
事例１   単元「先人の生き方から学んだことを伝えよう ～千年の釘にいどむ～」 

幅広く読み、考えを深める実践 
国語 第５学年 

小松市立安宅小学校・教諭 

 

１ 事例の概要 

  私が昨年度まで勤務していた小松市立串小学校では「心豊かでたくましく、創造的な未来を拓く

児童を育成する」ことを目標に、道徳や国語科の研究に取り組んできた。国語科をすべての学力の

基盤であるととらえ、言葉を育み、心を育むことを大切にしてきた。 
中でも、国語科においては、「読むこと」領域を中心とした単元に取り組み、つけさせたい力を明

確に示した単元構成や授業構成の研究を行ってきた。 
さらに、読書活動を推進し、様々な読書経験によって感性を豊かにしたり、様々な生き方にふれ

たりすることを大切にしてきた。「図書館の中の学校」を目指し、言葉を育み情緒を育てる本との出

会いは、さまざまな感動を子どもたちに与え、学ぶ意欲を高めることに役立った。 
ここ数年、私が、国語科の授業づくりをするときに大切にしてきたことが３つある。その３つと

は、 
① ねらいを明確にすること 
② 言葉に着目し、自分の考えを自分の言葉で表すこと 
③ 交流によって高めあうこと              

である。これらのことを大切にすることで、教師も子どもたちも、その単元でどんな力をつけたい

のかをはっきりと意識することができたし、言葉を大切にしたり、ともに学び合ったりすることが

できたように思う。 
   Ａ－１ 授業づくりで大切にしてきたこと 

 

２ 実践内容 

(1) 単元の目標 

・書かれている事実に基づいて読み、そこに描かれた人々の知恵や生き方に対して自分の考え

をもつことができる。 (読むこと エ） 

・本から人の生き方を学べることに気づき、ノンフィクション、伝記やドキュメンタリー等人

の生き方について描かれた本を読み、自分の読書の世界を広げることができる。(読むこと ア） 
 

(2) 指導上の工夫点 

  ① つけたい力を明確にし、児童に学習の見通しを持たせるための手立て 

    学習計画を子どもたちと共に立てる際に、心がけているのは、この単元が終わったときに、ど 

んな力がついていてほしいのかを、子どもたちと共有しておくことである。そのために、私は、 

学習計画を単元の最後から立てるようにしている。最後の活動ができるようになるためには、ど 

んな読みをしたらよいかを教師はもちろん、子どもたちも共に考えることで、めあてがより明確 

になり、学習の見通しがはっきりすると感じている。 

  ② 既習を確認し既習を活かして学習するための手立て 

    子どもたちの読みの力をあらかじめ確認しておくひとつの手段として、学習アンケートをとっ 

た。アンケートをとることで、子どもたちは、自分の学びを振り返ることができたし、自分に足 

りない力や必要な力を知ることもできた。また、「指示語」「接続語」「話題提示文」といった、 

用語を知るよい機会ともなった。 

  ③ 子どもたちの読書の幅を広げるための手立て 



・ 道徳の資料として、意識して素晴らしい生き方をしている先人(野口健、マハトマ・ガン

ジー、黒柳徹子、手塚治虫等）を取り上げた。 
・ 資料で取り上げた先人の生き方について書かれている本を簡単に紹介し、書架に並べた。 
・ 学校図書館司書によるブックトークをおこない、図書室には伝記やノンフィクション、

ドキュメンタリーなどさまざまな分野で活躍している人の生き方について書かれた本が

たくさんあることを示した。 
   Ｂ－1 学習アンケート 

 

３ 指導の実際 

  第１次「教材文を読んで、古代の人々の知恵、職人の工夫や努力、心意気を知り、そこから学ん

だことをキーワードに表すことができる。」 
 

「千年の釘にいどむ」の学習では、内容を丁寧に読んだ後に、学習のまとめとして白鷹さ

んの生き方から学んだことを、全員でキーワードにまとめてみた。「より良くしようと努力を

重ねる」「何度でも挑み続ける」「職人としての意地」などのキーワードがあがった。 
   

第２次「千年の釘にいどむ」に出会ったことで白鷹さんの生き方について学べたことに気づき、

先人の生き方について描かれた本を選んで読み、読書の世界を広げることができる。」 
 

子どもたちは、自分たちが本から学んだ生き方をそれぞれがまとめ、最後に「千年の釘にい

どむ」での学習をもとに、それぞれが自分の考えや思いをキーワードに表した。 
  
 Ｃ－１ 指導案  Ｃ－２ 子どもたちの作ったキーワード  Ｃ－３ 交流の実際 

 

４ 成果と課題 

(1)  成果 

 ① ねらいを明確にした授業 

「つけたい力」を教師も子どもたちも意識することで、子どもたち自身が自分についている 

力を知り、既習を活かしながら自力で教材に向き合い、考え、表現しようとする意欲が高ま

った。 

② 言葉に着目し、自分の考えを自分の言葉で表す授業 

子どもたちの言葉は決して豊かではない。豊かな言葉を育むためにも読書活動との関連は

とても大切だと感じた。 

③ 交流によって高めあう授業 

人に自分の考えや思いを伝えることは、自分の考えや思いを再確認することにつながる。

子どもたちは交流を通し、自分の学びを自覚し、自己を評価することができた。 

(2) 課題 

つけたい力を明確にするためには、先の見通しが必要になる。目の前の子どもたちに、今この教

材でどんな力をつけるのかももちろん大切なことだが、「１年間でどんな力をつけるのか」、「その

力が６年間のどこに位置づけられているのか」、など６年間を見通した指導の重要性を感じた。 

   Ｄ－１ 成果と課題 詳細 

 

 



 
 事例２   単元「水はどこから」 

守られている、わたしたちの水 
社会 第４学年 
野々市町立御園小学校・教諭 

 
１ 事例の概要 

インターネットの普及やライフスタイルの多様化など、子ども達を取り巻く社会はめまぐるしく

変化している。その中において時代に流されず、しっかりと自己を確立し、次の時代を担う形成者

としての基礎を養うことが教育に求められているだろう。このような社会であるからこそ、特に社

会科においては積極的に社会事象に働きかけ、問題解決していく力が大切であると考える。 
子ども達が主体的に学習を進めていくためには、強い追究意欲が不可欠である。学習問題を自分

とのかかわりの中で捉え、そして、どのように調べたらよいかを考え、調べたことから社会的なも

のの見方や考え方を広げたり深めたりすることが大切である。更に、よりよい社会を目指して自分

の生活を振り返り、実践する意欲を持つ。このような社会科の授業を目指して、研究をしていきた

いと考えている。 
本校の児童は、指示されたことについては一生懸命にがんばることができるのだが、自分から行

動を起こしたり、より良いものを求めて考えようとしたりすることについては弱い面をもっている。 
このような実態を踏まえ、子ども達の学ぶ意欲を高めながら、社会的な見方や考え方を育成し確

かな学力につなげていきたいと考えている。 
本事例は、体験活動の効果的なあり方を考え、飲料水の安定確保に関わる人々の努力や工夫に迫

ろうとした実践である。 
 

２ 実践内容 
(1) 単元の目標 
・生活で使われている水に関心を持ち、見学調査活動を通して飲料水の確保に関わる対策や事業

について意欲的に調べ、自分ができる協力や工夫をしようとする。   （関心・意欲・態度） 
・飲料水の確保が組織的・計画的に進められていることによって、地域の人々の健康な生活の維

持と向上が図られていることを考えることができる。            （思考・判断） 
・飲料水が届くまでの様子を調査したり見学したりして分かったことを、絵、文章、グラフなど

に分かり易く表すことができる。                     （技能・表現） 
・飲料水の確保は生活に不可欠であることや安全な水を確保するための工夫や努力が分かる。 

                                         （知識・理解） 
 

(2) 指導上の工夫 
  ① 児童の主体的な学習を促す学習指導の工夫 

・体験的な活動を基にし、実感や必要感を伴った問題意識の醸成 
・インタビューやゲストティーチャーなど、人との関わりを通した学習 

② 社会的なものの見方や考え方を育成する教材の開発 
・水の安定供給のために努力している人々の働きに迫り、自分の生活の仕方を見直せる教材 

③ 評価の工夫改善 
・毎時間ごとの評価規準や評価方法の設定、１時間の途中での評価や支援の明確化 
・キーワードを意識した振り返りとその生かし方 

 Ｂ－２ 指導案 

Ａ－１ 社会科で目指す子ども像 

Ｂ－１ 評価計画 



３ 指導の実際 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４ 成果と課題 

(1) 成果 
「体験活動」や「見学」、「ゲストティーチャーとの交流」など具体的な活動を単元に位置づけ

ることで、主体的に学習に取り組む姿が見られ、実感を伴った理解をすることができた。また、

子ども達が自分と社会的事象との結びつきに気づいたとき、そこに疑問がもてるような「新たな

事実認識」を加えることで、追究の意欲を持続させることができた。 
１時間の評価規準を明確にすると共に、授業の途中段階における評価や支援についてポイント

を予め明らかにしておくことで、見取りがしやすく効果的な支援ができるようになった。 
(2) 課題 

水道が守られていることについて水道管の復旧を取り上げ学習したが、復旧までの時間からは

復旧に関わる人々の努力や工夫を考えさせることが難しかった。復旧の様子の写真や人々の動き

が分かる資料の方が努力や工夫に目を向けやすく、ゲストティーチャーのお話も更に効果的なも

のになったのかもしれない。 
１時間の評価規準や単元中の位置づけを設定して取り組んだが、何をどのように評価するのか

更に検討を加えていく必要を感じた。一つの評価事例について複数の教師で検討するなど、幅広

く検討を加えることで、より的確な評価の仕方が明らかになるだろう。 

水の送られてくる経路を予想 

＜たくさんの水はどこから送られてくるのだろう＞ 

雨→手取川→鶴来浄水場→野々市町の浄水場→家や学校 
             ↑ 
           水源地（井戸） 
＜川の水をどのようにして飲める水にしているのだろう＞ 

汚れを取り除く工夫 

鶴来浄水場見学 

水質にあわせて消毒 水質の検査 

・井戸を掘ったり、県の水を

受けたりして必要な水を

間に合わせているんだね。 

・安心して水がのめ

るように、浄水場

の人たちは多くの

努力や工夫をして

いるよ。 

第二次 

★新しい事実の提示 
・地震による水道管への被害 
・能登島への給水量の低下 
・能登島－羽咋の間４０ｋｍ

のどこかで壊れている 

・大変だ、水道管が壊

れたよ。 
・能登島へ水が送れな

くなる。 

＜水道管を直すのにどれだけかかったのだろう＞ 
６時間 １日 ２日 ３日 どれかな 

★ゲストティーチャー（浄水場の方）のお話 
・ 能登島と羽咋の両方から調査を始めた。 
・ 作業は夜通し行われた。 
・ 水道管が直った後、何度も水を流しながら水道管の中をきれいに洗った。 
・ 最後に水の検査をして異状がないか確かめた。 
・ 翌朝の８時ごろにもと通りになった。 

・早く作業が進むように工夫している。 
・そのおかげで、能登島の水は止まらなか

ったんだ。 

・どこで壊れたのか見つける
のも大変そうだ。 

・直るまでには時間がかかる
だろうな。 

・１日でもと通りになるなんてとても早い。 
・夜中も作業するなんてすごい努力だな。 

・能登島の人々がちゃんとし

たくらしができなくなる。 

Ｄ－１ 成果と課題 

Ｃ－１ 研究の実際 



 事例３   単元「戦国の世は、どう統一されたの」 

戦国武将になりきって ～戦国の世を生き抜くために～ 

                            社会 第６学年 
                            かほく市立高松小学校・教諭 
 
１ 事例の概要 

  本校では研究主題『一人一人が輝き、学び合う子をめざして～かかわり合い、つながり合

って考える力を伸ばす～』のもと、主体的に学習に取り組み、関わり合い、高め合う授業を

めざしてきた。そのためには、課題解決型学習を重視しつつ、子どもの考える力を育み、子

どもの思考に沿った単元構成、教材の本質に迫るような課題や学習活動、教師の発問や板書

など教師の支援を吟味していくことが大切であると考え、取り組むことにした。  

                               Ａ―１ 学校研究 

２ 実践内容 

 (1) 単元の目標 

長篠の戦いや戦国の世の統一に興味をもち、天下統一を進めた信長、天下統一を成し遂

げた秀吉、全国支配を固めた家康について調べ、戦国の世が次第に統一されていったこと

を理解し、3 人の武将を中心とした先人の働きや時代背景について関心を深める。 

 

