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は じ め に 

 

甲府市立国母小学校 校長 蘒原   桂 

 

 平成３０年度は来たるべき新学習指導要領の完全実施に向けて全国の小中学校

で様々な動きがあった年だったと思います。小学校では「特別の教科 道徳」が

先行実施となり本校でも各学期ごとに通信表に評価の記述が始まりました。平成

２９年度の校内研究では，「問い」をテーマに算数と「特別の教科道徳」で研究

を進め前の自分よりも一歩考えの深まった自分となるような授業も行われまし

た。その結果，「特別の教科 道徳」の評価については，授業中の発言やワーク

シートの記録などから，それぞれの内容項目の中で子供たちが頑張った姿を通信

表の教科欄に記述している先生方の姿がありました。学級の一人一人の子供たち

の頑張ったことを認め保護者の皆さんに伝えようとしている先生方のその苦労に

は頭が下がる思いを感じたところです。中学校では一年遅れての実施なのでどの

中学校でも年間指導計画や評価について研究を進めていることと思います。 

 新学習指導要領の完全実施や新学習指導要領の趣旨を生かした授業を行う中で

その基盤整備が急務となっているのは「特別の教科 道徳」だけではありません。

今までの既存の教科も評価の観点が新しい考え方になるので発想の転換を私たち

教師はしていく必要がありますが，「特別の教科 道徳」についてある程度の見

通しが持てたので次に行うべき基盤整備として本校では「外国語」と「外国語活

動」を今年度は算数と併せて研究をしていくことにしました。 

 そこで平成３０年度の校内研究の主題を「自ら問いを持つ子供の育成」とし，

サブテーマとして，～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，算数科と外国語・外国語活動の研究を行うことになりました。自ら問い

を持つことや見方・考え方をいかして資質・能力を高めるという方向性は，平成

２９年度の研究を継続しているものです。新学習指導要領の趣旨を理解し，完全

実施となる２０２０年４月から円滑な運用ができるよう年次計画で基盤整備を進

めているところです。 

 教師の授業力向上の最も有効な手段は校内研究の充実です。今年度も継続研究

を進めている算数科については研究授業の外部講師として山梨県教育庁義務教育

課指導主事の小池孝二先生と山梨県総合教育センター指導主事の岩澤宏行先生に

ご指導をいただきました。また，特に外国語（英語）については，外部講師を招

聘し最新情報をご提供いただきました。研究会の講師として山梨県教育庁義務教

育課指導主事の桑畑秀子先生。研究授業の講師として，山梨大学大学院教育学研

究科（教職大学院）教授の古家貴雄先生にそれぞれご指導をいただきました。４

名の先生から理論研究でのご指導や研究授業でのご指導では，多くのご示唆をい

ただきこの紙面をお借りして心より御礼申し上げます。 

 また，外国語（英語）に関しては今年度は連携する近隣の中学校の協力もいた

だきました。定期的に開催している近隣５校の校長連絡会の中で小学校の先生方

が中学校の英語授業を参観する機会を作っていただきました。また本校でも外国

語（英語）の授業を行い，近隣中学校の英語科の先生方に見ていただきその後情

報交換をするという新たな取組を行いました。「特別の教科 道徳」はこれまで

の素地をベースに指導方法や評価方法などもなじみがありそれほど大きな混乱は

なかったと推察しています。しかし，外国語（英語）については指導内容，指導

方法，そして評価とすべてが新しいことなので先生方のハードルもかなり高いよ

うに感じました。そのような中でのこの小中連携による２回の研究会は大変有意

義な取組となりました。評価についてはまだ研究途上ではありますが，国，県，

市の動向を勘案する中で今後も研究を進めていきたいと考えています。以上述べ

ました今年度の先生方の取組をささやかではありますが取りまとめましたのでご

高覧いただければ幸いです。 

 むすびに，これまで本校の研究推進にあたり多大なご支援をいただきました山

梨県教育委員会，山梨県総合教育センター，甲府市教育委員会，山梨大学教職大

学院の先生方，関係各位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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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。 

〈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
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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。 

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 
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甲府市では，今年度「見通しと振り返り」「動き出したくなる課題」「家庭

学習」を重点目標に掲げている。本研究でも意識していきたい。 

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 

一昨年度までの 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。 

昨年度の研究は，新 COS を読み解くことを中心に行った。「育成を目指す

資質・能力」について，算数と道徳の授業研究を通してその具体像を探って

きた。資質・能力を身に付けるためには，既習を生かすこと，児童の問いを

もとにすること，などの成果が得られた。また，「見方・考え方」について

は，多様な表現・考えの中から共通点や相違点などを問い，よりよいものを

見つけていこうとする姿が見られた。そのためには教師の働きかけ（しかけ）

が大切である，との示唆が得られた。 

（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．研究の方向性 

新 COS 完全実施に向けて，昨年度より 3 年計画で研究を進めてきた。本

年度は研究 2 年目となる。本年度は，算数と外国語活動・外国語の研究を中

心に行う。2 教科を並行して研究を行う理由は，新 COS は各教科の観点や

見方・考え方が統一されたので，2 教科の共通点や相違点等を比較しながら

研究していけば，研究の成果が他教科にも転用できると考えたからである。

また，研究 3 年目には，プログラミング教育や，カリキュラム・マネジメン

トについても研究していく予定である。 

〈国のスケジュール〉  

 

 

 

〈本校のスケジュール〉 

 

 

 

 

 

 

 

４．研究の内容 

（１）新 COSに記されている「育成を目指す資質・能力」を読み取る 

平成 29 年 6 月に文部科学省より出された「学習指導要領解説 総則編，算

新

C

O

S

開

始 

H31 

 

H30 H29 

新 COS 先行実施可能 

・新 COS 学習会 

・先進校視察 

・算数研究 

・道徳研究 

・学習の習慣化 

・新 COS 学習会 

・先進校視察 

・算数研究 

・外国語研究 

・新 COS 学習会 

・先進校視察 

・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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数編，外国語活動編，外国語編」にそれぞれ示されている「育成を目指す資

質・能力」を表にまとめてみる。 

資質・ 

能力 

「知識・技能」 「思考力・判断力・

表現力等」 

「学びに向かう力・ 

人間性等」 

各
教
科
等
で
育
成
を
目
指
す
資
質
・
能
力 

新たな知識が既得

の知識及び技能と関

連付けられながら，

各教科等で扱う主要

な概念を深く理解

し，他の学習や生活

の場面でも活用でき

るような確かな知識

として習得されるよ

うにしていくことが

重要。 

技能についても同

様に，一定の手順や

段階を追っていく過

程を通して個別の技

能を身に付けなが

ら，そうした新たな

技能が既得の技能等

と関連付けられ，他

の学習や生活の場面

でも活用できるよう

に習熟・熟達した技

能として習得される

ようにしていくこと

が重要となるため，

知識と同様に「深い

学び」が必要。 

（下線は研究主任

による） 

・物事の中から問題を見

いだし、その問題を定

義し解決の方向性を

決定し、解決方法を探

して計画を立て、結果

を予測しながら実行

し、振り返って次の問

題発見・解決につなげ

ていく過程 

・精査した情報を基に自

分の考えを形成し、文

章や発話によって表

現したり、目的や場

面、状況等に応じて互

いの考えを適切に伝

え合い、多様な考えを

理解したり、集団とし

ての考えを形成した

りしていく過程 

・思いや考えを基に構想

し、意味や価値を創造

していく過程 

（下線は研究主任によ

る） 

他の二つの柱をどのような

方向性で働かせていくかを決

定付ける重要な要素。 

主体的に学習に取り組む態

度も含めた学びに向かう力や，

自己の感情や行動を統制する

力，よりよい生活や人間関係を

自主的に形成する態度等が必

要となる。これらは，自分の思

考や行動を客観的に把握し認

識する，いわゆる「メタ認知」

に関わる力を含むものである。

こうした力は，社会や生活の中

で児童が様々な困難に直面す

る可能性を低くしたり，直面し

た困難への対処方法を見いだ

したりできるようにすること

につながる重要な力である。ま

た，多様性を尊重する態度や互

いのよさを生かして協働する

力，持続可能な社会づくりに向

けた態度，リーダーシップやチ

ームワーク，感性，優しさや思

いやりなどの人間性等に関す

るものも幅広く含まれる。 

（下線は研究主任による） 

算
数
に
お
け
る
資
質
・
能
力 

○数量や図形などに

ついての基礎的･

基本的な概念や性

質などの理解 

○日常の事象を数理

的に表現・処理す

る技能 

○数学的な問題解決

に必要な知識 

○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

図形の性質や計算の仕方

を見いだし、既習の内容

と結びつけ統合的に考え

たり、そのことを基に発

展的に考えたりする力 

○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 

○数量や図形についての感覚を豊かに

するとともに、数学的に考えること

や数理的な処理のよさに気付き、算

数の学習を進んで生活や学習に活用

しようとする態度 

○数学的に表現・処理したことを振り

返り、批判的に検討しようとする態

度 

○問題解決などにおいて、よりよいも

のを求め続けようとし、抽象的に表

現されたことを具体的に表現しよう

としたり、表現されたことをより一

般的に表現しようとするなど、多面

的に考えようとする態度 

外
国
語
活
動
の
資
質
・
能
力 

外国語を通して，言

語や文化について体

験的に理解を深め，

日本語と外国語との

音声の違い等に気付

くとともに，外国語

の音声や基本的な表

現に慣れ親しむよう

にする。 

身近で簡単な事柄につ

いて，外国語で聞いたり

話したりして自分の考

えや気持ちなどを伝え

合う力の素地を養う。 

外国語を通して，言語やその背

景にある文化に対する理解を

深め，相手に配慮しながら，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する

態度を養う。 

外
国
語
の
資
質
・
能
力 

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

識を理解するととも

に，読むこと，書く

ことに慣れ親しみ，

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

な技能を身に付ける

ようにする。 

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

り話したりするととも

に，音声で十分に慣れ親

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

ちなどを伝え合うこと

ができる基礎的な力を

養う。 

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

うとする態度を養う。 
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各教科の解説を見ると，「育成を目指す資質・能力」の３つの柱をベースに

各学年の目標及び内容が記されている。一例として算数の解説書を引用する。 

 

しかし，外国語では，小・中・高で一貫した目標を実現するため，「聞くこ

と」「読むこと」「話すこと（やりとり）」「話すこと（発表）」「書くこと」の

五つの領域の目標の実現を目指した指導を通して，資質・能力を一体的に育

成する，としている。外国語活動では「聞くこと」「話すこと（やりとり）」

「話すこと（発表）」の目標を設定している。 

いずれの教科においても，新 COS を熟読した上で，これらの資質・能力

を育成することを目指した授業実践をしていかなくてはならない。 

 

（２）「見方・考え方」についての具体的な姿を探る 

新 COS で示されている算数科，外国語・外国語活動における「見方・考

え方」は，次の通りである。 

◎ 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 

算数では，領域ごとに見方・考え方が整理されている。 

A 数と計算 

数学的な見方 数学的な考え方 

・数の表し方の仕組みに着

目して 

・数量の関係に着目して 

・問題場面の数量の関係な

どに着目して 

・数の概念について理解し，その表し方や数

の性質について考察すること 

・計算の意味と方法について考察すること 

・式に表したり式に表されている関係を考察

したりすること 

・数とその計算を日常生活に生かすこと 

B 図形 

数学的な見方 数学的な考え方 

・図形を構成する要素に着目

して 

・図形を構成する要素及びそ

れらの位置関係に着目して 

・図形間の関係に着目して 

・図形の概念について理解し，その性質に

ついて考察すること 

・図形の構成の仕方について考察すること 

・図形の計量の仕方について考察すること 

・図形の性質を日常生活に生かすこと 

C 測定 

数学的な見方 数学的な考え方 

・身の回りに

あるものの

特徴に着目

して 

・量の概念を理解し，その大きさの比べ方を見いだすこと 

・目的に応じた単位で量の大きさを的確に表現したり比べ

たりすること 

・単位の関係を統合的に考察すること 

・量とその測定の方法を日常生活に生かすこと 
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C 変化と関係 

数学的な見方 数学的な考え方 

・伴って変わる２つ

の数量の関係に着

目して 

・２つの数量の関係

に着目して 

・伴って変わる２つの数量の変化や対応の特徴を考

察すること 

・ある２つの数量の関係と別の２つの数量の関係を

比べること 

・２つの数量の関係の考察を日常生活に生かすこと 

D データの活用 

数学的な見方 数学的な考え方 

・日常生活の問題解決の

ために，データの特徴

と傾向に着目して 

・目的に応じてデータを収集，分類整理し，結

果を適切に表現すること 

・統計データの特徴を読み取り判断すること 

 

◎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」 

 

これらの見方・考え方を用いて資質・能力を身に付ける授業づくりを目指

していく。 

 

（３）「自ら問う」について考える 

実際の授業において，子供の思考の様相は実に様々である。算数の授業を

例に挙げると，課題が明らかになった時点で多様な方法で考え，よりよいも

のを考察する子供もいれば，自力解決の時間になっても解決の見通しが持て

ず，比較検討の時間に答えが提示されるのを待っている子供もいる。自力解

決の時点では考えが持てなかった子供が，比較検討の段階で他者の考えがき

っかけとなって思考を始める子供もいる。このように，子供によって，思考

の様相も違えば，思考を始めるスイッチはまちまちである。 

本研究では，「自ら問う」という言葉を用いていく。「自ら問う」とは，「課

題解決に向けて主体的に思考する」こととする。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ている。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。 

 

図１ 
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（４）「問うべき問い」について考える 

「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」である。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」子供を育てていきたい。 

 

（５）「しかけ」について考える 

上記（１）～（４）を引き出すためには，教師の「しかけ（＝工夫）」が

必要である。 

・導入で主体性を高めるためのしかけ 

・課題の数値のしかけ 

・知識を関連づけて覚えるためのしかけ 

・教科特有の「見方・考え方」を引き出すためのしかけ  など 

授業研究を通して，どのような場面にどのような「しかけ」があるか，考え

ていく。 

 

（５）学習の習慣化について考える 

家庭学習，学校で取り組む朝学習について，よりよい方法を探る。 

 

５．研究の方法 

（１）一人一実践を行う 

実践をする上で意識すべきことを次に示す。 

① 新 COSに記されている「資質・能力」の育成を目指す 

昨年度は，年度当初に各教科の解説が出されていなかったため，各教科の

資質・能力の詳細がわからなかったが，今年度は算数科，外国語・外国語活

動の解説が出されているので，それを読み，３つの資質・能力の育成を目指

していく。 

また，昨年度からの継続で，答申に示されていた資質・能力の育成も目指

していく。 

年度 

資質・能力 
1 年目 2 年目 3 年目 

A 知識技能 ・知識を関連づけ

て覚える 

・主体的に活用で

きる技能を身

に付ける 

・知識を関連づけて

覚える 

・主体的に活用でき

る技能を身に付け

る 

・他の学習や

生活の場面

で活用する 

B 思考判断表現 ・課題を自分で見

つける 

・次の課題を自分

で設定する 

・自分の考えを表現

し，伝え合い，集

団としての考えを

形成する 

・意味や価値

を創造する 

C 人間性 ・メタ認知 ・メタ認知 ・協働 

 

② 新 COSに記されている「見方・考え方」ができる授業を目指す 

前述４（２）に示したとおり，算数の解説編には領域ごとに「見方・考え

方」が記されている。また，各学年の最後の方には，「見方・考え方」を引

き出すための数学的活動の例示が載っている。それらの数学的活動を通して

「見方・考え方」を引き出し，「資質・能力」を育成してきたい。 
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③ 「自ら問う」授業を目指す 

 

④ 「問うべき問い」を子供が問える授業を目指す 

 

⑤ 「しかけ」を明らかにする 

 

（２）授業実践シートを作成する 

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。

どのような「しかけ」をしたか，「問うべき問い」は有効だったか，さらに，

子供が「自ら問う」ことができていたかなどを，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，教師自身が自分の授業を「メタ認知」して

いきたい。 

 

（３）「校内研究履歴シート」（教師自身が「学習感想」）を書く 

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。 

 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。 

 本校では初めての試みなので，どのような成果が見られるか楽しみである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲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・副主任 

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 

研究内容の検討 

5/11（水） 外国語・外国語活動学習会「見方・考え方」 

（指導主事招聘予定） 

6/20（水） 

 

