進めている。

〈指導観〉
筆算のよさは，位ごとに九九の結果を書き留めていき，機械的に数を処理していけば，答え
を求めることができるという点にある。しかし，九九の結果を表す数値がどんな部分積を表し
ているのかといった量感は伴わない。そこで指導にあたっては，最初は九九の結果を表す数値
が具体的にどんな大きさを表しているかを考えさせながら筆算の仕方を理解させたい。また，
(２位数)×(１位数)の筆算の原理を基に，(３位数)×(１位数)の筆算の仕方を見出したり，
意味を説明できるようにさせたい。
学びの基盤としては，既習事項を利用して児童が個々の考えをもてるような教室環境づくり
やノート指導を行ってきた。また，本校の研究の重点でもある協同的な学び合いづくりのため
に，スピーチや話し合いなどの言語活動を日常的に行うことや，安心して自分の意見を話せる
ような人間関係づくりに積極的に取り組んできた。今回の授業においても，児童が自分の考え
をもち，お互いのよさを認め合いながら，よりよい解決方法を見付けられるような授業を構築
していきたい。

３�単元の目標�
（２・３位数)×(１位数)の計算を筆算でできる。また，簡単な（２位数)×(１位数)の計算を
暗算でできる。
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１

３
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３

８

◎（２位数）×（１
位数）の筆算の
仕方に帰着して，
（３位数）×（１
位数）の筆算の
仕方を考えるこ

 とができるように
する。



－  －75

第Ⅳ章

８

13

12

11

気付き，
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「どんな方法で，答を求めることができますか」

まとめ

・絵を使えばいい。

・計算で求める。

・言葉で説明する。

13

６ 個人で考えさせる。

「自分なりに考えてみましょう。」

※ 考えをもてない児童に「支援カード」（教え棒の図）

を用意する。

【段階①：個人思考】

６ 絵・図・計算・言葉で答えを求め，求め

方の説明を考える。
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第Ⅳ章

「早く答えを求められるのはどれかな。」「似ている
ところはどこかな。」

 ・比較する意見を教師が指定しながら，より早く
  できる方法や解き方の共通点をはっきりさせる。
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Ｃ わっ。
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自分なりの方法で考えられるように，解

決方法の見通しをもたせた。

全員に自分の考えの発表機会を与えるた

め，ミニ交流の形式で３人グループの交流

を行った。

自分の思考を整理するには書く活動が重

要と考え，個人思考では，年間を通して，

自分の考えを書く活動に取り組んでいる。

聞く力の育成や発表意欲の向上，支持的風

土の形成等を目的に，最初の発表者を自分

が分かりやすかった友達の推薦という形で

発表させた。

。
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児童の思考を確かなものとするため，板書

は全てせず，児童に補わせるよう配慮した。

また，まとめの段階で整理しやすいように，

吹き出し黒板を利用した。

映す。

映す。
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速くできることをポイントにして，意見

を整理しながら，思考のまとめにつなげ

ていった。

速くできることをポイントにして，意見

を整理しながら，思考のまとめにつなげ

ていった。

⑻学びを振り返る場の設定
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○授業の分析
・個人思考では，既習事項を利用し，百の位にも３をかけ，筆算を解いた。説明では，一の
位と十の位に３をかけたので，百の位にも３をかけるというものが多かった。そこで，答
えを比較させ，12 ×３の答えより，600 大きくなることを捉え，なぜ 600 大きくなるのか
について説明を求めたところ，「百の位の２×３は，200 ×３であること」や「百円玉を
使っての説明」を引き出すことができた。
・まとめでは，部分積を表記しながら，計算法を確認し，被乗数を 200 と 10 と２に分けて
計算するときの筆算のかき方や唱え方を説明した。
・考え方の授業としては，これまでとの比較で考える要素が少ないため，児童の思考に大き
な深まりを感じることができなかった。指導計画の第２時（本時）との関連から，第 12
時の暗算の場面を思考力・判断力・表現力の授業として扱った方が適当であると感じた。
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研究協力校の授業実践 小学４年 理科

示温テープの変化と温まり方を関係付けて考察し，
科学的な見方や考え方を養う学習

日 時  平成 26 年 10 月 29 日（水）５校時�実施
児 童  旭川市立東光小学校第４学年２組�31 名
指導者  平 井 佐 知

〈学校の概要〉

学
校
の
様
子

東光小学校は，市内の東側に位置し，校区には忠別川が流れ，広大なスポーツ公園
を有する住宅街である。
本校は，「新しい時代を拓く 心豊かな児童の育成」の教育目標のもと，「学びの自
立をはぐくみ かかわりをもとに 共に高め合う子の育成」を目指し，自立・協働・
創造しながら，よりよい解決策を生み出していく力をはぐくむ教育を推進している。

研
究
の
内
容

「自ら考え 進んで表現し 高め合う子どもの育成」
～見通しや振り返りを重視した問題解決的な学習～

“伝える”プロセスを基盤に，持続的な意欲を生み出す「見通す」活動の工夫や，学
びの豊かさを実感する「振り返り」の工夫，「思考力」を育てる指導過程の工夫をする
ことにより，互いに深め高め合いながら主体的に学び合う子の育成に取り組んでいる。

１ 単元名  「ものの温まり方」（教育出版 ４年）
���������������� � � � �
２ 単元について
〈教材観〉
 本単元に関わる学習指導要領の目標及び内容（抜粋）は，次の通りである。

