
 

  事例１  単元「モチモチの木」 

         「つながり」を持って読もう！ 
                                                   国語 第３学年 

津幡町立太白台小学校 

 
１ 事例の概要 

本校では、「よりよく学び、心豊かに たくましく」の教育目標のもと、問題解決的な学習を通

して、児童の学ぶ力や確かな学力の向上を願い研究を進めてきた。その結果、問題に対し一人一人

が考えを持つことができるようになってきた。 
しかし、児童同士がかかわり合いながらより高めていくことはまだ十分ではないこと、主体的に

学ぼうとする意識が弱く難しい問題に出会うとあきらめてしまったり指示待ちだったりすることと

いう二つの課題が残った。これは、基礎基本の知識・技能の定着やそれを使う力（活用力）が不足

しているためと考えた。そこで、研究の重点を活用力をつけることを意識した授業づくりと設定

し取り組んできた。新しい基礎基本の知識・技能と学び方の二つが身につくと、これらは次の学習

で既習の知識となって活かされ、児童は進んで思考し、判断し、表現するだろうと考えた。 
４月段階の３年児童は、「書く」ことに抵抗があり、叙述から根拠を見つけ自分の考えを持った

り心情を読み取ったりできる子は少なかった。そこで、以下の取り組みを行うことで意欲的に考え

児童同士がかかわり合い高め合う授業を目指した。 
・考えをもつことができるための単元ごとの学習アイテム（読むときに役立つもの）掲示。 

・児童が大事なことに着目でき、まとめにつながるような板書の工夫。 

・学びが分かるようにするための「まとめ」と「ふり返り」時間の確保。 

 Ａ－１ 学校研究  

 

２ 実践内容 
(1) 単元の目標 

・物語を楽しみながら読み、場面の様子を味わって読もうとする。  （関心・意欲・態度） 

・登場人物の気持ちや情景を、叙述をもとに想像しながら読むことができる。 （読むこと） 

・表現（比喩表現や擬人法など）のよさに気づくことができる。       （言語事項） 

 

(2) 指導上の工夫点  
豆太の気持ちの変化やじさまの気持ちを行動や会話を比べながら読むことや、話者の思いと登

場人物の言動を読み分けることが、物語を読む力につながっていくと考える。 
  ① 問題解決的な学習における工夫 

・意欲を持って追求したくなるような課題を設定する。 

・課題で入り途中で深めの発問をして読み深めていく授業パターンを確立する。 

  ② 考えを持たせるための工夫 

・前時の豆太と比べられるように学習の足跡を掲示する。 

・情景を想像しやすいように挿絵を提示する。 

・会話や行動・様子から読み取れるように音読を多く取り入れたり、時には動作化を取り入

れたりする。 

・気持ちの変化や比べていることが分かるような板書の工夫をする。 

  ③ 学習定着のための工夫 

・まとめとふり返りを書くことで、学習した内容と学び方が自分の力となるようにする。 



３  指導の実際  

段階 学習活動 教師の働きかけと予想される児童の反応 支援○と評価規準□（方法） 
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め
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1.学習課題をつかむ。 
 
 
 
2.自分の考えを持つ。 
3.課題についての考え

を出し合い話し合

う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.まとめとふり返りを

書く。 
 
 
 
 

○豆太は、おく病のままか。 
・すごい豆太になった。 
＜おく病豆太が、勇気のある豆太に変わったのは

どうしてか＞ 

○音読し、各自自分の考えをノートに書く。 

○考えを話し合おう。 

・じさまがくまみたいに体を丸めてうなってい

て、とても苦しそうだったから助けたかった。 

・じさまがたたみに転げて歯を食いしばりすごく

うなっていたから、とても痛そうで医者様をよ

ぼうと思った。 

・じさまを早く助けたいと思ったから急いで走っ

た。 

・大好きなじさまの死んじまうほうが、夜の道を

走るよりももっとこわかったから。 

・じさまがいないと自分は生きられないと思った

から。 

○わかったことを書こう。 
・豆太は、じさまを助けることだけを考えて真夜

中の道をひとりで一生懸命走った。 
 
大好きなじさまを助けるために、医者様を呼

びに行こうと一人で決め、一人で真夜中に寒

くても、痛くても、こわくても半道も走っ

た。豆太は、すごい豆太に変わった。  

○前時の学習の足跡を掲示に

残しておき、本時へつなげ

られるようにする。 

○豆太のなきなき走っている

挿絵を用意し、豆太やまわ

りの様子を考えられるよう

にする。 

○勇気のある豆太に変わった

ことを押さえ、その理由を

問うことで豆太のじさまを

大事に思う気持ちを考えさ

せる。 

○擬人法と挿絵から、じさま

の苦しんでいる様子を想像

できるようにする。 

読じさまを思う豆太の必死の

思いを行動や様子・会話文・

情景描写から読み取っている。

（発言・ノート） 

●「もっと」に着目させ、一

番こわいものをとらえられ

るようにする。 

○深まりのためのキーワード

や学習アイテムを意識させ

る。 

 

 

 

４ 成果と課題 
(1)  成果 

① 問題解決的な学習の仕方が児童に身につき、学習に見通しを持てるようになった。 
② ノートに学びの足跡を残すことで、ほとんどの児童は、ノートで前時の学習を確かめたり、

ふり返ったりするようになり、学びにつながりがでてきた。 
③ 教師が学びの分かる板書を心がけることで児童が理解しやすくなり、ほぼ全員の児童が板書

を見てまとめを書くことができるようになった。 
④ 書くことにあまり抵抗がなくなり、叙述から根拠を見つけ考えを書こうとするようになった。 
⑤ 掲示を活かし前時までを思い出して考えたり、説明したりする姿が見られるようになってきた。 
⑥ 指導にあたって、教師がまとめをすることまで考えて課題を吟味するようになった。 

 
(2)  課題 
① まとめとふり返りの内容をより実りのあるものにする。 
② 高め合う場を充実したものにする。 

学習に高まりがあれば、児童に分かったという満足感が生まれ、まとめを書きたいという気

持ちも生まれることになる。深める発問や活動などの手立てを充実させ、児童同士をどのよう

にかかわらせていくかなど高め合う場を充実させていく。 
③ 話す力・聴く力を育成する。 

かかわり合いを深めるためには、聴いている人を意識して話したり、話している人を意識し

て聴いたりして、お互いを意識した話し合いができる力をもっとつけていかなければならない。 

Ｃ－１ 指導案 



 
１ 事例の概要 

  本校は昨年度より「児童生徒の『活用力』向上モデル事業」の推進校として、国語科、算数科を

とおして研究に取り組んできた。説明文や物語文の学習を活かしての「活用力」向上をねらった単

元計画の実践は積み重ねることができた。しかし、叙述をもとに論理的に読む力や学び合うことに

より自分の考えを広げたり深めたりする力が児童についているか、という観点に立てば課題は多い。

「論理的な読みの力」の育成については課題設定の工夫、「学び合うことによって、自分の考えを

広げたり深めたりする力」の育成については協同的な学びの手立てが必要とされる。 

  そこで、本単元では、叙述をもとに人物の考え方や生き方を対比させることにより、物語文を論

理的に読むことやグループと全体の学び合いにより、考えを広げたり深めたりすることをねらって

実践を行った。 

 

 

２ 実践内容 

 (1) 単元の目標 

   ・生き方考え方を意識しながら物語文などを進んで読み、自分の考えを広げたり深めたりしよ

うとする。                            （関心・意欲・態度） 

   ・行動描写・会話などから人物像を読み取り、人物の考え方・生き方を比べることで、自分な

りの考えをもつことができる。                     （読むこと エ） 

   ・生き方考え方を交流し合うことで、自分の考えを広げたり深めたりすることができる。 

                                            （読むこと オ） 

   ・現在－過去－現在という物語の構成や擬態語について、その効果が分かる。（言語事項イ(ｷ)） 

 

 (2) 指導上の工夫点（活用力向上にむけて） 

  ① 課題設定の工夫 

    ア 初めの感想を交流する中で、登場人物の考えの変化や生き方に共感する意見を確認し、気

持ちや考えを整理するに当たって、対比の方法があることを想起させる。 

    イ「何と何を対比したいのか」と問うことで、学習の目的を共有し、見通しを持たせる。 

  ② 協同的な学びの手立て 

    ア 一人一人が目的を持って課題解決の学び合いに参加できるよう、一人勉強→グループ交流

→全体交流の場を取る。 

    イ 一人勉強では、考えの根拠となる言葉について、人物によって色別の線を引かせる。 

    ウ グループ交流では、交流の目的・方法の確認やよりよい交流の仕方を明らかにして取り組

ませる。全体交流では、グループ交流で高まった自分の意見を話させる。 

  ③ 評価の活用 

    ノートに観点ごとの評価とふり返りを書かせる。 

  ④ 活用につながる基礎・基本 

    本単元で習得した学習方法を活かして、３学期教材を含めた他の物語の登場人物との対比、書

評等で、人物の生き方・考え方について広がりと深まりを持たせる。 

事例２  単元「人物の考え方や生き方をとらえよう～わらぐつの中の神様～」 

人物の考え方を読み取り、交流により考えを広げよう 

国語 第５学年 

能美市立福岡小学校 

Ａ－１ 研究主題・育てたい児童の力 Ａ－２ 研究構想図 Ａ－３ 研究の重点 

Ｂ－１ 指導案（指導にあたって） Ｂ－２ 指導にあたってのプレゼン資料 



３ 指導の実際 
授業 1 

 

（グループ交流）→（全体交流） 

 

 

・二人の考え方が書かれている叙述に色

別に線を引かせる。 

・大工さんの考え方と、おみつさんの仕事

ぶりとの共通点に目を向けさせる。 

授業２ 

 

 

（グループ交流）おみつさん､大工さん､お母さんの生き方・考え方を自分と対比して､学

ぶこと､共感することを話し合う。 

（全体交流）友達の考えを聞いて､自分の考えが広がったり深まったりしたことを話す。 

 

 

 
 

 

・グループ交流で自分の考えが広がった

り深まったりしたことをふり返らせる。 

 

 

 

 

 

４ 成果と課題 

 (1) 成果 

  ① 課題設定の工夫 

    児童は課題意識をもち続けながら学習することができ、人物の考え方・生き方を対比して読む

力を向上させることができた。また、人物の考え方について根拠となる部分を短く選択したり､

複数の根拠を挙げたりしてまとめるようになった。 

  ② 協同的な学びの手立て 

    交流の目的・方法が常に意識され、グループ交流・全体交流の仕方が身についてきた。 

  ③ 評価の活用 

    観点別評価は端的にふり返ることができ、有効であった。また、ふり返り文章は次時の学習計

画に活かすことができた。 

  ④ 活用につながる基礎・基本 

    登場人物と自分を比べたことは、自分を見つめ直す上でも重要であった。また、対比の考えを

他教科等に活かすこともできた。 

 

 (2) 課題 

   ・グループ交流で高まった児童の考えを全体の学び合いで活かしたりさらに高めたりする手立

てや支援について、研究を深めていく必要がある。 
   ・根拠を確認し人物について考える学習は、時間がかかる。ふり返りの時間確保のために、授

業をどのように構成していけばよいのか、そのために児童にどのような力をつけなければな

らないのか、考えていかなければならない。 
・単元の目標「読むこと オ」の「交流し合うことで、自分の考えを広げたり深めたりする学

習」では、道徳との区別を意識した。しかし、道徳の価値項目に関する内容との関連は欠か

せない。国語のねらい達成のための指導はどうあるべきなのか、研修を深めたい。 

Ｃ－４ 掲示 

Ｃ－１ 単元計画 

Ｃ－５ 児童のノート 

Ｃ－２ 授業１ 考え方の対比 指導案 

Ｃ－３ 授業２ 交流により考えを広める 指導案 

おみつさんと大工さんの考え方を対比して読もう 

学習をふり返り､人物の生き方・考え方について友達と交流し､

自分の生き方・考え方のとらえ方を広げたり深めたりしよう 

人物の生き方・考え方についてのとらえ方が広がり､深まった。 

わらぐつを使う人の身になって作っているおみつさんの仕事へ

の思いと､大工さんのいい仕事についての考え方が同じだな。 



 

 
事例３  単元「目的に応じた伝え方を考えよう」  教材 「ニュース番組作りの現場から」 

「工夫して発信しよう」 

  「わかる」から「使える」をめざした説明文の授業作り 
国語 第５学年 
野々市町立御園小学校 

 
１ 事例の概要 

国語科では、正しく読み取り自分で考え自分の言葉で表現できる子をめざし、「『わかる』から

『使える』をめざした説明文の授業作り」をテーマとして、説明的文章を題材に研究することとし

た。 
これまでの説明的文章の学習においては、その内容の読み取りが主となることが多く、単元内で

学習が収束してしまいがちであった。そのため、児童の中にも、既習を活用しようという意識が生

まれにくかったと言える。しかし、学習すべき内容が、他の領域や単元、他の教科、そして他の学

年へとリンクしているということを意識したとき、さまざまな活用の場が見えてきた。そして、内

容の読み取りをする際に、その文章の構成や、文と文との接続の仕方などに目を向け、同様の文章

を読んだり、「書く」言語活動の場において使ったりすることで内容の理解は一層深まるであろう。

その積み重ねが、ただ説明文を読み取り『わかる』で終わるのではなく『使える』となると考えた。 
この研究を進める上での重点として、①学習の系統性を意識する ②かかわりあって学ぶ ③活

用の場において達成感を持たせる等を掲げ研究を進めることとした。 

Ａ－１ 学校研究の方向性  Ａ－２ 国語科の研究における授業の方向性 

 
２ 実践内容 

(1) 単元の目標 （抜粋） 

・書く必要のあることを整理し、集めた材料を目的に合わせて加工して、効果的に配列しな

がら書くことができる。                       【書くこと】 

・自分たちが番組を作るために必要な事柄を、時間の順序に従って段落ごとに読み取ること

ができる。                             【読むこと】 

 

(2) 指導上の工夫点 

① 一人読みの時間を持つこと。説明文の既習を活かし、文章の全体構成をとらえる等自分の考

えをしっかり持たせる。時間を保障することで、話し合いに参加する足がかりとしていく。 

② 単元全体の見通しを持たせること。説明文の読み取りを活用する「書く」言語活動の場を単

元の最初に意識させる。 

③ ペア交流やグループ活動を取り入れること。自分の考えが友達と同じだと安心できる場を作

る。考えが違う場合でも、お互いに理由を聞いて、考え直すようにさせる。 

④ ふりかえりを書くこと。ふりかえりで、授業を通して分かったことや友達のがんばったとこ

ろを書かせ、それをいろいろな形で発信することで、互いを認め合わせていく。 

⑤ 説明文の読み方について型を教えること。「ニュース番組作りの現場から」は、ニュース番

組づくりにおける「過程」を時系列に沿ってわかりやすく並べて書いてあるが、文章表現

が難しく複合語や難解な意味の言葉も多い。そこで、自分たちが番組を作るために必要な

事柄を精選した上で読み取らせていく。 
⑥ ワークシートを工夫すること。「ニュース番組の特集作りの過程」は、制作の過程が一目で

見て分かりやすいように、ワークシート１枚に全体構成や段落ごとの要点を押さえてまとめ

させる。また、「書く」言語活動に活用することを意識づけるため、「番組作りマニュアル」

と名付ける。 

Ｂ－１ 指導計画  Ｂ－２ 説明文の系統と学習すべき内容  Ｂ－３ ワークシート 



 