研究授業① 5 年 2 組算数科研究授業（角田） 

授業研究会＆学習会（小池孝二 指導主事招聘） 

8/7（火） 【全体】1 学期の復習→2学期の研究授業に向けて 

8/20（月） 

3 校合同 

【午前】全国・県の学調の分析→課題の洗い出し 

【午後】合同学習会 

9/12（水） 授業実践シートについて，学習会（各種 HP の活用法） 

ブロックごと指導案検討 

10/31（水） 研究授業② 1 年 3 組 算数科研究授業（阿部教諭） 

授業研究会（岩澤宏行 指導主事招聘） 

11/7（水） 南西中，上条中 英語授業参観，5 校合同研究会 

（南西中&石田小&国母小， 上条中&大国小&国母小） 

11/28（水） 研究授業③ 4 年 2 組 外国語活動研究授業（佐藤教諭） 

授業研究会（古家貴雄 教授招聘） 

1/17（木） 5 年 2 組外国語活動提案授業（角田） 

授業研究会（南西中，上条中 3 校合同） 

1/23（水） 「授業実践シート」による振り返り，研究のまとめア

ンケート 

2/6（水） 研究のまとめ，来年度に向けての学習会 

 

 

 

【参考・引用文献】 

・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」 

・山梨大学教職大学院 授業履歴シート 
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授業実践シートの基本的な構成について 
 

算数 or 外国語活動・外国語 授業実践シート  

○学年「実   践   名」 

○○ ○○ 

１．実践のねらい 

 

２．実践の概要                  

ねらいを達成するため，どんな手だてをするか，どんな教材を扱うか，などを書きました。 

 

３．本実践でおもに働かせたい「見方・考え方」 

各教科等の「見方・考え方」とは，「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」というその教科等ならではの物事を捉える視点や考え方です。 

<算数>（学習指導要領解説 算数編 P42-43，50-51，56-57，62，67 に領域・学年ごとの見方・考え方が記されています） 

◎ 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  

A 数と計算 

数学的な見方 数学的な考え方  

・数の表し方の仕組みに着目

して 

・数量の関係に着目して  

・問題場面の数量の関係など

に着目して 

・数の概念について理解し，その表し方や数の性質について考察す

ること 

・計算の意味と方法について考察すること  

・式に表したり式に表されている関係を考察したりすること  

・数とその計算を日常生活に生かすこと  

B 図形 

数学的な見方 数学的な考え方  

・図形を構成する要素に着目して  

・図形を構成する要素及びそれら

の位置関係に着目して  

・図形間の関係に着目して  

・図形の概念について理解し，その性質について考察すること  

・図形の構成の仕方について考察すること  

・図形の計量の仕方について考察すること  

・図形の性質を日常生活に生かすこと  

C 測定 

数学的な見方 数学的な考え方  

・身の回りにあるもの

の特徴に着目して  

・量の概念を理解し，その大きさの比べ方を見いだすこと  

・目的に応じた単位で量の大きさを的確に表現したり比べたりすること  

・単位の関係を統合的に考察すること  

・量とその測定の方法を日常生活に生かすこと  

C 変化と関係 

数学的な見方 数学的な考え方  

・伴って変わる２つの数量の関係

に着目して 

・２つの数量の関係に着目して  

・伴って変わる２つの数量の変化や対応の特徴を考察すること  

・ある２つの数量の関係と別の２つの数量の関係を比べること  

・２つの数量の関係の考察を日常生活に生かすこと  

D データの活用 

数学的な見方  数学的な考え方  

・日常生活の問題解決のため

に，データの特徴と傾向に着

目して 

・目的に応じてデータを収集，分類整理し，結果を適切に表現す

ること 

・統計データの特徴を読み取り判断すること  

<外国語活動・外国語> 

◎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」  

ポイント  

①  社会や世界との関わりの中で事象を捉えたり，外国語やその背景にある文化を理解するなどし

て相手に十分配慮したりする  

②  多様な人々との対話の中で，目的や場面，状況等に応じて，既習のものも含めて習得した概念

（知識）を相互に関連付けてより深く理解する  

③  情報を精査して考えを形成したり，課題を見いだして解決策を考えたり，身に付けた思考力を

発揮させたりする  

④  外国語で表現し伝え合うためには，適切な言語材料を活用し，思考・判断して情報を整理する

とともに，自分の考えなどを形成，再構築する  

上記の「見方・考え方」をもとに，本実践で働かせたい「見方・考え方」を明記しました。  

 

４．実践記録 

実際の授業の流れに沿って記述しました。 

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

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

して載せました。ボイスレコーダーなどで授業記録を録音し

たり，デジタルカメラで板書記録を撮っておいたりしました。 

◎「しかけ」は吹き出しで挿入しました。  

「教材・教具のしかけ」「問題提示のしかけ」「導入のしかけ」

「まとめのしかけ」「板書のしかけ」など，多岐にわたって書きました。いちばん大切にしたの

が「問いを引き出すしかけ」「見方・考え方を引き出すしかけ」です。この「しかけ」が本研究

の財産です。汎用性の高い内容を記すように努めました。  

 

５．最終板書 

 板書の記録を載せました。 

 

 

 

６．実践を終えて 

 教師自身が授業を行った後，メタ認知をした部分です。「本実践のねらい」は達成できたか，

「しかけ」は有効だったか，働かせたい「見方・考え方」は表出したか，などの視点をもとに

授業を振り返りました。  

「○○のしかけ」 

・～～～～～～～～～  
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算数 授業実践シート

１学年「ひきざん」
進藤 澄子

１．実践のねらい

１１～１８から１位数をひく繰り下がりのある減法計算で，減数を分解して計算する方

法（減々法）があることを知り，計算の仕方のついての理解を深める。

２．実践の概要

繰り下がりのある減法の考え方には，ふつう減加法と減々法の２つがある。子供たちは

初め減加法の考え方を中心に学習する。減加法は児童が無理なく理解できる考え方であり，

また，被減数を「１０といくつ」とみて，１０のまとまりから減数をまとめてひく方法は，

計算の仕方として最も普遍性があると考えられるからである。そのため，まず減加法の手

順を十分理解させ，習熟させた上で，もう１つの方法として減々法があることを理解させ，

その後の計算練習ではどちらの方法で計算するか児童自身に考えさせるという学習であ

る。

３．本実践でおもに働かせたい「見方・考え方」

〇ブロック操作や図，式，言葉で説明する。

① 減加法

操作・図 言葉

□□□□□□□□□□ □□ ２－３はできない

７ ２ １２を１０と２にわける

１０から３をひいて７

式 １２－３＝９ ７と２で９

人

10 2 7
②減々法

操作・図 言葉

□□□□□□□□□□ □□ ２－３はできない

３を２と１にわける

１２から２をひいて１０

式 １２－３＝９ １０から１をひいて９

人

10 2 1
〇減加法と減々法を比較する。

１２をわけているのと，３をわけている。

さくらんぼを作って計算している。

どちらも１０からのひきざんがある。

４．実践記録

①本時の課題をつかむ。

おかしが１２こあります。３こたべると，のこりはなんこですか。

○立式する。

・しき １２－３

②１２－３の計算の仕方について前時までとの違いを考え，見通し

を持つ。

・後ろの数が小さい。

「導入のしかけ」お菓子の具体物を示

し，計算の必然性を感じさせる

- 2 -

・ひくたすほうでできる。

・2 個食べて、1 個食べればよい。
③自力解決

・半具体物（ブロック），図，式，

言葉などでノートに記入させる。

減加法，減々法どちらも認める。

④１２－３の計算の仕方を発表し検討する。（比較検討）

・初めに隣同士で自分の考えを伝える。（ペア学習）

・その後に全体で考えを伝え合う。

先に減加法のブロック操作や図，式，言葉を出させ，次に減々

法の図，式，言葉を出させるように

する（意図的指名）

減々法のやり方は出ない可能性もあ

る。その時はブロック操作を元に考

えさせるようにする。

新しい計算の仕方（減々法）の計算の仕方はみんなで確認する。

⑤共通点・相違点を問う。

・新しいひきざんの仕方を子供たちと一緒に考えてネーミングする。（ひくひくほう）

⑥本時をふり返り，一枚ポートフォリオに学習して大切だと思ったことを書き，発表する。

それを元に本時のまとめを書く。

５．最終板書

６．実践を終えて

板書にもある通り，１２－３を３－２＝１，１０－１＝９と答えた児童がいた。減数か

ら被減数の１位数を引くという考え方は，授業の中では子供たちの混乱を招きそうな発言

だったため，あまり大きく取り上げず，さらっと流してしまった。授業後，答えた児童に

もう一度たずねたところ，３を２と１に分けて２しか引けないから１０から残りの１を引

くという考え方だったことがわかった。１年生なのでノ

ートには板書の通りに書いていたが，考え方は左記の通

りだった。これを授業の中で取り上げてあげられなかっ

たことが自分の力不足だったと痛感した。次時にもう一

度取り上げて子供たちには知らせるようにした。

「見通しのしかけ」どこから食べるかを考えさ

せ，減々法の考え方につなげる

１２－３＝９

人 人 2 － 2 ＝ 0
10 2 2 1 10 － 1 ＝ 9
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算数 授業実践シート  

１学年「たしざん」 

阿部 一美 

 

１．実践のねらい 

   １位数どうしの繰り上がりのある加法計算で，被加数を分解して計算する方法があるこ

とを知り，計算の仕方についての理解を深める。（数学的な考え方） 

２．実践の概要                  

本時は前時までに学習した「１０のまとまりをつくれば計算することができる」という考

えを３+９の計算において活用する場面である。これまでは，被加数が１０に近い数であった

ため，加数分解による計算の仕方を考えてきた。本時では，加数が９であることから，被加

数の３を分解すると簡単に計算できることに気付かせたい。そのために，３と９のどちらの

数を１０にすると簡単に計算することができるのか，ブロック操作を用いて計算の仕方を説

明し，視覚的にも被加数分解のよさに気付かせたい。しかし，被加数よりも加数が大きい時

には被加数分解で計算することを押し付けずに，児童のやりやすい方法で取り組ませる。 

 

３．本実践でおもに働かせたい「見方・考え方」 

①たしざんの意味をもとに説明する。  

 同時に存在する二つの数量を合わせた大きさを求める場合加法が用いられる。  

②１位数と 1 位数の加法について和が１０より大きい数になる場合「１０とあといく

つ」という数の見方を活用する。  

 

４．実践記録 

①つかむ 

前時の復習では，ホワイトボードを用いて７＋４を前１０ほうで確認した。その他にも，

これまでに学習した被加数が１０に近い式を挙げさせた。また，具体物を用意し，興味関心

を持たせ，児童にとって身近な問題としてとらえられるようにした。  

②見通し 

 T：今までと違うところあるかな。  

 C：前が３で後ろが９。  

T：今までは前のほうが。  

C：数字が大きいほうだった。 

T：でも今日は？ 

C：小さい。 

T：どうやってやろうかな。  

C：できる。できる。さくらんぼけいさん。  

C：まえ１０ほう。  

③自力解決  

  図１の A 児は９を７と２にわけ，３と７で１０を作る考えを言葉で，図２の B 児は図と式

で表現した。（加数分解） 図３の C 児は３を２と１にわけ，１と９で１０を作る考えを図

と言葉で（被加数分解），図４の D 児は言葉と図は加数分解の考え方，式は被加数分解の考

え方であった。加数分解で考えた児童は１１人，被加数分解で考えている児童は５人。両方

既習との違いを問い，

見通しを持たせる。 

の考えを書けた児童は４人いた。※自力解決時のノート  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④比較検討 

T：おなじところやちがうところはあるかな。 

C：１０と２が反対になっている。  

C：ソーセージが反対。さくらんぼの仕方が反対。  

T：他には？ 

C：１０も反対。  

T：このやりかたも，このやりかたも･･･。  

C：１０がある。 

⑤まとめ 

 本時の学習で大切だったこと，３＋９はどうやったら計算できたかを問うた。すると児童か

ら「１０をさきにつくる」という言葉がでてきた。本来ならば，「うしろ１０ほう」と名付けた

後にまとめを考えさせる予定であったが、順番が逆になってしまったため，まとめの言葉に「う

しろ１０ほうでもできる」という言葉を挙げることができなかった。  

５．最終板書 

 

 

 

 

 

 

６．実践を終えて 

 具体物を提示したことで，問題への興味付けになったが，立式の際に９＋３にならないよう

な提示方法を考えるべきであった。自力解決では，全員がブロック操作・図・式・言葉のいず

れかを用いて自分の考えを書くことができた。また，比較検討では，加数分解・被加数分解の

考え方を図・式・言葉を関連付けながら考えをおさえることができた。全員で２つの考え方の

ブロック操作をしたことで，被加数分解の簡単さを確認することができた。今後も児童のつぶ

やきを拾い，「なぜ・どうして」と聞き返しながら全体に意見を広め，考えを深める授業をして

いきたいと思う。  

「比較検討」のしかけ① 

・加数分解・被加数分解のそれぞれの見

方において，言葉，式，図を関連づけな

がら考えを発表させる。  

 

図 1 
A 児  

図 2 
B 児  

図 3 
C 児  

図 4 
D 児  

「比較検討」のしかけ② 

・加数分解と被加数分解の相違点，共通

点を問い，まとめへとつなげていく。  
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算数 授業実践シート  

 

１学年「おおきいかず」 

小林 大輝 

 

１．実践のねらい 

１０のまとまりをつくって数を数える活動を行い、９９よりも大きい数も１０のまとまりを

つくって数え、１０が１０こあつまると１００になる学習を理解させる。 

２．実践の概要                  

本実践において、より実生活に基づいた学習内容にするために、教科書に載っている図を使

わず、クリップのワークシートを用いた。そのワークシートで、１０のまとまりをつくらせ、

数を数えさせる。また、ブロック操作を用い、１０のまとまりがいくつとバラがいくつかを考

えさせる。同時に、９９より１大きい数は１００であることを理解させる。 

３．本実践でおもに働かせたい「見方・考え方」 

・「１０のまとまり」を意識し、十進位取り記数法を身につけること。    

・数の大きさを考えるときに「10」を単位にして考えること。  

４．実践記録 

①導入 

既習事項の４６をブロックと位を示し、復習をする。 

②見通し 

クリップを数える際、既習である「１０のまとまりをつくる」ことを意識させ数えさせる。 

T：いくつずつクリップを数えますか？一つずつ数えますか？ 

C１：２こずつ数える。 

C２：５こずつ。 

C３：まるで囲む。 

C４：１０のまとまりをつくる。 

③自力解決 

９９このクリップがあるワークシートを用意し、１０ずつ丸を付け、１０のまとまりをつくら

せ、１０のまとまりが９こと、バラ（１）が９こ、と考えさせた。 

児童１                 児童２ 

  

 

児童３                  

 

児童１は隣のクリップで１０のまとまりをつくらなかったため、数えるのに時間を要した。 

児童２は１０のまとまりをつくり数えた。 

児童３は２こずつまるで囲んだため、数えるのに時間を要した。 

④比較・検討 

クリップを１こ追加し、その数を示すブロック操作する。 

既習事項との違いを検討させ、発表した。                 

T：１００のブロックを見て、気が付いたことはありますか？ 

C：１の位のブロックが１０こあつまって、１０のまとまりができて、１０の位の部屋にお引

越しした。 

C：１０のまとまりが１０こあつまって１００になった。 

C：１００は９９より１大きい数。 

⑤まとめ 

本時のまとめをし、１０のまとまりをつくることや、１０が１０こで１００と示すことをまと

めた。 

５．最終板書 

 