 (2) 指導上の工夫（指導の重点） 

  ① 課題設定の工夫 

    長篠の合戦の絵を見ると、鉄砲を使い織田軍が優勢であることは、子どもたちにとって

容易に考えられる。これでは、問題意識が弱く、長篠の戦いに挑む信長の心境や織田軍の

戦いの様々な工夫に気づく必然性が薄いと考え、まず、武田軍の強さを学習することにし

た。「最強の騎馬隊」「鍛えられた馬」「信玄の人となり」等を学習し、子どもたちの心を

信玄に寄り添わせるようにした。そこで、子どもたちの疑問〈織田軍は、最強の騎馬隊を

もつ武田氏をなぜ倒すことができたのだろう〉をふくらませ、課題に練り上げられるよう

な教材との出会わせ方を工夫した。 
  ② “自ら”になるような教師の働きかけ 

    歴史を学ぶにあたって、「過去のことである」「こんな歴史的事実があったのだなあ」

で終わって欲しくはない。大切にしたいのは、歴史上の人物の生きざまを教材化すること

により、「もしその時、自分だったら…」と考えることにより、社会生活や自分の生き方

へ自分なりの見方、考え方の基礎を育てていきたいと願っている。そして子どもの心の中

に、「学んでよかったな。もっと学びたい。」という意欲を育てていきたい。 

３ 指導の実際 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

戦国大名  ・戦国大名には、どんな人がいるかを調べどんな願いを持っていたかを  

考える。  

○戦国大名には、どんな人がいるのだろう 

上杉氏・北条氏・武田氏・織田氏・徳川氏・毛利氏など 

・戦国大名の願いは？ 自分だったら…？ 

・ 領地を広めたいから戦いをする    

・ 自分の国を豊かにしたい  

・ 京へ上り、全国一の武士と認められたい  

（課外）戦国大名について、本の読み聞かせ  

武田信玄の強さ・武田氏の強さの秘密を考え、信玄の願いを知る。 
     

関心意欲戦国大名には

どんな人物がいるのか

調べようとしている。  

☆自分が興味を持った

大 名 を 調 べ る よ う 促

す。１５６０年と１６

世紀終わり頃の戦国大

名の領地の様子を紹介

する。  

戦国大名に興味をもち、名前や地

名を覚えていた。願いや業績も考

えさせたことにより、大名になり

きって考えている子が多かった。

戦いに負けることは、死を意味す

ること、少しでも領土を広げ豊か

な国にしたい。天下をとって、戦

いのないよい国にしたいという願

いを膨らませることができた。そ

の中で、戦国最強と言われた信玄

を扱ったことは、信長の先進的な

戦術へとつなぐことができた。  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ―１ 指導案      Ｃ－２ 授業記録 

   

４ 成果と課題                           

 (1) 成果 

  ① 課題設定の工夫（必要感のある課題） 

    織田軍は、なぜ長篠の戦いであれほどの工夫が必要だったのか？自分がぶつかった疑問

はそこであった。しかし、子どもたちにこの疑問をそのまま投げかけることはできないし、

子どもたちが抱いている「織田軍が強い」という固定観念を崩さなければならない。まず、

武田軍の強さから学習し、長篠の戦いの３年前の三方ケ原の戦いでは徳川軍が武田軍に惨

敗していることも知らせた。子どもたちから自然にわき起こる「あの最強の武田軍に勝て

たのは、なぜだろう」という思いを原動力に授業を進めていくことができ、気づき、考え、

練り上げていくことができたと考えている。 

  ② “自ら”になるような教師の働きかけ（主体的な学習活動） 

   「その時、自分だったら…」という問いかけを大切にしてきた。歴史的事象が動くその

瞬間に子どもたちを立たせ、「自分だったら…どう考えるか、どう行動するか」という問

いかけをし、自分ごととして学ぶ主体的活動を大切にしてきた。そうすることにより、自

ら予想し、調べ根拠をもち、その根拠に基づいて自分の考えを発表する子どもの姿が多く

見られたことが大きな成果であった。 

 

  (2) 課題 

    事実を丹念に捉え、正確に事実認識した上で、自分の考えをもつ力を伸ばしていきた

い。そこには、教師が適切な資料を集め、生きた教材にすることや事実を実感できる提示

の仕方を工夫することが不可欠である。今後、さらに教材を研究し、子どもの心に真に迫

る教材や資料の開発に力を入れ、資料から「見えること」をもとに、当時の時代背景や人

間の願いなど「見えないもの」を考察し、表現できる子をさらに育てていきたい。 

○武田信玄はどんな武将だったのだろう 

・本当に強かったのかな？ 

・ 最強の騎馬隊・風林火山  

・どうして信玄は城をもたなかったのか？  

・ 人は石垣、人は城・・・（つつじが崎の館）  

・ 信玄堤、ほうとう 

・ 自分だったら…？ 

      

思考判断信玄の資料から、武田

氏の強さを騎馬隊などの戦術面

だけでなく、信玄の人を信じ大

切に思う心を考えたり想像した

りする。  

長篠の戦い・長篠の合戦の絵を見ながら、信長・家康連合軍と  

武田軍との戦い方の違いを見つける。  

○織田軍は、最強の騎馬隊をもつ武田氏をなぜ倒すことができたのだろう                     

・雨の次の日を選び、馬の速さを遅くした。 

・信長、秀吉、家康が三角形の位置にいる。組織的 

 な動きをしている。 

・馬防柵を夜のうちに作り、早朝に戦いをしかけた 

 のでは・・・。 

・天下を統一したい、争いのないまとまった国にし 

たいという信長の願いがあったのでは・・。 

 