３ 指導の実際（「活用力」育成の場の抜粋） 

学習活動と児童の意識の流れ 教師の指導と評価 

３．どんな話題にするのかグループで話し合う。 
・１グループ４人。８つのグループ毎に取り上げる

話題について話し合う。 
・進行役を中心に、全員が提案する形で進めよう。 
 （話 題 例） 
 ・御園米プロジェクトの今 
 ・保健室の現状（学校のケガの多さ） 
 ・図書室の楽しさ 

 ・○○委員会の活動について 
 ・プロジェクトＫの取り組みより 等 

 
・話題が決まったグループから、伝える目的（願い） 

取材する対象、情報発信の方法について話し合
い、企画書に記入する。 

 ・お米を育てる大変さとできた時の喜びについて
伝えたい。 

 ・御園小は怪我が多いけど、みんなでどんなこと
に気をつけていけばいいか、保健室の先生に聞
いてみよう。 

 ・委員会で頑張っていることは意外とみんな知ら

ないから、全校にぜひ知ってもらうといいかも
しれない。 

・掲示物や番組づくりマニュアルを確認し、「特
集」を作る手順や要点を確かめる。 

・誰に伝えるのかという相手意識を持たせるため
に、作ったニュースを校内放送で流すことがで
きることを知らせておく。 

 
 
 

 
 
 
・身近なところに話題をもとめ、「特集」を企画

することができるように企画書（ワークシー
ト）を用意し書き込ませていく。 

・話題が適当か、取材・撮影が可能な内容なのか
グループ毎に助言する。 

・目的（願い）について十分話し合いをさせる。 
 

Ｃ－１ 指導案  Ｃ－２ ワークシート 

 

４  成果と課題 

(1) 成果 

・学習したことの振り返りなどを行うことで、既習とのつながりを見つけ、意欲的に取り組

もうとする態度が見られるようになった。実践後の授業アンケートにおいても、「説明文

の段落の内容を正しく捉えて番組作りマニュアルを作ることができた」「話題を取り上げ

るときに大切なことがわかった」「放送原稿を書く時に大切なことがわかった」等の項目

において９割程度の児童が肯定的な回答をしていた。 
・学習のまとめを発表形式で行ったりする時、自分の考えを自分の言葉で表現できる児童が

増えた。話し方のパターン化やグループ交流を取り入れたことで、発表に対する苦手意識

のようなものが薄れてきた。アンケートの「話題を考えるとき、理由もつけて自分の考え

を持つことができた」は９割の児童が、「伝える相手を意識して話題を決めることができ

た」は全員の児童が肯定的な回答をしていた。 
・かかわり合いのスキルが高まり、社会科における考察等、他教科の発表や話し合い、新聞

作りなどにおいても学習の広がりを見ることができるようになった。 
・「国語の学習が楽しくなった」と回答する児童が８割に達した。 

 
(2) 課題 

・「書くこと」においてはまだまだ個人差が大きく、力の把握と個に応じた支援が必要であ

る。 
・他の教科などで力を活かす場面はみられるがまだまだ少なく、もっと場を広げる必要があ

るその際には、どのような内容を、どんな方法で活かしていくのかを細かく分析し、支援

していかなければならない。 

評【関・意・態】  

自分たちで、「特集」を作り、発信しよ

うという意欲を持って、話し合いに参加し

ている。（発言・観察） 

活【思考力】 

「特集」ができるまでの過程を生かし

て、目的に応じた情報発信をしようとグ

ループで協力して話題を考えている。 



 
 
 
 
 
１ 事例の概要 

   本校は、県「活用力向上推進モデル校」の指定を受け、「活用力」のとらえや授業における活用

の場と支援について考え、授業の改善に取り組んできた。活用できるものを「学びのアイテム」

ととらえ、少しずつアイテムを整理して増やし、学びをつなげていくことを大切にしている。 

本学級の児童は、読書量が多く国語の学習に対しての自己肯定感が高い。しかし、文章を読ん

で自分なりの考えをもつことや自分の考えをみんなに伝えることには苦手意識を持っている児童

が多い。全体の場で進んで発言しようとする児童も少ないため、考えを聴き合い深めていくこと

が十分にできていない。 

   これらの実態を受けて、物語文「わらぐつの中の神様」を通して、自信を持って自分の考えを

話したり友達の考えとつなげて読みを深めたりできるようにし、確かな読みの力を身につけさせ

たいと考えた。その方策として以下の３点に力を入れ実践した。 

・児童が主体的に学びをつなげられる学習過程  ・聴き合って深められる授業づくり 

・学びのアイテムの意識化 

Ａ－１ 学校研究  Ａ－２ 研究構想図  Ａ－３ 活用を意識した授業モデル 

 

２ 実践内容 

(1) 単元の目標 

・物語の温かさやおもしろさにひかれて、心に残る言葉や文章、場面の様子を味わって読も

うとする。                          （関心・意欲・態度） 

・登場人物の会話や行動を叙述に即してとらえ、登場人物の人柄・考え方・生き方を心情の

変化を手がかりに読み取ることができる。                （読むこと） 

・現在―過去―現在という物語の構成や擬音語・擬態語の効果がわかる。   （言語事項） 

 

(2) 指導上の工夫点 

① 一人学習の充実 

・一人学習の手引きを活用する 

・既習の同一領域における学びのアイテムを意識させる 

・オープンエンドの授業で、課題に対する自分の考えをしっかり持たせる 

② ノートの書かせ方の工夫 

・振り返りで学びのアイテムを意識させる 

・根拠を明確にして自分の考えを書かせる 

・よいノートをよさのポイントを明確にして広める 

③ 座席表活用の工夫 

・課題に対する考えのキーワードを座席表に位置づけ、発表への自信を持たせる。 

・発言のつながり合いを仕組み、話し合いの活発化と深まりを作り出す 

④ 学びのアイテムを確かな学力につなげる工夫 

・これまでの学びのアイテムを活用して自分の考えを持たせる 

・次に使える学びのアイテムを掲示する 

Ｂ－１ 単元計画  Ｂ－２ 一人学習の進め方  Ｂ－３ ノートの書き方 

事例４  単元「人物の考え方や生き方をとらえよう －「わらぐつの中の神様」を通して－」 

 読み方のアイテムを増やしていこう！！ 
                            国語 第５学年 
                            内灘町立鶴ヶ丘小学校 



３ 指導の実際 

  第一次＜読みのめあてをもち一人学習で作品の概要をとらえる＞→単元のゴールの明確化 

  第二次＜登場人物の考え方や生き方を叙述を手がかりに読み取る＞→学びのアイテムを増やす 

第三次＜作品の主題をとらえ自分の「○○の中の神様」を書く＞→教材の主題や構成を生かす 

 第二次の 6時の様子 

学習活動 教師の働きかけと児童の反応・意識 支援◎ 

１ 課題を確認しア

イテムを意識する 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 座席表を分析し

自分の考えを整理

する 

３ 考えを聴き合い

深める 

 

 

 

 

 

 

＜マサエはなぜ「この雪げたにも神様がいるかもしれないね。」

と言ったのかな＞ 

○どんなアイテムを使って考えましたか 

 

 

 

 

 

 

 

○座席表を分析しましょう 

 ・自分と同じ考えの人がいるぞ 

・○○さんの考えを聞いてみたいな 

○考えをつなげて聴き合い深めていきましょう 

 ・雪げたに着目した 

 → わらぐつと同じで使う人の身になって作ったものだから 

 ・おじいちゃんの思いに着目した 

 → おばあちゃんのためにせっせと働いて買ってくれた 

 ・だれかのために心をこめているところが似ている 

○マサエの考えた神様を一言で表してみましょう 

◎前時に課題提示し考え持たせておく。 

◎これまで積み上げてきたアイテムの

中から自分が使ったアイテムをメタ

認知できるようにする。  

◎キーワードのみを座席表に記入した

ものを与え分析し、自分の出番を考え

られるようにする。 

 

 

 

◎第一発言者は意図的に指名するが、そ

の後は座席表を使って、児童同士でつ

なげていけるように声かけする。 

◎つなげて発表するアイテムとして「出

番を考え・つなげて・相手を意識して」

の３つを意識させる。 

５ ふり返る ○今日は、どんなアイテムで深まったのかな 

 ・似た意味の言葉を探していくというアイテムを使ったから

と「神様」の意味がわかってきた 

◎学びのアイテムを意識して1時間をふ

り返らせる。 

◎次に使えるアイテムを教室掲示する。 

 

Ｃ－１ 本時案  Ｃ－２ 座席表  Ｃ－３ 本時板書  Ｃ－４ 既習のアイテム掲示 

 

４ 成果と課題 

(1) 成果 

① 学びをつなげる工夫 

学びのアイテムの掲示や学びの足跡としてノートの利用が効果であった。１２月に実施した

授業アンケートでは、学級の９６％の児童が「これまでの学習を生かして考えることができた」

と回答していた。 

② 考えをつなげる工夫 

座席表の活用で、児童の発言が増えた。また、分析の時間を設定したことで自分の出場を考

えた話し合いが少しずつできるようになった。授業アンケ―トでも「考えを伝える」「比べなが

ら聞く」の設問における肯定的な回答が、５月調査よりも２割程度多くなっていた。 

③ 学びのアイテムの意識化 

蓄積してきたアイテムを使って考えをもとうとしたり、ふり返りで使えそうなアイテムを意

識したりすることができた。授業アンケートの「課題に対して自分の考えを持つ」という設問に

おいては学級の全員の児童が肯定的な回答をしていた。 

 

(2) 課題 

学年の系統を考えた「つけたい力」をさらに明確にし、学びのアイテムの内容の吟味を進め、

六年間の学びの中で確かな学力を育むことを共通理解し実践を進めること。 

マサエの会話や行動から考えた 

前の文章から考えた 

前の場面のマサエの会話や行動から考えた 

おばあちゃん（別の人）の言葉から考えた 

自分の体験から考えた 

自分と比べて考えた 

言葉に着目して解釈した 

出番を考えつなげて相手を意識して 

「似ています」「根拠が違います」「まとめ

ます」「～さんは…と言いましたね」「～さ

んが言いたいのは…だと思うのだけど」 



 
 
 
 
 
 
１ 事例の概要 

  本校では、研究主題を「学びが生きる『活用力』を身につけた子の育成」として研究を進めている。 
『活用力』を「習得した基礎的・基本的な知識・技能を活用して課題を解決し、その過程や結果を伝え

る力」と捉え研究を進めてきた。 
その取組の一つとして、国語科では、指導事項の系統性を意識し、単元を通しての「つけたい力」「活

用する力」を明確にし、その活用することを意識した単元計画を立てている。また、単元名も工夫し、

児童が、この単元でどんな力をつけ、どのような言語活動を行うのかの見通しをもって意欲的に学習に

取り組めるように設定している。 
本事例では、人物の考え方や生き方を学ぶことができるように新たなジャンルの本にも目を向け、「感

想をまとめる」学習を行う。指導計画の第二次で叙述をもとに感想をもつ学習を行い、第三次で「つい

た力」を活用し、自分で教材文を読み，感想を交流し合って、友だちの感じ方や考え方にふれ、自分の

考え方を広めたり深めたりして感想文を書く実践である。 
 
 

 
２ 実践内容 

 (1) 単元の目標 

    ・伝記やノンフィクションなどの人の生き方について書かれた本を興味をもって読み、感想を交

流させ、考えを深めようとしている。           （国語への関心・意欲・態度） 

    ・書かれている事実に基づいて、自分の感想をまとめながら読むことができる。 

                                     （読むこと：（１）エ） 

    ・感想文を書くために、効果的な読み方を工夫して教材文を読むことができる。 

                                     （読むこと：（１）オ） 

    ・自分の感じ方や考え方を明確にして、必要な事柄を整理して感想文を書くことができる。 

                                     （書くこと：（１）ア） 

    ・表現したり理解したりするために必要な語句について、辞書を利用して調べることができる。 

                         （言語についての知識・理解・技能：(１)ウ(ウ)） 

 

(2) 指導上の工夫点（視点） 

  ① 単元名の工夫 

   ・読むジャンルの本を意識し、お互いの感想を交流し合い、単元の終わりに感想文を書くこと

までを見通せるように単元名を設定した。 

② ｢活用力｣を意識した単元計画の工夫 

・第二次で、教材文から人物を評価する言葉とその根拠となる文章や理由、その人物と自分と

比べて書くことなど「感想をまとめる」力をつける。第三次で、熱意や信念をもって生きる人

の話「森を育てた漁師の話」を読んで、第二次でついた力を使って感想文を書く。 

・感想を交流し、「友だちの考えの活用」を図り、友だちの感じ方や考え方から自分の考え方を

深めたり変容させたりする時間を設定する。 

 

 

 事例５  単元 「伝記やノンフィクションを読み、感想を書いて交流し合おう」 
         感想を書いて交流し合おう 
                               国語 第５学年 
                               穴水町立穴水小学校 

Ａ－１ 研究構想図 Ａ－２ 「活用力」の具体的な実践 



３ 指導の実際 

 

第

一

次 

単元の見通しをもつ。 ・自分の読書生活をふり返る。 

・学習の見通しをもつ。 

・「千年の釘にいどむ」を読み、内容をつかんで初発の感想を書く。 

第

二

次 

教材文「千年の釘に挑

む」を読み取る。 

・「感想をまとめる」

学習をする。 

・「千年の釘にいどむ」を読み、古代の釘と現代の釘づくりを対比して

読み取る。 

・釘職人の「白鷹さん」の考え方や生き方を読み取る。 

・「たいせつ」を読み、感想のまとめ方を知る。 

・「白鷹さん」の考え方や生き方を評価する言葉と理由を書き、感想を

書く。 

・「白鷹さん」の考え方や生き方と自分の体験などを比べて考えを書く。 

第

三

次 

読みを表現する。 

・「森を育てる漁師の

話」を読み、感想文

を書く。 

・「森を育てる漁師の話」を読み、漁師「飯田さん」の考え方や生き方

について、感想を交流する。 

・「感想文アイテム」を使って感想文を書く。 

 

 

   

 

 

 

４ 成果と課題 

(1) 成果 

  ①単元名の工夫 

   ・児童は単元の終末を意識しながら、「感想文を書く」ことに向かって自分なりの考えをもとう

と意欲的に読んだり、自分の考えを書いたりすることができた。 

・本単元に入る前の読書アンケートでは「伝記やノンフィクション」の本を読んでいる児童が少

なかったが、単元終了後には朝読書で伝記を読む児童が増え、読書の幅を広げることができた。 

② ｢活用力｣を意識した単元計画の工夫 

   ・「千年の釘にいどむ」の「白鷹さん」に対して、考え方や生き方を学習したことを生かして｢森

に生きる漁師の話｣の「飯田さん」は「どんな人なのだろう」と興味をもって読んだ。そして、

｢感想文アイテム｣を使って、自分の心に残った根拠となる文から「飯田さん」を評価したり、

自分と比べて考えたりして感想を書くことができた。 

・書いた感想を交流し、友だちの考えから自分の気がつかなかった「飯田さん」への思いを聞き、

自分の感想に取り入れることができた。「感想をまとめる」方法は同じであるが、｢飯田さん｣

に対する思いはそれぞれに違うことを感じながら交流した。友だちの考え方や思いは、自分に

とっての新たな学びとなったという感想がみられた。（「友だちの考えの活用」） 

   ・学習後の夏休み読書感想文に対しては「どうやって読書感想文を書くのか分かっているよ」と

自信をみせた。また、感想文を書くことが苦手だった児童が「野球選手の本を読んで書いてこ

よう」と意欲を見せたり、２冊分の読書感想文を書いたりしてくる児童もいた。読書感想文を

書くことは難しいという意識が薄れ積極的に取り組もうとする様子がうかがえた。 

 

