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1965（昭和 40）年に、「かくれた研究者のために、その発表の機会を開き、これを広く全
市の教師の参考に資するため」として毎年継続されてきたこの事業は、今年度で第 55 回を
数えるまでに至り、その都度論文を冊子にまとめてきております。この間に掲載された論文
は 911 編に上り、本市の教育の貴重な共有財産となっています。
さて、2017（平成 29）年に文部科学省から公示された幼稚園教育要領及び小・中学校学
習指導要領が、幼稚園は 2018（平成 30）年 4 月から実施、小学校は 2020（令和 2）年、中学
校は 2021（令和 3）年 4 月から全面実施されます。また、高等学校については 2022（令和 4）
年から年次進行で、特別支援学校は各部が幼・小・中・高等学校に合わせて実施されます。
今回の改訂では子供たちが未来社会を切り拓くための育成すべき資質・能力について全て
の教科等を「知識及び技能」、「思考力・判断力・表現力等」及び「学びに向かう力・人間性等」
の三つの柱で再整理するとともに「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善が
重要であるとされています。さらに、「我が国の教育実践の蓄積に基づく授業の改善」の重
要性を掲げ、そのための方策として、「既に行われている優れた教育実践の教材、指導案な
どを集約・共有化し、各種研究や授業研究、授業準備での活用のために提供するなどの支援
の充実」を示しています。このことは、まさに、本市がこれまで実績を積んできた本教育研
究論文事業を充実・発展させることが、全面実施の具体的実践になるものと確信していると
ころです。
市教育委員会ではこのような各学校での取り組みの一助となることを願い、実践的な研究
を募集し、論文集にまとめ各学校及び関係機関に紹介してきています。
本年度は小・中学校から 16 編（21 名）の応募がありました。日々多忙の中、教職員の皆
様のそれぞれの立場からの論文がたくさん寄せられたことは意義深いものがあります。応募
された論文の内容は教科、特別支援教育、国際理解教育、学校経営、学級経営、総合的な学
習の時間、特別活動、主体的・対話的で深い学び等、多岐にわたり喫緊の課題に迫るテーマ
が取り上げられており、どの論文からも教育活動の工夫・改善に取り組む教職員の皆様の熱
い思いが伝わってきました。
この度、16 編の論文を「教育研究論文－第 55 集－」として刊行することができました。
多くの教職員に是非、一読していただき、新学習指導要領全面実施に向けて、今後の教育実
践や研究に示唆を汲み取っていただければ幸いです。
終わりに、論文をまとめられた皆様の教育への熱意に心から敬意を表します。
また、論文の審査にあたってくださいました審査員長の日本女子大学教授坂田仰先生をは
じめとする審査員の方々、更に、各学校でご指導くださいました多くの皆様に衷心より御礼
を申し上げます。

令和 2 年 3 月
船橋市総合教育センター
所

長

  小林

英俊

グローバル社会への対応
－外国語教育の新展開－

グローバル化の流れの中で、近年、日本の小・中学校に在籍する外国人児童・生徒の数が増加
している。小学校を例にとると、2019（令和元）年 5 月 1 日現在、日本の小学校に在籍する外国
人児童の数は 6 万 6017 人、
1989（平成元）年の調査では 4 万 5863 人であったことから、
この 30 年で、
2 万 154 人、1.44 倍にも増えた計算になる（文部科学省「学校基本調査」参照）
。新しい学習指導
要領が目指す「社会に開かれた教育課程」が求められる所以の一つである。
学習指導要領の指摘を待つまでもなく、次世代を担う子どもたちが、世界と向き合い、関わり
合うことを通じて、自らの進路を決定するために不可欠な資質・能力の育成が学校現場に強く求
められている。その中にあって本年度の教育研究論文には、鈴木諭子教諭（葛飾中学校）の「単
語の定着を目指して－音声を覚えることからの指導－」
、熊谷朱音教諭（法典西小学校）の「他
者を尊重し、自律的・主体的にコミュニケーションを図る子供の育成－小学校英語教育における
実践を通して－」等、外国語（外国語活動）
、国際理解教育をテーマとした研究論文、実践記録
が 16 編中 4 編を占めるなど、
「グローバル化」を意識した論考が多く見られた。これは船橋市の
第一線で活躍する教員の意識の高さを物語るものと言えるだろう。
他方、教育長賞を受賞した森田一歩教諭（中野木小学校）の「教務主任の立場を生かした若年
層教員の育成－ OJT の機能を取り入れた校内体制づくり－」は、大量退職、大量採用の時代に
おける学校経営というマクロな視点から、教員研修の在り方を俯瞰しようとする試みである。教
員の長時間勤務が社会の注目を集め、働き方改革が叫ばれている現在、教員研修についても根本
から問い直す必要がある。森田教諭の論考は、
自校における実践の分析を丁寧に積み重ねており、
そこから導かれる論理や考え方は、全ての学校において応用可能な内容を含んでいる。その成果
が、今後、船橋市全体に波及していくことを期待したいと思う。
なお、本年度の投稿本数は 16 編に止まった。この数字は、平成 22 年度の 14 編以来の少なさで
ある。働き方改革との兼ね合い、影響が真っ先に思い浮かぶ。だが、この教育研究論文は、船橋
市の教育の現状を示すバロメーターであり、教員相互の自主的研鑽の象徴という側面が強い。来
年度の投稿が増えることを期待したいと思う。