６．実践を終えて 

 本実践において大きい数を数える際、１０のまとまりをつくって「１０のまとまりがいくつ

とバラ（１）がいくつ」と考えることを、ワークシートとブロックを用い学習した。学習する

中で、１０のまとまりをつくる工夫や方法を実際に体験させることができたと考える。また、

実際にブロックで操作することにより１００は９９より１大きい数と児童自身から引き出すこ

とができた。本時において「１０のまとまりをつくり数える」という意識を持たせるため、ク

リップの図を使用し授業を行ったが、見通しの際の児童からの発言でいくつずつ囲むかを混乱

させてしまい、児童全員に１０のまとまりをつくらせることができず、難しいと感じた。また

数える際にはじから数えることや印をつけさせる習慣づけが必要だと思った。 

「見方・考え方」を引

きだすしかけ 

・～～～～～～～～～  
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算数科 授業実践シート 

第２学年「ものの数の求め方を考えよう」 

雨宮 康治 

１．実践のねらい 

 ・ものの数の求め方を，かけ算を使って解決できるように工夫して考え，図などを使って説明できる。 

２．実践の概要                  

本実践は，単元「九九をつくろう（かけ算２）」の終わりに位置し，今まで学習してきた九九を用いて，下の図

のような均等に並んでいないチョコレートの数を工夫して求める場面である。ここでは，チョコレートを分けた

り，補ったりして，九九を使えるように考える活動とそれを交流させる活動が授業の柱となる。自力解決を試み

た後，複数の考え方を交流させるという一般的な構成であるが，「やまなしスタンダード」「こうふスタイル」を

意識して①本時の学習問題がこれまでの学習問題と異なる点を気付かせる導入②自力解決の前に見通しをはっき

りもたせる③「めあて」（本時の学習問題）とまとめの一貫性の３点に重点を置いた。 

また２年目の研究で探る具体的な「自分の考えを表現し，伝え合い，集団としての考えを形成する」姿を本時

では「自分の考えを図への記入と式で表現し，自分の立式を図と照らしながら，説明し，共通点をさぐっていく」

姿と考えた。 

 

３．本実践でおもに働かせたい「見方・考え方」 

Ａ（３）イ数量の関係に着目して，計算の仕方を考えたり，計算の成り立つ性質を見出す。 

 

４．実践記録 

問題の把握（既習事項とのずれから学習問題に導く） 

 「どうすればチョコレートの数を求めることができるか考えよう」 

 ただ「チョコレートの数を求めよう」ではなく，その求め方を考え

るのが本時のねらいであることを児童に明確に意識させるため，本

時の学習問題を上のように設定した。この学習問題との出会いの前

に，前時に行った，４×６のだんごの図と本時のチョコレートの図

を比較させ，「これでは（昨日のだんごの問題のように）解けなぁーい。」「同じじゃない，できない」「形がちが

う」という声から，既習事項を直接するだけでは解決できないことを感じさせ，「できないなら，どうする？」と

したあとに，本時のめあて・学習問題を設定した。この場面では「どこがちがう？」「なぜできない？」という問

いはあえてせず，上位の子には考えを「あたためさせ」，下位の子には「本当だ，昨日の問題とちがう」という思

いを持たせることでみんなのめあて・学習問題として成立させる。 

自力解決 

 自力解決の前に見通しを持たせる活動を取り入れた。「どうすれば計算できそうか，よそうをしよう。」見通しが

つかない子も多いため，いくつかの足掛かりとなる言葉を拾い，板書した。「６こずつ」「わける」「ずらす」 

 その後，自力解決の場面では，写真のような考えがあった。机間巡視の際は，答えを出して安心している児童も

見られたので，黒板を指さしながら，「ねね，どうやって２４になったの？〇〇さんのひみつのやり方，教えて。」

といったような声掛けをし，方法を考える学習であることに軌道修正をしていく。 

 

Ａ児は，６つずつ分ければ，かけ算が使えると考えた。図への書き込みは，今までは長細い一列で描いていたが，

「問いのしかけ」 

・本時の学習問題をまとめ

と対応させ，焦点化さえた。 

今回は６つずつまとめればよいと考え，６×４と立式した。 

Ｂ児は上の３を移動させ，埋めるようにすれば，今までのように長方形になり，立式ができると考えた。４×６

と立式した。この方法で考えた児童が多かった。 

 Ｃ児は同じ数のまとまりを２種類作り，足せば計算できると考えた。最初は赤字の５×３と３×３を考え，後で

青字の６×３と３×２を考えた。 

考えの交流 

 隣席同士で考えの伝え合いをした後，代表的な３例を取り上げ，自分の考えを発表させる。 

特に意見の多かったＢについては，図の提示者と説明者を別の児童にさせ，自分と同じ意見の児童の図を使って説

明することもした。 

Ｃ Ａさんはこのでっぱりをこっちにずらして，４×６にしました 

Ｔ どうしてずらすの？ 

Ｃ 四角になるから・・・ 

Ｔ なんで四角にしたの？ 

Ｃ ４×６のかけ算ができるようなるから。 

Ｔ どこが４×６になるの 

Ｃ （図を指しながら）一つのまとまりが４が６つあるから 

Ｔ どこに一つのまとまりがあるの？（別の児童へ） 

代表的な４例をこのようなやり取りをしながら，「一つのまとまりがいくつ」という言葉や図への指示が説明者やま

わりの児童から出るまで問い返していく他のやり方も同じように「一つのまとまりの数がいくつ」であることに気

付かせるような説明している児童以外の児童への広がりも意識した。 

まとめ 

 どうすればチョコレートの数をもとめることができましたか。「一つのまとまり」という言葉は授業中の児童の言

葉であったので，まとめの時に「一つの分の大きさ」という既習の言葉に言い換え，さらに一つ分の大きさを見

つける→同じ数のまとまりを見つけることであると板書した。 

 

５ 最終板書 

 

 

 

 

 

６．実践を終えて 

 複数の考えを提示し，比較したり関連付けたりする学習は算数科に限らず，他教科でも行われる。このような場

合，１）比較して，共通点に気づき，何らかの概念や規則性を見出す（今回の実践）２）比較して，相違点に気づ

き，なぜ違うのかを考えることでねらいにせまる ３）比較して，どれがより簡潔であったり，現実的かを考えた

りする といったパターンがある。今回の実践は２年生の児童にとって，これから増えるであろうこのような学習

への基本的な姿勢を学ばせたいという思いがあった。特に算数科においては，問題提示の部分での既習事項との違

いに気づく目，自力解決部分での「どうやってやればできるんだろう？」という本気の試行錯誤，考えの交流の部

分への根拠をもった説明しようとする姿勢を２年生なりの挑戦であった。教師側としては「全体からかけている部

分を引く ５×６＝３０ ３０－６＝２４」の考えも期待していたが，予想の段階で出なかったので，そこをどう

取り上げるかが悩んだところであった。 （本時では取り上げなかった） 

本実践はこれといった新鮮さはないが，甲府スタイル，山梨スタンダートの考えを大切にした。このような学習

を低学年で大切にしていけば，中高学年では，「よりよい解法はどれか？」「さらにもっと良いやり方はあるか？」

という問いを持つようになっていくのではないかと思う。今後も積極的に取り組んでいきたい。 

板書のしかけ 

・複数の考えを比較するた

め，共通点に気づきやすい

板書にした 
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オオムラサキセンターでは，７月までに８３ひきとんでいました。８月は４６ぴきとびました。合わ

せてなんびきですか。 

算数 授業実践シート  

 

２学年 算数「ひっさんのしかたを考えよう」 

古屋 愉子 

 

１．実践のねらい 

 百の位への繰り上がりのある２位数+２位数=３位数の筆算の仕方を理解し，その計算ができるように

する。 

２．実践の概要                  

本実践は，単元「ひっさんのしかたを考えよう」の１時間目の授業であり，子供たちはここで初めて

繰り上がりある計算と出会う。これまでしてきた繰り上がりのない筆算との違いを明らかにし，繰り上

がりのある筆算をどのようにしていくかを考えさせていく。本時では，既習事項の復習を行った上で，

繰り上がりありの新たな問題にも意欲を持って取り組むことができるように，興味が持てるような課題

設定を行った。また，筆算の方法を考える際には，数カードを黒板に貼り，動かすなどして，視覚的に

繰り上がりの計算方法が理解できるようにした。 

 

３．本実践でおもに働かせたい「見方・考え方」 

百の位への繰り上がりも，十の位への繰り上がりと同じように，数カードが１０個集まったら次の位

に引っ越す（十進法）ということを理解する。 

 

４．実践記録 

（１）導入問題，本時の課題設定 

 導入では，これまで学習してきた，繰り上がりなしの２位数同士の足し算・引き算の復習問題を行っ

た。２学期に行ってきた遠足に関係のある，オオムラサキの問題を出し，合わせた数や違いの数につい

て考えさせた。本時の課題も，復習問題に引き続きオオムラサキの数についての問題を出した。以下が

提示した本時の課題である。 

 

 

 

 本時の課題が足し算の式になることを確認し，テープ図を用いておおよその数を予想させた。その後，

これまでの問題との違いについて，意見を出し合い，本時のめあてへとつなげた。以下が児童とのやり

取りである。  

Ｔ：今までの問題と違うところはどこでしょうか。  

Ｃ：十の位と一の位しか出てこない。  

Ｃ：百の位が出てきそう。  

Ｔ：どうして。  

Ｃ：今まで答えが一桁，二桁だったけど，今日は答えが百以上になるから。  

 

（２）自力解決，全体での共有  

 自力解決では，一人一人が１・１０・１００の数カードを使って８３+４６の筆算の方法を考え，言

葉などで説明する時間をとった。数カードを並べる際には，８３と４６の数カードをそれぞれ用意して

位を意識して並べた後に，足していく方法を行った。自力解決の中では，十の位の８０と４０をそのま

ま足し，答えを表すときに戸惑う児童が数名いた。  

 全体で共有する場面では，児童の一人が黒板の前に立ち，数カードを並べた後に，どのように動かせ

ばよいのか，別の児童に言葉で説明をしてもらった。そのやり取りが以下のとおりである。  

Ｃ：（児童が十の位に８０+４０のカードをそのまま貼る。）  

Ｔ：これでいいですか。  

Ｃ：１０が１０個あるから百の位にお引越ししないとだめ。  

Ｔ：どんなふうに動かせばいいのか教えてくれる人。  

Ｃ：（１０を１０個集めて１００カードにして，百の位に動かす。）  

 数カードを全体で共有した後に，実際に全員で８３+４６の筆算を行った。  

 

（３）まとめ 

 本時の課題を解決するときに大切だったことを発表させた。十の位で，１０が１０個たまったら百の

位に引っ越しをすることを確認し，本時のまとめとした。最後に，百の位への繰り上がりがある式をい

くつか提示し，筆算の練習を行った。  

 

５．最終板書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．実践を終えて 

 良かった点として，導入で，児童がつい先日に行った遠足のことを話題に出したので，意欲につなが

った。また，既習事項の復習の後に，本時の課題の提示を行ったので，これまでの学習と違うところが

よりはっきり分かったのではないかと思った。  

 課題としては，めあてを児童と考える際に，「ひっさんを考えよう。」ではなく，「ひっさんのしかたを

考えよう。」というところまで引っ張って，本時の展開をより正確に表すことができるとよかった。また，

児童が自分の机で数カードを動かすときに，位を意識せずに数を合わせる児童がいたので，位をより意

識できるように，位の枠などを用意するとよかった。机の上で数カードを動かしたり，ノートを書いた

りする中で，すっきりとした学習環境を整えきれなかったので，授業作りの際には児童の活動の流れを

思い浮かべながら，混乱のないように活動が進められるように工夫をしていきたい。  

「導入のしかけ」 

・身近な話題を課題とし，意欲につなげる。 

「めあてを考えるまでのしかけ」 

・復習問題と本時の課題を見比べ，既習事項

との違いを明らかにする。 

「共有のしかけ」 

・自分で動かした数カードを黒板でも行

い，動かし方も含めて全体で共有でき

るようにする。 

「板書のしかけ」 

・動かした数カードと筆算を並べ，筆算の方法が視覚的にも理解し

やすくする。  

19



- 1 -

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」
～小数のいろいろな見方や表し方をしよう～

河西 美恵

１ 実践のねらい

○小数について，いろいろな見方や表し方ができることを理解することができる。

２ 実践の概要

本実践は，それまで学習してきた小数について，いろいろな見方を考える時間である。まず，

学習のきっかけとして，整数の２８０をもとに数直線を見ながらいろいろな見方を考えた。その

ような整数での経験をもとに同じように２．８のいろいろな表し方を個々に考えさせていった。

１つの見方ができた児童には，他の見方を考えさせるようにし，小数を多様に見ることができる

ようにした。カードに書かれた全員の考えを，みんなで話し合いながら考察した。

３ 本実践でおもに働かせたい「見方・考え方」

◎数とその表現に着目し数の表し方を考えること

①数の合成分解を言葉や式を用いて表す。

・２．８は２と０．８をあわせた数，２．８＝２＋０．８

・２．８は３から０．２を引いた数，２．８＝３－０．２

②数のしくみをもとに考えて表す。

・２．８は０．１が２８こ集まった数，０．１×２８＝２．８

③数直線を使って考える。

・２．８は２より０．８大きいので・・・・

④どの数をもとにして数を表現するのか考える。

「導入」のしかけ

４ 実践記録 ・くじを引いて２．８を出させる。

①導入，めあての設定

Ｔ：だれかにくじをひいてもらおう。

Ｃ：何，ひきたい。 「自力解決」のしかけ

Ｔ：今日はくじ引いて出た数を使って学習す ・ヒントカードの用意

るよ。おっ２．８だね。 ・数直線の提示

～

Ｔ：今日の学習は２．８はどのような数か考える学習です。

Ｔ：ところで，いろいろな見方ってどういうこと？

②見通し

整数２８０はどのように表すことができるのか数直線用

いて話し合い確認した。

③自力解決

言葉や数直線，式など多様なツールを意識して自分の見

方で表現できる表現方法を確かめた。さらに数の合成分解

が苦手な児童もいるので，言葉のヒントカードや数直線の

ヒントカードど３種類を準備したが，実際には，１名が数

直線のヒントカードを用いただけであった。

自力解決では，７割の児童が２．８を２つ以上の表し方

（言葉と式，図と式，数直線と式など）で表現し，約３割

が複数の見方（３－０．２，２＋０．８）で表していた。

また，自力解決時に 1名のノートに誤答が書かれていた。

- 2 -

④比較検討 「比較検討」のしかけ

遠くではカードが見にくいため，全員が黒板 ・式・言葉・数直線を関連づける。

に集まり検討を行った。

Ｔ：どうやって進めようか。 ２．８は０．１が２８個分

Ｃ：式は式，言葉は言葉で同じところにまとめる。 ０．１×２８＝２．８

Ｃ：同じ考えを一緒にすればいい。

Ｔ：では，同じ考えをまとめて，言葉・式はわか ２．８＝２＋０．８

りやすいように印をつけよう。 ２．８は２と０．８をたした数

Ｔ：気が付いたことを発表してください。

わかりにくいが板書のように，児童の意見をもとに話し合いながら整理した。

⑤まとめ

２．８を表すときに，同じことを表していても，式にするか，言葉で書くか，数直線を使って

説明するかなど，いろいろな表現方法があることに驚いていた。

Ｔ： 全員の２．８の表し方を並べて考えてどうですか。

Ｃ： たくさん出てきた。

Ｔ：小数２．８の表し方と２８０の表し方で似ているところはありますか。

５ 最終板書

６ 実践を終えて

本時のねらいは達成できたと考えるが，いろいろな見

方や表し方で表すという視点から，見方も表し方もどち

らも複数の表現方法で表すことができることが望ましい

と思う。また，比較検討の場面では，全員のカードを取

り上げたため，言葉で表された見方と数直線や式と結び

つける活動がやや急ぎ足になってしまったように感じる。

様々なツールを関連づけながら表現活動を行うことで，

表現力の幅が広がるとともに，思考の手がかりとなるツ

ールを自由に使いこなす力を養えるように引き続き指導

を続けていきたい。
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算数 授業実践シート  

 

３学年「□を使った式」 
～お話のとおりに式に表そう～ 

長野 楓 

 

１．実践のねらい 

  未知数があっても，□を用いると，文脈のとおりに式に表せることや，その□に当てはま

る数の調べ方を理解する。 

２．実践の概要                  

本時は，式の中で未知数を□で表すことを知るところである。児童はお話の中に未知数が

あればそれを求めようとすることが予想される。しかし，未知数を□として左辺に置くこと

で，お話のとおりに式に表すことができることに気付かせたい。そこで，最初にめあてとし

て「お話のとおりに式に表そう」と提示することで，未知数を求めることが目的でないこと

を意識させ，未知数のところをどう表せばいいのかという課題意識を持たせる。また導入に

おいて，未知数のないたし算とひき算のお話を式に表すことで，お話の言葉と式とを結び付

け，立式の根拠とできるようにする。 

３．本実践でおもに働かせたい「見方・考え方」 

○問題文と式とを比較して，式の意味について考察する  

①式の意味について言葉や図を用いて説明する  

②式の違いについて，文章中の言葉などを使って説明する  

４．実践記録 

 Ⅰめあての設定，導入問題  

 めあてを「お話のとおりに式に表そう」と提示し，

導入においてお話のとおりに式に表す意味について

つかませる。 

①，②の問題で，「なぜたし算になるのか」「なぜ

ひき算になるのか」について，文章中の言葉と結び

付けて確認する。  

 