【学習指導要領】～第４学年（理科）の目標と内容～
１ 目 標
⑴ 空気や水，物の状態の変化，電気による現象を力，熱，電気の働きと関係付けながら
調べ，見いだした問題を興味・関心をもって追究したりものづくりをしたりする活動を
通して，それらの性質や働きについての見方や考え方を養う。

２ 内 容
 Ａ 物質・エネルギー� 
⑵ 金属，水，空気と温度
  金属，水及び空気を温めたり冷やしたりして，それらの変化の様子を調べ，金属，水
及び空気の性質についての考えをもつことができるようにする。
 イ 金属は熱せられた部分から順に温まるが，水や空気は熱せられた部分が移動して全
体が温まること。

本単元に関わる学習指導要領の目標及び内容 (抜粋 )は，次の通りである。
本単元は，「粒子」についての基本的な見方や概念を柱とした内容のうち「粒子のもつエネ
ルギー」に関わるものである。これまでまだ学習していない分野であり，中学校第１分野「⑵
ウ状態変化」の学習につながるものである。
本単元では，金属，水及び空気の性質について興味・関心をもって追究する活動を通して，
温度の変化と金属，水及び空気の温まり方とを関係付ける能力を育てるとともに，それら
についての理解を図り，金属，水及び空気の性質についての見方や考え方を養うことがで
きるようにすることがねらいである。

〈児童観〉
本学級は，理科への興味関心が高く，問題解決の流れについてほとんどの児童が理解してい
る。
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生活経験を基にしたレディネステストの結果から，金属は火の近くと遠くでは近い方が熱い
ことを知っている反面，温まり方を理解しているとは言い難い。空気も同様に，上の方が風通
しがよいと感じているため，上が涼しいと考えている児童が多い。水は生活の中で体感する場
がなくなりつつあるため，水を熱したとき上下に温度差があるということを知っている児童は
ほとんどいない。このことから，体感や知識として知っている児童は数名いるが，ほとんどの
児童が温まり方について理解していないことが分かった。

〈指導観〉
本単元では，金属は熱せられた部分から順に温まることと，水や空気は熱せられた部分が移
動して全体が温まることを理解させたい。そのため，３つの物質の温まる事象を提示し，そこ
から生じた疑問を基に問題解決的な学習を展開するようにする。
目に見えないものの温まり方の実験では，子どもたちが視覚的に捉えられるように，示温テー
プやサーモインクなどを用いる。また，空気の温まり方については，部屋の温度を測るととも
に，それを活用したものづくりを行うことで，理解を深められるようにする。さらに本時では，
斜めにした金属の棒の温まり方を扱う。本来は補助的な教材だが，見た目の変化にも惑わされ
ない確かな学びにつなげ，子どもの科学的な見方や考え方を高めるため，わずかな状況の変化
を提示し，学びを深めたいと考えている。
目に見えないものの現象を，言葉による説明だけでは表現させることは難しいと考えられる。
そこで，熱の移動を矢印や図に表しながら，自分の考えを明確に表現できるようにする。そし
て，その図に言葉を付加しながら考察し，分かりやすく説明し合う活動を取り入れる。今回の
授業においても実験結果を基に自分なりの考察を行い，それを交流する中で言語を整理し，結
論に結び付けていくようにしたい
また，学びの基盤に関わり，本学級では，以下の点を大切にしてきた。
①「学習規律の確立」について
・理科では，問題→予想・仮説→実験結果→考察→結論をしっかりと書けるようにノート指導
を行ってきた。
②「支持的風土の醸成」について
・どんな意見でも受け止め自分の考えを発言しやすい環境作りに努め，1日を振り返り互いを
認め合う場を設けてきた。
・特に理科では「よそう（予想）はうそよ」を合い言葉に自分の考えを書くようにしてきた。

３ 単元の目標
金属，水及び空気を温めたり冷やしたりして，それらの温まり方をものの性質と関係付けな
がら調べ，見いだした問題を興味・関心をもって追究する活動を通して，金属，水及び空気の
性質についての見方や考え方を養う。

４ 評価規準

単元の評価規準

理科への
関心・意欲・態度

科学的な思考・表現 観察・実験の技能
自然事象についての
知識・理解

金属，水及び空気を
温めたり冷やしたとき
の現象に興味・関心を
もち，進んでそれらの
性質を調べようとした
り，ものの温まり方の
特徴を適用し，身の回
りの現象を見直そうと
したりしている。

金属，水及び空気の
温まり方と温度の変化
を関連付けて，それら
について予想仮説や結
果から考察した考えを
表現している。

加熱器具などを安全
に操作し，金属，水及
び空気の温まり方の特
徴を調べる実験やもの
づくりをしたり，その
過程や結果を記録した
りしている。

金属は熱せられた部
分から順に温まるが，
水や空気は熱せられた
部分が移動して全体が
温まることを理解して
いる。
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時 指導目標 主な学習活動 評価規準及び方法