令和 2 年 3 月 1 日

審査員長



略

坂田

仰

歴

昭和 58 年、立命館大学卒業後、大阪府立高等学校で社会科教諭として勤務。その後、
東京大学大学院法学政治学研究科博士課程を経て、日本女子大学に赴任。専攻分野は、公
法学、公教育制度論。
（独）教員研修センター（現・教職員支援機構）において中央研修
の講師を務める等、現職教員のコンプライアンス意識の向上に向けて研究、教育活動を
展開している。教育関係の近著として、
『学校現場の課題から学ぶ教育学入門』学事出版
（2019）
『裁判例で学ぶ学校のリスクマネジメント ハンドブック』教育開発研究所（2018）
、
等がある。
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【実践記録】

教務主任の立場を生かした若年層教員の育成
− OJT の機能を取り入れた校内体制づくり−
船橋市立中野木小学校

1

はじめに

近年、ベテラン教員の大量退職による世代交
代が急激に進んでおり、今年度も船橋市では小
学校だけで 90 名を超える初任者が採用された。
市内教員の 6 割弱が教職経験 10 年以下という状
況である。本校においても、今年度は 24 名の
若年層教員（うち 1 名は事務職員）が在籍して
いる。若年層教員の人材育成は、まさに喫緊の
課題となっている。
さらに、文部科学省が平成 28 年度に実施し
た教員勤務実態調査において、教員の厳しい勤
務の実態が改めて明らかとなり、
「新しい時代
の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制
の構築のための学校における働き方改革」が求
められるようになった。学校は今まさに、大き
な転換点を迎えていると言える。
学校教育法施行規則第四十四条では、
「教務
主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案そ
の他の教務に関する事項について連絡調整及び
指導、助言に当たる。」とある。これを人材育
成の視点で考えると、
「校長の学校経営方針を
受け、研修その他の機会を通じた育成について、
具体的な方策を提案すること」が、教務主任の
重要な役割であると言える。
私は、平成 26 年に教務主任となり、現在 6 年
目、教職経験は 16 年目になる。数少ないと言
われる中堅教員としての立場と、教務主任とし
ての立場を生かして、若年層教員に対しては日
常的に思いや悩みに寄り添いながら、また、校
内体制をつくることでベテラン教員の協力を得
ながら、若年層教員の育成ができるのではない
か、ということを考えてきた。
これからの学校は、限られた時間の中でいか
に質の高い研修を実施するかが重要であるとと
もに、日常業務において、
「同じ職場で仕事を
する中で育てる。
」という視点、すなわち OJT
（On the Job Training）を通した教員の育成が
より一層必要である。教務主任の立場から、よ
り効果的な育成の方法を探り、若年層教員のス
キルアップを図りたいという思いから、本主題
を設定した。

2

教諭

森田

一歩

実践の方法

（1）研究主題に関する基礎的理論研究
①基礎的な文献研究を行い、
本研究における「人
材育成」の方向性を明らかにする。
（2）研修での育成
①保護者対応研修
②板書計画研修
③先輩教員の授業参観
（3）研修以外での育成（OJT）
①リーダー育成
②話し合いの体験を通した育成
③教材研究や授業での関わりを通した育成
④校務分掌等を通した育成
⑤学年組織を生かした育成

３

具体的な実践内容

（1）研究主題に関する基礎的理論研究
人材について、浅野は、
「学習により能力が
向上する。
」
、
「意欲次第で業務の質や量が大き
く変化する。
」
（浅野良一 学校における OJT
の効果的な進め方 2009 P.13）としており、「伸
び縮みする可変性のある資源である。
」
（浅野）
とも述べている。
人材育成については、
「現在及び将来に必要
な組織能力と個人能力、意欲を引き上げるこ
とを目指すシステム・活動」
（浅野 2009 ｐ .14）
であると述べている。現在、直面している課題
がある場合は、まずはその力をつけなくてはな
らないが、将来を見据えた場合、武器となる分
野や、
他者への影響力等を育成する必要がある。
また、個人の能力の育成だけに留まるのではな
く、チーム力も高めていくことが、結果的に個
人の能力をより高めることにつながる。
そして、
それらには意欲の喚起が欠かせないと言える。
教職員が育つ機会や場面について、
浅野
（2009
p.20）は、次の〔表 1〕のようにまとめている。

－7－

（2）研修での育成
本校では、船橋市教職ライフステージ研修を
踏まえて、若年層教員 24 名に対して以下のよ
うな研修を行っている。

〔表 1〕教員が育つ機会と場面

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

育成の機会や
場面
校務分掌・仕事
の割り当て
日常の教育活動
各種部会・委員
会の活動
外部交流・外部
接触の促進
会議のあり方
職場の活性化・
コミュニケー
ションの活性化
コーチング・
機会指導
授業研究会・
教材研究会
校内研修会
校外研修
その他

比率
23.0％
5.8％

キーワード
管理職のマ
ネジメント

5.3％
2.3％

組織活性化

計

◇個人テーマの設定・実践・反省
◇授業研究
（2・3・6・7 年目は年 2 回、他は 1 回）
◇ 4 月第 1 週に行う必須の研修
（保健・給食配膳・食物アレルギー）
◆リーダー（６年目）を中心に企画・運営する、若
年層教員へのアンケートをもとにした研修