Ⅱ課題提示から自力解決，比較検討  

 ③のお話として，未知数の含まれるお話を扱い，

全体でわからない数があることを確認する。  

 自力解決場面では，50－38＝12 とかく児童が多か

った（16 名）。38＋12＝50 と書いた児童が 6 名。 

 比較検討場面では，まず 50－38＝12 から扱った。ひき算を書いた児童は「わからない数が

あるから今わかる数で求めた」と発言した。ここで，「お話のとおりになっていない」という児

童２人が式の数の順番に着目し，たし算の可能性を指摘した。  

C35 やっぱり違うと思う。  

T35 どこが違うの？  

C36 お話のとおりに式に表そうだから，「いくつかもらいました」だから，先にその文がきてるから，５

０－３８をしてから，次にたし算をして，50 になるようにした方がいい。  

「導入のしかけ」演算を決定する根拠になるようにする 

①ももが 8 こあります。  

 ４こもらいました。  

 全部で 12 こになりました。  

②画用紙が 30 まいあります。  

 18 まい使いました。  

 のこりは 12 まいになりました。 

③38 この磁石があります。  

 いくつかもらいました。  

 全部で 50 こになりました。  

T36 今のわかった？じゃあ，わかった人もう一回言って。  

C37 こっちは５０－３８＝１２にしてるけど，問題は「３８この磁石があります」の次に「いくつか」が

先にきてるから，だからその５０ー３８だったら，「全部で５０」が最後だから，それが最後にくる

ように式を書けばいいから，５０－３８＝１２の後に，３８＋１２＝５０っていう式にすればいい。 

T37 今新しい式でてきたね。じゃあ，２人は何に「この式おかしいな」と思ったかわかった？どんなと

ころ？  

C38 いくつかもらったかが先だから，式の数字の順番  

 そのあと，12 はお話に登場しないことから別の表し方として□を提示した。  

 Ⅲまとめ 

 本時を振り返りながら，児童の言葉を用いてまとめた。  

５．最終板書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．実践を終えて 

 児童にとって，「未知数をどのように表せばいいのか」という課題を，つかみにくかったこと

が課題としてあげられる。児童にとっては，逆思考を用いて解決することが容易であり「分か

らない数は 12 なんだ」とわかっている状態で式を立てていたため，最後までひき算を用いて

からたし算を行えばいいと，答えを出すことにこだわってしまう児童が見られた。未知数を□

を用いて表すことで，「立式の難しい場面でも容易に立式することができる」というよさを児童

が実感できるような課題や場面設定が必要であると感じた。しかし，「お話のとおりに式に表そ

う」というめあてや言葉と式とを結びつける活動が，本時の課題を考える上で児童の根拠にな

った。児童が本時の課題を考える上で，根拠となることや児童のつぶやきなど，まとめにつな

がる言葉を板書していくようにしたい。  

T74 
じゃあ今日めあて守れたね。  

じゃあまとめるよ。まとめどんながいいですかね。  

C75 えっと，お話のとおりに，  

T75 （板書）  

C76 
お話のとおりに，式を書く場合は，「もらいました」とか「いくつか」とかって書いてあったら，

最初の数と一番最後にかいてあった数を使って出してからたし算をする。  

T76 
出してからたし算をするの？じゃあここはやっぱり１２？  

今日使ったの何？  

C77 □  

T77 □使ったよね，□ってなに？  

C78 わからない数  

T78 じゃあお話のとおりに式に表すとき，何をどうしたの？  

C79 わからないところを□でかく  
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算数 授業実践シート  

 

４学年「広さを調べよう」 

～色々な方法で表したり，工夫して求めたりしよう～ 

永井 孝枝 

１．実践のねらい 

 面積について単位と測定の意味を理解し，面積を計算によって求めることができるようにす

るとともに，面積についての量感を豊かにする。 

２．実践の概要                  

 本実践は，複合図形の面積をいろいろな考え方で求める活動を通して，図，式，言葉などの

多様な表現で説明する活動を行う。 

３．本実践でおもに働かせたい「見方・考え方」 

 図形を構成する要素に着目して，面積の求め方を考察すること 

４．実践記録 

①課題把握 

Ｔ：長方形の面積の求め方は？（たて×横）  

正方形の面積の求め方は？（一辺×一辺） 

Ｔ：今日は，この図形に挑戦しましょう  

どのようにしたら求め  

られるでしょう 

Ｃ：線を引いて切る  

Ｃ：くっつけて引く  

Ｃ：移動する 

課題 この形の面積を求めましょう  

②自力解決１ 

Ｔ：図を一人に３枚配付しノートに貼り，その横に図，言葉，式で考えを表すように指示する  

Ｔ：友達に考えを伝えましょう  

Ｔ：友達と話をしてもう一度自分  

の考えをまとめてみましょう  

自力解決２ 

自分の考えの続きや，友達との

意見交流で得たことを加筆し考

えを深めさせる。  

③全体解決 

Ｔ：発表しましょう  

考え１  

Ｓ：図に表す 

Ｔ：どういう考えか説明できる人，いますか？  

Ｓ：線で分けて上下の長方形にして面積を求めて最後に足す  

Ｔ：式で表せる人？  

Ｓ：２×６＋２×３＝１２＋６＝１８  

考え２  

「見通しのしかけ」 

・自力解決に入る前にどんな方法で求められそうか発表さ

せることで，一人ひとりが解決に向かいやすくする。 

「自力解決・小グループ学習のしかけ」 

・自分の考えを表した後，自由に友達

と意見交流させる。相手が固定されな

いよさや多く交流できるよさがある 

Ｓ：図に表す 

Ｔ：どういう考えか説明できる人，いますか？  

Ｓ：２×３の長方形が３つできるから，２×３を３倍する。  

Ｔ：式で表せる人？  

Ｓ：（２×３）×３＝６×３＝１８  

考え３  

Ｓ：図に表す 

Ｔ：どういう考えか説明できる人，いますか？  

Ｓ：移動作戦で，２つに分けて右の長方形を左の長方形に乗せ

て１つの長方形にする  

Ｔ：乗せた時に重なる辺はどれとどれかな？ 長さは同じにな

る？（長さを確認し色分けする）Ｔ：式で表せる人？  

Ｓ：（２＋４）×３＝６×３＝１８  

考え４  

Ｔ：Ａさんの求め方を式で発表してもらいますので，読み解きましょう  

Ａ：４×６＝２４ ２×３＝６ ２４－６＝１８  

Ｓ：２４という大きな数字が出ていて引いている  

Ｓ：凹んでいるところに線を引いて大きな長方形にして求めて，くっつけたところを引く考え 

考え５  

Ｓ：上の部分を分けて下の長方形にくっ付けて横長の長    

方形にすると，２×９＝１８  

Ｔ：すごい！簡単な九九の式１つだけで求められる  

Ｓ：移動すると簡単になる  

④まとめ  

Ｔ：色々な求め方がありますね どの考え方にも共通していることは何でしょう  

Ｓ：長方形ができている  

まとめ 長方形や正方形を使って面積を求めることができる。  

 

５．最終板書 

６．実践を終えて 

 多様な表現ができるよう，自力解決の場面で言葉や式で表すだけでなく，全体での場面でも，

ある児童には図のみで，別の児童に言葉で説明させ，また別の児童が式化するという流れで考

えを深めあった。自力解決の場面でも，席を離れて自由に話し合いをさせることで考えを深め

させるようにした。考えが見通せたり読み説いたりすることが理解や楽しさにつながった。い

かに図を分割し移動するかでより簡単に計算できるよさがあることに気付いたことも思考力を

養う機会となった。  
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算数 授業実践シート  

４学年「計算のやくわりを調べよう」 

～ドットの数の求め方を考えよう～ 
川手 太朗 

１．実践のねらい 

  ドットの数の求め方を，まとめたり移動させたりするなど工夫して考え，１つの式に表す

ことができる。 

２．実践の概要                  

本実践では，ドットの数を求める際に，工夫することでいろいろな考え方があることを知

り，図や式などの方法で説明する活動を行う。また，いろいろな考え方を（ ）を使うこと

で一つの式に表すことができることや，式からドットの数の求め方を考えることができるよ

うにする。 

３．本実践でおもに働かせたい「見方・考え方」 

○問題場面の数量の関係などに着目して，式に表したり式に表されている関係を考察したり

すること 

①ドットの数の求め方を，図や式を用いて表す。  

②他者の考えから，図や式を求める。  

４．実践記録 

 ①導入，めあての設定  

 練習問題からいろいろな考え方を確認し，

その方法を用いて，本時の問いについて考えられるようにする。  

②見通し 

導入で練習問題から取り組むことで，本時は○の数を求めると

いう課題を全員で共有するとともに，いろいろな考え方を確認し

た。また，どれも一つの式にすることができることについても確

認した。 

 ③自力解決 

  練習問題から出てきた３つの方法をもとにして，本時の問いに

ついて考えた。それぞれの方法について考えられるドット図のワ

ークシートを配付した。ドット図に書き込み，まとめたり移動さ

せたりした後に，式を考えた。個人で考える時間を設けた後，小

集団で考えを共有する時間を取り，また個人で考えさせる。その

ことで考えを深めて，考えが出ない児童への手助けとする。 

 自力解決では，ほとんどの児童がドットを同じ数ずつ囲み，そ

れが何組あるかを数え，式に表す方法を１つは書いていた。ドッ

トを移動させたり，ドットを描き加えたりする方法を考えた児童

が３割程度いた。   

 

「導入のしかけ」 

練習問題から本時の問いの考え方につなげる。 

「自力解決のしかけ」 

・ワークシートを配布し，いろいろな方法で考える。 

・小集団で考えを共有する。 

④比較検討 

 

 

 

 

 

 

 

⑤まとめ 

本時を振り返りながら，児童の言葉を用いてまとめた。  

Ｔ：３つの作戦どんなところが工夫している？どんな風にするとドットの数が求められるの？  

Ｃ：四角にして，かけ算とかの計算をする。  

Ｔ：四角って？  

Ｃ：まとまり！  

Ｃ：全部１つのまとまりにしている。  

Ｔ：まとまりとして考えることで，式をどんなふうにしているかな。  

Ｃ：ひとまとまりにしている。  

５．最終板書 

６．実践を終えて 

 自力解決の中で，小集団での話し合いを設けたことで，考えが深まり，新たな考えのヒント

になった。比較検討の際には，図や式どちらかのみを提示することで，考える場面や発言する

機会を多く設けることができた。導入での練習問題が，同じ数のまとまりを作る考えのみだっ

たため，本時の問いも同じように考える児童が多く見られた。さらに，３つの方法ではなく，

1 つの方法を使って２つ考えを作る児童もいたので，ワークシートの工夫が必要であった。比

較検討では，１つの式から，ドットの囲み方が何通りもあること

を確認することで授業が深まったと考える。また，子供たちのつ

ぶやきを板書することで，まとめの際，子供たちからより多くの

言葉がでてきたのではないかと思う。授業を進める上で，予想し

なかった素晴らしい考え（Ａ児のような）を授業の中で取り上げ

ることで学習を深め，意欲や興味関心を持たせたい。 

まとめ作戦①  

Ｔ：まとめ作戦できた？まとめ作戦でできた式

を教えてくれる？  

Ｃ：４×４＋３×３  

Ｔ：この式からどんなまとめ方をしたと思う？  

Ｃ：（黒板の図に描く）  

まとめ作戦②  

Ｔ：まとめ作戦他にもあったよね？  

Ｃ：（黒板の図に描く）  

Ｔ：こんな風にまとめているけど，どんな式に

なりそう？  

Ｃ：３×８＋１  

バラ作戦  

Ｔ：バラ作戦できたかな。  

Ｃ：（黒板の図に描く）  

Ｔ：こんなふうにやってみたけど… 

Ｃ：なるほど。飛び出している部分をしまった。 

  そうしたらかけ算ができる。  

Ｃ：５×５  

ふやす作戦 

Ｃ：（黒板の図に描く）  

Ｔ：ふやす作戦やっているけど，このあとどう

考えればいいかな。  

Ｃ：７×７をして…６×４＝２４をして  

  ４９から２４を引いて，答えは２５。  

Ｃ：一つの式は７×７－６×４  

「比較検討のしかけ」 

発表の際，式だけ提示したり図の囲みだけ提示したりする

などして他者の考えを推察し，発表させる。 

Ａ児  
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算数 授業実践シート  

 

5 学年「図形の角を調べよう」 

深澤 かほり 

１．実践のねらい 

 三角形の 3 つの角の大きさには決まりがありそうだと予想させ,角の大きさを調べることを

通して,３つの角の大きさの和が 180°であることに気付かせる。 

  

２．実践の概要                  

 これまでに学習した図形として,二学年で直角について平角を 2 等分した形として定義をし

ている。三学年で二等辺三角形や正三角形の性質の学習として,角を切り取ったり,折って重ね

たりする操作を通して,形として角の大きさの相等について学習している。また,四年生では,

角の大きさを分度器を用いてその量を測定したり,必要な角の大きさを表したりする学習を行

っている。これらの既習事項を想起させながら，三角形の内角の和に関心を持ち，三角形の内

角には決まりがありそうだと予想させ，調べる活動を通して，決まりを見つけるという学習で

ある。 

 

３．本実践でおもに働かせたい「見方・考え方」  ・三角形の内角の和が 180°になること

は，以後の学習の基になる。いろいろな

三角形の内角の和が 180°になることを

調べ，児童に帰納的に見出せるようにし

たい。 

・既習である二等辺三角形，二つの辺の

長さが等しく二つの角の大きさが等しい

という定義と性質を定着させ学習の上で       

使えるようにしたい。 

・上の段の左から二番目は，正三角形であるが，二等辺三角形の条件にも当てはまることを，

確認し，様々な二等辺三角形があるということから，次時への学習につながるようにする。 

・角の調べ方は，低学年の時に，「形を切って重ねる」調べ方をしたが，分度器で調べることと

する。 

 

４．実践記録 

① 既習事項を振り返る。 

・「今から見せる図形はなんという名前か。」と五種類の三角形（主に二等辺三角形）を提示し、

既習した三角形について振り返る。三角形の名称を復習するとともに，その三角形の性質などを合

わせて復習する。 

 

② 学習問題をつかむ。 

・二等辺三角形の性質を復習させ，三角形の角に注目し何か決まりがありそうだと予想し，課題を

を持つ。 

 「二等辺三角形の角のきまりの秘密をさぐろう」学習課題を設定する。 

③ 見通しを持つ。  実際に，角の大きさを「切

って調べる」意見が出まし

た。  

時間がかかるが，丁寧に復習する。 

・角の大きさを調べるにはどうすればよいか考える。分度器の使い方にも触れる。 

④ 自分の考えをまとめる。 

＜自力解決＞ 

・調べた角の大きさを表にまとめる。 

・表にまとめて気付いたことを書く。 

⑤ 互いに考えを伝え合う。 

学習感想を書き，学習を振り返る。 

⑥ 次時の学習について知る。 

・その他の三角形全てに同じきまりがあてはまるのか，を調べるという課題を知る。 

５．最終板書～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

６．実践を終えて 

二等辺三角形の性質をはじめにしっかり確認したので，すんなりと学習できた。分度器で調

べさせたが，調べ方として切って重ねる方法を提案した児童もいた。次の時間に実際に切って

調べる活動をしたが，調べる活動をじっくりするために，ここでやってもよかったのかとも思

う。 

調べた結果を表にまとめ，内角の和が 180 度だったということは，すんなり出たが，上の板

書にもある通り，ある児童が「全ての角が 3 の倍数だ」と発言したところから，他の児童も 3

の倍数に関連した発言になってしまい，学級全体の考えが三角形の角の秘密は 3 の倍数という

ことに流れてしまい，内角の和が 180度だったことの印象が薄れてしまったのが反省点である。

しかし，児童の中から，「ほかの三角形はどうなのか」というつぶやきが出てきたので，自然と

次時につなげることができた。  

 