技能表現信長・家康連合軍と武田

軍との戦い方の違いを見つけてい

る。  

☆一人一人に資料を配布し、記入

できるようにしておく。鉄砲でも

不利な点はないのか？と問い、信

長のさらなる戦略に気づかせる。  

武 田 軍 の 強 さ の 秘 訣

（速さ）を確認し,対策

を考えていったので、

武田軍の速さを封じる

作戦をたくさん見つけ

ることができた。馬防

柵から戦いの時刻を予

想したり、地面のぬか

るむ天候まで予想した

り、とても気づきの多

い授業になった。  



事例４ 単元「小数のかけ算・わり算」

数直線を使うと、小数でも式がわかっちゃう！
算数 第５学年

金沢市立中村町小学校・教諭

１ 事例の概要

本校の高学年の児童をみると 「計算はまあまあ好きだけど、文章題は(考えるのは)嫌い！」と、

いう児童が多い。考えようという意欲はあるが、何をどのように考えたらよいかがわからないので

ある。

そこで、このような子ども達に「思考に必要な既習内容｣の定着を図り 「既習内容を使って考え、

、 、ると課題が解決できる｣という実感を持たせ 考えることから逃げないようになってほしいと願い

本実践に取り組んだ。

、 」「 」「 」「 」「 」特に ｢小数のかけ算・わり算 割合 単位量あたりの大きさ 分数のかけ算・わり算 比

「比例」の学習で自分の考えを持って学習に取り組めるように 「数直線」を、児童が考えを創る、

有効な道具として定着させていく指導に重点を置いた。

Ａ－１ 算数科における授業改善の方向性 Ａ－２ 児童の実態と課題

２ 実践内容

(1) 単元の目標

小数に整数をかけたりわったりする乗法・除法の意味と、その計算の意味や方法について理

解し、それを用いる能力を高める。

(2) 指導上の工夫点

① ｢既習内容を使うと新たな問題も解決できる｣ことを実感できるよう指導方法を工夫する

素材を吟味したり式に単位をつけさせたりして、数直線を使う必要感を持たせ 「数直線を使、

って考えると式がわかった！」という実感を持たせる工夫をする。

② 児童の実態にあったカリキュラムを考える

児童の実態や思考の流れにあうように、単元の入れ替えや指導時間の配分を考え、カリキュ

ラムの編成を工夫する。

③ 学び合いのある学習の積み重ねをする

考えるに値する課題を設定し、児童が課題を自分のも

のにできるような学習の流れを考える。また、児童が考え

てくるであろう｢間違えやすい考え｣｢不十分な考え｣｢既習

を使った考え｣等を、どのように生かすかを考えておく。

④ 評価の工夫改善を図る

学習のふりかえりを、目的に応じて３段階（毎日のノ

ート→単元の個人レベルのふりかえり→クラス全体として

のふりかえり）に設定し、自作の評価問題と合わせて評価

する

Ｂ－１ 指導と評価の工夫改善



３ 指導の実際

ね ら い 学 習 活 動

かけ算の式の意味 １ｍ2.3kgのパイプを200円で売っています。６mでは何kgになるかな？

を理解する ①2.3kg×６ｍ ②2.3kg×６ ④200×2.3kg×６m

（×６の６には単 ③2.3kg＋2.3kg＋2.3kg＋2.3kg＋2.3kg＋2.3kg

位がつかないこ ・６ｍの重さを求めるんだから200円は関係ないよ。④は×

とを理解する） ・③はＯＫ。③をかけ算にしたのが、①と②

＜×６の６にはｍがつくのかな？＞

×６ ６ｍ０ １ｍ

×６ ？kg０ 2.3kg

重さに長さはかけられない！！・数直線で考えると式がわかりやすいよ。

・長さが×６(６倍) だから 重さも×６(６倍)になる

・×６は長さではなくて、６倍という意味だからｍはつけてはいけない。

Ｃ－１ プレテスト結果 Ｃ－２ 指導案１、２ Ｃ－３ 指導の実際 Ｃ－４ ノート

４ 成果と課題

(1) 「既習を使うと新たな問題も解決できる｣ことを実感できるよう指導方法を工夫をする

かけ算の学習時に数直線のよさを実感できる指導を行うことで、わり算や倍を求める立式の

場面では、自分の考えを持ったり友達に自分の考えを説明したりする手段として、数直線を用

いる児童が多くなった。また、立式の正答率も高くなった。

、 。今後は 数直線だけでなくより多様に既習内容を使える力を伸ばす必要があると考えている

(2) 児童の実態にあったカリキュラムを考える

整数倍→小数倍→純小数倍というように倍の意味に関して連続したカリキュラムを編成する

ことで、小数のかけ算の意味の理解が深まった。

しかし、単元を入れ替えたことにより一単元の指導時間が長くなってしまったので、時間配

分も考えて編成していく必要があると考えている。

(3) 学び合いのある学習の積み重ねをする

学び合いのある学習をできるだけ心がけることで、授業アンケートの結果についても｢楽しい

・わかる・聴ける・聴いてもらう・ノートにまとめる・考える力がついた｣と感じている児童が

増えた。特に算数がとても楽しいと感じる児童が10.3%（4月）から66.7%（7月）に、考える力

がついたと感じる児童が10.3%（4月）から46.2%（7月）に増え、学習に意欲的に取り組む児童

が増えた。今後、さらに学習の積み重ねを増やしていく必要があると考えている。

(4) 評価の工夫改善を図る

ふりかえりをすることで、学習内容や考え方の定着度があがった。新しい学習場面で｢前に学

習した○○を使えば解決できそうだ」と考えたり、自分の考えを持つ場面で｢ノートの前の方を

見て、何か使えることはないか」探したりする児童が増えてきた。また、力点を置いて指導し

た内容と対応した自作テストを実施することで、自分自身の指導の在り方を評価できた。

今後、ふりかえりの時間確保と評価問題の吟味を一層進めていきたい。

Ｄ－１ 成果と課題



事例５ 単元「比べ方を考えよう」

より意欲的な学び合いの場をつくるために
算数 第６学年

加賀市立緑丘小学校・教諭

１ 事例の概要

本校は全校児童５５名の小さな学校である。少人数であるが故に、縦のつながりの深さや暖かい

関わり方などのよさを持っている。その一方で、上手に表現できなくても受け止めてもらえるので

表現力が身に付かない、信頼が置ける友だちの意見にはよく考えずに賛成してしまう等の傾向が顕

著に見られる。更には、指示されたことには素直に従うが創意工夫は苦手だったり、粘り強く困難

（難しい問題など）に立ち向かおうとする意識が弱かったりする実態がある。本単元は、難易度の

高い問題が多く、また多様な考え方も期待できる内容となっている。そこで 「意欲的に果敢に問、

題に取り組む児童」を目指して、問題解決に必要な力をつけるために、問題の提示方法、問題を整

理する方法、図の書き方の指導などを実践した。また、活発な意見交換をしながら共に高め合うこ

とができるように、予想の場面を取り入れたり、多様な発表形態を工夫したりして取り組んだ。

Ａ－１ 学校研究

２ 実践内容

(1) 単元の目標

異種の２量について、割合の考え方を用いて表し方や比べ方を考えるとともに、数値化して比

較できることのよさに気づき、すすんで生活に活かそうとすることができる。

(2) 指導上の工夫点

① 難易度の高い問題にも意欲的に挑戦することができる力をつけるために

ア 問題場面をイメージしやすい提示方法の工夫

問題文を分けて提示したり、問題文を書かせたり、絵や写真等を効果的に用いたりして、

問題の提示を工夫した。

イ 問題文を算数的に整理する方法

必要事項を拾い出し分かりやすく整理していくために、単位を利用した。

ウ 文章で表記された問題を絵や図で表現（シェーマ化）する工夫

、 、 。線分図や数直線図 面積図などの図に表し 問題解決の糸口をつかむ力をつけようとした

エ ３つの量の関係と除法の意味理解の徹底

言葉の式を利用することで、何を求めようとしているのかを常に意識させるようにした。

オ 算数的な体験の重視

何度も走って速さを計ったり、様々に混み具合を試したりして、体験を重視した。

② 学び合いの力をつけるために

ア 予想の活用

， 。多様な解決方法が出るように また自力解決が困難な場合の支援として予想場面を作った

イ 多様な発表形態の工夫

完璧な解決や発表を求めるかわりに 「解決はみんなの力で」を合い言葉にして、同じ考、

え方の児童を協力させたり、質問形式をとったりして多様な発表形態を工夫した。また、友

だちのよい考えを記録し、まとめを自分の言葉で書くことを繰り返すことで、内容の理解を

深めるとともに、友だちのよい考えに学ぶという意識付けを意図した。



３ 指導の実際

学 習 活 動 支 援 ☆ と 評 価 ◎

【学び合い】の場面から

○ １分あたりの枚数 ☆答えを出せなくても、途中までの考え方や解き方ア

Ａ ４５００÷６０＝ ７５（枚） が重要であることを強調して、一人ひとりの考え

Ｂ ５００÷ ５＝１００（枚） る過程を大切にする。

○ １時間あたりの枚数 ◎既習事項を生かそうとしたり、図を書いたりしてイ

Ａ ４５００（枚） 自分なりに解決しようとしている （ノート）。

Ｂ ５００×１２＝６０００（枚） ☆全部言えなくても、言えるところまで説明させた

○ １枚あたりの時間 り、同じ考えの友だちと協力して説明させたり、ウ

Ａ ６０÷４５００＝ … 分 他の児童に分からないことを質問させる形をとっ0.013 （ ）

Ｂ ５÷ ５００＝ （分） たりと、多様な発表方法をとることで、垣根を低0.01
○ 速さ＝枚数÷時間 の公式から くする。エ

Ａ ４５００÷６０＝ ７５（枚） ◎上手に発言できなくても、自分の考えを伝えよう

Ｂ ５００÷ ５＝１００（枚） と努力している （発表）。

ー実際の指導からーＣ－１ 指導案 Ｃ－２ 指導上の工夫

Ｃ－３ 児童のまとめ Ｃ－４ 児童のノート

４ 成果と課題

(1) 成果

① 挑戦する意欲と力

、 、・問題を解くための様々なステップに慣れ また自分の考えが大切にされる経験を積むことで

問題文を一読しただけであきらめてしまう児童が少なくなってきた。

、 、・難問に様々な角度から何度も挑戦する児童や 自主的に予習・復習をする児童が増えるなど

学習に対する積極的な態度が見られるようになった。

② 学び合いの力

・ 予想」することで解き方の選択肢が広がり、自分にあった解決方法を選択することができる「

ので、達成感を味わうことができるようになった。また、多様な考え方を生むことにもつな

がり、学び合いも盛んになった。

、 、・解答はみんなで作り上げるようにしたり 多様な発表方法を取り入れたりしたことによって

意見交換が活発になった。

・まとめに友だちの考えのよさを書くことで、発表内容を意識して聞くようになってきた。

(2) 課題

① 評価方法の充実

座席表を用いた記録簿とノートを中心に評価してきた。ノートの内容が充実してきたので、

ノートからの評価は容易になってきた。しかし、子どもの考え方を的確に把握し評価に生かす

方法としてはまだまだ改善の余地があるので、評価方法を今後も検討していく必要がある。

② 児童の「予想」や「まとめ」の内容の充実

解決の方法の予想 や まとめを自分の言葉で書く 活動は大変有効であった しかし 予「 」 「 」 。 、「

想」の場面では「わり算」とか「かけ算」等としか書けなかったり、まとめの場面では「いろ

いろな考え方がわかった」としか書けなかったりした児童もいたので 「予想」や「まとめ」の、

内容を充実させていくための支援のあり方を工夫していく必要がある。



 

 

 

 

 

 

 

１ 事例の概要 

   全盲の児童生徒は、点字の教科書を使用して学習を行っている。しかし、点字教科書に一般の教

科書の絵・図・写真等を表記することはたいへん難しい。加えて、視覚に障害がある児童にとって

生活経験の不足は、学習内容の理解をより困難なものにしている。そのため、多くの学習場面にお

いて、児童の｢見え｣を補い、学習意欲を高めるような教材の工夫・開発が必要となってくる。特に、

視覚障害児にとって｢触察｣は大変重要な理解への手だてになる。どんな教材を準備するか、そして

いかにその教材を的確に触察できるかが、学習を進めていく上で大きなポイントとなる。そこで教

材の工夫により、理解を深められるような指導を行った。 

 

２ 実践内容                                                       
(1)  水のかさのはかり方と表し方 
① 単元の目標                                                                     

かさの比較などを通して、かさの概念や測定、及びその単位について理解するとともに、そ

れらを用いる能力を身につける。 

   

② 指導上の工夫点 

             ・ 市販の 1ℓ や 1 ㎗のますの目盛りに、I・Cテープを内側にも外側にも貼り、手で触ってわ

かるようにした。 

   ・ カラーボードで作った 1ℓ や 1 ㎗ 1mℓ を準備し、大きさをイメージ化しやすくした。 

    ・ 水の量をとらえにくい場合は、砂や米などを 1ℓ のますや 1 ㎗のますで計り、増えてい

く感覚や満杯になる感覚を意識できるようにした。 

 
  
 
 
 
(2) 四角形を調べよう 

① 単元の目標 

操作活動を通して正方形、長方形、直角三角形などの構成要素をとらえ、それらの概念を理

解する。 

② 指導上の工夫点   

・ 教科書では三角形や四角形を使ってパズルをつくる活動を通して、直角のかどに意識を向

けさせているが、全盲児には難しいので、７つの直角二等辺三角形をはめるパズルを作り、

楽しみながら直角を意識できるようにした。 

・ 直角の定規を立体コピーで作り、直角かどうかを調べた。また、たくさんの図形を調べる

場合には、箱の四隅を利用し、四角形をずらす方法で確認できるようにした。 

・ 表面作図器（レーズライター）に長方形や正方形を描き、描いた線を触って確かめるよう

にした。 

・ 立体コピーを用いた方眼紙に、頂点を押しピン、辺を輪ゴムと考え、４つの頂点を押しピ

ンで留め、輪ゴムをかけて完成とし頂点と辺を意識できるようにした。  

 

Ｂ－４ パズル  Ｂ－５ 直角を確かめる  Ｂ－６ 長方形を描く 

 

事例６  単元「水のかさのはかり方と表し方」等 

全盲児の算数指導と教材の工夫 

                                                    算数科 第３学年 

                                                石川県立盲学校・教諭 

Ｂ－１ 目盛りを貼ったます 
Ｂ－２ カラーボードで作った 

1ℓ  1㎗ 1mℓ  
Ｂ－３ 米を用いてはかる 



 

 

(3) 棒グラフと表 

① 単元の目標 

身近な題材を分類して表や棒グラフに表したり、それを読んだりする能力を身につける。 

② 指導上の工夫点 

・ 立体コピーの方眼紙に点字で表題や目盛りを貼ったグラフを用い、棒グラフの棒の部分

にコルクテープを貼り、棒グラフの意味の理解を助けるようにし、読み取りに活用できる

ようにした。 

・ 単位と目盛りから 1目盛りがどれだけになるのか等の問題も、同様のグラフを用いて作

り、繰り返し練習した。 

・ グラフ作成の際には、表を読み取り、目盛りを考え、コルクテープを正しい長さに切っ

て貼るようにした。テストの場合はテープを貼ると時間がかかるので、棒グラフの高さを

押しピンであらわすようにした。 

  
 
 
 

３ 指導の実際  
   

学習内容 児童の学習活動 指導の手立て・支援 

1ℓ ますに 10 ㎗ 

入ることがわか

る。 

・1㎗ずつ 1ℓ のますに入

れ 1㎗、2㎗…と数えて

いく。 

・1㎗のカラーボードを積み上げイメージを持

てるようにする。 

・水では高さが確認しにくい場合には、お米

を用いる。 

 

Ｃ－１ 指導案 

 

４ 成果と課題                          
(1) 成果 

  図に対する苦手意識をなかなか拭い去ることは出来なかったが、様々な教材を触ることによ

って内容を理解し、その教材を利用した学習終了時のテストの正答率は高かった。 

  ① 水のかさのはかり方と表し方 

・ 米を用い 1 ㎗ずつ１ℓ のますにどこまで入っているかを確かめ、カラーボードを積み上

げることでイメージが確かなものとなった。 

・ １ℓ のますの中に入っている水のかさを、ますの 1番上から目盛りを確かめ、10 ㎗→ 

９㎗→８㎗と数えて、正しく測定できるようになった。 

    ②  四角形を調べよう  

        ・ 箱を使うと直角がすぐに確かめられ、直角の判別が速くできるようになった。  

・ 1 ㎝の立体コピーの方眼で、指定された長さの長方形や正方形の頂点を押しピンで留め

ることができた。4 点目を間違えても、自分で触って気がつき、直すことができた。 

  ③ 棒グラフと表 

    目盛りが確実に読めるようになり、棒グラフの構造が理解できた。 

 (2) 課題 

   ・ もともと触察には時間がかかる上に、様々な教材を『触ってわかった』という自信を持て

るようにするためにはスモールステップで進める必要があることから、計画以上に時間がか

かった。 

・ 学習終了後に理解していたことでも、時間が経つと忘れてしまうこともあった。そこで大き

なポイントは、ノートにまとめ、いつでも自分でふりかえることができるようにした。 

・ 新しい単元に入る前にはレディネステストを行い、その児童の課題を客観的に把握した方が

効果的だった。 

Ｂ－８ 棒グラフの問題 Ｂ－９ 棒グラフの高さを押しピン
であらわす 

Ｂ－７ 棒グラフ 



 
 
 
 
 
 

 

１ 事例の概要 

  ３年生から理科の学習をはじめるにあたって、児童一人一人の科学的な思考の流れを大切にした

いと考えた。そのために思考の流れが見えるような形の『考えマップ』（ワークシート）を活用し、

一人一人が自分の考えをマップに表し、自分の思考の流れをふりかえることができるようにした。 
  また、児童の体験・実感を大切にし、一人一人の考えになるべく寄りそった実験ができるような

支援の工夫に取り組んだ。 
これらの実践を通して、探究していく理科の楽しさ・面白さを感じ、探究心と課題解決への見識・

意欲・責任感・行動力を持ち合わせた「確かな学力」が育まれると考えた。 
 Ａ－１ 学校研究 

 
２ 実践内容  
  (1) 単元の目標  

・磁石を使った活動を通して、磁石の性質について進んで調べたり、磁石の性質を利用したおも

ちゃ作りに進んで取り組んだりすることができる。    （自然事象への関心・意欲・態度） 

・磁石の性質についての見方や考え方を持つことができる。           （科学的な思考） 

・磁石を働かせたときの現象を比較しながら調べることができる。 （観察・実験の技能・表現） 

・磁石に引き付けられる物と引き付けられない物があることや、磁石に引き付けられる物には磁

石になる物があること、磁石の異極は引き合い同極は退け合うことがわかる。 

（自然事象についての知識・理解） 

 

 (2) 指導上の工夫点（視点） 
   ① 課題設定・実験方法の工夫 

・自由試行の中から感じたふしぎを「ふしぎ発見カード」に記入し、話し合いながら考え方や

方法で分類し、課題として受けとめることができるようにした。 
・一人一人の考えになるべく寄りそった実験ができるような支援を行った。 

② 『考えマップ』の活用 

・一人一人が自分の考えをマップに表し、思考の流れをふりかえることができるようにした。 
・理科学習スタートの３年生として、探究する楽しさを感じるとともに、科学的な思考の流れ

の基本を身につけられるようにした。 

 Ｂ－１ 単元・評価計画  Ｂ－２ 考えマップ  Ｂ－３ ふしぎ発見カード  

 
３ 指導の実際 

導入でじしゃくでの自由試行の時間を十分にとり、磁石のふしぎに目が向くようにした。次に、

自由試行の中で見つけたふしぎをカードに記入していき、話し合いながらふしぎを分類した。そし

て、磁石について見いだした問題を探究していく課題へとふくらませることができた。 
「じしゃくの力は、はなれていてもはたらくのだろうか」という課題では、予想をもとに一人一

人がいくつかの実験方法を考え、個人で数種類の実験を行なった。その際、なるべくたくさんの物

を準備し、一人一人の考えた実験方法で実験できるよう配慮した。その後、自分の実験結果や友だ

ちの実験結果から、課題に照らし合わせて考察していった。 

 
事例７   単元「じしゃくのふしぎをさぐろう」 

じしゃくの力は、はなれていてもはたらくのだろうか 
理科 第３学年 
中能登町立鹿西小学校・教諭 



 

 
４ 成果と課題                         
  (1) 成果 
  ① 課題設定・実験方法の工夫 

・導入での自由試行や話し合い活動の中から「ふしぎだな？」「おもしろいな？」「どうしてか

な？」という興味・関心を持って、課題を設定していくことができた。 
・自分が考えた実験方法で調べることにより、意欲的に実験に取り組むことができた。 
・実験をすすめていくうちに、新たに「どれくらいまで磁石の力は、はたらくのだろうか？」

と探究的な実験をしている様子が見られた。 
・自分がすごいと感じた実験について周りの友だちにも自然と伝え、感心する声がたくさん聞

かれた。 
・はなれてもはたらく磁石の力を目で見たり、手ごたえで感じたりすることで、実感のともな

った知識・理解になっていた。 
   ②『考えマップ』の活用 

・『考えマップ』にまとめることによって、児童が自分自身の考えの流れをふりかえることがで

き、考察の段階で児童一人一人が自分の言葉でその課題に対する考えを書いたり発表したり

できるようになった。 
・理科学習の初めの学年として、課題設定→予想→実験方法を考える→実験→考察といった科

学的な思考の流れをつかむことができた。 
 
(2) 課題 

・自分の予想が持てない、実験方法が考えられない児童に対しては、実験で使うことのできる

物（下敷きや空き瓶など）を提示したりするなど個に応じた支援を行う必要がある。 
・児童の考えに沿った実験方法をすべて受けとめ、手だてを講じるには時間的に無理があり単

元の中で選択していく必要がある。 
・自由試行や話し合い活動の中から、課題を設定していくには十分な時間と話し合いが必要で

あった。どのように話し合いを進めれば一人一人の児童の考えを引き出すことができるのか、

効果的な指導を考えなくてはならないと感じた。 
 

学 習 活 動 指導上の留意点評価○《評価方法》 

１ 前時の復習をし、本時の課題をつかむ。  

じしゃくの力は、はなれていてもはたらくの

か、自分なりの方法で調べてみよう。 

・前時のことを思い起こすようにする。 

・本時のねらいをつかみ、活動への意欲をもつ

ことができるようにする。 

２ 実験する。 

〈実験して確かめてみよう。〉 

下敷き・厚紙・板コーナー 

〈クリップと磁石の間に物をはさんでみよう。〉 

空気・水コーナー 

〈磁石をくっつけずにクリップを動かせるかな。〉 

・自分で方法を選んで実験し、自分が発見し

たことや確かめた結果をワークシートに記入

するようにする。 

○評価観点（科学的な思考）《行動観察・発言》  

磁石と鉄の間に空気（空間）や水、

物があっても、鉄が磁石に引きつけ

られて動くことに着目させる。 

３ 実験結果を伝え合い、本時の学習をふりかえ

る。 

・自分の言葉で表現し、本時の学習をふりかえ

ることができるようにする。 

 Ｃ－１ 指導案       

 Ｄ－１ 児童が考えた実験方法  Ｄ－２ 児童記入の考えマップ 



Ａ－１ 意識調査 

事例８   単元「がっこうだいすき ともだちだいすき」 
『うさぎとなかよし大作戦！』からいのちを大切にする子に  

生活 第１学年 
七尾市立徳田小学校・教諭 

 