見
付
け
る

１

◎金属，水及び空気を温めたと
きの現象に興味・関心をもち，
進んで調べることができるよ
うにする。

○日常生活の中でものを温める場面について話し合う。
○対流風車を見て，気付いたことを話し合う。
○実験用ガスコンロ，アルコールランプの使い方を習得
する。

記録〈関①〉
発言・観察

求 

め 

る

２
・
３

◎金属の温まり方について，温
度変化と関連付けて予想や仮
説をもち表現したり，加熱器
具などを安全に操作し，金属
の温まり方を調べ，その結果
を記録したりすることができ
るようにする。�

○金属の温まり方について調べる。

○金属板を端から熱すると，どのように温まるか予想・
仮説をたてる。

【段階①：個人思考（予想）】
・金属は，どのように温まるか予想・仮説をたてる。
【段階②：集団思考（予想）】
・予想・仮説を交流する。

○示温シールを貼った金属板を熱する実験をする。
○実験の結果を整理し，考察して，結論付ける。

【段階①：個人思考（考察）】
・金属は，どのように温まるか各自考察する。
【段階②：集団思考（考察）】
・考察を交流する。
【段階③：思考のまとめ】
・結論をみんなで考え，ノートに書く。

記録〈思①〉
ノート・発言
指導〈技①〉
観察・ノート

第Ⅳ章

１単位時間の評価規準

①金属，水及び空気を温

めたときの現象に興味・

関心をもち，進んで調

べようとしている。

②空気を温めると熱気球

の様子が変化するとい

う 事実に気付き，空

気の性質で学んだこと

を進んで生かそうとし

ている。

①金属板の温まり方につ

いて，温度変化と関係

付けて予想や仮説をも

ち，表現している。

②示温テープなどの変化

と金属の温まり方を関

係付けて考察し，自分

の考えを表現している。

③水の温まり方について，

温度変化と関係付けて

予想や仮説をもち，表

現している

④示温テープなどの変化

と温度変化を関係付け

て，水の温まり方につ

いて考察し，自分の考

えを表現している。

⑤部屋の上の方と床付近

の温度の違いから，空

気の温まり方について

考察し，自分の考えを

表現している。

①加熱器具などを安全に

操作し，金属の温まり

方を調べ，その結果を

記録している。

②加熱器具などを安全に

操作し，水の温まり方

を調べ，その結果を記

録している。

③空気の温まり方を調べ，

その結果を記録してい

る。

④加熱器具などを安全に

操作し，空気の温ま

り方の特徴を生かし

たものづくりをしてい

る。�

①金属は熱せられた順に

温まることを理解して

いる。

②水は熱せられた部分が

移動して全体が温まる

ことを理解している。

③空気は熱せられた部分

が移動して全体が温ま

ることを理解している。

④金属は熱した部分から

順に温まっていくが，

水や空気は熱した部

分が移動して全体が温

まっていくことを理解

している。

５ 指導と評価計画
  １単位時間の学習課題       まとめ    言語活動

金属は，どのように温まるのだろうか。

金属は，熱せられたところから順に，

すべての向きに広がるように温まる。
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求 

め 

る

４
・
５

◎示温テープなどの変化と温度
変化を関係付けて，金属の温
まり方について考察し，自分
の考えを表現するとともに，
金属は熱せられた順に温まる
ことを理解することができる
ようにする。

○斜めにした金属の温まり方について調べる。

○斜めにした金属棒の真ん中を熱すると，金属棒はどの
ように温まるか予想・仮説をたてる。

【段階①：個人思考（予想）】
・斜めにした金属は，どのように温まるか予想・仮説
をたてる。

【段階②：集団思考（予想）】
・予想・仮説を交流する。

○斜めにした金属棒の真ん中を熱する実験をする。
○実験結果を整理し，考察して，結論付ける。

【段階①：個人思考（考察）】
・斜めにした金属は，どのように温まるか各自考察す
る。

【段階②：集団思考（考察）】
・考察を交流する。
【段階③：思考のまとめ】
・結論をみんなで考え，ノートに書く。

記録〈思②〉
ノート・発言
指導〈知①〉
発言・ノート

６
・
７

◎水の温まり方について，温度
変化と関連付けて予想や仮説
をもち，表現するとともに，
加熱器具などを安全に操作し，
水の温まり方を調べ，その結
果を記録することができるよ
うにする。�

○水の温まり方について調べる。

○試験管に入れた水は，どのように温まるのか予想・仮
説をたてる。

【段階①：個人思考（予想）】
・水は，どのように温まるか予想・仮説をたてる。
【段階②：集団思考（予想）】
・予想・仮説を交流する。

○試験管に入れた水を熱し，示温テープがどのように変
化するか実験をする。
○実験の結果を整理し，考察して，結論付ける。

【段階①：個人思考】
・水は，どうして上の方から温まるのか各自考察する。
【段階②：集団思考】
・考察を交流する。
【段階③：思考のまとめ】
・結論をみんなで考え，ノートに書く。

記録〈思③〉
ノート・発言
指導〈技②〉
観察・ノート

第Ⅳ章

斜めにした金属は，どのように温まる
のだろうか。

斜めにしても，金属は熱せられたとこ

ろから順に，広がるように温まる。

水は，どのように温まるのだろうか。

水は，下の方を熱すると，上の方から

温まる。
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求 

め 

る

８
・
９

◎水は熱せられた部分が移動し
て全体が温まることを理解す
るとともに，示温テープなど
の変化と温度変化を関連付け
て，水の温まり方について考
察し，自分の考えを表現する
ことができるようにする。