無意図的な
教職員への
育成活動
【49.1％】

12.7％
8.7％
12.2％
11.3％
15.4％
3.3％

個別指導
研修会

意図的な
教職員への
育成活動
【47.6％】

〔表 1〕は、教員に、「あなたは教員としてど
ういう機会や経験で育ったか。
」を調査した結
果である。ここから考察すると、教職員の育成
に影響を与えているものとして、①個別指導や
学校内外の研修会といった「意図的な教職員へ
の育成活動」、②管理職のマネジメントのあり
方（校務分掌・仕事の割り当て、部会活動等）
や組織活性化（コミュニケーションの活性化、
会議のあり方、外部交流等）等、本来は育成を
目的とした活動ではないが、結果的に教職員の
育成に影響を与えている「無意図的な教職員へ
の育成活動」の両面が存在していると言える。
そして、この 2 つは、教職員への育成活動に対
して、同じくらいの比率（49.1％・47.6％）をもっ
ている。
これらの活動のほとんどは、学校内で行われ
るものである。つまり、学校内で行われている
様々な活動や取組を、教職員育成の観点から見
直すことで、日常的な活動に組み込んだ育成が
可能になるのではないかと考えた。
OJT について、浅野は、「学校内での教師に
影響を与えるすべての要因が OJT であり、そ
の認識や意識改革と方法論提示による充実が教
師の育成を可能にする。」（浅野 2009 p.23）と
述べており、「無意図的な教職員への育成活動」
はまさに OJT そのものである。
そこで本研究では、若年層教員の育成を、
「主
に研修として行う育成活動
（意図的な育成活動）
の質的向上と、OJT として行う育成活動（無
意図的な育成活動）の活性化」と捉え、その有
用性について、教務主任の立場を生かした実践
を通して明らかにする。

若年層教員が必要と感じている内容を、ボト
ムアップの形で企画・運営する研修（◆）は、
まさに意欲向上の機会である。
以下、
今年度行っ
てきた研修内容について述べる。
①保護者対応研修
若年層教員が日々苦慮していて、研修希望の
多い内容である。昨年度は、連絡帳の記入につ
いての研修を実践形式で行った。今年度は、電
話対応を取り上げた。
【研修のねらい（育成の視点）
】
・初 任者の電話対応を客観的な視点で検証
することで、保護者に理解を求めたり、
プラスの方向に話を進めたりするための
対応について考えさせる。
・ど の若年層教員も保護者対応に不安を抱
いているという現実を知ることで、自分
だけではないと認識させるとともに、一
人で抱え込ませないようにする。
【講師】校長・教頭・教務主任
【時間】60 分（放課後）
【場所】校長室（事務室の内線電話も使用）
【内容】若 年層教員全員での実践研修として内
線電話を使い、実際に保護者（管理職
が演じる）から電話連絡が入るという
状況設定で行った。
ア 電話１：高圧的な保護者からの電話対応
（想定：学級内でのいじめ）
イ アについての検証を行う。
ウ 電話２：淡々と理詰めで話す保護者からの
電話対応（想定：児童の怪我）
エ ウについての検証を行う。
オ 校
 長より講評をもらい、緊急時の「さしす
せそ」について改めて確認する。
【事後】
連絡帳や電話での保護者対応についてまとめ
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たプリントを配付した。また、重要案件の電話
は管理職の前でかけることで、緊急事態にすぐ
に支援してもらえることを伝えた。
保護者対応は個人の力量による部分も大きい
が、本研修において若年層教員全員で検証した
ことは、一人で抱え込まず、組織として解決に
あたる意識の共有につながった。
（２）電 話 「連絡帳の留意点」にプラスして、
『話し方』が
勝負です。
◆お互いの顔が見えない分、面と向かって話す時よりもさらに
抑揚をつける。特に、
「文末」までしっかりと語り、相手の心
に入れ込む。
（語尾を暗くしない。落とさない。
）
◆声のトーンを普段よりも上げると、明るく聞こえ、抑揚での
感情表現もつけやすい。
◆早口にせず、落ち着いたテンポで話してあげた方が、カッと
なっている保護者が落ち着きやすい。
（話しながら、次の展開
を練るための時間も作りやすい。
）
◆不在の時には、必ず留守電に！
・
「かけた」という証拠を残します。本当はかけていたのに、
相手に「かけてくれなかった」と思われると損です。後々
かけたことを説明しても、言い訳のように聞こえます。
・留守電に余計な言葉は残しません。特に、悪いことを残す
と、翌日までマイナスの想像が膨らんでしまいます。

学習内容に関わる学年に入れた。
）
イ 教科と単元（今後、授業を行う単元）を決
め、研修当日までに、各自で教材研究（ね
らい・板書 等）を行う。
1 年：生活「楽しいね 秋遊び」
（導入）
1 年：国語「けんかした山」
（2/8）
2 年：算数「かけ算」
（2/17）
4 年：保健「育ちゆくわたし」
（2/4）
5 年：算数「面積」
（3/12）
（導入）
6 年：家庭「工夫しよう おいしい食事」
ウ 板
 書における基本事項（一授業一板書、白
の次の色は黄、学習問題は青・まとめは赤
で囲む）を確認する。
エ 各
 自の教材研究をもとに班で授業の構想を
話し合い、板書を仕上げる。
（40 分）
オ 全
 員で一教室ずつ板書を見て回り、共有す
る。
学年ごとに板書の意図を説明した後に、
教務主任が講評をする。
（25 分）

「中野木小学校★年★組担任の☆☆です。いつもありがと
うございます。また、改めてご連絡させていただきたいと
思います。失礼いたします。
」 で十分です。
☆手厳しい保護者は確かにいますが、味方になってくれたら頼
もしい存在でもあります。ですから、
「手厳しい＝敵」と思わ
ず、
「一緒お子さんのことを考えていきましょう。
」という気
持ちでいたいものですね。
☆何か事が起きたら、解決した・しないに関わらず、翌日に、
こちらから声掛けをしましょう。
・当該児童に声かけ。
「昨日は～～ありがとうね。おうちの
人にもありがとうって伝えてね♪」
・保護者に、翌日の様子を知らせる。
（連絡帳 or TEL）