１ 事例の概要 

今、いじめや自殺など、自他のいのちを軽んじるような悲しい事件が後を絶たない。そんな中で、

生活科の内容項目「⑦動植物の飼育・栽培」の動物を飼育する体験は、いのちを直接扱う意義のあ

る内容であると考える。本校の児童の意識調査や保護者のアンケートからも、豊かな自然環境に囲

まれているものの、動植物にふれあう経験のある児童は少ないことが実態として把握できた。 
そこで、豊かな体験を通してかけがえのないいのちを大切にする子を育むことをねらい、本実践

に取り組んだ。その中で、児童一人ひとりの思いや願いを大切にした指導についても探っていった。 
   
 
２ 実践内容 

(1) 単元の目標 

   小動物に関心を持ち、うさぎと親しみながらふれあう体験を通して、自分なりに感じたり考え 
たりしたことを絵や文で表現することができるとともに、うさぎの特性に気付き、自分と同じよ 
うに生きていることに気付くことができる。 

 

(2) 指導上の工夫点（視点） 

① 地域や児童等の実態を生かし、２年間を見通した指導計画の作成 
・ 『いのちに関する意識アンケート』を行い、事前に児童の興味・関心・経験の有無などの

傾向を把握した。その後、学年テーマの設定とめざす子ども像の明確化を図った。 
・ 『いのちの年間指導計画』を作成し、各教科・道徳・特別活動の体験活動に関連性を持た

せることによって、事前と事後の活動のつながりを意識して指導できるようにした。 
・ 『いのちに関する体験活動といのちの視点』の全体計画を作成し体験活動をいのちの５つ

の視点に位置付けた。一つの視点に偏ることなく、いのちの大切さを実感できるようにした。 
② 気付きを大切にする指導方法の工夫 

・ 児童が主体的に活動できるように時間・空間・仲間などの学習環境のデザインを工夫する

ことで、児童に豊かな気付きが生まれるようにした。 
・ 飼育・観察、調べる、ふれあうなどの多様な学習活動を授業だけでなく、学校生活の様々

な場面でも行い、対象とゆったり関わることができるよう配慮した。児童が気付きを共有し

合いながら、思いや願いの実現を図るようにした。 
・ 獣医師会との連携を図り、専門的な立場からの支援によって、いのちをより実感的に捉え

ることができ、学びを豊かなものにできるようにした。 
③ 指導に生きる評価と支援 

    ・ 児童の具体的な見取る姿をイメージし、事前にどんな場面でどんな姿を見取るのかを予想

しておくことで、それらを指導に生かすようにした。 
    ・ 短期的・長期的な見取りから、一人ひとりの変容を適切に見取るようにした。 
    ・ 一側面からだけの評価方法にならないように、多様な評価方法から一人ひとりの学びを多

面的に見取るように工夫した。 
 
  Ｂ－１ 年間指導計画  Ｂ－２ いのちの視点と全体計画  Ｂ－３ 見取る姿のイメージ 

 



３ 指導の実際（略案） 

学 習 活 動  （ 児 童 の 様 子） ◇ 評 価  ◎ 支 援 

１．本時のめあてをつかむ。 

もっと なかよし大さくせん！をしよう 

２．グループに分かれて、ふれあう活動をする。 

 「自分たちでつくったレストラン、遊び場、おうちに

入ってもらえるかな。」 

「こまったことがあったら、じゅういさんに聞こう。」 

３．活動について、みんなで話し合う。 

「うさぎのしんぞうの音は、わたしのよりもはやい。」 

「トントントン…って、たいこみたいだ。」 

４．獣医さんからのお話を聞く。 

◎自分のしたいことや約束について確

認する。 

 

◇うさぎが自分と同じように生きているこ

とに気付いている。 

（行動観察、つぶやき） 

◎諸感覚を通して感じたことを認め、満

足感や充実感につながるようにする。 

◎生きているということや命の大切さに

ついてのメッセージを伝えてもらう。 

 
  Ｃ－１ 指導案   Ｃ－２ 学習環境と表現方法の工夫  Ｃ－３ 獣医師会との連携 

 

４ 成果と課題 

(1) 成果 

① 地域や児童等の実態を生かし、２年間を見通した指導計画の作成 
    児童の興味・関心、経験、生活の様子などの実態を把握したことで、よりねらいに迫る体験 

活動を充実させることができた。また年間指導計画を作成したことは、教師の見通しを持った 
指導をする上で、たいへん有効であった。特に、教育活動全体における「いのちの指導」の関連

性ある意図的な計画ができたことで、指導の継続・発展も可能となった。 
さらに「いのちの視点」の位置づけに関しては、児童に学ばせたい視点を絞った活動計画がで

き、幅広い体験活動に取り組むことができた。 
② 気付きを大切にする指導方法の工夫 

    時間・空間・仲間の工夫をしながら意図的・計画的に学習環境を構成する中で、児童が生き生

きと活動し、豊かな気付きが生まれていった。また、飼育・観察・調べる・遊ぶ・ふれあう・つ

くるなどの様々な学習活動を取り入れたことで、うさぎへの関心・意欲を持続させることができ

た。さらに獣医師会からの指導や支援を受けながら、いのちある生きものに対するやさしさと思

いやりの心を育てることができた。そして、そこで生まれた知的な気付きや感動が、いのちの感

性を育む大きな財産になった。 
③ 指導に生きる評価と支援 

    どんな場面でどのような言動を見取るのかという、児童の具体的な見取る姿を数多くイメージ

しておくことは、指導と評価を一体化させ、指導の充実・改善を図る上で重要であった。また評

価情報の収集の仕方を工夫し、多様な評価方法で多面的に見取ったことにより、児童一人ひとり

の学びを適切に見取ることができた。 
 

(2) 課題 

   『限りあるいのち』の視点についての指導は、不十分であった。今後、大切な学びの場として 
段階的な指導をする必要性がある。また、日頃から児童の小さなつぶやきや気付きを見逃すこと

なく、教師の適切な働きかけができれば、さらに学びを広げたり、次の学習に大きく生きていく

ものだと思われる。今後は、どんな場面でどのような言葉かけをすべきかということについての

効果的な指導が課題であると再認識した。そして、一人ひとりの見取りをどのように生かしてい

けば、さらに学びを発展させていくことができるのかといった効果的な指導と評価の在り方につ

いても研究をする必要があると実感した。 



 

 

 

 

 

 

１ 事例の概要 

  本学級の子どもたちは音楽の時間をとても楽しんでおり、日常生活の中でも歌を歌ったり曲に合

わせて踊ったり聞いたりして音楽に親しんでいる。低学年の指導の重点は、リズムに重点をおいた

活動である。歌を歌う中で拍の流れを感じ取りながらリズムを正しく表現したり、またカスタネッ

トなどの打楽器を用いてリズムフレーズを表現して楽しんだりできるような楽しい音楽活動を心

がけて取り組んでいる。 

  本実践では、今までの学習を発展させて、よりまとまりのあるリズムフレーズをボディーパーカ

ッションでつくって表現することをねらいとしている。様々な教材を表現、鑑賞することによって、

楽しみながら拍の流れをつかみ、身体全体でつくって表現する活動を展開する。そして、友だちと

互いに教えあう活動をすることによって、多様な表現のおもしろさや、リズムを通してコミュニケ

ーションする楽しさを感じ取らせる。 

２ 実践内容 

 (1) 題材の目標 

   ・音楽にあわせて歌ったり、リズムを表現したりして遊んだりする活動を楽しむ。 

   ・拍の流れを感じ取り、リズムの打ち方や身体表現を工夫する。 

   ・拍の流れにのって歌ったり、身体表現をしたりすることができる。 

   ・拍の流れやリズムパターンを感じ取って聴く。 

 

 (2) 指導上の工夫点 

① リズムに親しむ 

 四分音符・八分音符・四分休符のリズムを身につけるために、ゲーム感覚で身体表現を通して

体感できるような工夫をする。子どもたちは、音楽に合わせて表現することをとても喜ぶ。そこ

で、曲に合わせた手拍子やリズムの模倣を取り入れ、身体全体で音楽を感じ取り、拍の流れやリ

ズムにのって表現することの楽しさをたっぷりと味わわせる。 

 また、リズム表現活動を既存の楽器で行うだけでなく、自分の身体で音を出すことで、身のま

わりから聞こえてくるいろいろな音への関心を高めさせたいと考えた。 

② 友だちや自分のよさに気づく 

 グループで活動をすることは、音楽の授業はもとより他の教科でも行った経験がない。そこで、

2 人ペアでの活動や 4 人組での活動を多く取り入れ、友だちと一緒に合わせることのおもしろさ

を味わわせることにした。また、表現することを苦手とする子どもたちにも友だちと一緒に活動

することでできた達成感を持たせるように設定した。 

③ 主体的な創作活動 

 子どもたちが「ボディーパーカッションって楽しい！」「もっとやりたい！」と思うように、自

分でリズムカードを作ることにした。与えられたもので活動するというのではなく、自ら創作活

動を行う意欲をもたせたいと思ったからである。 

 また、グループで活動をする前に同じような創作場面を 2人で行うことで、スムーズにグルー

プ活動に取り組めるように学習活動を展開した。グループ活動になると、教師がつきっきりでそ

のグループに支援することが困難なので、なるべく自分たちで課題を解決できるような工夫も行

った。また、困ったときに対応できるように、あらかじめ想定される問題点を明確にしておき、

事例９   題材「リズムにのって あそぼう」 

ボディーパーカッションをたのしもう！ 
音楽 第１学年      

小松市立苗代小学校・教諭 



おたすけカードとして事前にヒントを与えるコーナーも設けて活動をスムーズにしていく。 

 

 

 

３ 指導の実際 

児童の活動と意識の流れ 支援（☆）・評価（◎） 

○本時の課題をつかむ。 

リズムカードをくみあわせてボディパーカッションをつくろう！ 

 

 

 

 

 

 

○グループに分かれて、リズムカードを組み合わせる。 

 まずは、１人２個ずつカードを選んで組み合わせてみよう。 

・リズムはいいかみんなで調べる。 

         →タン・タタ・ウンで歌ったり、手拍子で演奏

したりしてみる。 

・むずかしいところはないかな？ 

         →カードを変えてみよう！ 

・足のカードは、足ぶみにしようかな？ひざにしようかな？太もも

にしようかな？  →足ぶみ・ひざ・太ももで試してみて決める。 

・最後のポーズはどうしよう？ 

 

 

 

☆４拍子４小節の曲が

作れるように，枠をあた

え組み合わせられるよ

うに準備する。 

 

☆２小節目の最後の拍

は，おやすみカードを使

うと演奏しやすいこと

を促す。 

 

◎拍の流れに合わせて

リズム表現を工夫して

いる。【音楽的な感受や

表現の工夫】《活動の様

子の観察》 

 

 

４ 成果と課題 

 (1) 成果 

   ・ボディーパーカッションづくりで学習したことは、子どもが主体的に活動しながら基礎・基

本を身に付けることができ、とても効果的だった。休符を感じたり拍の流れを意識したり、

今まで以上にリズムを感じる姿が見られた。 

   ・子どもたちは、みんなで一緒にする活動や友だちに見てもらうなどの活動を通して、友だち

と関わり一緒に音楽を楽しむことができた。 

   ・リズムカードを自分で作ることでボディーパーカッションづくりに意欲的に取り組めた。ま

た、1人から 2人で、2人から 4人でと段階的に活動を行ったことで、自分たちで活動を進め

ていくことがスムーズに行えた。 

   ・毎時間、授業をビデオに撮って記録してきた。学習活動の中で子どもたちの様子や身体反応

を見ることなどと合わせて、録画したものをふり返ってさらに評価できたのがよかった。ま

た、子どもたちが自分たちの姿を見て自己評価や相互評価ができた点でもよかった。 

 (2) 課題 

・低学年においてグループに分かれて活動する場面では、それぞれの活動全てを把握するのは

困難があった。場の設定をうまくできるように今後気をつけていきたい。 

   ・ワークシートは自己評価をするには不十分な点があったので、今後ワークシートの活用の仕

方を考えていきたい。 

Ｂ－１ 学習指導計画 Ｂ-３ 実践の内容 Ｂ－２ 評価の工夫 

このまえじぶんでつ

くったカードをみん

なでくみあわせてみ

よう！ 

どんなリズムができるかな？ 

どのカードつかおう

かなぁ？ 

Ｃ－１ 学習指導案 Ｃ－３ 参考作品 Ｃ－２ ワークシート 



 事例 10   題材「めざせ！ローラーの達人」 

知識や技能を習得し、それらを活用して探求していく学習の工夫 

                               図画工作 第５学年 
                               白山市立吉野谷小学校・教諭 
 
 

 

１ 事例の概要 

児童達は、幼い頃から身近なものに興味を持ち、絵を描いたりものをつくったりする活動に関心

を持ち、やがて自分の願いや思いを表す楽しさや喜びを感じるようになる。図画工作科では、児童

一人一人のよさや可能性を十分に発揮させ、つくりだす楽しさを味わうようにするとともに、一人

一人のよさを生かした造形的な創造活動の基礎的な能力を高めることが大切である。 
本学級では、図画工作の時間が好きという児童がほとんどである。しかし、児童達の「好き」は、