 ア イ ウ エ オ 

角０ ３０° ６０° ９０° １２０° １５０° 

角A ７５° ６０° ４５° ３０° １５° 

角B ７５° ６０° ４５° ３０° １５° 

和 １８０° １８０° １８０° １８０° １８０° 

30°ずつ増

えている 

角Ａと角Ｂの大きさは

同じ  

三つの角の和は 180° 

段々小さくなっている。  

段々大きくなっている。  

全ての角は 3 の倍数 
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算数 授業実践シート  

５学年「小数のわり算を考えよう」 

～商がわられる数より大きくなるのはどんなとき？～ 

角田 大輔 

１．実践のねらい 

純小数でわると，商は被除数よりも大きくなることを，式や数直線を根拠にして説明するこ

とができる。（数学的な考え方）  

２．実践の概要 

本時のねらいは，「240÷0.8 をしたとき，なぜ商が 240 より大きくなるのか。」という根拠を

問うことである。過去の全国学力・学習状況調査の正答率から「わり算をすると答えが小さく

なる」と考えてしまう児童の実態がある。本時では具体的な問題場面を捉えて「1 より小さい

数でわると，商はわられる数より大きくなる」ことが実感できるようにまとめた。 

３．本実践でおもに働かせたい「見方・考え方」 

◎数量の関係に着目して計算の意味と方法について考察すること 

①「小数のかけ算」で学習した数量の関係をもとに説明する 

・２４０÷０．８＝□ は，逆にすると □×０．８＝２４０ だから □＞２４０  

②わり算の意味をもとに説明する 

・わり算は 1 にあたる大きさを求める。0.8 にあたる大きさが  

240 だから，1 にあたる大きさは 240 より大きくなる。  

③数直線を根拠に説明する 

・「もと（１）」の方が数直線の右側にあるから，商が被除数より大きい  

４．実践記録 

①導入，めあての設定 

・既習（商＜被除数）の計算を 2 問，未習（商＞被除数）の計算を 1 問行い，違いに気付く。  

C66(A児):えっとー，2問目が240÷1.2で答えが200な

のに，今度は，わる数が2問目の1.2よりも小さいのに，

商が，その2問目より大きい数になっている。 

T64:B児，なんかもやもやしていたよね。どういうこと？ 

C69(B児):（A児と）同じです。 

T65:自分の言葉で言ってごらん。 

C70(B児):かけ算の時は，1より…かける数は，かけ算を

しているのに，かけられる数より小さくなっていたけど，

わり算だと，大きくなっていたから，疑問に思った。 

T85:今までわり算っていうとわるんだから，ふつう… 

C89:減るはず 

C90:ダイエットする 

T88:ダイエットするんだな。うん。だけど，これ，な

んか，もやもやしているのは？商がわられる数より 

C91:ダイエットしていない 

C94:逆にオーバーしている

本時のめあてを引き出すため，3 問目の計算をしている時に机間巡視を行い，数名の児童が

3 問目の商の大きさに着目していたことを収集した。全体で C66(A 児)，C70(B 児)の意見を聞

いた。B 児は，C69 において A 児と同じ意見と言ったが，机間巡視の際に聞いたつぶやきとは

違っていたので，T65 のように促したところ，自分の言葉で説明することができた。C70 の B

児の発言をもとに，めあてを設定した。  

②見通し 

計算問題を生活場面「0.8mで 240円のリボンがあります。このリボン 1mのねだんは何円？」

に置き換え，考える手段を増やした。また，実物のリボンも掲示した。 

③自力解決 

 見方・考え方の②③で解決した記述が見られた。C・D 児は②，E・F 児は③である。C 児は，

自力解決の時点で数直線を根拠に「わる数が 1 より小さい時」と統合的に理解できていた。  

０   240  □（円） 

            

０    0.8   １（ｍ） 

「導入のしかけ」子供がめあてをつくる場面設定（「問い」の発生） 

 

 

 

 

 

 

 

 

④比較検討 

数直線は正しいが誤って立式した児童がいたので，まず全体で数直線の見方を確認した。次

に，数直線をもとに，□×0.8＝240，240÷0.8＝□を導き，数直線や式を用いて，検討した。 

T162:商は，わられる数が，わられる数より，大きく

なるのはこういうときですって，説明できた？ 

C183(F児):0.8mで240円で，1mの値段だから，0.8

から増えているから240より大きい。 

C187:0.9でもたぶんおっきいんだ。 

T180:この□はもう答えわかっているよね。この中に

何が入るの？ 

T183:240 

C203:より大きい数 

T187:何で？ 

C208:0.8は1よりも小さいから 

C222:かける数が1より小さいから 

T208:今度は，わり算で説明できる？  

C257(C児):わる数が1より小さいから。(46:35) 

⑤まとめ 

数直線，式，そして言葉でまとめた。最終板書にあるとおり，数直線は複数かかなかったが，

右に記した式と対応した数直線をかけば，理解できた児童もふえたかもしれない。  

T232:先生ここで数直線と式でかいたけど，最後みん

なここに今日のまとめ，言葉で書けるかな。 

C286(G児):わり算は，わる数が1より小さいとき，商

はわられる数より小さい。  C287:…大きい 

５．最終板書 

 

６．実践を終えて 

T140 は，□×0.8＝240 の解釈を問うた。児童は C183 の F 児の発言を解釈しようとしてい

たが，教師が C187 を聞き逃し，児童とずれた問

いを発した。C187 をもとに，まずはわり算によ

る見方・考え方の②③を引き出し，最終的にかけ

算による見方・考え方の①を統合すべきだった。 

また，めあてがあいまいだったために，根拠を

示せない児童がみられた。めあてを「商がわられ

る数より大きくなるのは，わる数がどんな時？」

とすればよかった。G 児の自力解決時のノート記

述を見ると，「0.8 と 1.2 1.2 のほうが数が大きい

のに，0.8 のほうが 1.2 より答えが大きいのか？」というめあてを設定し，自ら問うていた。  

 C70 で B 児が発した問い「かけ算の時は～」を強く意識してしまい，問いがつながらなかっ

た。見方・考え方②→③→①の構成で問いがつながったかもしれない。  

E児 

C児 

D 児  

F 児  

▲自力解決時のノート記述  

Ｇ児  

「比較検討のしかけ」 

かけ算とわり算を関連

付け，統合的に考える 

「まとめのしかけ」多様な表現（数直線，式，

言葉）のまとめ 

Ａ児 

Ｂ児 

Ｃ児 

Ｆ児 
Ｂ児 
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授業実践シート
算数科

６年「比例をくわしく調べよう」
～比例の性質を活用しよう～

清水 みゆき
江頭 俊哉

１ 実践のねらい
○比例の性質を活用して，問題を解決することができる。

２ 実践の概要
本実践は，比例を利用して日常の問題を解決し，比例とみることのよさを実感できるようにす

ることがねらいである。これまで学習してきた比例の性質を使い活用し，自力解決させる。自分の
解決方法や友達の解決方法を，式や表を使って説明する活動を行わせることにより，数えるより効
率的に問題が解ける比例の実用性に気付かせるとともに，比例の性質について理解を深めて学習の
まとめとしていきたい。

３ 本実践でおもに働かせたい「見方・考え方」
◎伴って変わる２つの数量の関係に着目して，その考察を日常生活に生かすこと
①クリップ一つ分の重さに着目して考える。
・30.4÷ 4＝ 7.6 7.6× 800＝ 6080
・ｙ＝ 7.6×ｘ 1個分の重さ 7.6が決まった数になっている。

②一方が2倍3倍･･･になるとそれに伴って他方も2倍3倍･･･になることをもとにして考える。
・800÷ 4＝ 200 30.4× 200＝ 6080

４ 実践記録
①導入，めあての設定 「導入」のしかけ
Ｔ：このクリップは国母ふるさと祭りで使うクリッ ・イメージがわきやすいように具体的
プです。全校の作品を飾る時に使います。一人 な場面設定をした。
につき二つ使います。全校が約４００人だから， ・実物を用意し，実際にはかりで量っ
全部で８００個必要なんだけど，数えないで用 て見せることにより，日常生活にそ
意する方法はないかな。 くした問題であることを意識させ

Ｃ：１個の重さが分かれば，できる。 た。
Ｔ：どうして？
Ｃ：１個で□ｇだったら，それを８００倍すればよ

いから
Ｔ：でも，１個の重さは分からない。４個で３０.

４ g。
Ｃ：比例でできるね。

枚数 x（個） ４ ８００
重さｙ（g） ３０．４

②見通し
個数と重さが比例していること，今まで学習した比

例の性質が使えることを確認した。

- 2 -

③自力解決
言葉や表，数直線，式などを活用し自分の考えを表現すること，一つだけではなくたくさん

の方法で答えを出すことなどを話した。①と②の考えを書く児童が多く見られた。③の考えを
書く児童はいなかった。

④比較検討
グループ検討
全体の前では発表できない子供たちも，グループの

中では自分の考えを伝えあうことができた。グループで
検討することにより，ほとんどの児童が①と②の考え
をノートに書くことができた。

全体検討
①の考えから順に発表させた。まずは，言葉で考え方

を発表させ，式，そしてそれは比例のどのような性質を
使ったのかということを別々の児童に発表させることで
考えを広め深めた。

比の考え方で答えを出す児童が３名見られた。 「比較検討」のしかけ
４：３０．４＝８００：ｘ グループで意見交換をしてから，
４×ｘ＝８００ 全体での討議をすることにより，多

ｘ＝８００÷４ くの児童が自分の考えを伝えること
＝２００ ができた。

３０．４×２００＝６０８０

⑤まとめ
比例や比が日常生活の中で使えることに驚いていた。

比例の性質を使うと数えなくても個数と重さの関係をほしい数だけ用意できることができる。

５ 最終板書

６ 実践を終えて
児童は，表，式，言葉，数直線などを用いて，自分の考え

を表現していた。比較検討の時には，それらを関連させて，
たくさんの児童に発表させることにより考えを広めることが
できた。また，児童から出された３つの考えそれぞれが，既
習の比例の性質に関連していることを話し合い確認していく
ことで，比例の関係を見直し理解を深めることができた。日
常生活に比例の関係を取り入れることにより，効率的に問題
が解けることをまとめていくことができた。
まとめの時に３つの考えに共通するところを，時間をかけ

て話し合うべきであった。まとめの意見を発表する児童が一
部であった。そこで話し合うことにより最後の深まりが期待
できたかもしれないという課題が残った。
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外国語活動 授業実践シート

4年「Do you have a pen?」
～インタビューの答えをもとに，プレゼントを贈ろう～

佐藤 弓子

１ 実践のねらい

・持ち物を尋ねたり答えたりする表現に慣れ親しむ。

・相手に配慮しながら，持ち物について積極的に伝え合う。（コミュニケーション）

２ 実践の概要

本実践は，ペアの相手に文房具セットを作って贈る活動を行う時間である。相手がもらって嬉し

い文房具セットを作るために，これまでに学習してきた Do you have～？という表現を用いて，イン
タビューを行う。そのインタビューの答えをもとに，相手が必要としている物を考え，文房具カード

を集めて贈る。また，これまでに学習してきた Do you like～？という表現も使い，好きな色につい
てもインタビューする。相手の持っていない物や好きな色の文房具カードを贈ることができればよい

と考えた。

３ 本実践でおもに働かせたい「見方・考え方」

◎相手の好きな物や必要とする物に応じ，今までに習った表現を用いてコミュニケーションをとる。

４ 実践記録

①導入

これまでに学習してきたDo you have～？という表現を，チャンツなどを通して確認する。

②めあての設定

Ｔ：今日はペアの人に文房具セットを作って贈る活動をします。

Robert先生，Here you are.（はさみを贈る）
FET：Thank you.
（筆箱からはさみを出し，既に持っていたことをみせる。） 「めあての設定」のしかけ

C：あんまり嬉しくなさそう。 ・担任と FETのやりとりをみせる。
T：どうして喜んでもらえなかったのかな。
C：Robert先生ははさみを持っているから必要ない。
T：せっかくだから，ペアの相手が喜ぶ文房具セットを作って
贈りたいですね。どうしたら喜んでもらえるでしょうか。

C：相手の好きな色や持っていない物を贈る。
T：どうしたらそれが分かりますか。 「めあての設定」のしかけ

C：Do you have～？ Do you like～？で聞く。 ・見本のやりとりをもとに

めあてを追加する

③展開

○ペアの相手にインタビューする。

○必要な文房具カードを集める。 「展開」のしかけ

C1：Do you have an eraser？ ・お店屋さん形式にし，カードを集める

C3：Yes,I do. Here you are. 際にも，英語でのやり取りを行う。

C1：Thank you.

- 2 -

④まとめ

集めたカードを理由もつけてペアの人に贈る。

C：I have a red pencil. I have a red pen. You like red. Here you are.

５ 最終板書

振り返りカードより

６ 実践を終えて

本時では，それぞれの児童がペアの相手の持っていない物や好きな色の文房具を贈ることができ

ており，ねらいは達成できたと考える。めあての設定を行う場面で，担任と FET のやり取りを見せ
たことで，相手に喜んでもらうには，相手の好みなどを知る必要があることに気付くことができた。

これにより相手の話を聞き取る必然性が生じてコミュニケーションを深めることができたことと，思

考判断しながら活動できたことが成果である。課題としては，「相手に配慮して」ということをより

意識させるために，インタビューの際にはメモカードを用いるなどして，活動の軸を一貫させるなど

が挙げられる。

相手とのやり取りを形式的なものに留めず，会話の必然性を持たせた課題にしていくことや，ジェ

スチャーなどの表現方法も取り入れることで，豊かなコミュニケーション能力を養えるように引き続

き指導を続けていきたい。
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算数 or 外国語活動 授業実践シート  

 

５学年「I’m happy.」（Hi friends L2） 

～相手の感情や様子に応じた受け答えをしよう～ 

角田 大輔 

 

１．実践のねらい 

・表情やジェスチャーをつけて感情や様子を積極的に伝えようとする。 

・相手の感情や様子に応じた受け答えをする。（コミュニケーション） 

 

２．実践の概要                  

 本単元のねらいは，感情や様子を表したり尋ねたりする表現に慣れ親しむことと，表情やジ

ェスチャーを付けて相手に感情や様子を積極的に伝えること，コミュニケーションをすること

の大切さに気付くことである。具体的には，How are you?と聞かれたことに対し，I’m good.

や I’m happy.や I’m hungry.などの感情を，ジェスチャーを付けて伝えることができればよい。  

 本実践では，さらに自分の感情や様子を伝えるだけでなく，相手の感情や様子に応じた受け

答えをすることもねらいとした。具体的には，I’m hungry.と答えた相手の様子を判断して，

Me, too.や Are you OK? など，相手に配慮した受け答えができればよいと考えた。 

 

３．本実践でおもに働かせたい「見方・考え方」 

◎社会や世界との関わりの中で事象を捉えたり，外国語やその背景にある文化を理解するな

どして相手に十分配慮したりする  

（１）積極的にジェスチャーを用いてコミュニケーションする  

・たとえ言語が分からなくても，ジェスチャーだけで感情や様子を伝える  

・言葉にジェスチャーが加われば，より相手に感情や様子を伝える  

（２）相手の感情や様子を判断して，どのように受け答えをすればよいか考える  

・相手の感情や様子に応じた受け答えをする（共感する）  

 

４．実践記録 

①導入 

・めあてを確認する「気分を英語で伝えよう」  

T1:How are you? 

T2:I’m ○○ . （good, fine, happy, hungry, etc…） 

 ・Let’s listen.を聞き，誰がどんな様子か聞き取る。  

②練習 

 ・同じ列の友達と練習する  

C1:How are you? →C2:I’m ○○ . 

C2:How are you? →C3:I’m ○○ . 

C3:How are you? →C4:I’m ○○ . 

C4:How are you? →C5:I’m ○○ . 

③展開 

・再度 Let’s listen.を聞き，様子に応じた受け答えをしていることに気付く。  

「導入のしかけ」② 

・本時のめあてに気付けるよう，繰り返しデジ

タル教材を用い，１回目の着眼点と変える 

「導入のしかけ」① 

・HRT と FET の Small Talk を

きっかけに，めあてを設定する 

田中 :How are you, Taku？ 

たく :I’m happy. 

田中 :Good. 

田中 :How are you, Ai？ 

あい :I’m sleepy. 

田中 :Are you OK? 

田中 :How are you, Sakura？ 

さくら :I’m hungry. 

田中 :Me, too. 