○どうして水は上の方から温まるのかについて調べる。

○予想・仮説をたてる。

【段階①：個人思考（予想）】
・水が上の方から温まるのはどうしてか，予想・仮説
をたてる。

【段階②：集団思考（予想）】
・予想・仮説を交流する。

○示温インクを使い，熱せられた水がどのようになるか
実験する。
○実験結果を整理し，考察して，結論付ける。

【段階①：個人思考（考察）】
・水は，どうして上の方から温まるのか各自考察する。
【段階②：集団思考（考察）】
・考察を交流する。
【段階③：思考のまとめ】
・結論をみんなで考え，ノートに書く。

記録〈知①〉
発言・ノート
指導〈思④〉
ノート・発言

10
・
11

◎空気の温まり方を調べ，その
結果を記録するとともに，部
屋の上の方と床付近の温度の
違いから，空気の温まり方に
ついて考察し，自分の考えを
表現することができるように
する。�

○空気の温まり方について調べる。

【段階①：個人思考（予想）】
・空気は，どのように温まるか，予想・仮説をたてる。
【段階②：集団思考（予想）】
・予想・仮説を交流する。

○予想・仮説をたて，実験方法を考える。
○部屋の上の方と床付近の温度を測り，空気の温まり方
について調べる。
○実験の結果を整理し，考察して，結論付ける。

【段階①：個人思考】
・空気は，どのように温まるのか各自考察する。
【段階②：集団思考】
・考察を交流する。
【段階③：思考のまとめ】
・結論をみんなで考え，ノートに書く。

○対流風車を再登場させ，どうして風車が回ったのか説
明する。

指導〈技③〉
観察・ノート
記録〈思⑤〉
ノート・発言

高 

め 

る

12
・
13

◎金属は熱した部分から順に温
まっていくが，水や空気は熱
した部分が移動して全体が温
まっていくことを理解すると
ともに，空気を温めると熱気
球の様子が変化するという事
実に気付き，空気の性質で学
んだことを進んで生かすこと
ができるようにする。

○金属・水・空気の温まり方について整理する。

○空気の温まり方の性質を利用した熱気球を作成する。

指導〈知④〉
発言・学習プリント
指導〈関②〉
観察・発言

第Ⅳ章

水は下の方を熱すると，上の方から温
まるのは，どうしてだろうか。

水は，熱せられたところの水が上の方

に動いて，上から順に温まる。

空気は，どのように温まるのだろうか。

空気は，水と同じように上から順に

温まる。
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６ 本時の学習�（13 時間扱い ５／ 13）
⑴ 目 標
・示温テープなどの変化と温度変化を関係付けて，金属の温まり方について考察し，自分の
考えを表現することができ，金属は熱せられた順に温まることを理解することができる。

⑵ 研究内容２に関わって
・前時でたてた予想・仮説をＩＣＴを使って振り返らせることにより，学習の見通しをもた
せる。
・検証するための実験が，自分の仮説だとどのような結果になるかを明確にさせる。それに
より，目的意識をもたせる。
・考察では図を活用させることで，自分の考えを分かりやすく伝えられるようにする。

⑶ 展 開
  �１単位時間の学習課題    ��   

教師の活動 児童の活動

【学習内容を明確にする導入】
１ 前時を振り返らせる。

 「前の時間，どのようなことをしましたか。」

２ 予想・仮説を確認させる。
「どんな仮説をたてていたか確かめてみま
しょう。」

３ 仮説が正しければ，どのような結果が得ら
れるか考えさせる。
発問の工夫
【仮説に対する結果を予想させ，実験の見通
しを持たせる。】

 「もし，自分の仮説が正しければ，どん
な実験結果になりますか。」

４ 実験させる。

５ 各グループの結果を発表させ，結果を確認
させる。
 「他のグループの結果も見てみましょう。」
 「どのような結果になっていますか。」

１ 前時を振り返る。

・斜めにした金属はどのように温まるか，予
想・仮説をたてました。

・実験方法を考えました。

２ 予想・仮説を確認する。
【前時で行った段階①②（予想）の確認】
・斜めになっているから，ボールが坂を転
がるみたいに下の方が早く温まると思う。
・金属は熱せられたところから順に温まる
から，斜めになっていても同じように，
順に温まると思う。
・炎は上を向いているから，上の方が早く
温まると思う。

３ 仮説が正しければ，どのような結果が
得られるか考える。 

・下の方が早く温まるなら，下の示温テー
プの色が上より早く変わる。
・熱せられたところから順に温まるなら，
上も下も示温テープの色が同じように変
わる。
・上の方が早く温まるなら，上の示温テー
プの色が下より早く変わる。

４ 実験する。（２回行う。結果が異なった
ときは３回目を行う。）

５ 各グループの結果を発表し，結果をま
とめる。
 ・示温テープの色は，上も下も同じよう
に変わりました。

まとめ
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【段階①：個人思考（考察）】

６ 考察させる。

「自分の予想・仮説と実験結果を比べて，
どんなことが分かるか考察しましょう。」

【段階②：集団思考（考察）】

７ 考察したことを発表させる。 
 「それでは，自分の考察を教えてください。」

【段階③：思考のまとめ】

８ 結論を考えさせる。

【学習内容を振り返る場の設定】

９ コの字型の金属板の温まり方について予想
 させ，演示で確認させる。
 「コの字型の金属板の端を温めるとどのよう
 に温められるでしょう。」

【学ぶ意欲を高める自己評価の在り方】

10 自己評価させる。
 「学習の振り返りをします。◎○△を書き
ましょう。」

６ 考察する。
・予想と同じで，金属の棒は斜めにしても，
熱したところから順に温まることが分
かった。
・予想と違って，金属の棒を斜めにしても，
火に近い所から上の方も下の方も示温
テープの色が同じように変わったことか
ら，金属は斜めにしても熱したところか
ら順に温まることが分かった。
�

７ 考察したことを交流する。

８ 結論を確認し，ノートに書く。

９ コの字型の金属板の温まり方について予
 想し，演示で確認する。

10 自己評価する。
 ・自己評価を３段階でノートに記入する。

⑷ 板 書

【評価対象】〈思②〉ノート・発言
Ａ 示温テープなどの変化と金属の温まり方を関係付けるとともに，金属の傾きに関係なく
同様に温まることについて考察し，自分の考えを表現している。
Ｂ 示温テープなどの変化と金属の温まり方を関係付けて考察し，自分の考えを表現してい
る。

斜めにしても，金属は熱せられたところから順に広がるように温まる。
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水平にしたときと同じように。

第Ⅳ章
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こんなふうに…
こんなふうに温まると

思います。
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金属，水及び空気を温めたり冷やしたりして，それらの温まり方をものの性質と関係付け
ながら調べ，見いだした問題を興味・関心をもって追究する活動を通して，金属，水及び空
気の性質についての見方や考え方を養う。     
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単元を通した成果と課題

〈成果〉

○単元の導入で事象との出会いを大切にすることで，単元を通して自分事の問題として意

欲的に取り組ませることができた。

○予想・仮説をしっかりとたてさせることにより，目的意識をもたせることができ，主体

的な学びにつなげられた。

○考察を交流させることで，分かりやすい表現や既習の温まり方と比較した表現などに触

れさせ，結論につなげることができたり，次時以降の考察に生かしたりすることができ

た。

○児童の考えが揺さぶられるような問題は，発展教材として教科書では扱われていても取

り上げることで，より確かな見方・考え方を育むことにつながった。

〈課題〉

●実験結果で示温テープの色など注目させたいところをしっかりと押さえないと，結果と

考察が同じような表現になってしまう児童がいた。

第Ⅳ章



第Ⅴ章 研究の成果と課題

１ 成 果

２ 課 題

第Ⅵ章 フィンランド教育交流研修報告
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研究の成果と今後の課題

 上川教育研修センターでは，第 16 次研究の研究主題を「学び合いで確かな学力を育てる学習

指導の在り方」と設定し，学びの基盤を整備し，児童生徒の思考の流れに沿った問題解決的な

学習過程の中に，意図的・計画的に言語活動を位置付け，目標・指導・評価の一体化を図る授

業の在り方について研究を推進してきた。

 その結果，第 16 次研究の成果と課題を次のように明らかにすることができた。

第 16 次研究１年次のまとめ

��《 成 果 》

① ３段階の言語活動（個人思考・集団思考・思考のまとめ）を問題解決的な学習過程

の中に意図的・計画的に位置付けることで，思考力・判断力・表現力を育むことがで

きた。

② 思考を促し深めるための発問，様々な考えを比較しながら思考を整理するための板

書，効果的に言語活動を行うための学習形態などを工夫することで，児童生徒の思考

力・判断力・表現力を育み，確かな学力を育成していく授業を行うことができた。

③ 思考力・判断力・表現力の評価の在り方について方向性を見いだし，実践を積み上

げることができた。

第 16 次研究２年次に向けて

��《 課 題 》

① 各教科の特質に応じた言語活動の位置付けについて，研究を深める必要がある。

② 思考力・判断力・表現力の評価について，内容を充実させる必要がある。
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フィンランド教育交流研修報告
１ 研修テーマ

フィンランド（ユバスキュラ市）における，教育方針，教育方法，教育環境などを知り，自

身の教員としての姿勢を見つめ直し，日々の授業改善や生徒理解などに生かす。

２ 訪問先の概要

訪問先 訪問先の概要

Palokka school 児童生徒数453名の小中一貫校。2012年に立て替えをし，

先進的な設備が充実している。

Vaajakoski school ５年生から９年生で構成されている児童生徒数 490 名の

学校。体験を重視した JOPO 学級を設置している。

Nenäinniemi 
kindergarten and school

１，２年生で構成されている児童数 50 名の学校。幼稚園

も併設されており，幼小接続が重視されている。

Kuokkala school ７年生から９年生で構成されている生徒数 362 名の学

校。６年生以下が所属する近隣校と密な連携を図っている。

University of Jyväskylä 国内屈指の教育機関。フィンランドでは，修士課程を修

了しなければ，教鞭を執ることはできない。

Learning Center Onerva school 視覚障害，聴覚障害，言語障害などに対して，手厚い支

援を行っている特別支援学校。�

ユバスキュラ市・子ども議会 各学校の代表児童生徒が集まり，議会形式でユバスキュ

ラ市全体の学校のルールなどを決める。

３ 研修報告

⑴ 教育方針の特徴について

① 基礎教育（義務教育）は日本より１年遅れて始まり，７歳から 16 歳までの９年間で

ある。また，就学前の１年間，希望者対象で就学前児童教育を受けることができる。

任意でありながらも，90％以上の児童がこの教育を受けている。

② 基礎教育終了後の進路に迷いや不安がある生徒に対して，学校によっては 10 年生の

クラスを設置して，卒業を１年間先延ばしすることが可能である。生徒も留年に対し

て抵抗感をもっていない。

③ 学費は就学前児童教育から大学院まで全て国が負担している。そのため，貧富の差

が教育の格差につながることはない。
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④ 習熟度に応じて児童生徒を選別して授業を行うことは法律で禁止されている。全て