「絵を描くことは得意ではないけど工作は好き」「木工作が好き」「作るのは好きだけど考えるのが

苦手」などである。このことから、工作や作ることは好きだけど絵は苦手で、考えたりイメージし

たりすることが好きではなく、思い通りにできないという実態が考えられた。また、いろいろな学

習活動の場面で必要な用具がうまく使えないという児童達の実態もあった。 
そこで、児童一人一人が表現したいという思いを持ち、表わしたい気持ちに合わせて材料や用具

を選び、その特性を生かしながら自分らしい表し方を思いのままに試し、表し方を工夫することが

できるような題材の設定を考えた。知識や技能を習得し、それらを活用し、さらに探求していくこ

とができるような学習過程を計画するために「導入や展開の工夫」「活用の場面設定と活動時間の確

保」「探求の場面での指導と支援」などを具体的に想定し、授業に取り組んだ。 
 
２ 実践内容 

(1) 題材の目標 

・ローラー遊びの楽しさを感じながら、その可能性を探ろうとする。 
【造形への関心・意欲・態度】 

・よさや美しさを感じながら、偶然できた形や色などから新しい発見をし、発想を広げ、表現 
方法を試したり、やり直したりしながら構想する。         【発想や構想の能力】 

・経験したことをもとに、新しい使い方を試したり、さらに発展的な使い方を見つけたりしな

がら表し方を工夫する。                       【創造的な技能】 
・交流しながら、自分や友だちが見つけたことのよさを感じ取る。      【鑑賞の能力】 

 
(2) 指導上の工夫点 

  ① 児童のよさを生かす題材の設定・・・・児童の実態把握、創作意欲につながる題材設定 
  ② 発想を引き出し活用させる手だて・・・・造形遊び、参考作品の提示、言葉かけのタイミング、 

わざのネーミング、どれどれタイム 
  ③ 知識や技能を習得するための手だて・・創作の広がりにつながる充分な材料と用具の準備、 

用具の技術指導の工夫 
  ④ 評価の場面の工夫・・・・・・・・・・展開の過程における評価（自己評価・相互評価） 
  ⑤ 鑑賞の工夫・・・・・・・・・・・・・交流しあう鑑賞の場の設定 
 

 

 

 

 

Ｂ－１ 指導上の工夫 詳細 Ｂ－２ 単元計画 



３ 指導の実際 

次 時 学習活動と児童の意識の流れ ●評価規準【観点】〈評価方法〉・○支援 
〈ローラーのすごわざを発見しよう！〉 

１ 

◇ローラー遊びをしよう。 
・ローラーで描くのは初めてだよ。 
◇ローラーをどのように使うと、どんな模様

ができるか、思いきり試してみよう。 
・ローラーを回転させてみよう。 
・色の上に違う色を重ねて転がすときれい。 
・スタンプみたいになるよ。 
◇感想や見つけたわざを友だちに教えよう。 

 
●ローラーの表現に関心を持ち、意欲的に

取り組もうとしている。 
【関・意・態】〈行動観察・発言〉 

○失敗を気にしないで思いきり描かかせ

る。 
○手が止まっている児童にはローラーの変

わった使い方や色のつけ方を助言する。 
〈ローラーのいろいろなわざを試して「わざコレクション」をつくろう！〉 

一 

２ 
・ 
３ 

◇ローラーをどのように使うと、どんな模様

ができるか、どんどん試してみよう。 
・友だちが見つけたわざを試してみよう。 
・絵の具を何色かつけてみよう。 
・ローラーにひもを巻いてみよう。 
◇マスキングの手法を試してみよう。 
◇自分のコレクションを友だちに紹介しよう。 

●自分の感覚や考えを働かせてローラーの

様々な使い方をいろいろな紙の上で試そ

うとしている。 
【発想や構想】〈行動観察・発言・作品〉 

○友だちのわざを見て回り、やってみたい

なと思ったら、方法を教えてもらったり

まねをしたりする「どれどれタイム」を

とる。 
〈いろいろなわざを使って美しい画面をつくり出そう！〉 

二 
４ 
・ 
５ 

◇ローラーの使い方を工夫して、美しい画面

をつくり出そう。 
・どの色の紙を使おうかな。 
・塩ビ板に模様をかくときれいだよ。 
・どのわざを使おうかな。 

●表わしたい方法や用具を選び、自分なり

の工夫を試みようとしている。 
【創造的な技能】〈行動観察・作品〉 

○色の組み合わせ、わざの組み合わせを試

す紙を用意しておき、どんどん試させる。 
〈鑑賞会をしよう！〉 

三 ６ ◇自分の作品をみんなに紹介しよう。 
・題名と作品の雰囲気があっているね。 
・わざが生きているね。 

●友だちの作品から表現のよさを見つけ、

多様な表現を楽しもうとしている。 
【鑑賞の能力】〈発言・鑑賞カード〉 

 
 

 

４ 成果と課題 

(1) 成果 

製作途中の『どれどれタイム』は、手が止まっている児童の発想を引き出すことに効果的であ

り、友だちの作品のよさに触れることで教え合い学び合いという関わり合いができていた。また、

もっとローラーの可能性を探りたいという思いはあっても、児童の知識や経験だけでは、発想や

技能に限界がある。そんな時、全体に投げかけたり、一人一人の手を取って技を指導したり、適

切な支援をすることで止まった思考や活動が動きだし深めることができた。手がかりをつかむこ

とで技を試し、そこに自分なりの工夫を加えて自分らしい作品を制作することができた。 
 

(2) 課題 

  図画工作科の学習における知識や技能の習得・活用・探求の場の持ち方をさらに考え、そして、

何よりお互いのよさを認め合い刺激し合い高め合えるようなクラスづくりを心がけていきたい。 
 

Ｃ－１ 指導案 Ｃ－２ 授業記録 Ｃ－３ ふり返りカードと鑑賞カード 

Ｄ－１ 成果 Ｄ－２ 児童の作品 



 
 
 
 
 
 
 
１ 事例の概要 

  近年、「子どもの体力低下」が危惧されているが、本校の児童においても、その実態が器械運動に

おいて顕著に出ていた。単元の前に行った意識調査では、体育自体の「好き嫌い」以上に、マット

運動にマイナスイメージを持つ子が多かった。６年生までの学習の中で、マット運動での逆さ感覚

や技能の習得が十分になされず、意欲が乏しい現状であった。それでも、「できるようになりたい」

という願いは持っていた。 
  そんな現状を打破するために、「できそう」「できた」「何かつかんだぞ」という自分の変容が自覚

でき、運動の楽しさ・学ぶ意味を感じ、意欲の高まりにつながるようにしたいと考えた。そこで、

①安全を意識し、運動の楽しさを追求するための工夫、②自信を積み重ねられる場の工夫、③関わ

りを活かした授業作りを３つの柱として掲げ、単元を進めることにした。 
 

 

２ 実践内容 

(1) 単元の目標 

・自分の課題をもち、友達と協力して行うとともに、器械・器具の安全に気をつけて運動でき

る。                              （関心・意欲・態度） 
・技の系統・技能のポイントを知り、友達と見合って考えながら練習に取り組むことができる。 

（思考・判断） 
・自分の能力に適した技に取り組み、完成度を高めることができる。     （運動の技能） 
・自分の取り組んできた技を組み合わせた連続技ができる。                （運動の技能） 
 

(2) 指導上の工夫点 

  ① 安全を意識し、運動の楽しさを追求するための工夫 
   ア 安全面に関して  
     安全のルールは、時間を重ねるごとに児童も教師も、あいまいになりがちである。そこ

で、a 技の開始前に「いきます」という声をかけ、見る側も「はい」と返す声による安全確

認。b 系統と技の難易度を理解したうえで技に取り組むこと。（技の段階をふまないで挑戦

しない）これらの 2 つの約束を徹底した。 
   イ 運動の楽しさを追求させる工夫 

   準備運動は補助運動を兼ね、体つくりの運動にあるものを取り入れると同時に、テンポの

よい音楽を織り交ぜて行った。また、授業の最後に、ミニ発表会の場を設け、個のめあてが

達成できたかどうかを相互評価し、アドバイスや励ましを送り合うようにした。 
  ② 自信を積み重ねられる場の工夫 
     学習カードは、技の完成度を 3 段階に分け、個人の課題が「側方倒立回転の足を高く上

げること」など、どの技のどこを意識しているかが見る側にも具体的に分かるようにした。

また、技の系統がわかるように、易しい技から難しい技へと矢印を加えた。練習には、ゴム

やダンボール、ナイロンカーテンなど、怖さを感じず、実施する本人が技の完成度を実感で

きるような補助器具を用意した。 

 
事例 11   単元「器械運動 マット運動」 

運動の楽しさを味わい、いきいきと自己表現できる授業をめざして 

体育 第６学年      

白山市立松任小学校・教諭 

Ａ－１ 事前のアンケート結果 



   
③ 関わりを活かした授業作り 

     課題に合わせて、互いに見合う姿を求めるグルーピングを活用した。a 互いの変容を知り、

運動を楽しむこと、b 効率よく技の完成に向けたアドバイスを言い合うこと、それぞれの目

的に合わせて 2 種類のグループを活用した。 
 

 

３ 指導の実際 

 学習活動（8 時間） 関心・意欲・態度 思考・判断 技能 
一（１） オリエンテーション ①マット運動に関心を

持ち、安全に気をつけ

て、協力してマット運

動をしようとする。 

（行動） 

  

 ②自分のできる技を知

り、カードや系統図を

見て、自分の課題を見

つけている。（行動・カ

ード） 

 二（５） 知り、高める・挑戦する 

（ねらい①）  

できる技を知り、完成度を高め

ていこう 

・ カードにある技でできる技

を試してみる 

・ ポイントを意識し、より大 

  ③ めあて１ 

できる技を練習し、完 

 

 

 

４ 成果と課題 

(1) 成果 

・声は安全だけでなく、周囲の視線や気を引き付ける効果もあり、声を掛け合って、自発的に協

力することの基礎にもなった。 
・音楽に乗って楽しく行う補助運動や見せ合う発表会は、１時間の授業の中で、ほぐしや緊張感

といった心のアクセントになって、マット運動への意欲が高まった。 
・技の系統性も、児童は冷静に受け止め、簡単な技から順に課題を設定していた。 
・技能の伸びでは、倒立（前転）や側方倒立回転の「体を支持し、逆さ感覚をつかむ技」で顕著

な伸びを表した。 
・自然に声を掛け合う姿が多くなった。関わりを意図的に持たせることで、自分ではわからない

技の成否やつまずきを仲間から知ることができた。 
 (2) 課題 

  ・カードの中にポイントを明示し、完成度を数値に置き換えると、技の完成が不十分であっても、

児童は伸びる（完成に近づく）プロセスを具体的に感じることができた。しかし、わかりづら

い表現のものや、書くのに時間がかかる等は、改善していく必要がある。 

・教師は技に目が行きがちだが声の掛け方や技の視点を見つけた子（関わり方の良さ）に着目す

ることも大切である。 

Ｂ－１ 補助運動 Ｂ－２ 補助器具 Ｂ－３ 学習カード 

Ｃ－１ 学習指導案（単元計画・評価規準） 

Ｄ－１ 技能レベル 単元前後の状況 



 
 
 
 
 
１ 事例の概要 

  本校では、平成 17．18 年度の２年間に「いしかわっ子ライフスタイル向上推進事業」推進校の

指定を受けたことをきっかけとして、健康３原則に基づいた基礎体力の増進と基本的生活習習慣の

向上を目指した学校研究を実践している。また、昨年度からは「スポチャレいしかわ」にも積極的

に取り組み始めている。 
  児童の実態把握と成果検証のため「新体力テスト」を春と秋の２回実施している。その結果、本

校児童は全身持久力などには県平均に対して優れているものの、筋持久力や瞬発力の点でやや劣る

といった傾向が見られた。そこで毎日 20 分の業間体育（勅使っ子タイム）を取り入れ、一輪車、

マラソン、縄跳び、外遊び、スポチャレに取り組んだり、体育の時間にはコーディネーショントレ

ーニングを積極的に活用したりした。これらの実態を踏まえ、運動することの楽しさや達成感、

ならびに友達との仲間意識を育てながら、基礎体力や運動能力の向上を目指し「子どもが意欲

的に動く授業」に視点をあて、体育科授業の工夫・改善に取り組んだ。 
 
 
 
２ 実践内容 

(1) 単元の目標 

・ルールを守り、勝敗を素直に認め、みんなと仲良くゲームを楽しもうとする。 
（関心・意欲・態度） 

   ・ゲームを楽しむための簡単なルールを工夫することができる。（思考・判断） 
・ボールを捕ったり、パスをしたり、投げ当てたりしてゲームをすることができる。（技能） 

 
(2) 指導上の工夫点 

   ① 導入の工夫 
・コーディネーショントレーニングの活用 
・子どもの好きな音楽に合わせて体を動かし、心と体をほぐす 

   ② 教具の工夫 
・自作教具（牛乳パックで作ったマイチェア、ダンボールの的当て）の活用とラダーの活用 

   ③ ルールの工夫 
・得点制のドッジボール 
（相手に当てたり、ボールをノーバウンドでキャッチしたりしたときに得点が入るゲーム） 
相手に当てたとき及び男子がノーバウンド，女子がワンバウンドでキャッチしたときは１点  
女子がノーバウンドでキャッチしたときは２点 

・場の工夫（コートの大きさを変え前衛、後衛で役割を変えて行うゲーム） 
狭いコート 強いボールを捕ったり投げたりができる児童 
広いコート ボールをキャッチするのが苦手な児童 