〔資料 2〕班での話し合い 〔資料 3〕全体での共有

〔資料 1〕保護者対応の配付資料より（抜粋）

②板書計画研修
「授業の流れが視覚的に分かる板書にした
い。
」「児童の意見の整理の仕方を知りたい。
」
という声から、本研修を設定した。研修を具体
化する中で、全体での共有が大切であることに
リーダーが気づき、全員で板書を見合い、最後
に講評の時間を取ることになった。
【研修のねらい（育成の視点）
】
・板書の基本的技術を向上させる。
・板書計画の作成を通して、教材研究の重
要性に気づかせる。
【講師】教務主任
【時間】65 分（夏季休業中）※事前準備除く
【場所】隣り合った普通教室 6 カ所
【内容】事 前にア・イを行った上で研修当日を
迎えた。
ア 同学年で３～４名の班を編成し、６・７年
目が各班に入る。
（特別支援学級担任は１
年、家庭科専科は６年、養護教諭は４年と、

【事後】
当日は限られた時間であったため、講評の詳
細をプリントにして翌日に配付した。管理職に
はこれをもとに説明し、報告した。本研修を通
して、授業のねらいが明確であり、児童の反応
が予測できていることが、リアリティのある板
書計画の条件になってくると実感することがで
きた。
11 月に実施された教育事務所と市教委によ
る学校訪問では、各教室の授業後の板書をでき
る限り撮影し、全職員が指導案の板書計画と本
時の板書写真を見比べられるようにした。板書
は、残す意識をしない限り消えてしまう。多く
の板書に触れる機会を意図的に設けることが必
要であると考える。
③先輩教員の授業参観
多くの若年層教員から、先輩の授業参観の希
望が寄せられていたものの、希望教科は異なっ
ていた。個人テーマとも関わるため、教科を限
定すべきではないと考え、参観の目的を明確に
した上で、自由に参観できるような仕組みを、
リーダーと教務主任で考えた。
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課題等を共有し、本人にフィードバックするこ
とで、経験や自信として蓄積されると考える。
①リーダー育成
②話し合いの体験を通した育成
③教材研究や授業での関わりを通した育成
④校務分掌等を通した育成
⑤学年組織を生かした育成

【研修のねらい（育成の視点）
】
・先輩教員の授業や学級経営から、自分に
足りないものへのヒントを得る。
・交渉から全て自分で行うことで、今後自
主的に参観する際の段取りを知ると同時
に、先輩教員との距離を縮める契機とす
る。
・これを契機に、校内の OJT を促進する。
【講師】校内の先輩教員
【時間】各自で設定（専科授業の裏、放課後等）
【内容】個人テーマを意識して各自で設定
ア 運営委員会で学年主任等に対して研修の趣
旨を説明し、理解を得る。
（教務主任）
イ 自己課題を明確にし、参観したい先輩教員
と教科を決める（複数可）
。
ウ リーダーと教務主任で一覧にして集約し、
同じ希望者が連携できるようにする。
エ 先輩教員に自分（達）で交渉し、参観への
段取りを行う。
オ 実際に参観を行う（授業日の前日に挨拶に
伺い、翌日には改めてお礼を伝えるなど、
基本的な礼節については事前に指導）
。
カ 参 観から得たことや広めたいことを小グ
ループで伝え合い、
共有する
（夏季休業中）
。

①リーダー育成
本校は、6 年目教員をリーダーと位置付け、
今年度は 5 名が該当している。若年層研修の運
営についてはリーダーが中心となり、教務主
任とともに PDCA サイクルを意識して改善に
取り組んでいる。具体的には、P（アンケート
をもとにした研修の計画）→ D（研修の実施）
→ C（研修の振り返り・評価）→ A（改善点の
検討）という流れで行っている。
リーダーとして率先して範を示し、先の見通
しを提示するなど、
若年層を牽引するとともに、
一人一人に目を配ることも重要である。担任外
の教職員の、担任とは異なる立場も理解した上
で、
ともに学ぶ環境をつくることが求められる。
また、根底として研修を行えることが当たり前
ではないことを認識し、感謝の思いを持つこと
が大切である。
そのことで周囲の理解が得られ、
学校全体で若年層教員を育てていくことにつな
がると考える。
【OJT のねらい（育成の視点）
】
・今後、中堅教員として学校を動かす立場
になることを踏まえ、組織を円滑に動か
すための方法や、見えない所での心配り
の大切さについて、実践を通して理解さ
せる。

〔資料 4〕授業参観希望調査（抜粋）

【事後】
校内研究の事前・事後授業や、教育実習生が
参観する授業等の日程を全教職員に知らせ、参
観しやすい環境を整えた。
今回は、初めての試みとして特定の時期に一
斉に行ったため、多くの参観希望があった先輩
教員には日程的な面で負担がかかった。本研修
のねらいは、若年層教員の自主性の向上と、校
内 OJT の促進であるため、今後は、必要なと
きに無理なく行えるように目配りをしていく。
（3）研修以外での育成（OJT）
日常の職務を通しての育成であるので、トッ
プダウンではなく、寄り添って一緒に行い、そ
の中で見えた課題を一つずつ考えていくことが
重要である。また、節目で振り返り、達成感や