(2) 課題 

   ・今後も習得した基礎的・基本的な知識・技能を活用し、相手により伝わる表現方法を工夫した

り、様々な文章を読み取るための力をつけたりするために学習を計画する。そのために、第三

次の「表現する」場での効果的な言語活動について研究し計画的に取り組んでいく必要がある。 

単元名を示し、単元の最後に「伝記」

を読んで、感想文を書くという意欲

をもたせる。 

「感想文アイテム」

として、まとめ方を

学ぶ。 

教材文で「つけた力」を生かして、 
感想文を書く。（活用する場） 

Ｃ－１ 指導案 Ｃ－２ 板書 

「白鷹さん」に対する

感想のまとめ方を生

かして、「飯田さん」

に対する感想を書き、

交流する。 

Ｃ－３ ワークシート Ｃ－４ 教室掲示 



 
 
 
 
 
１ 事例の概要 

 (1) 児童の実態 

    本校児童は、情報を目的に応じて理解、解釈し、それを基に自分の考えをもち、筋道を立てて

表現するという読解力に課題がある。そこで、国語科を基盤にし、各教科等で「読んで、思考し、

表現する」という言語活動を充実させることで、教科等のねらいを達成するとともに、言語能力

を高めて活用力を育成し、「自分の考えをもち、自分の言葉で表現する子」をめざす。 

 

 (2) 授業改善 

  ① 学習意欲の向上 

     すべての教科等で、児童自身がめざす姿を意識し、学びの自覚化ができる工夫をする。国

語科では、児童の実生活に即した読みのゴールの設定、学習の見通しを持つ工夫、考えたく

なる言語活動の工夫をする。 

  ② 「読み」の基礎基本の習得 

     系統性を踏まえた指導、「読み」の手立てを探る教材研究、既習を活かす工夫、自分の考え

をもつ時間の確保と交流の場の設定をする。 

  ③ 「読み」の基礎基本の力の活用の場の工夫 

     単元構成の工夫、多様な考えをもてる課題設定の工夫、書いたものをもとに交流する場の

工夫をする。 

 

 

２ 実践内容 

 (1) 単元の目標 

    ・様々なジャンルの本に関心をもち、読書への意欲をもとうとする。 （関心・意欲・態度） 
    ・自分が薦めたい本の魅力を､情景描写などの表現方法を工夫して発表する。（書くこと カ） 
    ・自分が薦めたい本の魅力を、情景描写を工夫したりキャッチコピーを作ったりしながらま  

とめる。                           （書くこと エ・オ） 
    ・筆者の心の動きと場面の情景を叙述に即して読む。          （読むこと エ） 
    ・本を紹介するために、表現の工夫に注目して読む。          （読むこと カ） 
    ・筆者の情景描写における比喩的な表現などに注目し、その効果を理解し味わうことが出来る。 
                                  （言語事項 イ－（ケ）） 
 

 (2) 指導上の工夫点 

  ① 学習意欲の向上のために 

    ・「森へ」で学習した表現の工夫を本の紹介活動で活かし、読書発表会を行うというゴールを

設定し、学習の見通しをもたせる。 

  ② 「読み」の基礎的・基本的な力の習得のために 

    ・文章の中の効果的な表現を味わったり想像したりし、その表現で感じたことについて話し合

い、自分の考えをまとめるという言語活動を取り入れる。 

  ③ 活用の場の工夫 

    ・紹介文を書くコツについて考える場を設定し、2つの文章を比べて考えるという言語活動を

  事例６  単元「読書の世界を深めよう」  ～「森へ」 「本は友達」～ 

          お薦めの本の紹介文を書こう 

                           国語 第６学年 

                           小松市立安宅小学校 

  

Ａ－１ 研究主題 Ａ－２ 構想図 Ａ－３ 学校研究 



通して「森へ」で学習した表現方法の効果を改めて振り返り自分の紹介文に活かせるように

する。 

    ・書いた紹介文を交流し、自己評価、相互評価する。 

 

 

 

３ 指導の実際 

目標…２例の紹介文を比較することで、紹介文を書くためのコツについて考える。（読む カ） 

   紹介文を書くためのコツを自分の紹介文づくりに活かそうとしている。 （関・意・態） 
 学習活動 評価 支援（○）と留意点（◆） 
 
つ
か
む 
 

１． 本時のめあてを確認する。 
・聞いた人が読みたくなるような紹介文をつくりたいな。 

 
 

◆紹介文作りへの意欲を持たせるために、学
習の見通しを確認する。 

 
◆紹介文を固定的にとらえないよう、一つ例
として提示する。 

 
 
 
 
 
深
め
る 
 
 
 
 
 
 

２． ２つの紹介文の例を読み比べ、それぞれの長短について考え
る。 
・B のキャッチコピーを見るだけで興味がわいてくるね。 
・A の最後の文章が呼び掛けになっていていいと思うよ。 
・A には擬人化や倒置法があるよ。 
・B には擬声語が使われている。 

３．それぞれの長短について話し合う。 
・B のキャッチコピーの方が見ただけで読みたくなるよ。→
キャッチコピーを工夫しよう。（コツ①） 

・文末が問いかけになっていると、気になって読みたくなる
ね。 

・擬人化、倒置法、擬声語などの工夫がるとイメージがわき
やすいね。 

・写真や絵を工夫するともっと伝わりやすくなると思う。 

◆双方の長所や短所について比較できるよう
に助言する。 

◆それぞれの工夫の効果についても考えさせ
る。 

 
 
 
 
 
 
○表現方法の工夫という視点で考えられない
児童には、「森へ」の学習を想起させること
で、比喩や擬人化、倒置法などの表現方法
の工夫に気づかせる。 

 
 
 
ま
と
め
る 
 
 
 
 

４．本の紹介文を書くためのコツについてまとめる。 
・キャッチフレーズを考えよう。 
・写真や挿絵を効果的に使おう。 
・文章の表現を工夫しよう。 

５．自分の紹介したい本についての紹介文について考える。 
・どんなキャッチコピーにしようかな？ 
・比喩や擬人化など表現を工夫しよう。 
・読みたくなるように、文末を工夫しよう。 
・どの写真（挿絵）をどこに使おうかな？ 

◆読み取った工夫点が、紹介文を書くための
コツへとつながるようにする。（板書・ワー
クシート） 

 
 
 
 
○自分の紹介文として具体的に考えられない
児童には、キャッチコピー、挿絵など比較
的工夫しやすいものから考えるよう助言す
る。 

 

 

 

４ 成果と課題 

 (1) 成果 

  ① ゴールの設定により、目的をもって意欲的に取り組むことができた。 

  ② 「森へ」を読む際に、表現技法を用いた場合と用いない場合の文章を比べながら、効果につい

て感じたことを話し合ったことで、表現の効果を体感的に理解できた。 

  ③ 紹介文を書くコツを考える場で、それぞれによさや問題点がある 2つの例文を扱ったことで、

表現方法の工夫という視点で比較しようという子どもたちの目的意識が明確なものとなり、本

の紹介文について柔軟かつ具体的なイメージをもつことができた。 

 

 (2) 課題 

    表現方法の工夫のよさを、個人からグループへと広めることをねらい、2つの例文のよさを見

つける際に、グループ交流を取り入れた。しかし、本時の流れから考えてこのグループ活動が効

果的であったとはいえない。グループやペア交流のねらいをより明確にしていきたい。 

Ｃ－１ 指導案 Ｃ－２ 板書 

Ｂ－１ 単元計画 Ｂ－２ ワークシート 

本の紹介文を書くためのコツをつかもう。 

紹介文を書くためのコツやその効果につ
いて考えている。 （読む カ） 

紹介文を書くためのコツを自分の紹介文
づくりに活かそうとしている。 

 （関心・意欲・態度） 
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事例 ７ 単元「短歌・俳句の世界 ～ことばのひびきを味わおう～ 」

確かな「活用力」の育成

国語 第６学年子どもがつながる授業を通して
珠洲市立正院小学校

１ 研究の概要

本校は、石川県教育委員会及び珠洲市教育委員会から「平成 ・ 年度児童生徒の『活用力』20 21
」 、「 『 』 」 、 、 、向上モデル事業 の指定を受け 確かな 活用力 の育成 を研究主題に掲げ 思考力 判断力

表現力等の育成に取り組んできた 「活用力」を育成するには児童同士のかかわりが重要であると。

考え、児童が相互にかかわり合い、つながりあう授業をめざすとともに、課題を見つけ解決する授

業の中から「活用力」が育つと考え、４段階の学習過程を設定し、その各段階の指導について研究

を重ねてきた。授業の中では、児童の気づきや発見を大切にし、児童の無意識の学びを意識化・共

有化させ 「子どもが学びの主体者」となる授業を目ざした。、

Ａ－１ 研究構想図

２ 実践内容

(1) 活用する力を育てる学習活動の工夫

① 活用する力を育てる学習活動の工夫

ア 子どもがつながる授業

子どもがつながっている授業では、子どもたちに次の５つの姿が見られると考え、その姿

を求め授業を改善していくことにした。

・課題を共有している ・学習意欲がある ・子ども同士の話し合いがある

・教え合いが見られる ・学んだことを伝えている

イ 活用力をつける学習過程

「活用力」を育てるには 「課題解決型の授業」が有効であると考え、単元や１単位時間、

、 。の授業に４段階の学習過程を設定し 各段階での効果的な指導法を追究していくことにした

その際 「既習事項の活用」と「発信（説明）活動」場面を設定し「活用力」を向上させる、

ようにしてきた。

ウ 子どもが学びの主体者となる授業

児童は教師の指導計画・指導案とは違う場（想定外の場）でも「活用する力」を養ってい

る場合がある。授業中の児童の発見や気付き等を見逃さず、それを学級全体で共有し合い、

子どもが学びの主体者となる授業を目指した。

(2) 言語活動の充実

① 言語力を高める辞書活用

国語辞典を常時机の上に置き、引かせている。その際、付箋を用いてその取り組みが目に見

えるようにし、辞書を引くこと自体を楽しむようにした。

② マインドマップを取り入れたノート

作文や思考の整理、発想が必要な場面に出会った時、全員が自主的にマインドマップを使え

るようにした 「覚える力 「考える力 「整理する力 「長文や小論文が書ける力 「話す力」。 」 」 」 」

を向上させた。

Ｂ－１ 意欲がつながる Ｂ－２ 課題とつながる Ｂ－３ 他へつながる
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Ｂ－４ 子ども同士がつながる Ｂ－５ 次時へつながる Ｂ－６ 自己へつながる

Ｂ－７「活用力」をつける学習過程 Ｂ－８ 辞書活用 Ｂ－９ マインドマップ

３ 指導の実際

つながる授業の中で、児童の思考力・判断力・表現力を鍛えた。また、模擬授業・場面分析授業

整理会で、教師の授業力を高めた。

Ｃ－１ 指導案と授業記録

４ 成果と課題

(1) 成果

・全国学力・学習状況調査活用 問題は、大きく伸びた。特に、国語「書くこと 、算数「記述B 」

式」における正答率は好成績となっている。質問紙調査では 「自分の考えを他の人に説明し、

たり文章に書いたりすることを難しいと思わない 「発表する機会や話し合う活動がある 」。」 。

と回答する児童が多いことからも、本校の進める学習過程の指導の成果が表れている。算数に

おいては、新しい問題に出会ったときそれを解いてみたい」と意欲をもって学習する児童像が

明らかになった。

・県基礎学力調査では、国語・算数すべての領域で県レベルを上回っていた。特に「書くこと」

は ％と好成績であった。100

・ 課題とつながる」段階では、具体的な言葉に課題を変え、児童の意欲や学習活動を活発化さ「

せる実践が行なわれるようになってきた。全児童が、自分の考えを相手に伝わるように言葉や

図等で表現し、課題とつながるようになってきた。

・ 子ども同士がつながる」段階では、ペア・グループ学習を取り入れたり、立つ位置を変えな「

がら話し合いがつながるように工夫したりする教師が増えた。その結果８割以上の児童が話し

合いに入っていけるようになってきた。また相違点・共通点を考えながら話したり聞いたりす

るようになってきた。

・ 他へつながる」段階では、活用場面を考えた単元計画や、既習事項を活かした授業展開が行「

われ、主張したり、提案したりする発信活動が見られた。また、意見＋理由を大部分の児童が

言えるようになり、図を使っての説明活動も活発になった。

課題( )2
・ 時間が余った」と答えた算数 問題に課題があった。家庭での学習習慣が少ないことも含め、ケアレ「 A

スミスを防ぐ方法や、スキルアップしていく学習を、家庭と連携して取り組む必要性を感じている。

・児童の意識調査「書くこと」の数値が前年度より僅かに低下した。教師の要求度が高まったためと考え

られる。要求度を高めながら、楽しんで日常的に文章を書くことを進めていかなければならない。

・ 活用力』が高まる授業」を日々の授業に確実に活かせるように、学習過程のパターン化を行「『

ってきたが、子どもを「学びの主体者」として位置づけると、想定外の道筋も生まれてくる。

友だち同士の学び・子ども自身の無意識の学びを意識化させる授業が必要なことが新たな課題

として生まれてきた。児童がふりかえりを通して、自分の学びの中から価値を見い出し向上し

ていくそんな授業づくりをもっと深めていかなければならないと感じている。
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１ 事例の概要 

 本学級は、１年生の児童が 1 名在籍している。発音の明瞭度は高くはないが、2 語文程度の内容

であれば、手話や指差しをしながら言葉を発し、相手に伝わらない場合は、文字や絵を書いて伝え

ようとする。しかし、語彙が限られており、音として聞こえていても言葉の意味を理解できないこ

とが多い。また、「あお」と言いながら「あめ」と書くなど、音と文字の対応も難しい状態である。 
 しかし、場に応じた言葉などを視覚的に示しておくことで、「消しゴムを貸してください」などの

決まった言い方については、適切に表現できるようになった。絵や手話等に音声と文字を対応させ

ることで、言葉の習得にもつながるようにしている。 
 本事例は、好きな動物の様子を家の人に伝えようという課題を設定し、絵に書いた言葉をもとに、

「～は、…です。」という文を作る内容である。視覚的な提示方法を工夫したり、自立活動の「コミ

ュニケーション」と関連付けて、伝え合う楽しさを実感したりできるようにすることで、意欲的に

取り組むことができた。 
 
 

２ 実践内容 

 (1) 単元の目標 

・ 好きな動物について、家の人に書いて知らせようとする。 (国語への関心・意欲・態度) 
・ 書こうとする題材に必要な事柄をよく観察して書く。 (書くこと：(1)イ) 
・ 家の人にわかるように語と語の続き方に注意して書く。 （書くこと：(1)エ) 
・ 姿勢や用具の持ち方を正しくして丁寧に書く。 (言語についての知識・理解・技能：(２)ア(ア) ) 

 