   ④ 関わり合いの工夫 
・男女での協力や、みんなでゲームをする楽しさを共有させる 

 

事例 12   単元「ゲーム ボール投げゲーム」 
ドッジボールを楽しもう 

                               体育 第２学年 
                               加賀市立勅使小学校・教諭 
 

Ａ－１ 研究全体計画 

Ｂ－１ 単元計画・評価計画 Ｂ－２ 指導法の工夫 

Ａ－２ 体力向上に向けた取り組み Ａ－３ 体力向上年間指導計画 



３ 指導の実際 

 (1) 本時のねらい 

ボールをキャッチしたり、味方にうまくパスしたり、投げ当てたりしてゲームをすることができる。  

（技能） 
 (2) 展開 

 
 
 

４ 成果と課題 

 (1) 成果 

・ 導入の段階で手作り教具を効果的に使うことにより、低学年にふさわしい準備運動ができた。

また、いろいろな運動要素が含まれているコーディネーショントレーニングを音楽に合わせて

効果的に使用することで、より意欲的に楽しく活動することができた。 
・ コートの大きさを変えることで、個々の能力に応じたゲームができた。特にボールのキャッチ

が苦手な女子でも広いコートの中でボールに積極的に触ろうとする態度が見られた。 
・ ふりかえりの活動では、自己評価とともに相互評価の場面を設定したことで、互いのプレーを

認め合う気持ちが確認できた。 
・ ラダートレーニング等のコーディネーショントレーニングを授業の中で取り入れたり、効果的

な学習カードやワークシートを活用したりすることで、児童が意欲的に運動する場面が見られ

るようになった。 
 
 (2) 課題 

・ どの児童も積極的にゲームに参加する態度は見られたが、本当に能力の高い児童にとってはや

や物足りないゲーム内容となっていた。（ボールのキャッチが苦手な児童中心のルールを取り

入れたため） 

・ 得点制を導入したが、速いボール回しのゲーム展開では正確に得点を数えることが難しかった

ように思われた。 

配時 学 習 活 動 指導上の留意点 
  
 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ５ 
 
 

１． 準備運動をする。 
 
２．コーディネーション運動をする。 
  ・ミラーラン 
  ・ジャンプでポン 
  ・鬼ごっこ      

・的当て練習      など 
             
３．本時のねらいを知る。 
 
 
 
 

・ルールの確認をする。 
・自分のめあてを確認する。 

・子どもの好きな音楽に合わせて

体を動かし、心と体をほぐす。 
・楽しく体を動かし、ドッジボー

ルに必要な運動感覚を高める。 
 
・自作の教具(牛乳パックのマイチ

ェアー、ダンボールの的当て)で
意欲化する。 

 
・得点制で前衛・後衛ありの広さ

の違うコートでの試合をするこ

とを告げる。 
  （別紙 ③のゲーム） 
 

ボールを捕ったり、味方にうまくパ

スしたり、投げ当てたりして、ゲー

ムを楽しもう。 

Ｃ－１ 指導案 Ｃ－２ ワークシート 



事例13 題材「かんたんな調理をしてみよう」

児童が自ら課題を感じ解決する取り組み
家庭 第５学年

小松市立日末小学校・教諭

１ 事例の概要

家庭科のねらいを達成するためには、児童に自らの生活を見つめさせ、何らかの課題を感じそれ

。 「 」を解決したいと実感させることが大切である 本校は文部科学省指定の食育研究推進校として 食

に関する研究を行っており、保護者や地域の方の関心も高い。そこで「食」の内容を中心に、児童

が主体的に課題を解決し、実生活に活かせる力を育んでいけるよう実践に取り組んだ。

調理に関しては全く経験のない児童から、毎日自分の朝食を作る児童まで様々な実態があり、個

。 、 「 」「 」「 」「 」に応じた指導の工夫が必要である また 嫌いな食べ物として なす ピーマン 玉葱 人参

などの野菜を挙げる児童が多い。野菜が苦手という実態を課題として共有し、野菜のよさや味を知

り、実際の食生活で選んだり作ったりできる学習題材を設定していくことにした。

Ａ－１ アンケート

２ 実践内容

(1) 題材の目標

・調理に関心を持ち、野菜をゆでることを生かして野菜サラダを作ろうとする。

（ ）家庭生活への関心・意欲・態度

・ゆでた野菜を生かしたサラダ作りの調理計画を考えたり、食品にあった切り方や洗い方、ゆで

。 （ ）方を工夫したりすることができる 生活を創意工夫する能力

・食品にあった洗い方や切り方、ゆで方ができ、衛生や安全に気をつけて野菜サラダを作ること

。 （ ）ができる 生活の技能

・野菜をゆでることの良さがわかる。食品に応じた洗い方、切り方、ゆで方や、衛生や安全に気

、 。 （ ）をつけた用具の取り扱い 野菜サラダの作り方がわかる 家庭生活についての知識・理解

(2) 指導上の工夫点（視点）

① 児童主体の問題解決的な学習の工夫…「五感」を生かす

ゆでることで起こる変化に着目させ、なぜ野菜をゆでると良いのかに気づかせた 「生では固。

くて食べにくい野菜 「生でも食べられるがゆでた方が食べやすい野菜」の「生」と「ゆでたも」

の」を用意し、触ったり匂いをかいだりの五感で、ゆでることの良さに気づかせた。

② 実践的・体験的な学習活動の工夫…「○○名人になろう」

ブロッコリーや人参など、食材に応じた洗い方や切り方、ゆで方を考えさせ工夫させた。そ

して「用意名人 「包丁名人 「片づけ名人」になるためのポイントを明確にし、児童自身がそ」 」

れを確かめ合い意識して授業に臨むようにした。

③ 個に応じた指導と評価の工夫…「名人」判定（相互・自己評価 「ホームカード」）、

授業で確認し合った「名人」のポイントを思い出させ、グループ内での教え合いを勧めた。

また「ホームカード」で個々の関心にあわせて家庭での実践を勧め、補充・発展のひとつとし

た。自分の家族からも評価を受けることで、日常に生かしていく態度を高めさせた。

④ 家庭との連携…学年通信と「ホームカード」

学年通信を通じて授業の様子を知らせ、家庭でも取り組んでみるようお願いした。また、学



習カードに、家の方からの一言や「我が家のコツ」を書くスペースを用意した。

⑤ 学校栄養職員、栄養教諭との連携…専門的な知識と技能を持つ「食」のプロとのＴＴ

学校栄養職員と連携した授業研究も試みてきた。昨年度、卒業後の進学先の中学校に栄養教

諭が赴任し、この方との連携も可能となった。

Ｂ－１ ２年間を見通した「食（調理 」領域の題材配列 Ｂ－２ 題材の指導計画）

Ｂ－３ 「○○名人」カード Ｂ－４ ホームカード Ｂ－５ 学年通信

３ 指導の実際

学 習 活 動 教師の働きかけ（・）支援（○）と評価（☆）

２、本時の課題をつかみ、課題について予想 （Ｔ１） （Ｔ２）

する。 ・食品の下ごしらえ

・家庭でよく食べる食 をしておく。ブロゆでると、何がかわるのだろうか。野菜

品を想起させ、ゆでる ッコリー、ニンジをゆでるとどうなるだろう。

・固い食品が柔らかくなり 食べやすくなる とどんなことが変わる ンはゆでておく。、 。

・生で食べるより、おいしくなる。 か予想させる。

はっきりしないよ。調べてみたい。 ・話し合う中で、調べ

３、ゆでる前とゆでた後の食品を五感を使っ たいという意欲を持た

て調べる。 せる。

＜「ゆでゆで大実験」をして、ゆでる前の食

品と、ゆでた後の食品を比べてみよう＞

Ｃ－１ 指導案 Ｃ－２ グループ用ワークシート Ｃ－３ 個人用学習シート

４ 成果と課題

(1) 成果

昨年度は「ゆでゆで大実験」を観察だけで終わっていたが、今年度は１時間目に観察、２時間

目に児童にゆでる体験をさせた。関心・意欲や理解が高まり、すぐに調理実習に入ることができ

た また 生とゆでの比較観察で 五感 の視点を確認し 最初に 手 鼻 目 最後に 口 食。 、 「 」 、 「 、 、 」 「 （

感 」で確認させたことで、児童からの発見がまとめやすくなり効果的だった。）

「○○名人」の定義を確認したことでポイントが明らかになり、実習活動で具体的な指標とし

て取り組む姿が見られた。また「ゆでゆで実験ホームカード」で、学校では取り上げなかった野

菜に挑戦することができた。児童は家庭でのコツや感想を聞くことができ、保護者の方々の学習

。 、 、への関心も高まり効果的であった また 食育の研究の一環としての活動も紹介することもでき

家庭科での学習が学校や地域全体での取り組みに生きていることを理解して頂けた。

栄養職員及び栄養教諭の方に専門的な知識や技能を指導して頂いたことで、児童の理解が深ま

り、意欲が高まった。また、中学校の栄養教諭の方に、中学校での学習が小学校の学習の上に成

り立っていることを教えても頂いたことは、児童の学習の意欲付けになったと考える。

(2) 課題

「ゆでゆで大実験」のときはグループ内評価も可能であったが、調理実習になると時間的にも

難しい。評価する時間帯やポイントを適宜確かめ、しっかり評価し合えるようにしなくてはなら

ない。また、栄養職員や栄養教諭の方に、授業のどの場面で入って頂くのがより効果的かさらに

考えていく必要がある。そして、中学校での学習の基礎となるために、小学校ではどのような学

習計画がいいのか題材ごとに教材研究を進めて、小中連携を図っていきたい。



 
 
 
 
 
 
 

１ 事例の概要 

 学級の中に自分の居場所をもち、相互に高め合っていける土壌を作りあげていくことは、学校に

おける児童の健やかな成長にとって、必要不可欠なものである。 
学校には様々な教育活動が設定されており、それぞれに価値がある。道徳の時間は、児童にとっ

ても、学校の教育活動にとっても極めて重要な時間であり、児童の健やかな成長を考える上で核を

成すものである。だからこそ、週に１時間の道徳の時間は児童にとって貴重な時間となる。道徳の

時間の中では、児童が資料などに込められた様々な道徳的価値について考え、考えたことを自分の

現在の姿と結びつけながら見つめなおしていく活動が求められる。さらに、道徳の時間での「気づ

き」が、その後の児童の行動に生きていくかどうかも重要である。児童が、自ら学んだことを深化

させ、道徳的実践力へとつなげていくためにはどうすればよいのか。 
 本校の教育目標「考え、輝く子」を土台とし、これまでの実践から考えた道徳の基本を考え、総

合単元計画を作成し実践にあたった。 
 

 

 

２ 実践内容 

(1) 主題設定の理由 

    これから思春期を迎え「心の揺れ」を感じ始めていく児童たち。友だちの些細な行動が気に

なり、友だちとの関係を保つために、それが相手のことを本当に思いやった考えであっても、

伝えることを避けてしまい、どうしても自分の気持ちを素直に伝えることができない姿も見ら

れるであろう。児童が友だちと認め合い、助け合うことがどのようなことであるか、人と人と

の間に存在する「友情・信頼」というものがどのようなものであるかを考える良い機会になれ

ばと考えた。 

 

(2) 指導上の工夫点（視点） 

① 導入・終末の工夫 

・友情・信頼というものが、どのようなものであるかを考えていく機会となるためにも、導入 

の部分では、価値への方向づけとなるよう、視覚に訴える手立てをとる。 

・終末の持ち方も、単なる教師の説話ではなく、価値と関わる曲を流すことで、児童の心に道

徳的価値を深く植え付けるという試みを施す。 

② 発問の工夫 

・児童への切り返しの発問が大切になる。児童が発言したことをもう一度深く考えられるよう

に、「なぜ？」「どうして？」といった教師の言葉かけをすることで、児童のつぶやきを拾い

上げることを大切にしていく。 

・児童が本時の価値に関わることでどんな経験をしてきたのかを把握しておくことも重要になる。 

③ 板書の工夫 

・資料から考えたことなどが表現できている板書を心がける。 

・児童の共有のノートが黒板。児童の考えが積み重なっていくような板書づくりをする。 

・色チョークの使い方にも注意をしていく。使い方により、際立たせてしまうと多様な意見が

出にくくなったり、無理やりねらいとする価値へ落とし込んでしまったりする危険がある。 

④ 評価の工夫 

事例 14   内容項目 ２－（３）友情・信頼 
つながる私～自分・仲間・家族～ 

道徳 第５学年 
七尾市立中島小学校・教諭 

Ａ－１ 基本的考え方（道徳をどう見るか） Ａ－２ 総合単元計画 



・児童一人ひとりの考えを受け止めたコメントを書く。（道徳の時間にねらいに到達せずとも良

い。一つ一つの積み重ねがいつか実を結ぶことを信じることが重要。） 

・児童が改めて自分を見つめなおすことができるようにする。【道徳ファイル作成】  

・友達がどんなことを考えたのかを知る機会を設定する。  【教室の環境整備】  

・保護者にも児童が道徳でどのようなことを考え、成長してきたのかを見てもらう。 

【児童へコメントを書いてもらう。保護者として、大人として、一人の人間として。】   

 

 

 

３ 指導の実際 

 学 習 活 動 児 童 の 活 動 と 意 識 の 流 れ 支援(○)と評価(◎) 
 

 

 

 

 

 

○「和也」の気持ち

を中心にした発

問をすることで

考えを深めてい

けるようにする。 
◎友情について考

えている。 
（発言・ワークシート） 

展開 

(35) 

 

 

 

 

自分自身のこと

を考える。 

 