②話し合いの体験を通した育成
「自力解決までは児童が意欲的だが、話し合
いになると途端に授業が停滞する。
」という悩
みが多く聞かれる。そこで、若年層授業研究の
事後検討会を使って、教員自身が主体的・対話
的な話し合いを体験できるようにした。
ア 1 回の発言を短くし、付け足しをしやすく
する（1 回の発言で考えを 1 つ言う）
。
イ 人
 の発言を聞きながら、自分の考えとの関
連を考える。考えを深めることができると
感じたら、即座につけ足しをする（挙手の
あり・なしは問わない）
。
ウ 司
 会者は、話題を焦点化して付け足しを重
ね、話し合いを深めるようにする。ある程
度考えが出尽くしたところで、別の視点に
切り替える。
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発言をつなげる意識が高まってきたので、今
後は、経験の浅い教員が発言のタイミングを掴
めるよう、手立てを講じていきたい。

A 教諭の感想
国語の授業の仕方が分からなかったのですが、今
では楽しくなり、自信がつきました。児童の意見を
拾い上げながら板書で整理することにも慣れ、自分
の許容量が大きくなったように感じます。何より、
児童が言葉一つ一つにこだわって読み、自分たちの
授業を誇りに思うようになったことが、担任として
嬉しく思っています。今後は、国語を通して学んだ
ことを他教科にも生かしていきます。

【OJT のねらい（育成の視点）
】
・教員が主体的・対話的な話し合いを体験
することで、児童にさせるべきことを掴
ませ、今後の実践につなげる。
③教材研究や授業での関わりを通した育成
〔表 1〕の 1 にある「日常の教育活動」は、毎
日繰り返されることであり、教師としての大変
さであるとともに、一番の面白みである。個人
テーマとの関連を意識しながら個別に関わった
実践について二点述べる。
ア A 教諭（教職 3 年目・4 学年担任）
国語の物語文の読み取りで児童の発言がつな
がらず、Ａ教諭自身も国語の授業を苦にしてい
るという相談があった。そこで、4 学年「ごん
ぎつね」の学習を、単元を通して一緒に行うこ
とにした。
教材研究では、児童の一人読みを一緒に分析
して授業の流れを練り、そこから板書を考え
た。授業で発言することができない児童の存在
もあったため、その児童をどこで生かすかとい
う視点でもよく話し合った。
実際の授業では、A 教諭が T1 で授業を進め、
教務主任が T2 で板書を担当することで、A 教
諭が児童の声と向き合えるようにした。児童は
終始意欲的に発言し、担任と児童との良好な関
係性が見えた。途中、話し合いが停滞した際に
は、T2 も進行に加わることで、発問の後方支
援をした。
授業後は、板書写真を見ながら振り返って A
教諭にフィードバックし、次時の計画に生かす
ようにした。
【OJT のねらい（育成の視点）
】
・授業を行う楽しさや、授業を語る楽しさ
を味わわせ、本人の自信や今後の実践意
欲につなげる。

〔資料 5〕4 学年国語「ごんぎつね」授業風景

イ

B 教諭（教職 6 年目・3 学年担任）
前述の「②話し合いの体験を通した育成」を
経験して以降、B 教諭は自分の学級で実践を続
けた。後日、社会科の授業研究を参観すると、
児童の意見がつながっていた。1 回の発言を短
く、そして、発言を聞きながら関連を考えさせ
るよう指導し続けた成果であった。
また、その授業はビデオで記録していたため、B
教諭に「記憶の新しい今日のうちにビデオを観て、
自分の言葉や動作を客観的に分析してみるとよ
い。
」と伝えた。するとB 教諭は、その日のうちに自
身の発問と児童の発言を全て記録に起こして持っ
てきた。そこから、
「自分の発問をより明確にしたい。
」
という新たな課題を見つけることができた。
【OJT のねらい（育成の視点）
】
・自主的に取り組んでいる実践を認め、本
人の自信や今後の実践意欲につなげる。
B 教諭の感想
若年層研修の事後検討会で行った話し合いの仕方
を実践すると、多くの子が発言でき、関連させなが
ら深まっていくようになりました。主張の強い児童
が友達に譲ったり励ましたりする場面も見られるよ
うになり、そのことを周囲に賞賛されたことがきっか
けで、友達関係にも良い変化が現れています。発言
がとても苦手な子は、
「発表したい。
」という気持ち
になるまで育ってきています。その子たちを巻き込
めるような授業を展開していきたいと考えています。

④校務分掌等を通した育成
C 教諭（教職 2 年目・5 学年担任）
5 学年の総合的な学習の時間を担当し、後期
（33 時間）の単元計画の作成を行った。近隣の
公民館館長に相談したところ、学社連携の取組
としても話が進み、日本の伝統文化を体験する
出前授業が実現した。
しかし、6 種類の体験で講師は40名と、過去に
例のない規模となり、ベテラン教員でも企画・運営
の難しい案件となった。そこで、C 教諭には単元の
詳細の計画と、学年職員への周知を任せ、教務主
任は対外的な交渉と、
スケジュール管理を担当した。
授業当日は職員が機能的に動き、児童は楽し
みながら有意義な体験をすることができ、単元
の導入としても大変効果的であった。
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【OJT のねらい（育成の視点）
】
・進行状況に気を配り、適切なタイミング
で助言することで、C 教諭が職務を遂行
できるようにする。
・一つのプロジェクトに多くの人が関わって
いることに目を向け、それぞれの人との連
携を同時進行的に行うことの大切さと難
しさを実感させる。また、学年等に仕事
を振り分けることの重要性に気づかせる。
・大きなプロジェクトをやり遂げた達成感
をともに味わい、本人の自信につなげる。
C 教諭の感想
単元のねらいに迫るためには体験授業が必要である
と思い、今回の授業を計画しました。教務主任が全面
的にサポートしてくださったおかげでスムーズに準備
が進みました。しかし、当日になって気付いたこともあ
り、事前の想定がいかに大切かを再認識しました。体
験後に学級で行った感想交流会で、児童が夢中になっ
て話し、興味津々で聞く姿を見て、この授業の意義を
改めて感じました。関わってくださった方に感謝してい
ます。今回の経験は、
私にとって大変貴重なものでした。