 (2) 指導上の工夫点（視点） 

① 興味・関心に即した課題設定 
ア 児童の好きな犬のことを手紙で母に知らせるという設定にし、〈どんな犬かな？ お母さん

に知らせよう〉という課題意識をもたせながら学習を進めていく。 
イ 母にビデオレターの作成に協力してもらい、母に犬のことを知らせようという意欲を高め

られるようにする。 
② 視覚にうったえる提示方法 

ア 絵に言葉を書き込んでから手紙を書くという活動の流れをデジタル紙芝居で提示し、活動

内容を理解しやすいようにする。 
イ 上記の活動の流れを掲示し、いつでも目で確認できるようにする。 
ウ 自立活動で行ってきたスリーヒントゲーム(相手に「～は、…ですか」と尋ね、「はい」か

「いいえ」の返事をもとに、手持ちのカードから相手と同じカードを選んでいくゲーム)
の文と絵の対応関係を視覚的に表し、児童が観察カードに書いた言葉も「～は、…です。」

の文で表せることに気づくようにする。 
③ 自立活動との関連 

ア スリーヒントゲームをすることで、文で伝え合うことの楽しさを実感できるようにする。 
イ 犬の様子を自分で表すことができるよう、必要となる語彙をスリーヒントゲーム等で扱う。 

 

事例８  単元 「よく見てかこう ～しらせたいな、見せたいな～」 

どんな犬かな？ お母さんに知らせよう！ 

国語 難聴特別支援学級 第 1 学年 
穴水町立穴水小学校 

Ａ－１ 実態に応じた指導 

Ｂ－１ 自立活動との関連 



３ 指導の実際 

学習活動 配

時 
子どもの意識の流れ 教師のかかわり方(・) 

支援○ 評価◎ 
【つかむ】 
１  スリーヒント

ゲームを行い、

文と絵を対応さ

せる。 

８ 〈スリーヒントゲームをしよう〉 
・「首輪は、青ですか」 
・「ひげは、長いですか」 
〈どんなカードだったかな〉 
・「ねこ」 ・「きいろ」 
・「しっぽ」「ながい」 
・「しろとくろ」 

・「～は、…ですか。」という質問

に絵が当てはまるときは「は

い」と答え、「～は、…です。」

の短冊を黒板に貼る。 
・児童の発話が聞き取りにくいと

きは、手話や文字で確認する。 
・拡大したカードを貼り、絵と

文の対応を確認しながら特徴

を書き込んでいく。 

２  前時の学習を

振り返り、母が

わかるように文

を作るという課

題をつかむ。 
 
 

５  
 
 
 
 

 

・母と犬の写真を見せ、意欲をもた

せる。 
・手紙を書く際は、単語のま

まではなく、文にすること

に気づくよう、以前もらっ

た手紙を見せて観察カード

と比べるようにする。 

 
 
４ 成果と課題 

 (1) 成果 

① 興味・関心に即した課題設定 
 自分が好きな犬のことを母に知らせるという設定にしたことで、意欲的に取り組むことがで

きた。学習中に集中力が続かなくなってきたときも、「きれいに書くと、お母さんもよくわか

るよ」などと励まし、課題を意識させることで、最後まで集中することができた。 
② 視覚にうったえる提示方法 

 学習の流れをデジタル紙芝居で提示したことで、何をするのかを理解することができた。ま

た、その流れを掲示しておき、学習が終わったものに花丸をつけたり、学習中の写真やワーク

シートも掲示したりしていくことで、達成感を味わい、次時への意欲にもつながった。 
 「～は、…です。」の文にする学習では、スリーヒントゲームのカードの絵に対応した「～

は、…です。」の文を示し、その内容をカードの絵に書き込んだ。カードが観察カードと同様

の形になることで、観察カードに書いた言葉も「～は、…です。」という文にできることに気

づき、「しっぽはふさふさです」と発言する様子がみられた。 
③ 自立活動との関連 

 スリーヒントゲームを楽しみ、文が長くなっても抵抗なく取り組むことができた。初めは、

カードの内容を尋ねる際に主語が抜けることが多かったが、教師が「何が黒ですか」などと聞

き返すことで、「目は黒ですか」と主語を意識して尋ねるようになっていった。また、ゲーム

で扱った語彙はすぐに覚え、その言葉を使って、犬の様子を表すことができた。 
 (2) 課題 

 実生活のなかでも、知っている単語を用いて覚えた文型で表現できるようにしていきたい。

自分のこと、身近な人やものについて表す場面を設け、定着させていきたい。 

  

し
っ
ぽ
は
、
長な

が

い
で
す
。 

 

首
輪

く

び

わ

は
、
黄
色

き

い

ろ

で
す
。 

毛け

は
、
白し

ろ

と
黒く

ろ

で
す
。 

お母さんに伝える文を作ろう。 
【考える】 

Ｃ－１ 指導案 Ｃ－２ 指導の実際 

観察カードと 

同じだ！ 

ゲームの文と 
同じように、 
文にしよう。 

  
 

は
、 

 

で
す
。 

Ｃ－３ ワークシート・手紙 

き
い
ろ し

ろ 

く
ろ 

な
が
い 



 
 
 
 
 
１ 事例の概要 

  本校は標記の研究主題・副題を設定し、１９年度までの研究で積み上げてきた「聞き上手・話し

上手」を育てる取組を、算数科の授業の中で自分の考えを筋道立てて表現する「説明上手」を育て
る取組へとつなげつつ、児童の活用力向上を図る方策について研究を進めてきた。 
本校が考える活用力を高める授業とは、考える場とその考えを交流し学び合う場がある授業であ

る。そこで、課題解決型の授業スタイルを基本に、考える場（自力解決の場）において既習事項を

どう活用するか、さらに学び合う場（集団解決の場）において友だちの考えや本時の学びをどう活

用するかの２つを研究の柱とし、その手がかりとしてノート指導に重点を置き、授業実践を重ねて

きた。 
  
２ 実践内容 

 (1) 活用力を高める算数科の授業づくり 

① 学びの足跡を残すノート指導の工夫 

     基本となるノートマニュアルを作成し、全校あげて「宝物になるノートをつくろう」という

取組を続けてきた。教師が毎時間のノートをチェックしコメントを入れたり、ノート展示を行

ってどんなところが良いのかの観点を示したりすることで、最初は上手く書けなかった児童も

少しずつ書けるようになってきている。 

  ② 指導案の見直し 
    ア 単元計画の工夫 

     他学年との関連や児童の生活経験を踏まえ、単元計画の中に「本時の学習で活用する既習

事項」として書き出すことで，単元全体の学習の流れをつかみ、より計画的に学習活動を組

み立てていく手がかりとした。 
     また、１時間１時間の授業の中でどのような課題をどのように提示していくのかを考えて

単元計画を立てた。課題とまとめは対応するものと考え、指導案上に授業の着地点である「本

時のまとめ」を明記していくことにした。 
    イ 活用を高める場を意識した本時案の工夫 

     指導上の留意点の中に『活用を高める場』として、自力解決における「既習事項を活用す

る場」と集団解決による「考えを深める場」を明記した。 
 
 

  ③ 既習事項の活用 

    ・毎時間の授業の課題を解決するにあたって活用できる既習事項を板書して提示 

    ・前時までの授業の考え方のポイントをまとめたものを教室内に掲示 

    ・ノートによるふり返り（既習を想起し、本時の学習との共通点や相違点を確認） 

  ④ 「聞き上手・話し上手」から「説明上手」を育てる取組へ 

    ア 算数的活動の工夫 

     ・自力解決の場で図・式・言葉などを使って考え、自分の考えを友だちに説明することを

前提にして書く活動の工夫 

     ・学び合いの場面で、それらの図・式・言葉等を使って分かりやすく説明する活動の工夫 

     ・「まず」「たとえば」「つまり」などの接続詞や算数用語を意識的に使わせる取組 

     ・体験を重視した活動の工夫 

    イ 指導形態の工夫 

     ・ペア・グループ学習の工夫 

     ・少人数授業の工夫（習熟度別・等質） 

    ウ 全員参加の授業のための取組 

事例９ 

「生き生きと豊かに学び合う子の育成」 

～活用力を高める算数科の授業づくりをめざして～ 

                                  加賀市立錦城小学校 

Ａ－１ 研究の全体構想 

Ｄ－１ 活用力を高める授業づくり 

Ａ－２ 研究の組織 

Ｂ－１ ノート指導の工夫 

Ｃ－１ 指導案（１年生） Ｃ－２ 指導案（３年生） Ｃ－３ 指導案（５年生） 



     ・リレー発表（言葉のバトンをつないで説明する。） 

     ・繰り返し発表（友だちの考えを復唱し、自分のものにする。） 

 (2) 授業を支える日常の取組 

  ① 基礎・基本の定着のための取組 

    ・朝読書の取組（ポプリの会による読み聞かせ活動、「ほんの本」による読書のすすめ） 
    ・チャレンジタイムの取組（チャレンジプリントの追加と整備） 
    ・自学の奨励（「家庭学習の手引き」の配布、「10 分×学年」の家庭学習の定着の取組） 
    ・補充学習の充実（担任・少人数担当の連携、週 1 回の「補充学習」の実施） 
  ② 学習環境の整備 
    ・ノート展示（教師が選ぶ「おすすめページ」、児童が選ぶ「お気に入りページ」） 
    ・各学年の算数コーナーの設置（授業の発展的内容、量感を育てる内容、おもしろ問題等） 
 

 

３ 指導の実際 

  １年生「ひきざん（お話づくり）」の授業 

学   習   活   動 ・指導上の留意点 ☆評価（観点・方法）○支援 
２．本時のめあてをつかむ。 
     
３．解決の見通しをもつ。 
  ・ペンギンの場面から，たし算やひき算のお話問題がつくれるかを考

える。 
  ・作問をするときに必要なことは何かを確かめる。 
４．正しい問題文をつくる。 
５．立式し答えを出し発表する。   
   ○し８＋４＝１２ ○こ１２わ   ○し８－４＝４ ○こ４わ   

・どんな場面なのか意見を出させて，挿絵の場面を的確に把握さ

せる。 
・「みんなで」や「くると」などは加法，「どれだけおおい」「の

こりは」「ちがいは」は減法になることを確かめさせる。 
・たし算の問題もあることを伝える。 
 

６．他の場面からもお話をつくる。  

７．つくったお話，式，答えを発表し合う。 
  ・自分の考えたお話，式，答えを発表する。 
  ・なぜたし算やひき算と考えたのか，理由も発表する。 
 
 
 
 

・発表しやすい雰囲気作りをする。 
☆場面をもとに，加法・減法の問題をつくり，立式することがで

きる。（表・処・ノート，観察） 

８．今日の学習をまとめる。 
   

・今日の学習のまとめをノートに書かせる。 
 

 

４ 成果と課題 

 (1) 成果 

    ・課題解決型授業スタイルの学び方が児童に定着し、「みんなでいろいろな考えを出し合う授

業は楽しい｡」「難しい問題が解けるとすっきりする。」といった声が多くなり、児童の算数

科に対する学習意欲が向上した。 
    ・毎時間欠かさず児童のノートをチェックしコメントを入れるというノート指導を全校あげ

て取り組んできた結果、児童のノートスキルが向上した。また、児童の書いたまとめや算

数日記が、教師の指導の評価材料となり、授業改善への手がかりともなった。 
 
 (2) 課題 

    ・自分の考えを論理的に組み立てて話せる児童は、まだまだ少ない。安心して話せる温かい学

級の雰囲気づくりを基本とし、さらに説明上手な子どもを育てる取組を工夫し充実させる。 
    ・基礎的・基本的な学力の向上に向けての取組を継続しつつ、一人一人の児童に対応した指導

を全校体制で系統的に積み上げていく。 

Ｆ－１ 算数コーナー Ｅ－１ 家庭学習の手引き 

たし算やひき算のお話問題をつくろう。 

【考えを深める場】 
・なぜたし算やひき算と考えたのか，理由も発表させる。 
・「何がいくつ」「たし算言葉・ひき算言葉」「おたずね文」があるかどうか考えながら聞かせる。 
・発表内容を他の児童に復唱させることで理解を確かなものにさせる。 

「何がいくつ」や「たし算・ひき算言葉」「おたずね文」を使って，お話問題がつくれたよ。 

【既習事項を活用する場】 
・作問の約束を思い出させる。 
「何がいくつか」 「たし算・ひき算言葉」「おたずね文」など。 

活用を高める場 

活用を高める場 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
１ 事例の概要 

本校では、算数科の学習を中心に「活用力」の育成に向けて学校研究を進めている。特徴とし

て、算数科における活用力を「５つのつけたい力」として具体化し、活用の意識化を図るために

３つの学習スタイルを位置づけ授業に取り組んでいる。また、その３つのスタイルを位置づけな

がら、「わからない」の児童の言葉をスタートとした話し合いの工夫や、自力解決の場と適用題の

場での見取りの工夫、活用力自作テストの作成と実施などに力点をおいて研究を進めている。ま

た、児童の活用の土台作りの取り組みや、教師の指導力向上に向け、指導方法の共有化を目指す

ミニ研修会や研究の日常化を図る実践シートの活用などの取り組みも行っている。 
第３学年の単元「あまりを考えて」では、「５つのつけたい力」の中の「論理的に考える力」の

育成に重点をおき、３つの学習スタイルによる活用の意識化を図りながらその力を高めていく。

また、余りの処理の必要性を高めるための動作化、図や式、吹き出しの言葉をつなげ論理的に自

分の考えを説明する活動、「わからない」の児童の言葉を活かした話し合いを中心に実践に取り組

んだ。 
 

 

 

 

 

２ 実践内容 

(1) 単元の目標 

・余りのあるわり算の問題に進んで取り組もうとする。      （関心・意欲・態度） 

・題意に基づいて､余りのあるわり算の求め方を考えたり､余りの処理の仕方を考えたりする｡ 

                              （数学的な考え方） 
・余りのあるわり算ができ、場面に応じて余りを的確に処理することができる。（表現・処理） 
・余りの意味、余りと除数の大小関係、および余りのあるわり算の計算の仕方を理解する。 

                                 （知識・理解） 
(2) 指導上の工夫点（視点） 

① 「論理的に考える力」の育成に向けた学習活動の工夫 
・既習を活かした学習スタイルの工夫 
・動作化による課題の提示 
・図、式、吹き出しの言葉をつなげ、論理的に自分の考えをもつ活動 
・自力解決の場と適用題の場での見取りの工夫 
・「わからない」の言葉をスタートとした話し合い 
・生活と関連し、理解を深める適用題の工夫 

② 活用力の土台づくり 
・基礎・基本の定着・・・粟ノ保タイムの実施 
・学習の構えの確立・・・「粟ノ保小学校の学びの姿」 

 

事例 10 単元名「あまりを考えて」 

論理的に考える力を育て、既習を活用することを意識づける実践 
算数 第３学年     
羽咋市立粟ノ保小学校  

Ａ－１ 研究の全体構想図（研究発表会用リーフレット） Ａ－２ ３つの学習スタイル 

Ａ－３ 活用力自作テスト Ａ－４ 実践シート 



 

 

３ 指導の実際 

主な学習活動と児童の反応 
・支援○評価［評価方法］ 
【見取り】 

◇ 活 用 す る 知 識 ・ 技 能 
◆５つのつけたい力 

１ 前時をふり返り本時の課題をつかむ。 
 
 
 
・２３÷４＝５…３ 
・実際やってみよう。 
〈余りをどうするか考えて答えを出そう。〉 
２ 図を使って、余りの人の分を考える。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３ 余りをどうするか話し合う。 
・３人余った人も走るから５組より多くなるよ。 
・３人の分を１組にするといいよ。 
・１組をたした６組が答えだ。 
 