 

・めあてを追加する「相手の様子に応じた返事をしよう」  

【Activity】教室内を自由に歩き，友達の気分や様子を  

聞き取り，それに応じた返事をする。 

 

④まとめ 

児童から，本実践のねらいにかかわる学習感想が得ら

れた。Ａ児は知識にかかわる記述をした。Ｂ児は意欲にかかわる記述をした。Ｃ児は，受け答

えの言葉に心を込めた，という記述をした。 

 

５．最終板書 

 

 

６．実践を終えて 

 本実践において，「相手の気持ちに応じた受け答えをする」めあて（ねらい）を追加したこと

により，相手の言葉をしっかり聞き取る必然性が生まれ，コミュニケーションを深めることが

できたことと，思考・判断をしながら活動できたことが成果としてあげられる。  

 課題は，児童への問いの持たせ方である。例えば，授業の導入で FET と担任が行う Samll talk

で，よいあいさつの例，よくない例などを見せ，児童が「よりよいあいさつをしたい。そのた

めには受け答えが必要なんだ。」という気持ちになるような流れにする方法もあった。また，板

書では，Good.  Me, too.  Are you OK? の横に，ブランク表情の絵を貼っておけばよかった。

そうすれば，表情を意識して受け答えする児童がもっと増えたはずである。このような課題に

気付いたのは，C 児の学習感想のおかげである。C 児は，教師がねらっていたことを上回った

活動を行っていた。  

いずれにしても，児童が「～したい。」と思えるようなしかけを考えることが大切である。 

A 児  

B 児  

C 児  

「板書のしかけ」 

・本時のねらいにかかわ

るやり取り部分をブラ

ンク（空白）にする  

「展開のしかけ」 

・HRT と FET が積極的に

かかわり，評価を行う 
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外国語活動 授業実践シート 

 

第６学年「I like my town.」（We can!2 Unit4） 

～聞く人がわかりやすいように国母の町を紹介しよう～ 

内藤 陽介 

 

１．実践のねらい 

・地域にどのような施設があるのか，また欲しいのか，さらに地域のよさなどを聞いたり言っ

たりすることができる。 

・地域のよさや課題などについて自分の考えや気持ちを伝えあったり，地域のよさや願いにつ

いて例を参考に語順を意識しながら書いたりする。 

・地域のよさなどについて，伝え合おうとする。 

 

２．実践の概要                  

 子供たちはこれまでに社会科で「町探検」を経験し，国母地区にあるものやないもの，また

それぞれの施設がどのような働きをしているのかなどを学習してきた。高学年になり，行動範

囲も広がり，自分にとってお気に入りの場所や思い出深い場所も存在している。 

We can2 の指導編には「グローバル人材になる大きな条件の一つは，地域の一員として自分

の住む地域を知り愛せることであると考える」とある。そこで本単元では，これまで過ごして

きた「我が町国母」を紹介し合う活動をゴールとして設定して進めていく。具体的にはモデル

文を参考にしながらこれまで学習してきた英語力を生かして，グループでポスターを作成する

活動に取り組む。国母にあるものやお気に入りの場所，あってほしいものなどを伝え合う活動

を通して，自分の住む地域に興味関心を持ち，より愛着を持つことができると考える。 

 

３．本実践でおもに働かせたい「見方・考え方」 

（１）身近で簡単な事柄について，伝えようとする内容を整理した上で，自分の考えや気持ち

などを，簡単な語句や基本的な表現を用いて話すことができるようにする。（話すこと） 

（３）自分のことや身近で簡単な事柄について，例文を参考に，音声で十分に慣れ親しんだ簡

単な語句や基本的な表現を用いて書くことができるようにする。（書くこと） 

 

４．実践記録 

①導入 

・めあてを確認する「町紹介をしよう！」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【small talk】 

T1:This is my town. Kokubo is nice. 

   We have a station.  

We don’t have a aquarium. 

   I like dolphin. 

   I want a aquarium. 

 

「導入のしかけ」  

small talk を聞き，today’s goal

がつかめるようにする。また，

I と  We の違いに気付けるよう

にする。 

②班ごとにミニポスターを作成する。 

 ・学習班（４～５人編成）で作成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

③班ごとに発表する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④学習感想を書く。 

 

５．最終板書 

 

６．実践を終えて 

本年度は移行措置の期間であるため，全８時間扱いのところを２時間で行わなければならな

かった。限られた時間の中で英単語や英語の語順に慣れさせなければならず，指導には常に工

夫が必要である。本単元においても，第１時においてチャンツを繰り返し行ったり，フラッシ

ュカードで練習したりして，習熟を図った。また，ホワイトボードを用いたことも効果的であ

った。ホワイトボードで作成したポスターを用いて発表することで「聞く，読む，話す，書く」

という４つの技能を統合的に指導することができた。２年間の外国語活動の授業を通して，子

供たちは「聞くこと，話すこと」に関してはおおむねできるようになってきている。しかし，

「書くこと，読むこと」に関しては個人差が大きい。中学校入学へ向けて，全ての児童がアル

ファベットの大文字小文字が書けるようになることを目指して今後も指導を継続していきたい。 

「教具のしかけ」ミニホワイトボードの活用 

・例文を参考にしながら，班でポスターを作成

している。本時は教具としてホワイトボード

を用いた。班で話し合いながら作成すること

ができるだけでなく，書いたり消したりする

ことができるので，下書きの必要がなく，時

短にもつながる。 

実際に児童が作成したポスターである。ただ単

に「あるものないもの」の紹介だけにとどまら

ず，「プーさんが好きだからディズニーランド

があったらいいな」というように意味のある英

文を作成することができている。日本語で思考

しながら，英文を作成している。  

「板書のしかけ」 

教科書にある施設だけでな

く，前時に児童から出され

た物も追加した。意欲の向

上につながった。  
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社会科 授業実践シート  

 

６学年「世界の人々とともに生きる」 

～国際連合のはたらき～ 

眞田 啓未 

１．実践のねらい 

 国際連合のはたらきを調べることを通して，紛争の防止・解決のための取り組みの重要性や，

国際協力の必要性を理解できるようにする。 

 

２．実践の概要                  

本単元のねらいは，日本や世界の人々がさまざまな形で国際交流や国際協力を行っているこ

と，平和な社会の実現に向けて努力していることを調べる。また，残されている問題に目を向

け，今後，国際社会の中で日本が世界に果たすべき役割について考えさせる。 

本実践では，児童が学習課題をとらえやすくするために，関連する詳しい資料を提示し，ど

のようなことが問題であるのか，自分たちは今後どのような意識をもっていけばよいのかなど

自分なりに考えられるようにさせたい。 

 

３．本実践でおもに働かせたい「見方・考え方」 

・世界の平和と安全を守るために，国際連合がさまざまな活動

に取り組んでいることや，日本が果たしている役割を考え理解

する。 

 

４．実践記録 

①導入 

・世界で起きている紛争や戦争について知り，このような状況について自分たちはどのように

思うかの考えを出し合う。 

・国際連合について知り，世界の平和を守る組織であることを理解する。 

 

②めあての設定  

T：国際連合という組織さえあれば，世界は平和を守れるのかな。 

C：組織があるだけじゃ，平和にはならないし平和を守ることはできないと思う。 

C：平和を守るような活動をしているから，平和になるんだと思う。 

T：なるほど。じゃあ，平和を守るような活動って何があるんだろう。  

C：平和を呼びかけているとか…  

C：どういう活動をしているのかわからないや。  

T：じゃあ，今日はそれをめあてにしよう。  

国際連合は，平和を守るためにどんな活動をしているのか考えよう。 

 

③展開 

○具体的な資料を活用し，国際連合の活動として戦争にかかわることやそれ以外のことで，ど

のような活動を行っているか調べる。（国連総会の様子や難民の支援活動，世界遺産の修復活

「導入のしかけ」 

・国際連合の旗に描かれて

いるものの意味を知り，国

際連合がどのような組織な

のか意識づけさせる。 

「めあてのしかけ」 

・子供自身が学習の見通

しを持てるようにする。  

動など） 

・世界的な諸問題に対し，世界各国がどのように協力して

いるのかを考えさせ，世界の国々が連携している組織で

あることを捉えさせる。  

 

○日本は，国際連合にどのようにかかわっているのか考える。  

・日本と国際連合とのかかわりについて，グラフや写真などの資料から読み取る。  

・日本は，平和な世界の実現に向けてどんな役割を果たせばよいか個人で考える。 

・その考えをもとにグループで話し合い，自分たちの考えをしっかり持てるようにする。 

・考えたことや話し合ったことを発表する。  

 

 

 

 

 

 

④まとめ  

・キーワードや板書をもとに，児童からの言葉でまとめる。  

国際連合は，いろいろな国や団体と協力して，世界の平和と安全を守るためのさまざまな活

動を行っている。  

・本時の学習感想を書く。  

 

５．最終板書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．実践を終えて 

 本実践において，導入で国際連合の組織を知ることに時間をかけることで，児童にとって国

際連合が世界的にどのような役割を果たしているのかをつかませることができたと感じる。そ

のことで，児童の考えで授業を進めることができ，一人一人が自分なりの考えや意見を持つこ

とができた。課題として，日本が国際連合において果たしている役割について考える場面にお

いて，日本は世界で唯一の原爆を投下された国という点を強調し，他の国と違うということを

もう少し意識させる必要があった。こうした状況を児童が理解したうえで，日本は国際連合の

中での一国としてどのような活動をしていくべきかについて，さらに考えを深めていけたらよ

かったのではないかと感じた。  

「展開のしかけ」 

・歴史単元の戦後の日本についてさ

せながら，国連の一国である日本は

その中でどのように協力をしていく

べきかを自分なりに考えさせる。  
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第５学年   学習指導案（外国籍） 

日本の文化や特徴，熟語の意味を理解しながら学習を進めよう。 

                                    

指導者 土屋 有子 

 

１ 実践のねらい 

  日本語の意味を理解して、算数や国語、社会を学習する。 

 

２ 実践の概要 

 どの単元についても、日本語が苦手な外国籍の児童にとっては難しく感じるようである。特に、

日本語自体の意味がわからないため、日本語一つ一つを英語で説明する必要がある。日本の児童に

とっては、普通に感じることも、外国籍の児童にとっては、理解できないことが多いため、本人が

ストレスを感じないように配慮しながら、指導する必要がある。 

 

３ 本実践でおもに働かせたい「見方・考え方」 

  日本語指導担当のため、本校を含め、他校３校で外国籍の児童に、日本語と教科指導を行って

いる。日本語の熟語や言葉の意味を説明する。算数の文章問題の意味，社会の歴史等，国語以外

でも日本語の意味を理解することが必要なため，常に説明が必要である。熟語の意味，日本の季

節や文化等も含めて説明する。 

 

４ 実践記録 

 授業で会うたびに、わからないところをまとめて聞いてくるため、科目も様々で、量が多いが、

一つ一つ英語で説明しながら、学習を進める。 

○学習内容 

①以下の内容について、すべて英語で説明する。 

 

・少数の 10倍、100倍の意味とその求め方 

・立方体の体積とは何か、またその求め方 

・国語の単元の「円柱形」とは 

・少数の割り算の方法 

・漢字の意味 

・合同とは 

・四捨五入の意味と、日常生活における例 

  （年齢、人口など） 

・２けたのがい数とは、また２けたのがい数を求める方法 

・最小公倍数とは何か、またその求め方 

・１ｍあたりの重さ、１ｋｇあたりの長さなど、単位ごとの計算のしかた 

・分数の約分、仮分数から帯分数への直し方 

・国語の物語がどんな話なのか、また、細かい箇所について、英語で説明する 

（大造じいさんの大造が何かわからず、彼の名前だと教えた。外国籍の児童にとっては、このよう

に日本独特の読み方が理解できないことが多い。） 

・人口密度とは何か 

・気象について 

・国語の教科書にある、グラフの説明と、そのグラフから読み取れる日本のよくある例 

・日本における地震について 

・江戸時代、昭和などの歴史に関する説明 

・底辺が同じで平行な線の中にある三角形の面積が同じである理由 

・割合とは何か 

・割合を求めるときに出てくる、「比べられる数」「もとにする数」の説明 

・割合を求めるときの日常生活での例 

・割合を求めるときの少数で表す場合と、％で表す場合の説明と、日常生活で使える例 

・国語で出てきた、想像力を働かせてメディアを読むべき理由 

・友達のいいところを見つけて推薦文を書く説明 

・２つのもの（2 人が違う金額を貯金していく教科書の問題）の数の差がなくなる問題の説       

明 

・算数の問題の日本語の意味 

・円が組み合わされた周囲の長さの求め方 

・「円周」の意味 

・「率」の意味 

 

  数学的概念や、問題文の中に書かれている漢字を含め、日本語の意味を英語で説明する。国語

では、漢字の意味や熟語の意味、また、社会においては日本の社会の仕組み、習慣などを英語で

説明する。辞書はいっさい使わない。 

 

② 次に、英語で問題を出し、きちんと理解しているか確認する。  

 

 

５ 最終板書 

   個別指導のため，板書は省略します。 

 

 

６ 実践を終えて 

 児童は、日本語の難しさを感じているが、安心感を与えながら、英語で説明することで、ストレ

スなく学習に取り組めた。児童は学ぶ楽しさを感じていたようである。今後も外国籍の児童が増え

る可能性が高い。児童が、日本語の意味がわかるように学習を進めていく。 
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 授業実践シート 

すみれ・たんぽぽ・ひまわり学級「１校時は体育」 

仙洞田 春実・森沢 真名美・中沢 尚子 

 

 今年度は，先生方にご理解・ご協力いただき，毎日１校時に体育を入れさせていただきまし

た。１，２，３，４，５学年にまたがる在籍児童へ教育課程を実施するため，内容や配慮事項

を工夫しました。それを報告させてください。 

 

１．実践のねらい 

・児童が自らの課題を見つけ，目標に向かって活動できるようにする。 

・一校時に体育を行うことで心身の安定を図る。 

・特別支援学級に関わる職員で，個に応じた学習形態を工夫する。 

・３つの特別支援学級の交流の時間を確保する。 

 

２．実践の概要                  

月 学習内容 配慮事項 

４ 体つくり運動（体を動かす楽しさ） 

マット運動 

・特別支援学級で初めての合同体育。 

・並び方や体操のやり方など年度を通して貫く基

本の確認と徹底。（号令・準備体操・ウォーミング

アップ・今月の学習内容） 

・体育の楽しさを実感させる。 

・新入級児が支援学級に慣れるよう声をかけたり，

活躍の場を用意したりする。 

５ 走・跳・投の運動（新スポーツテ

ストに向けて） 

 

・スモールステップで，各種目のポイントを押さ

え，「レベル１」「レベル２」…と課題を児童にわ

かりやすく伝える。 

・１時間に，２～３種目くらい取り組み，活動に

飽きないようにする。 

６ 

７ 

水泳 ・ひまわり学級合同で実施。 

・個の実態に合わせ，ほぼ個別で授業を行う。 

・児童の実態から，挑戦する意欲に欠けたりする

場合は，休憩を挟みながら実施。 

・安全管理への配慮の徹底。 

９ 表現運動（運動会に向けて） ・交流学級と一緒に実施。 

・必要に応じて，個別の指導の実施。 

・安全管理への配慮の徹底。 

１０ 固定遊具・走り幅跳び ・鉄棒に苦手意識がある児童がいるため，鉄棒だ

けでなく，体を保持する力を付けるため，うんて

いやのぼり棒にぶら下がる活動を取り入れた。 

・走り幅跳びでは，初回の記録を測り，それを上

回るように目標を設定した。ゴムを使い，高く飛

 

３．成果と課題 

〈成果〉 

・児童が自らの状態がわかり，課題をつかめたことで，主体的に活動できた。 

・１校時に体育を行うことで，心身の安定を図りながら体育の技能を向上するができた。 

・少人数なので，一人あたりの運動時間がたくさん確保でき，技能の向上が見られた。 

・３つの特別支援学級の交流の時間ができたことで，助け合う姿がたくさん見られた。 

・特別支援学級に関わる職員で，児童の実態を共有し，個に応じた学習形態を工夫できた。 

 