の児童生徒に対して平等な教育環境を提供しようとの考えからである。

⑤ １学級あたりの児童生徒数は最大で 20 人前後である。児童生徒は，きめ細かな指導

を受けることができる。教員は，一人一人のよさを見取り，指導に生かすことができる。

⑥ 学力の高い一部の子どもを更に伸ばすことよりも，学習についていけない子どもを

つくらないことが重要視されている。複数の教員で一人一人の学習理解の状況を把握

し，理解が不十分な子どもへ手厚い支援を行う。

⑦ 「信頼」という言葉の基に教育が行われ，地方自治体や学校に様々な権限が委ねられ

ている。そのため，地方自治体や学校は，児童生徒や地域の実態に応じて柔軟にカリキュ

ラムを組み，教育活動を行うことができる。

⑧ 特別支援を要する児童生徒に対しての対応が手厚い。学習内容の理解が遅れている

児童生徒も特別支援の対象としている。教員だけでは解決できない事案が発生した場

合には，ソーシャルワーカー，心理学者，保健師，言語聴覚士など，様々な専門家と

連携して解決を図る。

⑨ 学校と家庭の役割が分かれている。校内で起こることは全て学校に責任がある反面，

校外で起こることは全て家庭に責任がある。放課後の時間の社会教育が充実している。

学校施設を社会教育に貸し出すこともある。

⑩ 年間授業時数が日本の７割～８割程度で，時間的にゆとりがある。宿題は児童生徒

が負担に感じるような内容としない。部活動はなく，運動会や学芸会のような学校行

事もない。また，下校時刻が早く，放課後を時間的にも精神的にもゆとりをもって興味・

関心のあることに利用することができる。

⑵ 教育方法について

【発達段階を踏まえた学習】

 Nenäinnienmi kindergarten and schoolの低学年
では，学習の中に「ごっこ遊び」を積極的に取

り入れている。特に算数科では，折りに触れて

「買い物ごっこ」を実施することで，学習内容と

生活とのつながりを感覚的に理解させている。

これは，この時期の子どもが発達段階上，「ごっ

こ遊び」に没頭する特徴を生かしている。

 教師は，日常生活さながらの「買い物ごっこ」

となるように，教材作成にも力を入れている。
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【論理的思考力を養う問い掛け・テスト】