 
 
 
４ 適用題をする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
５ ふり返りをする。 

・前時をふり返り、既習の問
いと本時の問いの違いを
明確にする。 

・動作化をいれることで、題
意を捉え、余りについて考
えることをつかむ。 
 
【見取り１】 
○場面によっては、商に１を 

加えた数が答えになること 
を考えている。（考） 
［ノート、発言］ 

 
・吹き出しを書くことで、余
りの分をどう考えるかを
意識づける。 
 
 

・自力解決途中の児童からわ
からないところを話し、話
し合う内容の焦点化を図る
ことで、話し合いを深める
ようにする。 
 
 
 
 
 
 
【見取り２】 
・学年を選択し解くように話
す。 

・学年の余りを比べることで
余りが変わっても、テーブ
ルを１つ増やすとよいこ
とに気づくようにする。 

 
 
・既習を活用するよさについ
て書くように促す。 

 
◇余りのあるわり
算の計算 

 
 
 
 
 
◆論理的に考える力 
◇包含除の図の
書き方 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◆論理的に考える力 
 

 
 
 

４ 成果と課題 
(1) 成果 

・「論理的に考える力」（５つのつけたい力）を念頭におき学習活動を工夫することで、余りを
処理する必要感を抱きながら、その余りの処理の仕方を考えることができた。 

・どこがわからないのかを話し合いのスタートとすることで、話し合う内容が焦点化でき、余
りを処理する必要感や処理する方法を深く考えることができた。 

・「粟ノ保小学校の学びの姿」による学習の構えを身につけることで、主体的に授業に臨む児
童の姿が見受けられた。 

(2) 課題 
・活用力を育成するためには、基礎・基本の習得と活用の双方向のある学習活動を展開する必

要がある。吹き出しの言葉の書き方として「～だから～だ。」の基本的な書き方の指導が必
要だった。 

・授業レベルで、つけたい力が身についた児童の姿を具体化して授業に臨む必要がある。 

Ｃ－１ 指導案 

余りのあるわり算には、余りの分の１を
たしたものが答えになる場合がある。 

既 習 の 活 用

２３人でかけっこをします。４人ずつ走り
ます。みんなが走るには何組できますか。 

１年 １５人 

２年 ２０人 

３年 ２４人 

４年 １３人 

５年 ２２人 

６年 １７人 

 余りが違っても、
テーブルは１つ増
やすといいんだ。 

余 り の 人
も 走 る か
ら 

子ども ○○○○ 
○○○○ 
○○○○ 
○○○○ 
○○○○ 
○○○ 

 

１組 

２組 
３組 
４組 
５組 
３人１組で
走るよ。 

６人ずつテーブル

について給食を食

べます。学年ごとに

必要なテーブルの

数を考えましょう。 

 ３年はちょうど
わり切れるから、
余りを考えない
でいいよ。 



 

  事例１１ 単元「３けたの数の計算を考えよう」 

      活用力を育む授業展開 
                       算数 第３学年 

                       中能登町立越路小学校  

 

 

１ 事例の概要 

本校では、これまで、主に算数科を中心とし、「朝自習での漢字や計算の反復学習」「個別指導」

「習熟度別少人数授業」などのきめ細かな指導を通して、基礎・基本の定着を図ってきた。学力テ

ストの結果を見ても、少しずつその成果が感じられる。しかし、身につけた基礎的な力を使って新

たな課題に挑戦したり、話し合い活動において自分の考えや思いを表現したりする意欲に乏しい子

どもたちの姿が課題となっていた。 

そこで、子どもたちのこうした現状を踏まえ、研究主題を「自ら考え 生き生きと表現する子～書

く活動を通して～」と設定した。これまでの基礎・基本を大切にする考え方を継承し、それを活用

する力へとつなげ、さらに「生き生きと表現する子」の育成をめざしていきたい。 

 

 

 

２ 実践内容 

 (1) 単元の目標 

本単元では、第２学年で学習した２位数の加法、減法計算をもとにして３位数の加法や減法の 

筆算のしかたを児童自らが考え出すことができるようにすることをねらいとする。 

 

(2) 指導上の工夫点 

① 指導法の工夫 

ア 本単元では、筆算の原理や手順を作業的な活動を取り入れたり、図や操作と式・言葉など

と関連付けてまとめたりして、３位数の加減計算のしかたについての理解の定着を図ること

が大切である。そのために、２学年で学習した２位数同士の加減筆算のしかたで、位をそろ

えて書くことや一の位から順に計算する、繰り上がり、繰り下がりに気をつけるという筆算

のキーワードをいつでも活用できるようにする。 

イ 何百や何百何十という数で答えを見積もることで大きな計算ミスが防げることも今後の計

算活動でいかせることを感じさせたい。また、４位数以上の筆算も３位数の加法及び減法の

筆算方法と関連付けることで類推的に考え、同じ手順で計算できることを見いだしていきた

い。 

② 算数的活動の工夫 

ア ４月当初より、問題解決の過程において、図、式、ことばを使っての自力解決のために、 

各自にＡ３版の発表ボードを利用してきた。お互いの考え方が視覚的に理解することができ、 

他の児童にも見比べて考えることが期待できる。 

 

 

Ａ―１ 学校研究 Ａ―２ 研究構想図 Ａ―３ めざす児童像 

Ｂ―１ 単元計画・評価計画 Ｂ―２ 筆算のキーワード 



３ 指導の実際 

学習活動と予想される児童の意識の流れと表現 時 ・支援  □評価 
★書く活動での支援 

１ 課題をつかむ 
 
 
  ・代金だから２つのお金をたせばいい 
  ・３６５+４７２ ３けたのたし算だ 

＜３６５+４７２の筆算のしかたを考えよう＞ 
２ 考える（自力解決） 
  ・だいたい７００円か８００円くらいかな 

・十の位にくり上がりがありそうだ 
３ 各自の考えを発表し、検討する 
     １くりあがり 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
15 
 
 
 
15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・前時の学習との違いに気づ
かせ本時の題意をとらえ
る 

 
 
・大きな間違いを避けるため
に百の位に注目し答えの見
積もりをもたせる 

 
★２位数での筆算の手順を
想起させたり何の位に繰
り上がりあるか着目させ
たりする 

★図と筆算をセットにして
考えることができるよう
なワークシートを準備し
たい 

考２位数の加法の筆算の原
理・手順をもとに、3位数
の加法の筆算のしかたを
考えている 

【ワークシート・発言】 
 

 

 

 

 

４ 成果と課題 

(1) 成果 

① 書くことの習慣化によって、考えを文章や図・式・言葉に表すことへの抵抗が少なくなってき 

た。また、「書くこと」で、自分の考えが明確になったり、逆にあいまいな点や矛盾点に気づく

児童が出てきた。 

② 問題解決の場において、発表ボードを利用した結果、３位数の加法及び減法の筆算方法を他の 

児童の方法と比較・検討することで、同じ手順で計算できることを見いだし、筆算方法の理解を 

確実なものにすることができた。 

 

(2) 課題 

① 言語活動を活性化させるために、筋道を立てて考え、その考えを表現する能力が問われている。 

そのためには、考えて書く、また、書いてから考えるなど、図・式・言葉の活用を日常化させる 

必要がある。 

 

Ｃ―１ 算数科指導案 

３６５円のペンと４７２円のふでいれを買い
ました。代金はいくらですか。 

３６５ 
 ＋４７２ 
  ８３７ 

百 十 一 
 
 
 
 

  

   

・まず一の位から計算します 
 ５＋２＝７ 
・次に十の位を計算します 
 ６＋７＝１３で１を百の位

にくり上げます 
・最後に百の位を計算します 
 くり上げた１と３と４をた

します １＋３＋４＝８ 
答えは ８３７です 

Ｄ―１ １年国語科指導案 



 

 

 

 

 

 

１ 事例の概要 

  本校では研究主題『自ら考え、学び合う子をめざして』のもと、書くことを通して考える力を育

てることを中心に授業改善に取り組んできた。昨年度から活用力向上モデル校の指定を受け、これ

までの課題解決型授業を既習の活用という視点で見直し、既習の何をもとに課題に対する考えをも

たせていけばよいか（既習アイテム）、本時の学習で得たことが次のどの学習でどう活用できるか（獲

得アイテム）を明確にした。さらに授業の中で、どういう学び方をしたら課題解決できたのかを振

り返らせることで、児童にも活用を意識付け、次の学習での活用につなげるようにした。アイテム

を意識することで、児童に学び方や思考力が育ち、書く活動を重視することで表現力や思考力が育

つと考え、授業実践を重ねてきた。 

本事例は、単位の学習や長方形・正方形の学習、かけ算の学習を既習アイテムとして、面積の求

め方を工夫して考え、言葉や図、矢印、式などで自分の考えをわかりやすく伝えようとする子の育

成を図ったものである。 

 

 

 

２ 実践内容 

(1)  単元の目標 

・長方形や正方形の面積を表すことに関心を持ち、公式を理解する。 
・公式を使って工夫して面積を求めることができる。 

 

(2) 指導上の工夫点（視点） 

① 課題に対して自分の考えをもつために 
・既習の長さ比べや角の大きさ比べを想起させるようにしたり、長方形の面積を求めるには

何が分かればよいか問いかけたりして、課題に対しての見通しがもてるようにする。 

・少人数コースでは、児童の実態に合わせて問題の辺の長さを吟味する。どんどんコースで

は長方形・正方形の面積の公式の有用性に気付かせるために辺の長さを長くする。じっく

りコースでは、計算に抵抗のある児童にも計算しやすい長さにする。 

・長方形や正方形の性質や前時までの学習内容（アイテム）を掲示しておき、どれが使えそ

うか見通しをもたせたり、どれを使って考えたか確かめたりできるようにする。 

・自分の考えをもたせるために、児童の実態に合わせてワークシートを用意する。図形に直

接１ｃ㎡のマス目が入っているもの、図形の外側にマス目が入っているもの、図形だけの

ものの３種類である。できるだけ児童に選ばせるようにするが、机間指導する中で、実態

に合ったワークシートを勧めるようにしていく。 
② 算数的活動の充実 

・面積の量感を育てるために、第一次では１ｃ㎡の敷き詰めを行ったり、図形に色を塗った

りする。大きな面積では、新聞紙で１㎡を作りそれを敷き詰めてプレールームの面積を確

かめたり、体育の時間には１ａのコートでドッジボールを行ったりする活動を取り入れる。 

・Ｌ字型やコの字型の面積を求める際には、補助線を引くだけでなく、実際に切ったり、移

動したり、つけ足したり、２倍にしてみたりと具体的な操作を通して確かめさせ、図形に

事例１２  単元「面積」 

既習を生かして考え、わかりやすく伝えようとする子をめざして 

算数 第４学年 

かほく市立外日角小学校 

Ａ－２ 算数科の基本的な学習過程 Ａ－１ 活用力育成をめざす授業のモデル図 



〈L字型やコの字型、十字型の面積を求めるにはどうしたらよいかな〉 

・いろいろな考え方に挑戦しようと投げかけたので、次の５通りの考え方が出てきた。 

Ａ・Ｂ…２つの長方形にわける。    Ｃ…大きな長方形からいらない部分をとる。 

Ｄ…分けてずらして一つの長方形(正方形)に変形する。 

Ｅ…２つ合わせて面積が２倍の長方形にする。 

Ｄ・Ｅの考え方は児童が途中までしかできていなかったので、全体に問いかけながら、

たて・横の長さがどう変わったかを押さえて、式を作っていった。Ｅの考え方は、もと

のＬ字型の２倍の面積だから半分にするために２で割るところが難しかったようだ。 

・拡大図を使って説明させたので、色分けしたり、番号をつけたり、矢印をかいたりする

と分かりやすいということがとらえられた。また、説明の後で、それぞれの方法に簡単

な名前をつけていったが、そのことは適用問題で有効であった。 
・どのやり方にも共通していること「どれもたて×横の公式を使っている」「長方形に変形

して計算している」から、Ｌ字型の面積は、分割したり、移動したり、２つ合わせたり

して長方形にすれば、面積公式を用いて、その差や和や商で求めることができるとまと

めることができた。 

ついての感覚を育てられるようにする。切って組み合わせて既習の図形に変形する活動が、

５年生のいろいろな面積を求める学習につながると考える。そのために、操作用の図形の

準備を心がける。 

③ かいたものをもとに伝え合うために 

・発表用の拡大図形を用意し、操作したり指し示したりしながら説明できるようにしたり、

１ｃ㎡や長方形のたて・横、正方形の一辺など、既習事項を掲示しておき、既習の算数用

語を使って説明したりできるようにする。 
・式や図をかいた児童に説明させるだけでなく、ほかの児童にも説明させることで、理解を広

げるようにする。 
 
３ 指導の実際 

 

 

 

 

４ 成果と課題 

(1)  成果 

① 算数的活動を取り入れ、既習アイテムの掲示や個に応じたワークシート等も工夫して学習を

進めたことで、どの児童も課題に対して意欲的に自分の考えをもつことができた。 

② 各自がかいたもの（拡大図）を使って、自分の考えや他者の考えを説明する活動を通して、考

えをわかりやすく書く力や説明する力、すなわち表現力が育った。 

 
(2)  課題 

① ２けたのかけ算の筆算など、単元の学習に必要な既習事項についてのレディネスを把握してお

き、十分使えるように補充しておく必要がある。 

② 習熟度別コースの児童の実態に応じた問題や課題の設定の仕方や、効果的なワークシートの在

り方をさらに工夫していく必要がある。 

③ より多くの児童が、かいたものを生かして自分の考えをわかりやすく説明できるように、ペア

学習やグループ学習を取り入れていく必要がある。 

Ｃ－１ 指導案 



事例１３  単元「概数の表しかた」 

見積もりのしかたを考えよう！ 

算数 第４学年 
能登町立宇出津小学校 

 
１ 事例の概要 

  全国学力・学習状況調査及び県基礎学力調査の分析の結果、本校では基礎的・基本的知識・技能

の習得は概ね良好であるが、知識・技能を活用する力が不足しており、文章を読み取る力、情報を

もとに予想する力、考えをまとめて記述する力が課題となった。そこで、今年度は「書く活動」を

中心として「活用力」の育成に取り組んでいくことにした。 
  研究仮説を「各教科において、知識・技能を活用する場面で、ノート・ワークシート上に、自ら

記録、要約、説明、論述などの書く活動を行うようにすれば、めざす子どもが育つであろう」と設

定した。そこで、算数科では、「記録・要約・説明・論述」の具体化として、ノート・ワークシート

で、課題・問題→自力解決→学びあい→まとめ→練習の学習過程の中の自力解決場面で、自分の考

えを、絵や図、文・表などで表すことを重視して取り組んだ。また、単元末に「学習レポート」を

書くことによって学習内容の習熟と整理・要約して書く力の育成を図った。 
 
Ａ－１ 学校研究 

 
２ 実践内容 

 (１) 単元の目標 

     概数や概数を用いた和差積商の見積もり方を理解し、目的に応じて概数を用いたり、見積

もりをしたりすることができる。 

 