〈今までに、友達のことを思って、助けたり励ま

したりしたことがありますか。それはどんなとき

ですか。〉 
自分の経験を話す A 君に共感する B 君の姿…。 

○より深く自己を 
見つめるために、 

 その時の気持ち

や考えまで問い

かける。 

終末 

(5) 

教師の説話を 

聞く。 

〈最後に、先生から 1 組のみんなへ 
詩を贈ります。〉 

○友情をテーマに

した曲を流す。 

 

 

 

４ 成果と課題 

(1)  成果 

この資料を扱うには児童の実態から考えると少し早い気もしたが、友達との関係で悩んでい

る児童から相談を受けていたことや、振り返り日記でも、友達に関する内容が多く見られたこ

とで扱うことを決めた。切り返しの言葉（「なぜ、どうして」）を投げかけることと、友達が発

言したことをどう考えるか（「○○さんはこう言っているけれど…。どう思う。」など）を問い

かけることで、児童の心を再度揺り動かすことができた。特に切り返しの発問は、自然な形で

児童が資料から離れることができ、自分自身を見つめることにつなげることができた。また、

自分の経験を話すＡさんの内容を聞いて、Ｂ君が「おれも、あるな…。」と共感的なつぶやきを

した。そのつぶやきから、さらに友情・信頼について考えることができた。終末には親友への

思いを綴った歌詞を紹介した。児童自身のまとめと教師自身の自分の授業の評価という視点か

ら感想を書く時間をとり、紹介した歌詞の曲をかけた。その曲は全員の心に響いたようで、後

に学級の歌となった。 
 

 (2) 課題 

ねらいとする価値を深化させ、実践力へとつなげていくためには、総合単元計画を児童の実

態にあわせて柔軟に変化させていく必要がある。「道徳は到達目標ではなく向上目標である」こ

とを心がけながら教育活動全体に波及していくような取り組みを創意工夫していく必要がある。 

Ｂ－１ 授業の様子（板書を含む） Ｂ－２ 評価の工夫について 

《「友のしょうぞう画」という作品を見つけたとき、 
和也はどんな気持ちになったのでしょうか。》 

・ぼくのことを忘れていなかった。ありがとう、正ちゃん。 
・離れていても、二人の友情はいつまでも変わらない。 
・ぼくのことを思って、この作品を一生懸命作ってくれた…。 

Ｃ－１ 指導案 Ｃ－２ 児童の感想 



 
 
１ 事例の概要 

  本校は各学年 2 クラスの中規模校である。6 年生児童（64 名）は、休み時間に 1 年教室に遊びに

行ったり、体育館や運動場で異学年の児童と遊んだりする姿が多く見られる。ただ最上級生として、

指導をする役割としての関わりで下級生と遊んでいる児童は少ないように思われる。話し合い活動

では、大勢の前でも自分の経験や気持ちを積極的に話そうとする児童もいるが、遠慮して話せない

児童も少なくない。 
  教師側として、『自己判断力・自己決定力をつけさせたい』、『自己有用感・自己存在感を持たせた

い』という願いがある。これらの願いを実現するために、６年児童一人ひとりに何らかの形で中心

的な役割を経験させ、『めあてを立てる→計画を立て実践する→ふり返りをして次の活動に生かそ

うとする』活動をくり返していけば、少しずつでも力はついてくるのではないかと考えた。また、

これらの経験を通して自分の気持ちを積極的に話すことができるようになっていくと思われる。 
  本事例は、このような願いの中で、児童が『めあてを立てる→計画を立て実践する→ふり返りを

して次の活動に生かそうとする』実践事例の一部である。 

 Ａ－１ 児童会・実行委員会活動組織  Ａ－２ 八色顔合わせ会  

 
２ 実践内容 

 （1） 単元の目標 

   ・児童会として、縦割り八色チーム活動を活性化する。 
   ・湯野小学校の最上級生として、指導をする気持ちで下級生と関わり合う。 
 
（2） 指導上の工夫点（視点） 

 ① 『今、自分は何のためにこの活動をするのか』という目的意識（めあて）を持たせる。 
・明確なめあてをもたせるために、教師が最初に意図を盛り込んだめあてをたたき台として提

示し、それをもとに取り組むめあてを考えさせる。 
 ② めあてにそった活動計画をたて、それを実践させる。 

   ・活動計画は、立てためあてに合っているかを常に確認させながら計画を立てさせる。 
   ・見通しが持てるよう、大まかなタイムスケジュールと段取りをプリントにし、配付する。 
   ・全員で協力する活動では、必ず司会進行も行い、その打ち合わせもする。 
  ③ めあてにそったふり返りをし、次に生かそうとする場の設定をする。 

・全員で協力する活動後にふり返りをし、次のみんなを動かす活動に生かすようにさせる。 
・活動終了後、実行委員の児童司会で、ふり返りの会をもち、思ったことなどを自由に全員に

言わせ、交流する。教師は実態に応じ、深く聞いたり、児童の意見をみんなに広めたりする。 
   ・家庭や学校でも再度ふり返らせる機会を持ち、その時言えなかったことや新たに気づいたこ

とを書かせ、交流する。教師は課題となったものを取り上げ、次に生かしていくよう促す。 

Ｂ－１ 教師が最初に出したたたき台 Ｂ－２ 指導上の工夫点① Ｂ－３ 指導上の工夫点② 

事例 15  単元 児童会活動 

自己判断力・自己決定力をつけよう 

～めあてとふり返りをくり返す中で～ 

                               特別活動 第６学年 
能美市立湯野小学校・教諭 



３ 指導の実際 

学習活動・留意点等 ●支援・★評価 

1.八色顔合わせ会をふり返る 

・しっかりと協力してできた。 

・全員とは仲良くできなかった。 

・協力してくれない学年もあった。 

・下級生を思いやって活動できなかった。 

２．課題を確認する 

 

 

３．話し合いをする 

 ○八色チームごとで話し合いをする。 

 ○話し合った内容を紙に書き表す。 

４．話し合ったことを八色チームごとに紹介する 

★諸問題を出し合い、その解決にあたる。 

★自分の意見や気持ちを話すことができる。 

●自由に感想等を言うようにする。 

●６年生のめあて「下級生の名前を全員覚え、

仲良くなろう」もふり返れるようにする。 

 

★課題に関心をもち、意欲的に話し合いに参

加しようとしている。 

 

●リーダー司会のもと、チーム内で話し合い

をしやすくなるように配慮する。 

Ｃ－１ 指導案 Ｃ－２ 実行までの手立て Ｃ－３ ふり返りや話し合いを生かして 

 

４ 成果と課題 

 (1) 成果 

  児童がめあてを立てる際、たたき台として教師の意図を盛り込んだめあてを提示し、それをも 
とに児童がめあてを立てることで、自主的な活動の中にも教師の意図した活動を仕掛けることが 
できた。立てためあてを常に意識して活動させ、ふり返らせて次に生かす場を設定していくこと 
で、児童が自ら考え、実践に移すことができた。 

  ６年生全員での話し合いは、企画運営委員会や八色リーダー会で決定したことを、そのメンバ 
ーの児童たちが決定事項としてみんなにおろしていく形をとった。メンバーの児童たちは自分た 
ちで話し合ったことを指示するので、自分たちで創り上げた活動のように取り組ませることがで 
きた。この形をとったのは、時間の制約上の理由からではあったが、限られた時間の中で自分た 
ちが創り上げた活動として取り組ませる有効な一手段であった。 

   実行委員等では、中心的な役を、全員 1回以上経験させることで、一人ひとりが「ぼく（私）

ががんばったからできた。」といった思いを持つことができ、活動中や昼休みなど課外時間に自主 
的に活動する姿も見られた。実行委員などを経験すると、授業中や集会等での発表などの声が以

前より大きくなるなど、行動に自信が見られるようになった。 
 

 (2) 課題 

   児童一人ひとりが、各種実行委員などの経験を通して得るものは、各種実行委員会によって仕 
事内容もめあてもちがうため、個人差がある。また、これまでこのような役をどれだけ経験して 
きたかにも影響されると思われる。 
そのため、学校全体として、これらの活動経験を中学年（３・４年生）あたりから、毎年一人

１回以上は経験させていく必要がある。中学年では『経験を積みなるべく全員が取り組む』、高学

年では『自分たちで企画・運営できるようにする』『企画力をつける』という意識で取り組んでい

くことが望ましいと考える。 
今後、児童集会に全校児童が臨む際にも、｢『今、自分は何のためにこの活動をするのか』とい 

う目的意識（めあて）をもたせ、めあてにそったふり返りをする」という活動を、企画運営委員 
会主体で繰り返し、全校児童にもめあてとふり返りを意識した活動を浸透させていきたい。 

八色対抗の運動会児童種目を何にしたら

よいか考えよう 



 
 
 

 
 
 
１ 事例の概要 

本校の総合的な学習の時間は、「自然」「文化」「人」の３つを柱として、児童の身近な生活に

根付いた教材の開発を心がけている。このような地域教材は、自分の足で何度も調べられるばかり

でなく、地域に生きる一人としての自覚や地域を愛する心情を育むことにもつながるものである。 
食育のテーマは、自分自身の食生活を見直すことに直結するだけでなく、家庭での消費活動を見

直すこと、ひいては環境問題にも広がるテーマと言える。子ども達を取り巻く問題として“栄養バ

ランス”“食品添加物”“食習慣病”“遺伝子組み換え食品”“食と森林破壊”の５つを取り上げ

た。児童は、これらについて調べ、まとめ、それぞれの調べ活動で得た情報をともに交流すること

を通して、自分の食生活について見直す機会を得たようである。自分で知った事実を自分だけにと

どめるだけでなく、「食育フォーラム in 明光」の場を自分たちで設定し、食の専門家との交流を

通して、正しい食生活のあり方を確固たるものとしていき、レポートにまとめ上げた。 
食と健康、食と環境との密接さに気づき、これからの食生活を見直し楽しんでいこうとすること

ができる価値ある本教材を生かすために、課題意識が持続し、自分の見方・考え方が広がり深まる

学習活動の工夫、自らのあり方を見つめ直すことができる評価活動のあり方の工夫を心がけた。 

Ａ－１ つけたい力 Ａ－２ 教科等との関連 

 
２ 実践内容 

(1) 単元の目標 
・自分を取り巻く食生活ならびに食の問題に関心を持ち、進んで食育に関する問題点や健康な食

生活のあり方について調べようとすることができる。 

・正しい食生活をすることが、自らの健康保持だけでなく環境にやさしいくらしにもつながるこ

とについて考えることができる。 
・食育にかかわる様々な問題や健康的な食生活のあり方について、インターネットや参考文献で

調べ、視覚的に分かりやすくまとめ、自分なりに正しいと考える食生活のあり方についてレポ

ートの形で伝えることができる。 
・食育にかかわる諸問題や正しい食生活について調べ活動や食育の専門家との交流などを通して、

食育の大切さを理解するとともに、自分の今後の望ましい食生活のあり方について理解するこ

とができる。 

 
(2) 指導上の工夫点 
① 課題意識が持続し、自分の見方・考え方が広がり深まる学習活動の工夫 

・身近な素材を生かす 

・体験的な活動を生かす 
・多くの見方・考え方にふれる場の設定の工夫 

② 自らのあり方を見つめ直すことができる評価活動のあり方の工夫 

・自己評価・相互評価・教師による評価の効果的な活用 

・外部評価の活用（栄養士の方より 保護者の方より） 

Ｂ－１ 指導上の工夫点 

事例16  単元「明光ワクワク食育レポート」 

食育を通して自分のくらしを見つめ直す 

総合的な学習の時間 第５学年 
白山市立明光小学校・教諭 



 

 

３ 指導の実際  
・自分のおやつとそれを取り巻く 
環境課題との遭遇    ―第１次― 

・食を取り巻く環境問題への追求 
―第２次の１～９時― 

・自分の食のあり方を見つめる 
（のび太と自分の食事の比較） ―第２次の１０時― 

・今注目される和食のよさの再発見 
（玄米食と根菜汁との出会い）     ―第３次― 

・生き生き食育レポートへの取組と評価  ―第４次― 

Ｃ－１ 指導案（単元計画） Ｃ－２ 指導案（本時） 

 
４ 成果と課題 

(1) 成果 
この食育の実践を通して次のような変容の姿が見られた。 
① 給食で野菜を食べる子が増えてきたこと 
② 購入してきたお菓子などの成分表を見る子が増えたこと 
③ 保護者で玄米食を取り入れる家庭がでてきたこと 
④ レポートに書くことを意欲的に取り組んだこと（食に関してインプットした情報を自分の

学びに変えて楽しみながらアウトプットできるようになってきたこと） 
⑤ 環境問題に対して意識が高まってきたこと 

①～③の姿から、「ふり返る力」がついてきたと考える。これは本研究の視点であるところの

「身近な素材」であるおやつや給食などを取り入れたこと、さらに玄米・根菜汁の食体験を取り

入れたことが、変容の大きなきっかけとなったと考える。自分の食生活を前向きに変えていこう

とする姿勢がレポートの内容を見てもうかがえる。 
④の姿から、「情報をまとめる力」「分かりやすく表す力」「分析考察する力」がついてきた

と考える。これは本研究の視点「多くの見方・考え方にふれる場の設定の工夫」の成果である。

テーマ別の調べ活動の場、ポスターセッションの場、ビデオ教材や食育プレゼンテーションなど

の場を設けることにより、食に対する情報を蓄え、自分なりに咀嚼し、レポートに書き込んだ。

この一連の活動を子どもたちは時間を厭わずのびのび生き生きと楽しみながら取り組んでいた。 
⑤の姿から、「課題を見つける力」もついてきたと考える。地球温暖化や森林破壊、砂漠化な