⑤学年組織を生かした育成
本校は大規模校で、事務職員（初任者）と養
護教諭（講師）は 2 人制であるため、日常的に
先輩と仕事を行うことができる。しかし、学級
担任や専科は基本的に一人仕事である。そのた
め、週に 1 回の学年会では、先輩教員の知恵や
技術の伝達や、若年層教員の悩み相談などが確
実に行われ、重要な育成の機会となっている。
授業進度の確認等、事務的な話題であっても、
進度の差が生じる要因には理由があり、そこか
らベテラン教員の「技」を知ることもできる。
顔を突き合わせて話すこと自体が、育成の入口
になっていると言える。
課題としては、高学年ほど放課後の時間が少
ないため、学年会の十分な確保が難しいという
点であり、教務主任としての手腕が試される部
分である。月に一度でも、長い時間を確保でき
るよう、計画を見直していきたい。
最近、学年内での授業力向上の実践的な取組
が活性化してきている。特に印象的であったの
が、11 月の学校訪問に向けた授業錬磨である。
若年層教員が作成した指導案を使ってベテラン
教員が授業を行い、それを参観したり、若年層
教員がベテラン教員の学級で授業を行ったりす
る取組が、複数の学年で日常的に実践された。
本校における OJT の一つの形となるよう、今
後も推奨していく。
【OJT のねらい（育成の視点）
】
・学年内での日常的な育成を促進する。
・本校の OJT の在り方として周知する。

4

成果（○）と課題（●）

5

おわりに

○アンケートをもとに必要感のある研修を計画
したため、質の高い研修を効率的に行うこと
ができた。
○ OJT は無理なく継続的に行えるため、個の
変容をはっきりと見て取ることができた。そ
れを本人にフィードバックしたことで、より
高い実践意欲につながった。
○教務主任として若年層教員と中堅・ベテラン
教員をつなぎ、OJT 活性化のきっかけをつ
くることができた。
●研修は集団で学ぶよい機会であるが、同時に
個人差への配慮も必要である。個人テーマを
明確に持たせ、それをきちんと把握すること
で、一人一人の思いに寄り添った育成を心掛
けたい。
●教務主任は立場上、若年層教員への OJT を
行いやすいが、限界がある。管理職をはじ
め、学年主任等の協力を得ながら体制づくり
をし、日常的に育成が行われるような環境を
整えるようにしたい。

日々の職務に育成の視点を加えることで、
OJT を実践することができる。さらに、そう
いった関わりは教職員の結束力や士気を高め、
結果的に OJT のさらなる活性化につながる。
先日、
「教務主任に声をかけてもらうことで、
向上心を持続することができた。
」という言葉
を同僚からいただいた。日常の少しの会話で
あっても、意欲の高まりにつながっていること
を再認識した。学校現場の多忙感は未だ大きい
が、学校内でざっくばらんに仕事の話ができる
雰囲気が、教師を育て、子供の健やかな成長に
結びついていくのではないだろうか。
「教師が伸びた分だけ、子供は伸びる。
」と信
じて、若年層教員が力をつけ、教育活動に自信
を持って取り組めるよう、今後も教職員の育成
に努めていく所存である。
【参考文献】
・浅野良一「学校における OJT の効果的な進
め方」 教育開発研究所 2009 年
・浅野良一「校内人材育成における教頭の役
割」
（令和元年度経験２年次教頭研修資料）
広島市教育センター 2019 年
・千葉県教育委員会「第２部 千葉県教職員研
修体系」 2019 年
・船橋市総合教育センター「研修の手引き」
2019 年
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［実践記録］

小学校算数における「統計的思考力」の育成
－ PPDAC サイクルを取り入れた授業実践を通して－
船橋市立塚田小学校

1

はじめに

〈教育の今日的な課題から〉
来年度から実施される小学校学習指導要領で
は、これまで「D 数量関係」の一部に位置づ
けられていた資料の整理や統計的な見方に関す
る指導内容が、「D データの活用」として独立
した領域になった。また、
中学校においても「D
資料の活用」から小学校と同じく「D データ
の活用」に領域名が変更された。このことから、
小・中の接続や統計教育が重視されていること
がわかる。
学習指導要領に「D データの活用」領域の
ねらいが以下のように三点述べられている。
①目的に応じてデータを集めて分類整理し、
適切なグラフに表したり、代表値などを
求めたりするとともに、統計的な問題解
決の方法について知ること。
②データのもつ特徴や傾向を把握し、問題
に対して自分なりの結論を出したり、そ
の結果の妥当性について批判的に考察し
たりすること。
③統計的な問題解決のよさに気付き、デー
タやその分析結果を生活や学習に活用し
ようとする態度を身に付けること
①の「知識及び技能」のねらいでは、
「統計
的な問題解決の方法について知ること」という
記述があり、問題解決のための知識、いわゆる
「方法知」を習得させる必要がある。
②の「思考力、判断力、表現力等」のねらい
では、自分なり結論を導き出すだけではなく、
解決の過程や結論について、異なる観点や立場
から多面的に捉え直し、自分たちや第三者が導
き出した結論について、信頼できるかどうかを
検討させる必要がある。
③の「学びに向かう力、人間性等」のねらい
では、実際の生活に統計的な問題解決が活用さ
れており、それを知らせたり実感させたりする
ことにより、これからの自分たちの生活や学習
に生かそうとする態度を身に付けさせる必要が
ある。
これら三つのねらいを念頭に指導を行い、児
童に知識のみを習得させるだけではなく、もの
ごとを多面的に捉えさせ、学んだことを生かす