 (２) 指導上の工夫点 

    ① 指導法の工夫 

      ・自分の考えを絵や図、表、文で書く力の育成 

      ・単元末における学習レポートの作成 

      ・コースの実態に応じた課題の設定 

      ・コースの実態に応じた発展学習や補充学習の工夫 

      ・学習を振り返ることができるノート指導 

・児童の学習意欲を喚起するための導入及び素材の工夫 

    ② 算数的活動の工夫 

      ・自分の考えを文で書く場の設定 

      ・児童の身近な日常生活から導入や課題を設定 

    ③ 学習定着のための工夫 

      ・単元末に発展学習を設定 

      ・児童の実態に応じた家庭学習の工夫 

      ・少人数教室の環境づくり 

 

Ｂ－１ 指導上の工夫 

 

 



３ 指導の実際 

学習活動 時間 教師の働きかけと予想される児童の考え 支援（☆）評価（◎）評価方法（□） 

1.課題をつ

かむ 

５ ・イラストの中から自分の買いたいものを

選びだいたいいくらになるかを考える。 

・イラストを提示する。 

・「見積もる」＝「見当をつける」 

 「たし算の答え」＝「和」というこ

とを確認する。 

2.課題を追

求する 

30  ・概数にする方法には、四捨五入が

あることを確認する。 

 

 

 

 

・お姉さんとお母さんはどのような

考えで概数にしているのかを、ノ

ートに書くように促す。 

 

 

 

・概数の表し方に、四捨五入のほか

に「切り捨て」「切り上げ」がある

ことを知らせる。 

 

Ｃ－１ 指導案 

 

４ 成果と課題 

(１) 成果 

   ① 指導法の工夫 

     児童アンケートの結果、「自分の考えを書いたり、自分の考えを絵や図で表したりすること」

ができるようになったかという問いでは、「できるようになった」「少しできるようになった」

を合わせると９０％近くになった。これは、書く視点を明確にして、書く形式を決めたことに

よって、書くことが苦手な児童の書くことに対する不安を軽減したからではないかと考える。 

   ② 算数的活動 

     上記と同様に行ったアンケートでは、「書くことが好きになった」と答えた児童が半数をこ 

えた。身近な日常生活から課題設定などをしたことで抵抗なく学習に取り組めたと考える。 

      ③ 学習定着のための工夫 

     少人数学習室を固定化できたことにより、課題の提出、座席、掲示など少人数学習室として

の環境を整えることができた。 

 

 (２) 課題 

    絵や図、文などで表すことはできるようになってきたが、それをもとに説明する力、発表す

る力が不足しているので、発表の型を作りそれをもとにして説明する力をつけるなどの工夫が

必要である。また、発展コースにおける発展問題の内容、指導法をさらに工夫し、児童の「活

用力」の育成を図っていかなければならない。 

目的にあった見積もりのしかたを考え

よう。 

＜だいたいいくらになるかな＞ 
１７２＋１８９＋１３７ 
 ↓   ↓   ↓ 
２００＋２００＋１００＝５００ 

お姉さん 
＜「1000 円でたりるかな？」＞ 
１４５＋２９０＋４２８ 
 ↓   ↓   ↓ 
２００＋３００＋５００＝１０００ 

お母さん 
＜「1000 円をこえるかな？」＞ 
２４６＋３７５＋５１８ 
 ↓   ↓   ↓ 
２００＋３００＋５００＝１０００ 



 
 
 
 
 
 
 
１ 事例の概要 

  昨年度より本校は、県の『児童生徒の「活用力」向上モデル事業』の指定を受け、「活用力」（思

考力・判断力・表現力）の向上を目指し、授業の改善に取り組んできた。 
  本校の児童は、県の基礎学力調査や全国学力・学習状況調査の分析の結果、基礎基本の学習につ

いては概ね定着しているものの、テキストを読解し、自分の考えやそう考えた理由を書くような活

用を問う問題に対しては、無解答率が非常に高くなる実態が明らかになってきた。 
  そこで、本校では、研究主題を『知識や技能を身に付け、生活や学習に活かす子の育成』とし、

副題を「自分の考えを持ち、たがいに学び合う活動を通して」と定めた。また、目指す児童の姿を

「自分の考えを持ち、相手にわかるように伝えようとする子」として、授業改善に努めている。「相

手にわかるように伝える」ことを前提として、「自分の考えを持つ」必要性がある。本校では、１学

期から「書く」ことを中心として、自分の考えを持つ取組を行ってきた。書くことによって、自分

の考えをまとめ、自信を持ってそれを表現できる児童を育てていく。そのことで児童同士の意見交

流を活性化し、「活用力」を向上させることがねらいである。 
  今回の事例は、児童が既習の中から必要な材料を選ぶことで、自分の考えの根拠をしっかり持て

るようにし、どの既習を活用して解いたかを意識して発表することで、互いの考えを伝え合うこと

ができるように取り組んだ実践である。 
 

Ａ－１ 研究主題     

      
２ 実践内容 

 （１） 単元の目標 

     ・垂直、平行や台形、平行四辺形、ひし形の性質を既習の図形の性質をもとに調べようと

している。                    （算数への関心・意欲・態度） 
     ・辺の並び方、辺の長さ、角の大きさに着目して、四角形の性質について考える。 
                                    （数学的な考え方） 
     ・垂直、平行や台形、平行四辺形、ひし形を弁別したり、かいたりすることができる。 
                            （数量や図形についての表現・処理） 
     ・垂直、平行や台形、平行四辺形、ひし形の概念とそのかき方を理解する。 
                            （数量や図形についての知識・理解） 
 （２） 指導上の工夫 

    ① 自分の考えをもつために 
     ・本時の課題は、これまでに学習した平行四辺形の定義や性質、平行な直線のひき方、また

前単元までに学習した角のかき方やコンパスの機能など、いろいろな内容を利用すること

ができる。そこで、解決に生かせそうな既習内容を、「これまで」として黒板に掲示して

おき、課題解決へのヒントとした。 
    ② 相手にわかりやすく伝えるために 
     ・どのような既習内容を用いてどの部分をかいたのかを記述することや、どのようにすれば

Ａ－２ 研究構想図 

事例１４  単元「垂直・平行と四角形」 

「平行四辺形はどうすればかけるのかな」 

算数 第４学年 
輪島市立大屋小学校 

Ａ－３ 研究組織     

 



わかりやすく説明できるかを意識させながら取り組ませた。そのために、考えを箇条書き

にすることや、順序を表す言葉を用いて自分の考えを書かせた。 
     ・自分の考えを発表する場では、実物投影機やスクリーンを用いて手元を大きく写し、どの

ような手順でかいたかをわかりやすくした。また、その考えが他の児童と比べられるよう

に、黒板に残るようにした。 
 

 
 

 ３  指導の実際 

学習内容 教師の働きかけと児童の意識の流れ 支援○ 評価◎ 留意点・ 
活用力向上の手立て☆ 

３ 課題について見

通しをもち、自

力解決する。 

◇ここからは自分で考えて、平行四辺形を完成

させよう。 
・平行四辺形は向かい合う辺の長さが等しいか

ら、コンパスの長さを写し取るはたらきを使

ってかこう。 
 
・平行四辺形は向かい合う辺が平行になってい

るから、三角定規二枚を使って平行な直線を

かいて完成させよう。 
 
・平行四辺形は向かい合う角の大きさが等しく

て、向かい合う辺の長さも等しいから、分度

器を使って角度をはかって、ものさしで長さ

をはかってかこう。 

・必要な道具は、自分で選び

用意させる。 
・考えた方法は、箇条書きに

してまとめさせる。 
◎平行四辺形の特徴や性質を

用いて、平行四辺形の作図

の仕方を考えている。 

［数学的な考え方］ 

（ノート） 

○平行四辺形の定義や性質を

想起させ、それを利用する

ように助言したり、ヒント

カードを与えたりする。 

○かき方の説明をさせたり、

別のかき方も考えさせたり

する。 

 
 

Ｃ－１ 指導案 

 
４ 成果と課題 

 （１） 成果 

    ・既習内容である平行四辺形の定義や性質をしっかり意識し、三角定規を用いて平行な直線

をひいたり、分度器を用いて角度をかいたりして平行四辺形をかくことができた。 
    ・考えたかき方の手順を箇条書きにしたり、順序を表す言葉を使って書いたりすることで、

自分の考えをわかりやすくまとめられるようになってきた。また、言葉だけでなく、簡単

な図をかくことで、さらにわかりやすくしようとする児童もみられた。 
 
 （２） 課題 

    ・ノートに自分の考えをかけていても、それに自信が持てないために発表しようとする児童

が少なかった。また、発表の声が小さく、全体になかなか広まらない。 
    ・友だちの考えに対して質問したり、自分の考えを述べたりするという子ども同士の高めあ

いが見られないので、発言をつなげていく取り組みをしていかなければならない。 

Ｂ－１ 単元計画 



 
 
 
 
 
 
 
 
１ 事例の概要 

 学校研究や全国学力調査・県基礎学力調査・学力到達度テストの結果から、計算や漢字の読み書

き、教科の基礎的知識や技能などの基礎的な学習内容については、より定着度が増したようである。

しかし、文章を正確に読み取る力や数学的な考え方、考えをまとめて書く力が、まだ弱いことが分

かった。そこで、本校では研究主題を「活用力の向上をめざして（サブテーマ：学んだことを活

かした授業づくりを通して）」とし、国語科と算数科を中心にして研究に取り組むことにした。 

 本事例は、課題を解決するために必要な既習を明確にし、まとめの段階ではどの既習を活用したか

を意識できるように工夫している。また、「考える力・表現する力」を向上させるため、切り返しの

発問や他者説明などを意識的に取り入れた実践となっている。 
   
 
 
２ 実践内容 

(1) 単元目標 

・身の回りの図形の見方に関心をもち、敷き詰めなどの操作活動を通して、そのよさや美しさ

がわかる。                           （関心・意欲・態度） 

・敷き詰めなどの操作活動を通して、三角形や四角形の角の大きさについて考えることができ

る。                                (数学的な考え方) 
・三角形の内角の和のきまりを適用して、いろいろな問題を解くことができる。 

   (表現・処理)                                              
・三角形や四角形の角の大きさについて知る。                （知識・理解） 

 
 (2) 指導上の工夫点 

① 宝箱の活用 
本時の課題を解くにあたって、既習の何が活用できるのかを考えさせる。多角形の内角の和を

求める際には、既習の三角形が活用できることを確認し、解決の見通しをもたせたい。 
② 話し合い活動の重視 

他者説明を取り入れ、友達の説明を聞いて、分からないことや分かったことを話し合う。話し

合い場面では、できるだけ自分たちで進めていくような形態をとりたい。また、それぞれの意見

のグループ分けをしたり、ネーミングをしたりしながら共通点や相違点についても話し合いたい。

さらに、児童の思考を深めるような発問を投げかけるように心がけたい。 
③ まとめの重視 

授業の最後に、本時の課題はどのようにしたら解けたのか、既習のどの知識を活かして解けた 
のかを聞きたい。今までに身につけた知識や技能が、課題解決にどうつながったのかを確認する。 
④ 板書の工夫 

    授業が終わった後に、1 時間の流れが分かるような板書の工夫をする。授業の最後のまとめの

有効な手だてとなるようにしたい。 

事例１５   単元「三角形の角を調べよう」
 

五角形の内角の和の求め方を考えよう 

算数 第５学年 

宝達志水町立志雄小学校  

Ａ－１ 学校研究 Ａ－２ 研究の構想図 Ａ－３ 問題解決的な学習 



３ 指導の実際 

 

 

４ 成果と課題 

(1)  成果 

・宝箱を使うことで、既習の三角形や四角形に分ければいいことに全員が気づくことができた。 
・話し合いの場面では、式から五角形をどう分けたかを考えさせることでいろいろな分け方が

あることに気づくことができた。また、友達の考えにつなげて話し合うことができた。 
 

(2) 課題 

    ・ゆさぶり発問は良かったが、時間がなく、全体で話し合うことができなかった。前半部分を

もっと時間をかけないような工夫が必要である。 
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指導上の留意点 

・支援 ○評価 
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め 
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３ 自分の考えをもつ。 

・対角線で三角形に分けて・・・ 

・対角線で三角形と四角形に分けて・・・ 

 

４ 全体で話し合う 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・どの解き方も、今までに学習した三角形や四角形の内

角の和を使っている。 

 

５ 本時のまとめをする。 
 
 

 

10 
 
 
 
20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

○三角形や四角形の角の大きさの

きまりに着目して、五角形の内

角の和を考えることができる。 

・自力解決できない児童には、ヒ

ントとなる対角線をかくなど個

別支援する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・何を活用して本時の課題を解決

したのか、自分なりにノートに

まとめさせる。 
三角形や四角形の内角の和を活用すれば、五角形

の内角の和を求めることができる。 

３つの三角形に分けて 
１８０×３＝５４０ 
     （５４０度） 

三角形と四角形に分けて 
１８０＋３６０＝５４０ 
     （５４０度） 

※２つの四角形に分けて 
３６０×２＝７２０ 
７２０－１８０＝５４０ 
     （５４０度） 

【思考力・表現力をつけるため

のポイント】 
・他者説明を取り入れ、友達の

説明とつなげながら意見を

交流させる。 
・図と式をつなげて説明させ

る。 
・「２つの四角形に分けて」な

ど、五角形の内角以外の計算

が入っているような解き方

も扱う。 

Ｃ－１ 指導案 Ｃ－２ 指導の実際 



１ 事例の概要

昨年度は、主題「よく聴き、よく考え、わかりやすく話す子」の育成をめざし、「基礎的・基本的

な知識・技能の習得と活用」を研究した。結果、習得させたい基礎・基本となる知識・技能を明確

にした授業を展開できるようになってきた。また、問題解決的な学習において既習や前時内容の活

用を意識させるように取り組み，児童に学習の見通しを立てさせて思考力・判断力・表現力を育む

学習活動を充実させてきた。反面、各種学力調査結果から、数学的な考え方と考えを書いて伝える

力を向上させていく必要を学校全体で共通理解した。

こうした成果と課題から、今年度は、言語活動と学習のまとめ（一般化や適用問題による確実な

理解定着）の充実を図ることで、「習得と活用の喜びを実感できる授業づくり」に取り組んだ。

２ 実践内容

(1) 単元の目標

既習の面積公式をもとに、三角形、平行四辺形、台形、ひし形の面積を工夫して求め、公式を

考え、三角形、四角形の面積の求め方を理解する。

(2) 指導上の工夫点(視点)

① 基礎・基本の習得と活用

ア 習得と活用の手立て

・＜考えを進める手がかり＞

・＜算数宝箱＞

イ 授業のパターン化

・習得型・活用型の授業パターン

② 言語活動の充実

ア 身につけさせたい算数的な表現の明確化

・単元指導計画

・学習のまとめ方の工夫

イ 伝え合う活動の工夫

・復唱・代打説明・リレー発表

③ 望ましい学習習慣の形成

ア 学習ルール

・「あいうえお」のルール

イ 自学ノートでの作問

Ａ―３ めざす具体の姿Ａ―１ スタートライン Ａ―２ 構想図 Ａ―４ つけたい活用力

Ｂ―１ 単元計画 Ｂ―２ 指導法と評価の工夫Ｃ→Ａ→Ｐ Ｂ―３ 指導法と評価の工夫 Ｄ

事例１６ 単元「面積」

台形の面積の求め方を考えよう

用語や図を使って説明できたよ！

算数 第５学年

志賀町立富来小学校



まとめる場面

提示の台形の頂点をＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄとつけてあったことで、２つの考えの言葉の式が＜辺ＡＤ＋辺Ｂ