ど、広い視野で環境を見ていこうとする子どもが増えてきたからである。 
 
(2) 課題 

外部評価をもっと他に広めることができたかもしれない。さらなる意欲が期待できるので、学

んだことを全校や地域に広める工夫があってもよかった。また、レポートへ向けて手紙による交

流など保護者との交流をあと１～２回とるなどして、表現力のあまり得意でない子への支援がで

きればよかった。さらに、自分たちだけで「食」を作る場面を設けることをすべきだった。その

体験が親の苦労や安いものを買いたがるわけを理解することにもつながるからである。 
これらの課題の大きな原因は、時間的な事由によるものが大きい。学年末の様々な行事が差し

迫り、なかなかこれらの課題をクリアすることができなかった。やはり綿密な計画と見通しが必

要であったことを痛切に感じている。 

Ｄ－１ 児童の感想 Ｄ－２ ポスターセッション Ｄ－３ わくわく食育レポート 

 

給食の栄養バランス 

調べ活動の様子 



事例17

共に生きる ～未来に生きる～ われら地球家族
アートマイルプロジェクトに参加して

総合的な学習の時間 第６学年

金沢市立三馬小学校・教諭

１ 事例の概要

本校では 「多様なかかわりの中で 考え 動き出す子」をめざして、実践研究を積み重ねてき、

ている。それは 「生きる力」を「自分らしさをベースにした考え方を持ち、自分なりのやり方で、

、 」 。課題を追究し 自分の力で試行錯誤しながら生活を切り開いていくこと と考えているからである

また、人と人とのかかわりの中でこそ自分らしさに気づき、自分らしさを輝かせていくことができ

るという考えが根本にある。教科の中はもとより、本校の総合的な学習の時間においても様々な人

たちとのかかわりの場を位置づけてきた。

本事例は、最高学年として１年生や次に続く５年生とのかかわりの場を大切にするとともに、他

教科関連の学びの中で、先人の生き方から学び自分自身を見つめる場を経て、主に後期に取り組ん

だ外国の方々との交流からの学びを取り上げたものである 「金沢世界都市構想」のもと、取り組。

んでいる英語学習。その言語表現のみならず「絵」という表現を通して同じアジアの台湾の小学生

と、アジアの未来はどうあったらいいのかという共通テーマで思いを伝え合う過程を大切にし、１

枚の大きな共同絵画を仕上げていくものである。地球家族の一員として平和で明るい未来を共に願

っていることを知り、心を通わせ未来を築いていこうとする気持ちを膨らませることにつながって

いった実践である。

Ａ－１ 学校研究の概要

２ 実践内容

(1) 単元の目標

・外国の人たちと主体的に関わっていきたい活動を自分で選び、構想を描くことができるとと

もに、積極的にコミュニケーションしようとする態度や、主体的に調べ活動やまとめに取り

。 （ ）組もうとする態度を養う 主体的な態度

・調べ、交流した結果をもとに、新たな課題意識を持つことができる。 （課題発見能力）

、 。 （ ）・交流の過程でよりよい方法を考え 伝えることができる 問題解決能力

・相手を理解しようとして話を聞いたり、反応を確かめながら伝わるように話をすることがで

きる。 （コミュニケーション能力）

・情報を的確に集め、整理することができる。 （情報活用能力）

(2) 指導上の工夫点

① 外国との交流経験のない児童らであったことから、前期にドイツ、後期に入ってすぐにメキ

シコの方々をお迎えする機会を設定し、他国の文化にふれる学習を持つ。

② なぜ英語を学ぶか、また国際交流の意義やできることを知るために、交流のコーディネート

や実際に交流の経験のある方を招き 「自分達も交流したい」という意欲や関心を高める。、

③ ６学年４学級 名の児童らが台湾の小学生と主体的な関わりを持てるよう、４つのプロジ140
ェクトを設定し、アプローチの仕方を紹介し、自己決定させる。 ［↓完成した絵］

④ 自分が調べたり、取り組んだりしたこと

をシートに書き込んだり記録したりしなが

、 、ら 効果的な方法でプレゼンテーションし

他のプロジェクトの人たちと実践や学びを

共有する。

Ｂ－1 単元計画



３ 指導の実際

教師の働きかけと児童の反応 ・支援と★評価

＜今の地球とそこに生きる私たち よい点と問題点を出し合おう＞

・日本は平和だけど戦争や紛争は地球上で今もある。 ・ 地球」と問うて、自分以「

・地球規模で環境が悪化しているよ。 外に目を向けるようにする

・物には恵まれているけど、心はどうかな。

・いじめ等の社会問題が浮上しているよ。 ・こんなことを願っているの

＜未来はどうなっていたらいいの＞ はぼくらだけかな？と他国の

・戦争がない未来 ・みんなが笑顔でくらせたらいい ・自然が溢 思いを推測させる

れている住みよい地球 ・スポーツでなら言葉が違っても交流で ★未来への願いを自分なりに

きるよ ・食料が豊富 ・文化発展 ・安心･･･ 描き、言語化できる（ワーク

＜海の向こうの友達はどんなことを願っているのかな＞ シート）

Ｃ－1 指導案 Ｃ－２ 導入プレゼン１、２ Ｃ－３ ワークシート例 Ｃ－４ 実際の作品

４ 成果と課題

(1) 成果

① アジアの未来についての思いを持ち、互いに尊重しながら共通理解できたこと

まず、本プロジェクトを選択した 名の児童一人ひとりが、ぼくたちの暮らすこのアジア32
の未来について熱い思いを抱かなければ前に進めない。そこで 「①今はどうなの？ 「②他の、 」

○○の人にとってはどうだろう？ 「③どうなっていたらいいの？ 「④一番大事なことは？」」 」

等のコーチング的問いかけで、ウェブマップを描かせ、キーワードを出した。その後一人ひと

りが描いた絵を見合いながら願いを受け止め、共通するところをまとめていくなどして、一つ

にしていった。途中、台湾の子どもたちのイメージ画をメールに添付して送ってもらい、鑑賞

、 、 。することで 思いや願いが一致していることに喜びを感じ 絵で通じ合えることを実感できた

② 相手意識を持って活動ができたことが意欲の持続につながったこと

単なる平和への願いを描く活動ではなく、他国の同世代の子どもたちと共同で 枚の絵画に1
取り組むことに大きな意義があった。その過程での台湾との 会議ソフト( )を使ったTV skype
やりとりや、手紙や メールなどにより、相手を身近に意識することができた。途中絵を描E
いている写真を送り合うことで、意識がより高まり、最終的に台湾の日新小の校門に掲げられ

た完成作品を見たときには「すごい！」と感嘆の声が子どもたちからあがった。

③ 自国や金沢や自分達のことを見つめ、他国へ目が向いたこと

導入で他校のアートマイルの作品を鑑賞したときに、その国らしさが絵から読み取れたこと

を生かし、日本らしさ、金沢らしさを何で表現したらいいか等考える契機となった。また、台

湾への関心も持ち、図書やインターネットで調べる等の主体的な姿を育めた。英語力の高さや

日本への関心の高さにも驚いたり、下書きの発想が同じだったことに喜んだりもした。国が異

なっても、互いの幸せを願っていることを知り、温かい気持ちになれた。

(2) 課題

台湾から完成した絵が戻ってきた時は学年末であり、ゆっくりと鑑賞することができなかっ

たが、描いた絵は他県で、絵に込められたメッセージを考えるという研究授業の題材にも使わ

れたので、子どもたちの思いや願いを受け止めてもらえることができたと考えている。また、

アートマイルに関わった子供たちも直接 会議に参加して台湾の子どもたちに思いを伝えるTV
機会を設けることができればよかったと思う。学校全体の人数 名に対して先方は選抜され140
た少人数の生徒であったことが、子ども一人ひとりにとって深い交流になり得なかった原因で

あろう。

Ｄ－1 成果と課題(日本） Ｄ－２ 成果と課題(台湾）

５．その他

Ｅ－1 国際交流の相手 Ｅ－２ アートマイル単元計画



  

 

 

 

 

１ 事例の概要 

本学級は、１・４年生の女子２名、２年生の男子１名の知的障害児３名のクラスである。学習面

・生活面においては、一人一人異なる実態があり、ニーズもそれぞれである。様々なルールを理解

し、身に付ける必要があり、自分らしい楽しみをもって生活したいという願いをもっている児童。

作業や操作を学習に多く取り入れ、生活に活かせる力を身に付けることでさらなる向上が期待でき

る児童。何をすればよいかやなぜそうなるのかを理解し納得すること、また、自分の思いを伝える

ために、語彙を増やすことが大きな目標であり、活動を通して物や動きなどの言葉や文字を知るこ

とがつけたい力となる児童。 

そこで、「一人一人のニーズに応じる指導をするために何を大切にしなければならないか。」「子ど

もの主体性を支えるために、何が必要か。」また、「主体性を支えるために、題材の選定にあたって、

何を重視するか。」を考え、取り組んだ。 

Ａ－１ 一人一人のニーズに応じる手立て 

 

２ 実践内容 

(1) 単元の目標  

・ 協力して楽しく魚つり大会の準備ができる。 

・ 見通しを持って、一つ一つの活動に取り組むことができる。 

・ 物や人を意識して見たり、友だちやいろいろな先生と触れ合ったりすることを通して、身近 

な環境に主体的にかかわることができる。 

 

(2) 指導上の工夫点 

① 子どもの実態や思いを生かした取り組み 
 学年が異なり、学習内容や生活体験、生活状況もそれぞれ異なっている３人が同じ学習の中で

自分の思いを持ち、それを実現していくためには、「～したい。」という個々の願いを学習の中心

に位置づけることが必要と考えた。さかなつりを素材として取り入れることで主体的な学習を行

うエネルギーになることを期待した。 
② 一人一人がより力を発揮できるように、子どもの能力にあわせて教材教具を工夫 
 長さ比べに関して、個々の力はそれぞれ異なっている。そこで、それぞれが身につけている力

を活かして長さ比べを自力解決できるような教材教具を作成した。 
③ 意欲的に取り組めるように、単元の初めに関連した活動を 
 海や魚が身近にある環境とはいえ、子どもたちが実際に目にする魚の種類は限られている。そ

こで、本単元の始めにいろいろな魚を見たり、触れ合ったりすることでより魚に対する興味を高

めることをねらい、校下にある水族館を見学し、動機付けとした。 
④ 見通しを持てるように、これからの活動を話題にして 
 本時の活動の見通しを持てることが、子どもの学習意欲の高まりや動機付けにつながると考え

られる。そこで、学習の導入時に、大きな魚をつろうとしている子どもが主人公の絵本の読み聞

かせを行い、意欲を高めるとともに、大きさについての意識付けをもねらった。 
 
 

事例 18   単元「魚つり大会をしよう」 
大 き な 魚 を つ ろ う ！ 

生活単元学習 特別支援学級１・２・４学年 
七尾市立能登島小学校・教諭 



⑤ 満足感・成就感を味わえるように 
 自分が釣った魚の点数に応じた金額のお金を手にすることができる活動も取り入れた。子ども

の意欲を持続させるため、スモールステップで活動を構成していく必要があること、また、お金

の出し方について指導を始めるのに良い時期であること、お金に換算できたことが、お菓子をゲ

ットできることにつながるという達成感が得られるということなどから、２つの学習活動を設定

し、どの子も満足感を持って学習を締めくくることができることを期待した。 
 

３ 指導の実際 

 

 

 学習活動（配時） 
 

児童の活動 願う姿 
①１年生 ②２・４年生 

・支援 ☆評価 
○留意点 

教材･教具等 

 
 
 
 
深 
 
め 
 
る 

４．魚つりをする。 
(1)魚の大きさを比べ

る。 
 

 
 
 
 
 
（１５分） 
 
(2)大きさを記録する。 
 
 

 
①大きさを比べることが

できる。 

・１番大きいのはどれか

な。 
・２番目はどれかな。 

・３番目はどれかな。 
 
②正確に測ることができ

る。 
 

 
・活動が停滞している場合は
少し様子を見て、なぜ停滞
しているのかを見極めた上
で、声をかけたり、一緒に
やったりして集中できるよ
うに促す。 

 
 
・測定器を使い、目盛りが読
みやすいようにする。 

☆自分の力で、大きさを比べ
られるか。〈課題解決能力〉 

 

 
魚つりセット 
 
 
 
 
 
 
 
測定器 
 
 
 
 
 

 

 

４ 成果と課題 

(1) 成果 

① 児童の興味関心を把握し、それに応じた体験活動を設けることができ、そのことによって、 

どの子も、学習に意欲的に取り組むことができた。 

② 児童一人一人の思いや願いを生かした体験活動を取り入れたことにより、学ぶ場の設定を意 

図的に行なうことができ、どの子も集中して授業に取り組むことができた。 

③ 個々のニーズに応じた教具や活動を工夫し、繰り返したことで、一人ひとりにつけたい力を 

身につけることができた。 

④ 児童自身が自分の活動を自覚し、行動することができ、同時に教師は見通しを持った指導や

支援を行うことができた。 

⑤ 子どもの特性に応じた多様な活動や指導方法に取り組むことができ、子どもたちへの声かけ

や支援に生かしていくことができた。 

 

(2) 課題 

① 教材教具に頼りすぎて、大きさを捉えるための比較の方法を指導していくことが足りなかった。

個々に応じた方法を用意し、適宜、支援していくことが必要である。 

② お金の換算の基となる十進法について、教科の中でしっかり定着を図っていくことを同時に 

行っていく必要がある。 

③ お互いのがんばりや良さ（特性）が相互に意識化できるように、場を設けて指導していくこ

とが一人一人の自己有用感につながる。 

Ｄ－１ 成果 

  

５ その他 参考文献：「障害児のための個別の指導計画・授業案・授業実践の方法」（黎明書房） 

Ｃ－１ 指導案  Ｃ－２ 指導の工夫と実際 