〈課題〉 

・１～５学年の合同体育である。低学年なのに，難しい課題に挑戦したり，高学年で実施する

種目を単年度ではすべて実施できなかったりする。複数年度にわたり，網羅できるように教育

ぶことをを意識させた。 

・助走の練習としてラダーを使い「けんけんぱ」

の動きを取り入れたりした。 

１１ ボール型ゲーム 

（キックベースボール） 

・スモールステップでルールや技術の練習・習得

を目指した。以下の内容を毎時間１つずつ取り入

れる。 

・ボールをまっすぐ蹴ることと蹴られたボールの

方向を見極め両手で取ること。 

・蹴ったら，１塁に走ること。 

・取ったら１塁に投げること。 

・１塁から２塁へ走ったり投げたりすること。 

・アウトとセーフがあること。 

・勝負に勝っても負けても楽しくすること。 

・打順や守備位置を相談すること。 

・最後に試合形式で得点を競う。 

１２ 跳び箱 ・全員が揃うまで，縄跳びを実施しながら待つこ

とにした。待つ時間も有意義になった。 

・実態に差があるので，跳び箱を４～５種類用意

し，自分で選ばせた。 

・お互いにお手本を見せたり，アドバイスをした

りする時間も設けた。 

・最後の時間に，できるようになったことの発表

会を設け，互いの成長を確認した。 

１ 体つくり運動 

マット運動 

・さまざまな動きを取り入れる。（ぶら下がり・バ

ランス・持久走） 

・個人内目標の設定と確認。 

・マット運動では，基本的な回転技ができるよう

に，体の動かし方を確認。 

２ ゴール型ゲーム ポートボール ・スモールステップ 

３ ゴール型ゲーム サッカー ・スモールステップ 
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Ⅲ．研究のまとめ 
 

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～」について 

○１よかったです 

○２良い 

○３良かったと思います。 

○４よかったと思います。主体的に思考できるよう課題を設定し，取り組む姿がみ

られた。 

○５主体的に学習できる子供たちを育てていく上で，適切な研究主題だったと思う。 

○６今日的な問題に対応した良い主題だった。「自ら問いを持つ」を意識して，児童

の主体的な学習になるよう心掛けて授業を展開してきました。 

○７子供たちが「問い」を持つことは，学習に自主的に取り組むことにつながって

いるので，良い研究ができたと思います。 

○８自分の勉強にとてもなりました。まだ，力不足で，児童のやってみたいをもっ

と上手にできればよかったと思います。 

○９まさに適切でした。自ら問いを持つ子供を育てるために，指導者がどんな働き

かけをしていけばよいか，考えながら授業づくりに励みました。 

○10 よかったと思う。児童が「自ら問いを持つ」ためには，教師が導入から何か働

きかけていかなければならず，それを考えていくことが授業の向上につながった。 

○11新学習指導要領を見据え，学校が一つの方向に向く主題であった。 

●12外国語において自ら問を持つということが難しかった。 

●13 今後の指導において課題となってくる外国語について，学校全体で学習するこ

とができてよかった。ただ児童自身の「英語でコミュニケーションが取れるよう

になりたい」という意欲は高かった。そこをもっとうまく生かして授業が行えれ

ばよかったと感じた。 

研究主題については，概ねよかったとの意見が得られた。○４～○８からもわかる

ように，「児童の主体的な学習」について多くの記述が見られた。そして○９，○10

においては，その学習の実現に向けて，教師の働きかけが大切，との記述が見られ

た。これは「しかけ」の項目で詳述する。●12，●13 については，外国語活動につ

いての記述である。児童が自ら問いを持って学習を進めるためには，既習事項を問

うことが必要である。今年度，移行措置により３～５学年の児童は初めて外国語活

動の学習を行ったため，ほぼ既習事項がない状態で授業を進めてきた。来年度から

は2年目の外国語活動の学習となる。既習事項を活用できる授業を意識していくこ

とが求められる。 

 この研究主題を念頭に置いて日々の授業をつくっていくことが，これからの時代

を生きていく子供を育てることにつながり，さらには新 COS の理念を実現するこ

とにもつながっている。 

 

２．内容について 
（１）「『育成を目指す資質・能力』の具体的な姿を探る」について 

○１「思考力・判断力・表現力等」について，算数の導入の中で，既習事項と新し

い課題を見比べ，「ここがこれまでと違う」という発見をもとに，めあてを立てる

様子が見られた。 

○２算数の学習を進める上で，ノートや教科書を見直して，既習事項を確認する子

供が見られるようになった。自力解決をするときに常に意識して学習活動を行っ

てきた。 

○３児童自身が課題をもって学習できるようにするために，算数の導入で既習の内

容や前時の内容を振り返り，そこから今日はどんなことを学習するのかを児童た
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ちに考えさせる活動や，課題を見て今日のめあて（既習内容と違うところ）を考

えさせる活動を行った。かける数が 10 倍のかけ算について学習したとき，児童

の中で「次は両方 10 倍してないかけ算を学習するのか」という次の問題発見を

する姿や，そのときの解決の方法についても今日の学習を使えばできそうだと推

測する姿が見られた。またそれが理科の学習の中でもあり，他の教科においても

次の問題を発見しようとする姿が見られるようになった。 

○４面積を求める問題で，三角形・台形の面積を考える際，既習の面積の求め方を

使って考えることができた。また，「他にやり方はないかな。」と考える児童や「ど

んな形でも面積を求められそうだ。」と感想を書いていた。児童の感想から，課題

を広げられると学びも深まると思われる。 

○５ブロック操作，言葉，式，図のなかから自分がやりやすい手段で自分の考えを

書く姿が見られた。 

○６主体的・対話的で深い学びを実現していくためにどのような子供たちを育てて

いくか，具体的な姿を探り，そのような子供たちを育成のための研究を進めてい

くことは，必要なことだと思う。 

○７図・式・言葉など様々な表現方法があり，児童が自ら選択し表現していた。（既

得の知識技能との関連） 

●８問題解決の場面で，既習事項を使い多様な考えで答えを出そうとする姿は見ら

れたが，それを統合的に考えたり結びつけたりできる児童はまだ少ない。そのた

め最後のまとめを考えられる児童はいつも同じ児童であった。 

○９外国語では新しい単元に入っても，既習事項をもとにコミュニケーションをと

る児童が増えてきました。 

●10 外国語では，習った表現を使い，自分の考えを伝えられるようになった。相手

を意識し会話するに至るまでにはまだ大きな課題がある。 

●11 外国語の授業で見通しを持たせることに課題を感じています。英語の言葉をと

らえられない児童が多い中，small talk などでめあてや課題を持つことは難しい

作業でした。英語＝分からない＝つまらない にならないような工夫が必要だと

感じています。 

○12友達と相談したり，確認したりしながら，問題解決しようとする姿が見られた。

（協働する力） 

○13 自分たちで課題のズレに気付き，答えを求めようとする姿勢が見られたと思い

ます。 

○１～●８については算数科に関する記述，○９～○11 については外国語活動に関

する記述，○12，○13については共通の記述と見てとれる。「育成を目指す資質・能

力」には「生きて働く『知識・技能』」「未知の状況にも対応できる『思考力・判断

力・表現力』」「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3つの柱があるが，なかでも「思考力・表現力」についての記述が多かった。 

「既習事項」という言葉には「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」の両者が

内在している。新たな課題の解決に向けて，既習の「知識・技能」と「思考力・判

断力・表現力」を想起し，それらを補完し合いながら学習を進めていくことが大切

であり，その学びを児童が実感できたとき，「学びに向かう力」が身に付いた，とい

えるのではないか。●８の記述にみられるように，より多くの児童が学びの実感を

得られるような授業を心がけていきたい。 

外国語活動については，移行措置1年目ということもあり，課題が多い。他教科

の学習と同じように，教師が系統を理解した上で授業を組み立てられるように授業

を組み立てていく必要がある。そのために他学年や中学校の授業を参観する機会を

増やしていきたい。 
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（２）「『見方・考え方』の具体的な姿を探る」について 

○１既習事項の内容を使いながら，本時の課題を解決しようとする。 

○２算数の学習の中で１が１０個集まって十の位へ繰り上がるという既習事項をも

とに，本時の課題を解決した。これまでの考え方と同じように，今回も１０が１

０個集まって次の位へ繰り上がるのではないかという「見方・考え方」を働かせ

て，解決する様子が見られた。 

○３算数の授業で，課題解決が困難な児童に図を用いて考えることを伝えたところ，

自力解決のときに数量関係を線図に示して考え，答えを求める式を求めることが

できるようになった。つまり，文の中の数量関係を図として視覚化し，それを式

として整理することができたと考えられる。 

○４被加数分解のさくらんぼ計算を説明する際に，「数の小さいほうにさくらんぼを

書く。」という見方。 

○５割合の授業において，2 つの物の値段を比べる時，1000 円の 50 円引きと 200

円の 50 円引き，どちらも 50 円引きは同じだが，50 円の価値が違うことに気付

き，もとにする量が大切であることを学ぶ姿が見られた。 

○６自分の考えや意見と友達の意見を比較する姿が見られるようになった。答えは

同じでも解決の仕方が違ったときにどこがどのように違うのか，あるいは同じと

ころはどこかなど話し合うことができるようになってきた。 

○７量の学習をした際，身近なものにも発展させて，測ろうとしていた。 

○８黒板のスペースを 3 つに等分する活動を自ら考え，実際に様々な方法で試し，

計算していた。 

○９教師がまず「見方・考え方」を意識することが大切であると思った。具体的な

場面では，比，割合，比例の考え方は全て同じということに子供たちが気付いた。 

●10 算数の問題（3 文）の数的関係が読み取れない児童もいる。〇の〇は〇にあた

る。また，他教科において，言葉は書けるが，文章の中で言葉を入れて完成させ

る問題となるとなかなかできない傾向がある。文章を読む力，書く力を併せて指

導する必要がると感じた。 

○11外国語の「what this？」の学習でクイズを作ったとき，ヒントを考える上で

自分たちの使える英語や友達の分かる英語でヒントが出せるといいねと声をかけ

ることで，児童が自分たちのわかる範囲でヒントを出そうと考える姿が見られた。 

○12 校内研究会において，算数・外国語についての見方考え方とは何かを示してく

ださったので，それをもとに授業づくりをすることができました。 

○13 初めのうちは「見方・考え方って何？」状態でしたが，少しずつつかめてきま

した。外国語に限って言えば，一連の学習を通して日本語で思考を深め，英語で

表現するという過程を通して見方・考え方を育てることを目標にしてきました。 

○14新学習指導要領において深い学びの鍵として『見方･考え方』が大きくクローズ

アップされているが，本校が今まで積み上げてきた研究がまさにそのことだと思

う。その点でも今の研究を元に他教科にも広げていけたらと思います。 

●15 研究主任が算数・外国語の見方・考え方を示してくれたので，それを用いて資

質・能力を身に付けていく授業づくりを考えていくことは，やりやすかったです。

（１）でもそうなのですが，もし可能ならば，発達段階に応じた目指す子供像が

系統的にあるこの学年ではここまでの力をつけていくとか，ここまで育ってきた

子供たちをさらにどのように育てていけばよいか誰がどの学年の担任になっても

わかりやすいのかなと思った。 

○１～●10については算数科に関する記述，○11については外国語活動に関する記

述，○12～●15 については共通の記述と見てとれる。これらの記述を見ると，一人

一実践や各ブロックの研究授業，さらには管理職の先生方や指導主事からのご指導

を通して，日々の授業から「見方・考え方」を意識した授業を行ってきたことがわ

かる。H29告示「学習指導要領解説 算数編」を見ると，資質・能力を身に付ける

ための「見方・考え方」が詳細に載せられている。教材研究の際，教科書の指導書

だけでなく，読むようにしたい。●15にもあるように，系統の理解も大切である。 
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（３）「自ら問う」について 

○１適切だった。 

○２良かったと思います。 

○３適切だったと思います。 

○４適切だったと思う。 

○５教科書にそった授業をしていると，児童も私も書かれていることに則って・・・

という授業になりがちでした。それでも，学習している中でのつぶやきから出て

くる児童の？から学習が発展・展開していくこともありました。 

○６適切であると思った。図１がとても分かりやすく，イメージが持ちやすかった。

授業の中で生まれる「問い」から授業が進み，既習事項をもとに教科の「見方・

考え方」を働かせて解決を図る。そして，まとめの中で新たな資質・能力を得た

ことを実感する。その流れを繰り返していくことで，教科の資質・能力が積み重

なっていくと思った。 

○７図のおかげで「自ら問う」と「見方・考え方」の関連が少しつかめました。既

習の中で培った「見方・考え方」をもとに，自ら問い，問題を解決することによ

りまた「見方・考え方」を確かなものにしていけると思う。 

○８既習事項を用いて，課題を見つめ新たな本時の問（めあて）に気付くという活

動を行ってきた。児童も課題を見て前時と違うところに気付いたり，課題から前

時の方法で解決できるか考えたりしていた。「何が違うのか？」「今日は何を学習

するのか？」など，細かな問いを含めて考えれば，問が見方・考え方の原動力と

なっていると感じる。 

○８課題を見つけ，その解決に向けて主体的に考え，自らの問いをもって解決して

いく力をつけていくことはとても大事だったと思うし，各教科でそのような子供

を目指す取り組みができたと思う。 

○９答えを問うのではなく，方法や見通し・考え方を問う問い（問うべき問い）を

投げかけるようにした。また，できるだけ多様な考え方を拾い，それぞれの考え

の良さに着目して，どういう見方に基づいて考えたやり方なのか，みんなで考え

合うようにした。 

○10 高学年になると受け身で授業に参加する児童が増えます。そのような子供たち

も自ら問うことができるようになれば，もっと主体的に授業に参加できると思い

ます。今年一年を通して，やはり「問うべき問いを問う」これこそ大事だと確信

しました。 

「自ら問う」については継続的に研究を行っているため，記述を見ても明らかな

ように，かなり浸透してきたようである。新 COS で出された「見方・考え方」に

似ているが，それよりも広義であると捉え，図１（P6参照）のようなポンチ絵で示

したところ，理解がしやすかったようである。話はそれるが，授業においても図や

表を用いて示すことを心がけたいものである。 

 授業における「問い」は，児童のつぶやきから生まれる場合が多い。これからも，

児童の声を大切にする学級の雰囲気作りをすることと，「問うべき問い」につながる

つぶやきが出せるための教材研究を行い，日々の授業を行っていきたい。 

 

（４）しかけについて 

○１子供が必然性を感じ，やる気を喚起するような課題設定の工夫をできるだけ心

がけた。 

○２導入の中で，児童が意欲を持って課題に取り組めるような仕掛けを考えた。児

童にとって身近な話題を出したり，前時の感想などから疑問を拾い，授業の導入

に生かしたりした。児童が進んで考える姿や，本時の目標に近づくことができる

ようなめあての設定を児童が行う姿などが見られた。今後も目標を達成するため

の授業のしかけを考えていきたい。 

○３算数であれば，問題の中で必要な情報（数値）を選択して解く問題を出したり，
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反対にどこが分かれば解けるかといった問いを出すようにした。子供は，数値を

選んだ時点で，その理由を書くようになった。問題の中にある数の操作的な立式

だと，あまり根拠なく立式してしまうので，説明が書けない場合があった。 

○４相手意識を持たせる課題を設定しました。 

○５教師のしかけはどんな授業でも大切だと思う。児童が主体的に学び，自ら問う

て学ぶためには，やはり導入が大切であると思い力を入れてきた。いかに興味関

心を引くか，どれがけ高い課題意識がもてるかが大切だと思う。 

○６子供が自力解決できるための既習事項の確認（見通す）を必ず行った。 

○７既習との違いを問うこと。違いがあっても今までのやり方がつかえるのか，使

えない場合どのように工夫したらよいのか考えるようになった。 

○８課題把握の場面では，子供たちが課題をつかみやすいように，その課題に応じ

てイラストや資料，図など必要に応じて用いた。また，言葉と図や式と関連図け

ることができるように板書を工夫したり，関連付けを意識させたりした。 

○９児童の意見を別の児童に説明させること。あえてわからないふりをし，もう一

度説明させる。 

○10あえて誤答を言ったり，「はかせ」に反するやり方を提案したりし，もっとよい

方法を引き出す。 

○11「しかけ」ではないかもしれませんが，児童の考えの訳をきくように意識して

いました。また児童の考えを教師の方で説明するのではなく，他の児童に説明さ

せたり，図を見て式を考えたり，自らで解決しようとする気持ちを持てるよう意

識しました。成果としては，自分の考えのときに理由を言える児童が増えたり，

言葉や図で計算の過程をノートに示そうとする児童が増えました。 

○12 しかけの一つとしてホワイトボードを活用して，話し合い活動の深化を図りま

した。高学年になり，発言する児童が固定化されつつあったため，全員が主体的

に授業に取り組めるよう「ホワイトボードミーティング」を授業に取り入れまし

た。具体的には「発散（黒字）➡収束（青字）➡活用（赤字）」という流れで行い，

パターン化を図りました。さまざまな教科で行うことで，考察内容に深まりが見

られ，主体的に授業に参加する児童が増えたように思います。 

○13 児童の学習意欲を高めるために，工夫した授業を考えることができたと思いま

す。 

○14変化を嫌う児童がいるため，同じようなリズムの授業になるようにしました。 

○15ＴＴという形で授業に関わらせてもらっているが，普段の授業において先生方

の授業の工夫が子供たちの学習意欲に大きく影響する事を実感します。 

これらの意見を時系列で整理すると，○１～○５は導入のしかけ，○６～○８は見通

しのしかけ，○９～○12は比較検討でのしかけ，○13～○15は授業全体における内容

であった。また，先生方の授業実践シートから見えてきた「しかけ」をまとめると，

次のとおりである。（詳細は「授業実践シート」の項へ） 

導入・見通し 

・算数…「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」「根拠を問いやすい課題提示にする」「既習を確認し，