Ｃ・・・というように表現できた。言葉の式では三角形分割と倍積変形の式の優劣はつけられない様子

だったので、構成要素の辺の数値を与え計算させたところ、計算の簡単さから倍積変形に軍配が上がり

「上底」「下底」「高さ」の用語を教えたところ、すんなり公式が決まった。その後、黒板に採用しなか

った方法（等積変形・三角形と長方形への分割）についても児童のノートで紹介した。適用問題・ゆさ

ぶり問題共にできた。時間があったので、予定していなかった感想発表を求めたところ、考え方のこと

で用語を使った感想が続いた。

３ 指導の実際

４ 成果と課題

(1) 成果

① 基礎・基本の習得と活用

問題解決の際、＜考えを進める手がかり＞から、「似ている問題」を想起し、「困ること」を

明確にし、＜算数宝箱＞にある「習ったことを使う」という見通しをもって考えを進められる

ようになった。また、習得型・活用型それぞれの授業として、何を主な評価規準とする時間か

により、終末に適用問題や作問に取り組むのか、ふり返りを記述するのかを明確にして指導す

ることができた。児童に学習のゴールを明示したことでより成就感をもたせることができた。

学力テスト結果で、5学年６学年ともに経年比較で知識・理解３％､数学的な考え方で８％の

伸びがあった。

② 言語活動の充実

単元計画で、身につけさせたい算数的な表現を明示したことにより、考えの図化や用語を用

いた説明が充実してきた。授業では、自力解決と説明・意見交流の場面でその姿が十分に見ら

れた。特に、黒板に採用された考えの代打説明やリレー発表、復唱が展開し、児童の活動量を

確保できるようになった。また、終末の学習のまとめでは、「わかった！」の後に使えばいいキ

ーワードについて、児童の間から身につけた用語などが自然に出てくるようになった。

③ 望ましい学習習慣の形成

授業終末での作問の取り組みにより、自学ノートでその日習得した内容に関する作問を書い

てくる児童が全校的に増加した。また、「あいうえお」のルール徹底により「聞く」力が向上し

たことで「話す」ことの意欲が増し、課題であった発表時の声の小ささが全校的に改善された。

これは研究発表会での授業公開後、各分科会で挙げられた成果の一つである。

(2) 課題

算数科で定着した前掲の指導法を他教科へ広げていきたい。

Ｃ―１ 指導案 Ｃ―２指導の実際

Ｄ―２ めざす姿の現地点 Ｄ―３ 子どもの姿ビフォーアフターＤ―１ めざす姿の９月地点

学び合う場面 自力解決後、ペアによる伝え合いで、長方形への等積変形は消え、倍積変形と三角形分

割が残った。また、三角形と長方形への分割の考えも、計算が煩雑ということで消えていった。計画通

り、三角形分割と倍積変形の考えを黒板に採用した。「対角線」「分割」「2 倍」「変形」などの算数的な

表現がよく説明に使われた。代打説明・リレー発表・復唱で児童は自らの出番を見つけていた。



 
 
 
 
 
１ 事例の概要 

本校は，平成２０年度「全国学力・学習状況調査」の結果は，算数科のＡ、Ｂ問題とも全国の正

答率を上回っていたが、分析すると「自分の考えをまとめて書いたり、分かりやすく説明したりす

る力や、複数の資料を読み取り情報を選択して活用する力が十分とはいえない」という課題が見ら

れた。そこで、学び合いの授業づくりを中心に、授業を支える力の育成、家庭、他の小学校、中学

校との連携を研究の柱に、算数科において活用力向上のための授業改善に取り組んだ。内容として

は、各単元でつけたい力を明確にして、問題や課題設定の仕方を工夫したり、算数的活動を取り入

れたりしてきた。その結果、児童は考えることを楽しみ、様々な考えを学び合うことができ、思考

力・判断力の育成につなげることができた。また、「聞く」ことを重点に授業規律の確立に努め、

表現する場を授業の中に設定し、自分の言葉で説明することや振り返りを大切にしてきたことで表

現力も育ちつつある。しかし、考えを分かりやすく書いたり説明したりする力、情報を選択して活

用する力は十分とは言えない。 

本単元は、課題解決のために既習事項を活用し、見通しを持って考えること、考えたことを図や

式で分かりやすく表現したり相手に説明したりすること、そして、本時の学びを活用する適用題を

工夫することをねらいとして取り組んだ。 
 
 

２ 実践内容 

(1)  単元の目標 

体積の普遍単位㎤，㎥を知り、直方体や立方体の体積を求めることができる。 

 

(2) 指導上の工夫点 

① つけたい力を明確にする 

・活用力の４つの観点に即して、どの学習でどの活用力をつけるのかを吟味し、活用力向

上のための手立てを明確にする。 

② 見通しを持って考えるための工夫 

・複合図形の立体の体積を求めるためには、公式がそのままでは使えず、直方体（立方体）を

作って考える、という見通しを持たせる。 
・図形に補助線を入れるなどして体積の求め方を工夫させる。 
・どの辺の長さに着目すればよいか、必要な情報を取得し、体積を求めさせる。 

③ 考えさせる場,学び合う場の工夫 

    ・図、言葉、式を用いて筋道を立て説明させる。 
    ・友達の説明を聞き、それを踏まえたうえで自分の考えを説明させる場面を作る。  

④ 学習内容の定着を図る適用題の工夫 

    ・身近な校舎の体積を求める問題に取り組ませる。 
    ・写真や模型を見せ、複合図形をイメージさせる。 

 

 

 

 

事例１７  単元 「体積」 
   体積の求め方を工夫しよう 

算数  第６学年 

川北町立橘小学校    

Ａ－１ 学校研究 



８ｍ 

３ 指導の実際 

学習活動  ・児童の活動 指導上の＊留意点、活用力★ 
４ 適用題を解く 
○校舎の体積を求める 
・L字型の求め方がつかえるな。 

・直方体や立方体に直して計算 

できるな。 
○考えを発表する。 
・切ってたす 
 
 
 
 
 
 
 
 
移動 

★L 字型の立体の体積の求め方

を活かし、校舎の体積を工夫

して求めさせる。 
②情報の整理選択 

③論理、発展 

 
＊写真や模型を見せ、複合図形
をイメージさせる。 
 

＊考えを黒板で整理する。 

 

 

４ 成果と課題 

 (1) 成果 

  ① 既習事項を活用し見通しを持って解決 

４年生の面積の求め方や、直方体(立方体)の体積の求め方などの既習が定着しており、それ

を活用して、見通しを持って解決できた。前時までに学習したことを前面掲示板に貼ってあっ

たことも有効に働いた。 

  ② 学び合いの向上 

     各自が考えを発表する際には、友達の考えと関連付けて発表し「切ってたす」「つけたす」 

「移動」の３つの考え方に分類することができた。同じ考え方をした児童に挙手させ、個々の 

考えを分類して確認することで、直接発表する機会がなくても、授業への参加意識が高まり、 

学び合いの学習とすることができた。 

  ③ 活用力を高める適用題 

     本時の学習を活用する適用題として、日常生活との関連も考えて校舎の体積を求めさせた。 

    Ｌ字型が含まれること、また、変形移動により多様に考えられるという点から、長さという情

報の整理選択、論理、発展的な考え方を育てる適用題として、とても効果的であった。何より、

児童の身近にあるもので意欲的に取り組むことができた。立体模型を準備したことでさらに意

欲が高まった。 

 

  (2) 課題 

① 児童の気づきを引き出し、学び合いを深めるために、児童の意見をつなげる教師の待ちの姿勢

を大切にする。 

  ② 活用力向上につながる学習課題を工夫し、授業展開を吟味しながら進める。 

８

Ｃ－１ 指導案 Ｃ－２ 指導上の工夫 

校舎の体積をもとめよう 

ア Ｌ字型と直方体に分ける。 
  Ｌ字型を横に切ってたす。 

イ Ｌ字型と直方体に分ける。 
  Ｌ字型を縦に切ってたす。 

ウ Ｌ字型と直方体に分ける。 
  Ｌ字型を縦に切って玄関を

上に持ってきて考えた。 

エ Ｌ字型と直方体に分ける。 
  Ｌ字型を縦に切って上に移動

し、大きな直方体にくっつけ、

１本の直方体にして考えた。 

８

８ ８



 
 
 
 
 
 
１ 事例の概要 

  「活用力」向上モデル事業の指定を受けて、知識・技能を活用し、課題を解決するために必要な

思考力・判断力・表現力を活用力ととらえ、その育成を図ることを研究の中心にして進めることに

した。また、活用力を向上させることが確かな学力向上につながるものと考える。 

  児童の実態を見ると、課題に対して真面目に取り組むことができる反面、意見を出し合い、話し

合いながら考えることに苦手意識を持っている子が多い。また、学力調査から、知識・技能を「活

用して考える」「目的や課題に沿って表現する」「問題解決に必要な情報を整理し、思考・判断し表

現する」ことに弱さが見られた。授業では、学んだことを活かして、理由や根拠を明らかにしなが

ら自分の意見を述べることができる児童が増えてきた。しかし、友だちの意見と比較して考える、

多面的に考えるなど深まりのある学び合いには至っていないのが現状である。 

  以上の実態をふまえ、活用力の向上をめざすためには、単元と単元の横のつながり、前学年から

の縦のつながりを意識して単元計画を立てることが大変重要である。また、本事例では、そのねら

いに迫るために「考える場・考え合う場」での「活用している子どもの姿」を具体的に位置付け、

そのために必要な手立てや支援を工夫しながら取り組むことにした。 

 

 

２ 実践内容 

(1) 単元の目標 

おもりを振ったときの運動に興味をもち、振り子のおもりの重さや糸の長さ、振れ幅などを変

えて調べ、振り子は糸の長さによって１往復する時間が変わることをとらえるとともに、ものの

運動にかかわる条件を制御しながら規則性を追究する能力を育てる。 

 

(2) 指導上の工夫点（視点） 

① 指導法の工夫 

・ふりこの１往復する時間を変えるには何を変えたらよいかを子どもの発想で考えさせ、意

欲・関心を高めさせる。 

・子どもの問題意識に沿った単元の見通しをもたせることで、主体的な追究活動をさせる。 

・「ふりこの規則性」を追究することを単元のめあてとし、課題解決の喜びを味わわせる。 

② 活用力育成のための工夫 

・本単元における「活用力を育成する授業づくり」および「活用している子どもの姿」を指導

案に明記して活用力育成を図る。 

・「条件制御を行って実験方法を考える」では、変える条件と変えない条件を画用紙に書いて

黒板に貼り、その時間の制御する条件は何であるか明確にして実験をする。 

・表を使って、ふりこが１往復する時間の数値を定量的にとらえたり説明したりするよさを実

感させる。 

・「結果を説明する」「予想と比べて結果を話す」「実験道具を使って説明する」「用語を使って

説明する」などの場を設定し、表現力の育成を図る。 

Ｂ－１ 指導法の工夫  Ｂ－２ 単元計画・評価計画 

Ａ－１ 学校研究 

事例１８  単元「おもりをふったとき」 

表を使って実験結果を説明しよう！ 

理科 第５学年      

白山市立千代野小学校   



Ｃ－１ 指導案 

３ 指導の実際 

 
 
４ 成果と課題 

(1)  成果 

① 単元のめあてや追究の見通しを持った主体的な活動 
ふりこが 1 往復する時間を一人一人が正確に測れるようになると、1 往復する時間を変えるた

めの条件が子どもから出てきた。おもりの重さ、糸の長さ、振れ幅の 3 つの条件をどれから調

べていくか見通しを持たせることで主体的に追究していく姿が見られた。 
② 実験するための条件制御の意識化 

振れ幅、糸の長さ、おもりの重さの 3 つの条件を、それぞれカードに表すことで、変える条

件と変えない条件が何であるかを、毎時間、明らかにしてから実験に入るようになり、条件制御

を意識させることができた。 
③ 「表を使って説明する」と見方や表現力のアップ 

ふりこが 1 往復する時間の長さを、表を使って数値で比べることで、感覚的な見方から定量

的な見方となり、客観的に判断することができるようになった。また、繰り返すことで表の説明

の仕方や言葉の使い方も、徐々に磨かれていった。 
④ 既習を活かした発言 

いろいろな単元や教科で、既習を活かす経験をしてきたことで、おもりの重さはふりこが 1
往復する時間に影響しないという既習を活かして、変えない条件であるはずのおもりの重さが違

っていてもよいとする考えが見られた。 
(2)  課題 

実験の結果が出たならば、なぜそうなるのかを考察する力を鍛えることも大切である。また説

明する力を育成するには、細かな段階を追った指導が必要である。 

学習活動 教師のはたらきかけと児童の思考の流れ 
２．本時の課題を把握

する。 
３．予想を立てる。 
 
 
４．実験方法を考え、

実験する。 
 
 
 
５．結果を表にまとめ、

交流し合う。 

ふりこが 1往復する時間を変えるにはどうしたらよいだろうか。 

（糸の長さの巻） 

・糸の長さを長くすると時間が遅くなる。 ・長くすると時間が速くなる。 
・糸の長さを長くするとおもりの動く距離が長くなるから遅いと思う。 

○変える条件と変えない条件を確認する。 
 

     糸の長さ   25cm   50cm                 

 

おもりの重さ  40g 

振れ幅    30° 

○表を使ってわかりやすく説明しよう。 

ふりこの長さ 25cm 50cm 

10 往復の時間 9.81 10.05 10.23 14.09 13.84 14.04 

1 往復の時間 0.981  1.005 1.023 1.409 1.384 1.404 

第 2位四捨五入 1.0 1.0 1.0 1.4 1.4 1.4 

3 回の平均 1.0 1.4 

1往復の平均時間 1.0 1.4 

 

 