Nenäinnienmi  kindergarten  and  schoolの２年生
教室では，教師が子どもたちに対し，「なぜ，そ

のような考えになったか説明してください。」と，

考えに対する根拠を求めていた。この光景は，

何度も見られた。低学年のうちから論理的思考

力を養うことを重視している。

学習内容の到達度を診断するテストにおいて

は，「～についてあなたの考えを書きなさい。」

という記述式の問がほとんどである。日本のテ

ストのように，用語を問われることはほとんどない。PISA において常に好成績を残している

理由の一部が垣間見えた。フィンランドでは，日本でいうところの全国学力学習状況調査や高

校受験，大学受験はない。

【体験的な活動を重視した学習】

フィンランドでは，１年生から４年生は，「環

境自然学習」に取り組む。身近な環境を，体験

的な活動を通して，感覚的に理解することをね

らいとしている。

３年生の教科書には，「地域の湖に住む魚」「畑

で育てる野菜」「自分たちの街」「自転車の正し

い乗り方」などの学習が掲載されていた。

Nenäinnienmi  kindergarten  and  schoolの３年生
担任の話によると，「正しい自転車の乗り方」の

学習では，自転車に乗って校区内を回りながら運転ルールやマナーを学んだそうだ。

体験から学んだ知識は，その後の学年で学ぶ「物理」「科学」「生物」「地学」「歴史」「社会」

「保健」において，概念的な知識を形成をするために大いに役立つ。

【キャリア教育に特化した学級】

Vaajakoski  schoolでは，情緒面や学力面などに
おいて通常指導では適応困難な子どもたちのた

めに，JOPO という学級を設置している。このク

ラスでは，子どもたちの個性や資質・能力を細

かく把握し，個に応じた支援をしている。

現在，学級に所属している６名は，職場体験

を軸に置いた教育課程の下，意欲的に学習に励

んでいる。子どもたちは，職場体験を通して，

働くことの大切さや教科学習の意義を学んでい

る。
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【補習の時間の充実】

Nenäinnienmi  kindergarten  and  schoolでは，補
習の時間が充実している。例えば，２年生では，

火曜日から金曜日の１校時がその時間として設

定されている。

児童生徒は，補習を受けることに抵抗はない。

むしろ，「分からないことをそのままにしておく

ことの方が恥ずかしい。」と感じている。

火曜日から金曜日は，２校時目から学校生活

が始まることで，日課の上でも補習の時間を確

保している。

【少人数指導の充実】

フィンランドは，１クラスあたりの児童生徒

の数が少ない。平均すると 20 人前後である。そ

のため，担任は一人一人の学習状況をこまめに

見取ることができる。そして，困り感のある児

童生徒のところにさりげなく行き，寄り添うよ

うな形で支援をしている。

国語や英語などの言語教科や算数数学につい

ては，１クラスを２グループに分け，10 名程度

の児童生徒をさらにきめ細かく指導している。

また，グループに特別支援を要する児童生徒がいる場合は，支援教員も加わる。10 名程度の

グループに複数の教員が配置されていることから，言語教科や算数数学については，学習内容

の定着をより重視していることが伺えた。

【英語教育の重視】

Kuokkala  Schoolへの訪問では，中学３年生の
生徒が授業見学の案内をしてくれた。もちろん，

フィンランド人であるが，十分に私たちに通じ

る英語を使っていた。また，当日，教室を回り

ながらの私たちの質問にも，柔軟に英語で対応

することができていた。

実際の中学３年生の英語の授業を見ると，板

書されている内容は，生徒の名前以外はほとん

ど英語であった。教師が話す言葉も，８割～９

割が英語であった。英語でのやりとりの中で，英文の理解度を確認していた。教科書の英文は

長く，情報量や新出語句の量も多い。そのため，一字一句の意味を確認していくようなことは

せず，おおまかに内容を理解し進んでいく様子が見られた。教科書に書かれている情報量が多
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いため，そこから必要な情報を読み取り，自分の学習に活用していく力が求められている。

小学校での英語教育は，担任教師ではなく専門の教師が行っている。英語を学び始める段階

を重要視し，実際に使えるようになるための英語の基礎を丁寧に教えている。

フィンランドの英語教育を取り巻く環境は日本とは違っている。フィンランドは，大国ロシ

アとスウェーデンに国境を接し，歴史上占領下にあった。また，日本と同じく国土が狭く，資

源も限られている。だからこそ，国として教育に力を注ぎ，他国の言語を学び，他国と協調し

ながら国の未来をつくっていこうとする気持ちが強い。そのためには英語を話すことができる

ということは重要であり，教育にも力が入っている。

⑶ 教育環境について

【ICT を積極的に活用できる環境】

ユバスキュラで訪問させていただいた学校の

教室全てに，パソコン・プロジェクター・音響

システムが備え付けられていた。児童生徒も教

師も気軽に ICT を授業の中で使用できる環境に

あった。また，児童生徒個人のスマートフォン

の使用にも寛大で，授業中も各自の机の上にス

マートフォンを置き，何かを調べるのに活用し

たり，校外での体験学習などでは写真を撮影す

るのに使ったりすることも行われていた。

【心が落ち着く環境】

日本の校舎と比べると，機能性や清潔感が重

視されているように感じらた。学校訪問で感じ

たことは，まずは「色の豊かさ」である。日本

とは違い，椅子やテーブル，カーテンなどが赤，

オレンジ，白，青，緑など色とりどりで，デザ

イン性にも優れていた。各学校で，使用してい

るファブリックに統一感をもたせ，教室や特別

教室，職員室，校長室等がきれいな布で装飾され，

リラックスできる空間となっていた。

Learning  Center  Onervaという特別支援学校では，玄関ホールに美術館を思わせるような大
きな絵画が飾られていたり，座り心地の良さそうなソファが様々な場所に配置されたりしてい

て心が安らぐような環境作りがされていた。

Kuokkala�Schoolでは，広く，天井の高い玄関ホールの中央に，幾何学的なデザインのオブジェ

が置かれ，その奥に見える中庭は小さな植物園のように整備されていた。
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【読書に親しむことができる環境】

 ユバスキュラ市の自慢の一つが図書館である。

中央図書館は３階建てで，蔵書数も多い。１

フロアの半分のスペースが子ども向けの本で

占められており，掲示物や人形，テレビ等を使

い，子どもたちが楽しんで本に触れることがで

きるような工夫がされていた。新設校の Palokka  
schoolは，市立図書館と校舎が連結して建てら
れており，市民も児童生徒も気軽に活用できる

環境にあった。学習室も整備されているが，何

より座り心地のよいソファや一人掛け用の椅子

等，ゆったりと読書のできる環境が整備されていた。

【個の興味・関心に対応できる環境】

技術室に溶接できる道具，家庭科室に機織り

機が備え付けられていた。また，音楽室には，

多数のギターやエレクトーン，ドラムなどの楽

器が備え付けられてあり，レコーディングルー

ムまであった。このように，児童生徒一人一人

の興味・関心を高めていくことのできるような

設備が充実していた。更に１クラス 20 名程度の

学級編制が，これらの施設を使いやすく充実し

たものにしている。

４ 研修を終えて

Vaajakoski  schoolの学校長は，「フィンランドの 60 年先を見据えて，児童生徒を指導してい
く必要がある。」と話していた。この言葉は，教育交流研修を通して見聞きしてきたフィンラ