解決の見通しを持たせる」「既習と未習の違いを明らかにする」「児童がめ

あてをつくれる場面設定にする」など 

・外国語活動…「FETとHRTのやり取り（small talk）をきっかけに本時のめあ

てを持たせる」「既習と未習の違いに気付けるようにする」「スモールステ

ップでデジタル教材を提示する」など 

展開（自力解決・比較検討） 

・算数…「ヒントカードを活用する」「皆で同じ表現方法で解決する」「具体操作を

全員で行う」「多様な考えや表現を扱い，それらを関連付ける」「考え方の

共通点や相違点を問う」「小集団で考えを共有する」「既習と未習を関連付

け，統合的に考える」など 

・外国語活動…「対話する両者が英語を使いやすくできるようにカードを用いる」
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「ホワイトボードを活用し，英文を見ながら発表する」「FET と HRT が

積極的に活動に関わり，評価を行う」など 

まとめ，終末 

・算数…「めあてとまとめを対応させる」「具体操作と筆算形式を結びつける」「言

葉だけでなく，多様な表現を用いたまとめを行う」など 

板書等 

・算数…「多様な考えや表現を構造的にまとめた板書」など 

・外国語活動…「本時で表現させたい文は見せないようにする」「絵カードを効果

的に掲示する」など 

 

今年度も多様な「しかけ」が行われたことにより，子供が自ら問う環境をつくり

出すことができたといえる。しかし，ここに記している以外にも，無意識に行われ

ていたり，新たに見つけることができたりする，たくさんの「しかけ」が存在する

はずである。来年度，さらに多くの「しかけ」を行い，研究主題に迫っていきたい。 

 

（５）家庭学習について 

○１自分でやってみようという学習習慣が身についてきたと思う。 

○２自主学習については取り組む児童は，ノートも 5 冊以上になり，内容もよく考

えバラエティーにとんでいる。宿題以外にも取り組むことができるようになって

ほしいと思いながら働きかけている。 

○３家庭学習カードを使って，一日の家庭学習の見通しと振り返りを簡単に行って

いる。連絡帳を書く時間を利用し，家庭学習カードに今日の学習内容を記述させ，

家で学習を行った後にできたかどうかの○×を書かせる活動を続けている。家庭

からの話では，５分ほどで学習を終わらせてしまう児童もいるようなので，中・

高学年のように，学習時間などを決めることの大切さを感じた。 

○４内容としては，理科や社会で各県の特産物を調べたり，家庭できになった単語

や物についてお家の人と調べてノートにまとめたりしてくる児童も少ないです

が，います。しかし，ほとんどの児童が漢字やかけ算などのドリル的な内容を行

っています。 

○５毎日行っている児童が多く，内容も多様である。今後も色々な家庭学習ができ

るように支援していきたいです。 

○６１年かかったが，全員が家庭学習に取り組めるようになった。内容は様々で，

個人差が大きい。漢字練習ばかりしている児童もいるが，予習復習をしたり，授

業の中で疑問に思ったことを調べたり，意識が高く自ら意欲的に学んでいる児童

も多く見られるようになった。継続したい。 

○７家庭学習の習慣化は，ほとんどの子ができるようになっている。が，内容につ

いては個人差が大きい。授業からの発展，疑問，もう一度一人で解いてみるなど

授業との関連で家庭学習ができると良い。そのために，友達のノートを回覧した

り紹介したりして，イメージをもたせたい。また，家庭学習の積み重ね（クラス

のノートの合計など）をクラスの頑張りとして実感できるといいと思う。 

○８私のクラスでは，週に４日以上家庭学習を行うことを呼びかけています。習い

事やドリルなどとの関係でなかなか自学ノートに取り組めない児童が多いです。

宿題として自学ノートを１ページとするときもあります。そのときには全員が出

します。 

○９指導を入れると９割の児童が自学ノートに取り組みました。（１割は言っても出

さないです。）しかし，少し気を抜くとだんだん未提出が増え，また指導…という

繰り返しのような感じでした。宿題＋自学＝家庭学習という認識をもっと持たせ

るべきだと反省しています。また，児童にとって励みになるような試みをすれば

よかったとも思っています。 

○10 自ら新しい課題を見つけることが苦手な児童のために，プリントを用意してお
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き，そこから選んで持って帰り学習してくるようにしました。だいぶ定着しまし

た。 

○11 11月からの取り組みですが，宿題に加えて音読や計算カード，漢字練習に取り

組む姿が見られました。自学ノートに問題を書いてもらって取り組む児童も数名

います。毎日取り組む習慣がついてきていると思います。 

○1211月より1年生も家庭学習カードに取り組み始めた。上に兄弟がいる子は自学

ノートにも取り組み始めた。それを学年だより等で知らせる中で，自学ノートに

も取り組み，それを学年だより等で知らせる中で，自学ノートに取り組み始めた

子供たちもいた。全体的に見て，よく取り組んでいる子供たちが多い。 

家庭学習については概ね定着してきたようである。課題は，○４～○７にもあるよ

うに内容に個人差があることと，○８にあるようにやらない児童が固定化されてい

るという点である。内容面での課題を解決するためには，○３のように「家庭学習

スタンバイ」の時間を設けること，○７のようにノートの回覧がよい取組といえる。

実施面での課題を解決するためには，○７のようにクラス目標にするといった取組

もよさそうである。また，学年やクラスによって取り組み方が違う実態も見えてき

た。学校で統一した取組をした方が，保護者への理解を高めることができる。来年

度への課題である。 

 

３．方法について 
（１）授業研究会の持ち方について 

○１ブロック１の研究授業は良いと思います。 

○２ブロックごとの研究授業。良かったと思う。 

○３良い。発達段階に即した研究が深められた。 

○４ブロックで取り組むことで，授業案検討がやりやすかったと思う。 

○５よかったと思う。もっとたくさんの先生方の授業を参観させていただきたいと

思った。 

○６授業研究も各ブロックで見せていただき勉強になりました。 

○７今回はブロックで授業を見に行くということがなかなかできなかったです。校

内研として大きくもった授業は見に行くことができました。 

●８よかったです。が，授業者にならないと，どこか他人事のように思ってしまう

ことが自分としての反省です。授業をつくることこそ最大の学習であると思いま

す。ゆえに，「みんなが授業者となり，研究授業をすること」こそ，理想の形であ

ると思います。（あくまで理想ですが。） 

○９ワールドカフェの研究会は，限られた時間でたくさんの意見が出せる，とても

良い方法だと感じた。 

○10 ワールドカフェ方式について，参加できなかったり授業者だったりで…すみま

せん。ただ，グループごとにたくさんの意見が出て勉強になりました。指導案自

体に書き込むのもよいと思います。 

○11ワールドカフェ形式，面白かったです。道徳の時間に 1 年生でもこの方法でや

ってもという題材があったのですが，1 年生なので説明だけで多く時間を取られ

るので，まだ実際にはやっていませんが，どこかで生かせたらと思っています。 

○12 ワールドカフェは学年・ブロック関係なく，いろんな先生方とお話ができて良

かったです。 

○13良かったと思います。 

○14指導主事のお話もとても勉強になりました。 

本年度は，低・中・高ブロックによる研究授業を1本ずつ行った。 

◎ 低学年 阿部 一美 （１学年 算数「くり上がりのあるたし算」） 

◎ 中学年 佐藤 弓子 （４学年 外国語活動「 Do you have a pen? 」） 

◎ 高学年 角田 大輔 （５学年 算数「小数のわり算」） 

研究授業の回数は，よいという回答があった一方で，もっと見たいという回答も

あった。これから，若手教師が増えてくるため，授業を見たいというニーズが増え
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てくるだろう。そのため，「見せる場」の保障をすることが急務であると感じてい

る。研究授業ではなくても，気軽にお互いの授業を参観できるような環境作りをす

ることが必要かもしれない。 

また，研究会は「ワールドカフェ」方式で行った。（下図参照） 

 

これについては，よいとの回答が得られた。「ワールドカフェ」方式で行うと，通

常の研究会形式よりも多く発言ができることや，いろいろな意見が聞けるよさがあ

る。今回は指導案を拡大コピーし，そこに時系列で授業の長短を書き込みながら議

論をしていった。しかし，核心に迫るところまで議論ができない場合もあった。「テ

ーマ」に即し，焦点を定めた話し合いにするための方策を考えていくのが課題かも

しれない。 

 

 

 

（２）授業実践シートにまとめる方法について 

○１ポイントを押さえた形式であり見やすいと思った。 

○２良いと思います。それぞれの先生方の実践を簡潔にまとめていただき，自分の

実践にもいかせるため。 

○３適切だったと思います。 

○４自分自身の振り返りにもつながり，また，他の先生方の実践も，しかけと一緒

に見ることができるのでよいと思った。 

○５授業について，自分で振り返ることができる面でいいと思います。 

○６1枚にまとめられて見やすく分かりやすい方法だと思う。 

○７自分で何をしてきたか，振り返ることができて良かったと思います。 

○８とても良いと思う。先生方の実践が分かりやすくまとめてあって，とても参考

になる。 

○９見やすくていいと思います。 

○10 特支は，算数外国語以外の参加になりすみません。見せていただき勉強になり

ます。 

○11校長先生のおっしゃる通り，これが実践集になってとてもいいと思います。 

●12 一人一実践という形式なので，個々の力にはなると思うし，良かったとは思い

ます。ただ，若い先生方が増えていく中で，学年で同じ指導案を考えて，授業す

る時間は同じ単元で時間をずらしてやるみたいな方法も良いかなと思った。ふだ

ん，なかなか時間が取れなくて，様々な教科について授業の進め方を指導してい

るものの，こちらでこうやるよと教えることが精一杯な状況である。もし校内研

で夏休みを利用しながら学年の若い先生に指導案を自分で考えてもらう時間が設

けられて，それをそれぞれの一実践につなげられるといいなと思った。 

昨年度より，授業実践シートを用いて一人一実践のまとめを行ってきた。A3 用

紙1枚にまとめるので，自身の実践のポイントを絞って書く必要がある。また，他

者も見やすい。○11 のように，授業実践シートを蓄積し，本校研究の財産となって
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いくことを期待したい。多様な実践をしていけば，より豊かなものになっていくと

感じている。 

 

（３）履歴シートについて 

○１毎回の感想を記録しておくことで，忘れていた自分の思いが振り返ることがで

きて貴重なものになった。書き記すことの大切さを感じた。 

○２前回のことなどを振り返ることができるので良いと思います。 

○３教師も学んだことを振り返り整理していくことで研究内容が残り，力となって

積み上げられていくと思う。 

○４その時に何を学んだか，時間がたっても振り返ることができたと思います。校

長先生や教頭先生，角田先生からのコメントを頂いて，さらに勉強になりました。 

○５これまでの自分自身の成長を見ることができてよかった。コメントも励みにな

って嬉しかった。 

○６その日に自分が勉強になったことなどを振り返ることができよかったです。校

長先生，教頭先生，角田先生からのコメントがとても勉強になりました。 

○７その日の研究の振り返りとして，書くことは大切であると感じた。研究主任や

管理職の方は全員にコメントするのは大変だと思うが…。そのコメントも勉強に

なります。 

○８自分の学びの足跡として一言感想を残すと，振り返ることができるので良かっ

たと思います。でも管理職・研究主任の先生方の負担は大きかったのではないで

しょうか。 

○９とてもありがたかったですが，コメントくださる先生のご負担は大丈夫でした

か？ 

○10 校長先生方に見ていただくということもあり，緊張しましたが，コメントをい

ただくと嬉しく思いました。子供たちのノートにも一言コメントを書こう！と思

いました。 

●11コメントを入れていただくのは大変だと思う。 

今年度は校内研究の後に，教師自身が感想を書く活動を取り入れてきた。授業後，

児童が学習感想を書くのと同じように，その時間の学びを再度振り返る時間が有効

であったとの回答が多く得られた。校内研に関わる教師一人一人が目標を持ち，自

分なりにまとめを行い，それを記すことで，教師自身が主体的に研究を行うことが

できたと考えている。さらに，管理職と研究主任のコメントが好評を得た。この取

組は来年度も継続していきたい。 

 

４．その他 

○来年度に向けてですが…学習指導要領が 2020 年度完全実施となります。そのた

め教科書が変わるのはもちろんですが，評価規準も変わるため『教育課程』つく

りを行わなければなりません。ある程度ゆとりをもって準備をしていかないと大

変だと思います。カリキュラム・マネジメントを全職員が理解し国母小の教育課

程づくりが進められるよう校内研の一部に組み込んでいただけるとありがたいで

す。 

来年度は，新COSの完全実施に向けた準備年度となる。2年間をかけて新COS

の内容を読み解いてきたが，来年度はそれに加えて本校の実態に応じたカリキュラ

ム・マネジメントや，外国語活動をはじめとする教材教具の整備などをしかなくて

はならない。来年度も協働しながら，目の前の教育課題に取り組んでいきたい。 
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５．研究を終えて 
今年度は，算数と外国語活動に的を絞って研究を進めた。目的は新 COS に記さ

れたことの中でも「見方・考え方」の具体的な姿を探ることであった。算数では，

既習をもとに学習をつくり出すこと，多様な表現や考えを出すこと，考えの根拠を

探ること共通点や相違点を問うことなどの成果が得られた。外国語活動では，課題

提示の工夫をすること，やり取りの際にメモを有効活用することなどの成果が得ら

れた。一方で，アルファベットを提示し，それらを読ませて発音することの是非に

ついて議論がなされた。また，FETとHRTが事前に打ち合わせする時間を確保す

ることが難しいことや，FETの発音をより多く聞かせる場の設定，さらには評価の

事など，外国語活動については，様々な課題が残されている。 

新COSに書かれていることは，従来の日本が育成を目指してきた学力に，OECD

の「キー・コンピテンシー」の学力観（技能や態度を含む様々な心理的・社会的な

リソースを活用して，特定の文脈の中で複雑な要求に対応することができる力）が

加わったものと解釈できる。知識・技能，表現力や思考力を身に付けさせるだけで

なく，それらの活用の仕方や，自分自身で問題に気付き解決に向かう意欲，さらに

は多様な集団における人間関係の構築などを育成しなくてはならない。今，学びの

大きな転換期を迎えている。このように考えると，2 年間に得られた成果だけでな

く，まだまだ多くの「育成を目指すべき資質・能力」があるといえる。 

来年度以降も，自ら問いを持つことができる子供を育成するために，われわれが

できること，すべきことを問い続け，主体的に研究を行っていきたい。 
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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，昨年度より３年計画の研究

の２年目となります。昨年度の研究の成果と課題を踏まえ，研究主題を「自ら問い

を持つ子供の育成」，副主題を「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，算数科と外国語活動・外国語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。 

宮阪 浩二 

 

 

―――――――――― 研 究 同 人 ―――――――――― 

校  長 ○蘒原  桂 

教  頭 ○宮阪 浩二 

教務主任  ○江頭 俊哉 

教  務   土屋 有子  杉田 広子  半田 裕子  望月 順子 

      眞田 啓未  初鹿 京子  深澤 美香 

１  年 ○進藤 澄子  阿部 一美  小林 大輝 

２  年  雨宮 康治  古屋 愉子  藤原 加寿代（武居 拓己） 

３  年 〇河西 美恵  長野 楓 

４  年  永井 孝枝 佐藤 弓子 川手 太朗 

５  年  深澤かほり ☆角田 大輔 

６  年 ◎清水みゆき  内藤 陽介  

す み れ    仙洞田春実  古屋  静 

たんぽぽ  中沢 尚子 

ひまわり  森沢真名美          

☆研究主任  ◎研究副主任  ○研究推進委員 
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