おもりの重さを変えて

も時間は変わらなかっ

たから何ｇでもいい。 
変えない条件 

変える条件 

ふりこが 1 往復する時間を変えるには、糸の長さを変えればよい。

糸の長さが長くなると 1 往復する時間も長くなる。 

ふりこの 1 往復する時

間は糸の長さが 25cm
は 1 秒で、50cm は 1.4
秒でした。この結果から

糸の長さを長くすれば

するほど時間が長くな

ることがわかりました。 



事例１９ 単元「水よう液の性質とはたらき」

基礎学力の習得から「活用する力」の育成

～イメージ図を用いた思考と表現の一体化を図る～
理科 第６学年

金沢市立野町小学校

１ 事例の概要

(1) 学力の現状分析

全国学力・学習状況調査、県基礎学力調査や本校独自の学力調査結果により、本校の子ども

達の学力の実態は、次のとおりである。

① 基礎的な計算力や漢字の読み書き、接続語の利用などがよくできており、基礎学力が習得さ

れているといえる。しかし、その習得状況には個人差がある。

② 文章を読み、その表現をとらえ内容を的確に読み取る力がある。しかし、それを表現する力

がやや弱い。

③ 事象と事象を関係付けて考えたり、結果を考察したり、仮説を立てたりするなどの思考力・

判断力がやや弱く、また、筋道を立てて考え説明する表現力にも個人差が大きい。

(2) 指導の重点

① 評価規準４観点重視の「メリハリ」のある授業の展開

思考力・判断力、問題解決能力等を育成するため、つけたい力を一時限１観点に絞り、習得

した基礎学力を活用して、問題解決学習を展開する。

② 思考と表現の一体化の実施

思考力と表現力をつけるために、子どもの考えをいかに表現させていくか、全体の場でどの

ように周知させ、考察させていくかの実践検証を行う。

③ 理科、生活科を中心とした学び方の指導

思考を深め、学び方を次時に活用できるノートの書き方指導や科学用語、理科室の使い方、

実験観察の学び方及び理科学習の進め方等を指導する。理科、生活科の野町スタンダード（野

町小教育課程）を構築する。

Ａ－１ 学校研究 Ａ－２ 観察・実験の進め方 Ａ－３ 理科ノート・レポートの書き方

２ 実践内容

(1) 単元の目標

・水溶液の性質や金属を変化させる様子に興味・関心をもち、自ら追究しようとする。

【関・意・態】

・金属を溶かしたり、質的に変化させる水溶液があることに気づく。 【思考・判断】

・リトマス紙や万能試験紙等を使って、水溶液の性質を調べることができる。

【技能・表現】

・水溶液は、金属を質的に変化させるもの、気体が溶けているものや、酸性、アルカリ性、

中性に分けられることがわかる。 【知識・理解】

(2) 指導上の工夫点（視点）

① 基礎学力の習得について

・本単元で必要な既習の実験技能を洗い出し、第一次で２時間かけ徹底して習得させた。



② 学習問題作りについて

・第二次で「塩酸にアルミニウムを入れる実験」を全児童が行い、その結果の考察から単元

を通す５つの学習問題をつくっていった。

③ 推論する能力の育成について

・特に、金属の質的変化に気づくような学習過程を組み 「見えないもの」の事象をイメージ、

図に表しながら、水溶液のはたらきや性質の変化を推論させていった。イメージ図の交流

から思考力・判断力・表現力等の能力を育んでいこうと考えた。

Ｂ－１ 指導上の工夫点詳細 校内通信より Ｂ－２ イメージ図の掲示物（ ）

３ 指導の実際

（第四次中の１時）本時の学習

塩酸と水酸化ナトリウムの水溶液を混ぜると性質の違う別の水溶液ができること(1) ねらい

。 （ ）【 】に気づく ノート・イメージ図 思

(2) 学習展開

学習活動 時 教 師 の 働 き か け 予想される子どもの反応
１ 本時の問題と実験方 ＜ 塩酸と水酸化ナトリウム水溶液を混ぜると金属の溶け方はどうなるか ＞5

法・予想を確認する ・溶かす液同士なのでもっと速くなる

・弱くなるかもしれない

２ 演示実験をする 塩酸＋水酸化ナトリウム水溶液に金属を入れ観察 ・溶け方は弱くなった8
・もとの液の方が激しく溶けた

３ 結果からうまれた問 ＜ 混ぜた水溶液は違うものに変わったのか ＞10
題を追究する ・なぜなんだろう 液はどうなったの

・ 確かめる方法は」と問う ・蒸発乾固で溶けているものを調べよう「

・解剖顕微鏡を使って見ると、食塩の結晶の

ようだ

・混ぜた水溶液は食塩水になっているのか

・混ぜるときに熱が出て、別の性質の水溶液

４ まとめた結果から変 ・ 塩」を教える になったのだ12 「

化の様子をモデル図 ・塩酸の中にあった○と水酸化ナトリウム水

で表し交流する 溶液の中の△が交ざって◇の塩ができた

５ まとめとふりかえり 二つの水溶液を混ぜると金属は溶けにくくなり、元の水溶液とは性質が変わったようで5
をする 「塩」ができていた

６ 次時の確認をし後片 ・水溶液の性質の変化を調べるリトマス紙・万能 ・混ぜる前と後の水溶液の性質を調べたい5
付けをする 試験紙を知らせる

Ｃ－１ 指導案 Ｃ－２ 板書 Ｃ－３ 研究授業から見えてきたこと

４ 成果と課題

(1) 成果

本単元の第一次で必要となる実験技能を徹底習熟させたことで、自信を持って実験に臨み追

究することができた。また、第二次の実験結果から水溶液の性質やはたらきに高い興味と問題

を解決しようと意欲を持ち続け 「見えないもの」の事象をイメージ図に表しながら推論する、

力をつけ、思考と表現の一体化を図ることができた。

(2) 課題

全体の場で子ども達が表現する方法について、書画カメラ等を用いた方法等も実践検証し、

より効率のよい授業展開を探っていきたい。

Ｄ－１ 児童の理科ノート・理科レポート Ｄ－２ 単元イメージ



１ 事例の概要

本校は昨年度から、研究主題『知識・技能を活用する思考力・判断力・表現力の育成』、副題「つ

なげて、考え、説明できる子」の育成に取り組んできた。特に研究２年目となる今年度は、国語、

算数、理科、社会、生活における「活用力を高めるための５つの学習活動」を設定し、本時におけ

る活用力の具体的な姿とその手立てを明確にしてきた。また子どもたちにも、「活用の木」「考えを

表す言葉」を掲示し、自分の考えとその理由をわかりやすく説明できるように意識させたり、ふり

かえりカードを使って活用力のよさを実感させたりしてきた。学力向上プランにも、全教科等での

「言語活動の充実」を位置付けながら、活用力の向上を目指してきた。その結果、活用意識や学力

の二極化が課題ではあるが、少しずつ「つなげて考えることを意識できる子」「話型やつなぎ言葉な

どを使いながら説明できる子」の姿が目立ってきた。

２ 実践内容

(1) 単元の目標

・いろいろな水溶液の液性や溶けている物及び金属を変化させる様子に興味・関心をもち、自

ら水溶液の性質や働きを調べようとする。 （自然事象への関心・意欲・態度）

・水溶液の性質や変化とその要因に関係づけながら、水溶液の性質や働きを多面的に考えるこ

とができる。 （科学的な思考）

・水溶液を調べる工夫をし、リトマス紙や加熱器具などを適切に使って、安全に実験することができる。

（観察・実験の技能・表現）

・水溶液には、酸性、アルカリ性および中性があることを理解し、気体が溶けているものがあ

ったり、金属を変化させるものがあったりすることを理解している。

（自然事象についての知識・理解）

(2) 指導上の工夫点

① 本時でめざす活用力のある子どもの姿

○説明できる子＝ペットボトルがへこんだ現象について、イメージ図を用いながら説明できる子

② 活用力を高めるための学習活動

・観察や実験の結果や考えたことをグラフや表・図等を用いて説明する活動（理科④）

③ 活用力育成の具体的な手立て

【課題設定の工夫】＜気体は水に溶けるのだろうか？＞

水溶液には、固体が溶けているものと、気体が溶けているものがありそうだ、という児童の考

えをふまえて課題を設定した。

【活用力向上の手立て】
目に見えない気体が溶け込むという様子をペットボトルがへこんだ現象から推論し、個々にイ

メージ図を書かせる。また各自の考えをはっきりさせるために、まず班内で交流させる。

事例２０ 単元「水溶液の性質」

～気体は水にとけるのだろうか？～

理科 第６学年

七尾市立徳田小学校

Ａ－２ 研究の全体構想図Ａ－１ 主題設定の理由 Ａ－３ 学校研究の取り組み

Ａ－４ 活用力を高める５つの学習活動 Ａ－５ 言語活動の充実全体計画



３ 指導の実際

学 習 内 容（配時）（途中省略あり）
◎支援 ☆活用力向上の手立て

評価規準＜評価方法＞ 活用力の姿

つ
か

む

考
え

る

深
め

合

う

ふ

り

か
え

る

１ 課題をつかむ（３分）
＜気体は水にとけるのだろうか＞

２ 予想する（５分）

３ 実験する（５分）
４ 実験結果をもとに考える（７分）

○ペットボトルの中でどのような変化が起きた
か、モデル図に表してみよう。

・水に気体が溶けたことはわかるけど。

・イメージ図に表すとこんな感じかな。
５ 考えを交流する（20分）

○班で、個々に考えたことを交流しよう。
・水に気体が溶けたことがわかる。

・でもどうして、それがわかるの？

・気体が溶けて、ペットボトルの気体があった部
分に隙間ができて、まわりの空気に押されたん

じゃないかなあ。

・そのせいで、ペットボトルがへこんだと考えれ
ば説明がつくね。

○班の中で話し合ったことを全体に広めよう。
○今日はっきりしたことは？

６ ふりかえる（５分）

◎これまでの学習経験や生活経験を想起

しながら、根拠のある予想ができるよ

うに声をかける。
◎簡易真空ポンプで、空気を吸い込んだ

ときの様子を観察させ、見通しを持た
せる。

◎窒素と二酸化炭素の二種類の気体を準

備し、比較できるようにする。

◎各自のイメージを大切にしながら図に
表すよう支援する。

☆目に見えない気体が溶け込むという様

子をペットボトルがへこんだ現象から
推論し、個々にイメージ図を書く。

☆各自の考えをはっきりさせるために、

まず班内で交流させる。

４ 成果と課題

(1) 成果

① 課題設定の工夫

子どもの「気体って水に溶けるの？」を活かして課題を設定した。実験では、比較できるよう

に、窒素と二酸化炭素の２種類の気体を用意して行った。窒素を入れた方は変化はなかったのだ

が、二酸化炭素を入れた方はペットボトルが大きくへこみ、その様子を目にした多くの児童から、

「わあ、へこんだ。」「なんでだろう。」と驚きの声があがった。その驚きが原動力となり、児童

は意欲的にペットボトル内で起こっている変化を推論していくことができた。また、窒素と二酸

化炭素の水に対する性質の違いにまで目を向ける児童も見られた。

② 活用力向上の手立て

多くの児童は、目に見えない気体を粒や模様を用いながら、推論したことをイメージ図に描こ

うとしていた。グループ内や全体での交流の場面では、イメージ図や実物を用いながら、自分が

推論したことをしっかりと説明しようとする姿が見られた。

(2) 課題

半数近い子どもが、イメージ図を最後までかき上げることができなかった。時間的に余裕がな

かったせいもあるが、イメージ図をかくことに十分慣れていなかったことが主因として考えられ

る。ワークシートに工夫を加えたり、全体でかく際の条件をそろえたりする必要があったのかも

しれない。今後は、自分の推論や考えを表現したりする道具としてイメージ図を活用できるよう

に、イメージ図をかく、かいたイメージ図を用いて説明する学習場面を多く設定していきたい。

ペットボトルがへこんだ現象につい

て、イメージ図を用いながら説明でき
る子（説明する力）

気体の中には、水に溶けるものがある。

気体が溶けている水溶液がある。

Ｃ－１ 学習指導案

窒素
二酸化炭素

実験の結果をもとに、水に気体が溶け

たことを推論している。

観点②＜イメージ図・発言＞



事例２１ 単元「電気のはたらき」

木炭電池を作ろう！

理科 第４学年

石川県立総合養護学校

１ 事例の概要

本事例は「実際に行って、見て、触れるという『実体験』」が著しく乏しい肢体不自由特別支援学

校の児童に、新学習指導要領の目標である「具体的で実感を伴った体験」を味わわせることで理科

や科学への意欲と関心の向上を図ることをねらった事例である。

本学級には日常生活動作には問題はないが運動が制限されていたり、歩行や座位の保持、手指の

微細な運動が困難であったりする児童が 2名在籍している。

２ 実践内容

(1) 単元の目標

回路を流れる電流の強さと、豆電球の明るさやモーターの回り方などを関連付けて捉えたり、

光電池の電流の強さと光の強さを関連付けて捉えたりして、電気のはたらきについて興味・関

心を持ち、それらを追求しようとする態度を育てる。

(2) 指導上の工夫点

① 教材提示

ア プレゼンテーションソフトとプロジェクタを使用

・図や写真をホワイトボードに投影することで児童の興味・関心を喚起できる。

・板書ではなく、プロジェクタ投影による教材提示を行うため、教師が児童のそばに座る

ことが可能であり、学習活動の支援を容易に行うことができる。

② 教材の工夫

ア 木炭電池を作るというわくわく感

・「本当に炭で電池ができるの？」「炭の電池にもプラスとマイナスがあるの？」という意

外性で児童の興味・関心を喚起

イ 予備実験による指導上の留意点の洗い出し

・普通の炭でなく、高温で焼かれた炭（備長炭）でないと起電しない事を確認

・失敗しやすい点と支援のポイントを確認

③ 指導体制

ア 学習内容に応じて指導者の人数を増員

・普段の理科の学習時は教師 1名で対応

・実験や作業を行う場合は児童の手指の巧緻性や安全性を考慮し、教師を 1名増員

④ 学習定着のための工夫

ア ワークシートによる反復学習と言語化・文章化のプロセス

・プレゼンテーションソフトで提示した画面をプリントアウトしワークシートとして利用

・実験結果のみを記入するのではなく、実感した事を自分の言葉で記入

・児童の記入したワークシートを教室内の目に触れる位置に掲示

B-1 単元計画 B-2 教 材 B-3 ワークシート



３ 指導の実際

時間 学習活動 教師の支援

３

１４

１ あいさつする。

２ 本時の課題を知る。

３ 木炭電池を作る。

・木炭電池を作りながら失敗し易い点を説明

する(T1)

・座位姿勢の保持が困難な児童に姿勢を正すよ

う声かけを行う。(T1,T2)

・上肢に麻痺がある児童が炭にキッチンペーパ

ーやアルミホイルを巻く作業がし易いように

炭を保持するなどの支援をする。 (T1,T2)

４ 成果と課題

(1) 成果

最近は、携帯型ゲーム機や音楽プレーヤーの普及で、電池を入れれば電子機器が動くことが当

たり前の時代になった。しかし、その知識は漠然としたもので「説明書通りに電池を入れたら動

いた」程度のものであると考えられ、電池の本数や向きを変えたらどうなるのか、電池の中はど

うなっているのかなどと疑問に思っても、実際に試行錯誤してみた経験のある児童は非常に少な

いであろう。肢体不自由特別支援学校に在籍する児童は特にその傾向が強い。

本単元「電気のはたらき」は、仕組みの単純なモーターカーを自作し、自ら試行錯誤する中で

理科を学ぶことの意義や有用性を実感し、科学への意欲と関心を高めることにつながる重要な単

元であると言える。学習後、児童が書いたワークシートからも分かるように、電池の向きを変え

たり、つなぎ方を変えたりすることによって得た知識や技能は「自ら電池を作りモーターを動か

した」という「驚きと感動」によって強化され、より深く印象に残ったと考えられる。

また、実感を伴った体験を自分の言葉でワークシートに書き、お互いに発表し合うという言語

化・文章化するプロセスを盛り込むことで、単なる知識・技能の習得に終わるのではなく、論理

的思考を育む一助となったと考えられる。

(2) 課題

自分たちで作った木炭電池を実験で使用する以外に、ラジオや懐中電灯等、身近な電気製品に

使うことができるのかどうかを調べる活動まで発展させられなかったのは残念である。また、前

時に、市販の乾電池のしくみについて簡単に紹介しているので木炭電池との共通点や違いについ

て話し合う活動があってもよかったのかもしれない。

今後も手指の巧緻性がそれほど高くない児童にも比較的簡単に実施でき、より実感を伴った理

解を促すための教材研究を行っていきたい。

５ 参考文献

・「おもしろ理科実験集 」

米村でんじろう、盛口襄、後藤道夫 共著 （シーエムシー）

・「でんじろう先生のかがくＤＶＤ ～それゆけ！科楽実験隊～ ２」

米村でんじろう 出演 （サイトロン・デジタルコンテンツ）

C-1 指導案