ンド教育の全てを集約している。

フィンランドで実施されている様々な取組は，「問いに対して主体的に解決することができ

る力」「学んだ知識を活用する力」「ICT を巧みに活用できる力」「異なる立場の人を理解する力」

「協同的に学ぶ力」など，未来を生き抜く児童生徒にとって必要不可欠な力の育成につながっ

ている。

私たちは，教育交流研修を通して，「子どもたちの未来を第一に考えた教育の重要性」を再

認識した。一単位時間当たりまたは一単元当たりの授業を実践していく上で，未来ある児童生

徒に身に付けさせるべき力は何かを常に意識しながら授業改善や教材研究に励みたい。

伊 東 裕 子  東神楽町立東神楽中学校

久須美 克 典  旭 川 市 立 常 盤 中 学 校

田 村 貴 史  旭 川 市 立 陵 雲 小 学 校
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あ と が き

当センターでは，本年度より「学び合いで確かな学力を育てる学習指導の在り方」を研究主題

とし，３か年計画で第 16 次研究に取り組んで参りました。

１年次である本年度は，思考力・判断力・表現力を育むために，学習過程の中に意図的・計画

的に言語活動を位置付けることを重点にして，「より多くの学校でより多くの先生方に使っていた

だける研究」を目指してきました。

また，理論と実践の一体化を図るために，研究員（旭川市立旭川第三小学校，旭川市立明星中

学校）と研究協力校（東川町立東川中学校，旭川市立愛宕小学校，旭川市立東光小学校）による

授業実践を通して，その理論の検証に取り組んで参りました。研究員の授業はもとより，研究協

力校の授業につきましても昨年度から行っている公開という形で，多くの先生方からご意見・ご

質問をいただきました。

その成果を研究紀要第 40 号にまとめることができました。これもひとえに，北海道教育庁上川

教育局並びに旭川市教育委員会の皆様の貴重なご指導とご助言，研究協力校の先生方の優れた実

践，そして研究員所属校や参観いただいた先生方のご支援とご協力の賜物と心より感謝申し上げ

ます。

不十分な部分もあるとは存じますが，本紀要を校内研修，個人研究，日常実践などに広く活用

していただくとともに，多くの皆様のご批正，ご指導をいただけましたら幸いに存じます。

来年度は，第 16 次研究の２年目となります。研究の成果について上川管内の先生方の期待に応

え，これまで以上に理論と実践を充実していくことができるよう全力を尽くしたいと考えており

ます。

研究事業部長 川 瀨 元 信

主 要 参 考 文 献
  ◇�学習指導要領，学習指導要領解説 (文部科学省 )

  ◇�初等教育資料，中等教育資料 (文部科学省 )

  ◇�中央教育審議会答申 (文部科学省 )

  ◇�中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会�報告 (文部科学省 )

  ◇�評価規準の作成，評価方法等の工夫改善のための参考資料 (国立教育政策研究所 )

  ◇�上川教育研修センター研究紀要�第 37 号・38 号・39 号 ( 上川教育研修センター )

����◇�平成 23 年度旭川市立小学校指導と評価の手引 (旭川市教育委員会 )

  ◇�平成 24 年度旭川市立中学校指導と評価の手引 (旭川市教育委員会 )

  ◇�平成 25 年度小・中学校教育課程改善の手引 (北海道教育庁学校教育局義務教育課 )

  ◇�平成 26 年度小・中学校教育課程改善の手引 (北海道教育庁学校教育局義務教育課 )

研 究 協 力 校

東川町立東川中学校  校長  中 村 勝 治

旭川市立愛宕小学校  校長  冨 澤 将 志

旭川市立東光小学校  校長  鐘ヶ江 義 道
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上 川 教 育 研 修 セ ン タ ー

所　　　　長　　　　矢　口　元　晴
副　所　長　　　　小　谷　要　次
事 務 部 長　　　　渡　邉　修　二
研究事業部長　　　　川　瀨　元　信　　　旭 川 市 立 北 鎮 小 学 校
研 究 員　　　　相　澤　朋　子　　　旭 川 市 立 共 栄 小 学 校
　　　　　　　　　　堀　川　誠　二　　　東神楽町立東神楽中学校
　　　　　　　　　　清　杉　陽　一　　　旭 川 市 立 緑 が 丘 小 学 校
　　　　　　　　　　青　木　賢　二　　　旭 川 市 立 明 星 中 学 校
　　　　　　　　　　小田島　充　彦　　　東神楽町立東神楽小学校
　　　　　　　　　　竹　中　一　三　　　旭川市立旭川第三小学校
特別研究員　　　　伊　東　裕　子　　　東神楽町立東神楽中学校
　　　　　　　　　　久須美　克　典　　　旭 川 市 立 常 盤 中 学 校
　　　　　　　　　　田　村　貴　史　　　旭 川 市 立 陵 雲 小 学 校
指 導 員　　　　吉　田　明　弘　　　旭 川 市 立 緑 新 小 学 校
　　　　　　　　　　森　木　真　也　　　旭 川 市 立 永 山 西 小 学 校
　　　　　　　　　　村　田　靖　彦　　　旭 川 市 立 愛 宕 中 学 校
　　　　　　　　　　佐々木　　　玲　　　旭 川 市 立 日 章 小 学 校
担当指導主事　　　　石　山　　　輝　　　上川教育局義務教育指導班
　　　　　　　　　　工　藤　秀　敏　　　旭川市教育委員会教育指導課
事 務 係　　　　小　林　晴　美
　　　　　　　　　　笹　谷　青　子
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研究紀要 第 40 号

学び合いで確かな学力を育てる学習指導の在り方

～思考力・判断力・表現力を育む指導と評価～
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