教諭

今浦

大道

ようにさせることが求められている。それらを
達成するために学習指導要領で、統計的な問題
解決活動において、
「問題－計画－データ－分
析－結論」というような段階からなる統計的探
究プロセス（以下、PPDAC サイクル）が示さ
れている。
これらの背景には、近年、児童を取り巻く情
報環境の大きな変化が挙げられる。小学生でも
半数近くがスマートフォンを持ち、手軽に情報
を集めることができるようになった。便利に
なった反面、インターネットを利用した事件に
巻き込まれる児童も出ている。多様で変化の激
しい情報社会を生き抜くために、子供たちは得
た情報の是非を判断する力やそれらの特徴をつ
かみ、取捨選択したり新しいアイデアを考えた
りする力（以下、統計的思考力）を身に付け
る必要がある。そこで本実践では、小学校算数
における「統計的思考力」を育成するために、
PPDAC サイクルを取り入れた授業実践が効果
的であるか明らかにしたいと考え、本主題を設
定した。
〈学校教育目標から〉
本校は、学校教育目標に「自ら学ぶ意欲と社
会の変化に対応できる力を育て、豊かな人間性
とたくましく生きる力のある児童の育成を図
る」を掲げている。それを受け、期待する児童
像を「自ら進んでやり通す子供」とした。さら
に「つよい子・かんがえる子・たすけあう子」
をスローガンに健康でたくましく、
「やる気」
をもって学ぶ子、思いやりをもち助け合う子の
育成を目指してきた。
算数の学習を通して、
「自ら考える」ことで、
課題を進んで解決しようとする態度を養うこと
を目指していく。また、互いに「考えを伝え合
い学び合う」中で、わからないことを教え合い
助け合う姿も出てくると考えられる。これらの
活動を通して、自ら学ぶ意欲や社会の変化に対
応できる力を身に付けさせられると考え、本主
題を設定した。
〈児童の実態〉
日常生活において触れる機会の多い情報につ
いて批判的に考え、その妥当性に目を向けるこ
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とができているかを把握するために、下記のよ
うな事前調査を 6 学年のクラスで行った。

（2）実践の手立て
3 つの手立てをとり学習を進めていく。
【手立て 1】PPDACサイクルを取り入れた学習
・段階を踏んだ授業
【手立て 2】素材を工夫した学習
・児童に興味をもたせ、意欲をかき立て
る素材を提示
【手立て 3】話し合い活動を取り入れた学習
・ホワイトボードミーティング
【手立て 1】では、下記のような PPDAC サイ
クルを取り入れた段階を踏んだ授業を行う。

写真 1

事前調査問題

この問いに対して、「適切」と 68％、「適切
ではない」と 32％の児童が回答した。
「適切」
と答えた児童の理由には、
「グラフが増えてい
るから」、
「グラフが 2 倍になっているから」
「レ
ポーターがそう言っているから」
が挙げられた。
一方、
「適切ではない」
と答えた児童の理由には、
「8 件しか増えていないので、激増とは言えな
いから」や「激増ではなく、増えているが正し
い表現だから」という理由が挙げられた。この
結果から、半数以上の児童が内容をよく吟味す
ることなく、視覚的に見たグラフの高さや書か
れている文字をそのまま鵜呑みにしていること
がわかった。
また、「統計が生活で役立っていると思いま
すか」という問いに対して、
「思う」13％、
「思
わない」3％、
「わからない」84％という結果だっ
た。「思う」と回答した児童も「いろいろな場
面で聞いたことがある。
」というだけで、具体
的な理由をもっていなかった。このことから、
統計に親しみをもっておらず、日常生活で役
立っている事実やそもそも「統計」という言葉
やその意味を知らない児童がほとんどであるこ
とがわかった。

2

実践の方法

（1）ねらい
PPDAC サイクルを活用した授業実践を行う
ことで、統計を活用することのよさや必要な情
報を取捨選択したり新しいアイデアを生み出し
たりする力が育ち、児童に「統計的思考力」を
育成することができたか、実践を通して明らか
にする。

問題
（Problem）

・問題の把握
・問題設定

計画
（Plan）

・データの想定
・収集計画

データ
（Data）

・データの収集
・表への整理

分析
（Analysis）

・グラフの作成
・特徴や傾向の把握

結論
（Conclusion）

・結論付け
・振り返り

これら一連のプロセスは、
「問題」から「結論」
まで一方向に進んでいくものではなく、相互に
関連し合い、行き来しながら学習を進めていく
必要がある。
児童の興味や実態を見極めながら、
授業を行っていく。
【手立て 2】では、
児童が「やってみたい」
「考
えてみたい」と思うように素材を工夫し学習を
行う。身近で、誰もがわかるものを提示するこ
とで主体的に学習に取り組ませていく。本実践
では、
児童が好きな
「リレー」
を素材に提示した。
小学生は勝負事について常に勝ちたいと思って
いる児童が多く、自分のチームが負けないよう
に熱心に学習に取り組む。そうすることで、知
らず知らずのうちに、統計を活用することのよ
さを味わい、その存在を身近に感じると思われ
る。
【手立て 3】では、
話し合い活動を取り入れる。
多様な意見や考え方に触れさせることは、児童
に新たな気付きをもたらし、
ものごとを客観的、
多面的に捉えることができると思われる。本実
践では、ホワイトボードを活用し、メンバーを
書いた紙を動かしたり考え方を書き込んだりし
ながら話し合い活動を行う。
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3 具体的な実践内容
（1）1 校時【手立て 1】
【手立て 3】

・リレー選手決めみたいに、上位何人みたいな
ルールだと、平均値で決めるのは危険。

ねらい：ソフトボール投げの記録を見て、
どのクラスが一番遠くまで投げたか調べる
ことができる。
問題

どのクラスが一番遠くまでソフト
ボールを投げることができたか調べ
ることができる。

計画

3 つのクラスの人数が違うので、教
科書の表を使う。
クラス毎の特徴や傾向をもとに考え
ることができる。
平均値や最大値・最小値・範囲を用
いて比べることができる。

データ

分析

平均値は、1 組 26m、2 組 26m、
3 組 27m
最大値は、1 組 41m、2 組 35m、
3 組 40m
最小値は、1 組 14m、2 組 17m、
3 組 14m

結論

平均値では 3 組が一番遠くまで投げ
ているか、本当にそれでよいか疑問
をもつことができる。

教科書に示されている 3 つにクラス分けされ
た一人ずつの数値を基に、どのクラスが遠くま
で投げられたかを比べることがねらいである。
来年新しく採用される教科書では、平均値・最
大値・最小値・範囲・中央値・最頻値といった
6 つの算数用語について指導しなくてはならな
い。本時では、そのうちの 4 つを理解させた。
平均値は 5 年生で学習したものとの違いに触れ
ながら、学習を進めた。平均値では 3 組、最大
値では 1 組、最小値では 2 組の数値が一番高く、
よい結果だった。多くの児童が、平均値を一番
優位なデータとして 3 組が一番遠くまで投げら
れたと考えたが、一部の児童から異論が出た。
（授業後の児童の感想）
・表にデータがバラバラの順番に書かれてい
て、どのクラスが一番投げられたかわかりに
くかった。でも、平均値を利用すれば簡単に
わかった。
・いろいろな数値の表し方があることがわかっ
た。数値によって一番になるクラスが変わっ
ていておもしろかった。
・1 組と 2 組の平均値が同じだった。
・数人が遠くに投げたからといって、クラス全
体が遠くに投げられるとは限らない。

（2）2 校時【手立て 1】
【手立て 3】
ねらい：ドットプロットを使って、クラス
毎の散らばりを調べることができる。
問題

平均値・最大値・最小値だけでは比
べられない。

計画

平均値が同じ、1 組と 2 組を比べるこ
とができる。

データ

教科書の表のデータを利用すること
ができる。

分析

数直線上に、それぞれのクラスをドッ
トプロットに表すことができる。

結論

平均値が同じでも、散らばりが違う
ことに気付くことができる。

前時の 1 組と 2 組の平均値が同じだったとい
う疑問から、それぞれのクラスのデータをドッ
トプロット上に表させた。そして、
「資料の調
べ方」で指導する 6 つの算数用語のうち、残り
の中央値と最頻値を理解させた。視覚に訴えた
ことで、クラス毎の散らばりを捉えさせること
ができた。ドットプロットを作成することに時
間がかかることが課題として挙がった。区間毎
にデータをまとめることで時間短縮を行えるこ
とを伝え、
次時の度数分布表につなげていった。
（授業後の児童の感想）
・平均値が同じだったのに、違いがあってびっ
くりした。
・わかりやすかったけど時間がかかった。
・やっぱり平均値だけではあてにならないこと
がわかった。
（3）3 校時【手立て 1】
【手立て 3】
ねらい：度数分布表やヒストグラムを使っ
て、クラス毎の散らばりの傾向を読み取る
ことができる。
問題

ドットプロットは、特徴や傾向を捉え
やすいが、作成に時間がかかることに
気付くことができる。

計画

数値が等しいものだけでなく、近い
ものでまとめることができる。

5 ｍずつの区間でまとめ、近い数値
データ でまとめることのよさを味わうこと
ができる。
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分析

区間 5 ｍの度数分布表とそれを基に
してヒストグラムを作成し、散らば
りやわかりやすさを調べることがで
きる。

結論

5 ｍの区間でまとめたことで、短い
時間で散らばりの傾向を調べること
ができる。ドットプロットよりまと
まっていて、わかりやすいことに気
付くことができる。

ドットプロットよりも短い時間で作成でき、
しかもわかりやすいと感動していた。しかし、
区間の数値に幅があるため、正確なデータでは
ないことからドットプロットの方がよかったと
考える児童もいた。また、なぜ 5 ｍで区切った
のか疑問が出てきたので、次時に区間の幅を変
えたものと見比べていこうとなった。
（授業後の児童の感想）
・度数分布表は早く作れてよかった。ヒストグ
ラムは散らばり具合がわかりやすかった。
・度数分布表を作るときに、
「正」の字を書く
ことがわかった。クラスレクやめあてを決め
るときなどにも使っていたことにも気付きま
した。
・ヒストグラムは棒グラフと同じに見えたけ
ど、実は範囲を表しているから棒と棒がくっ
ついていたことを知って、びっくりした。

区間によって、ヒストグラムの形が変わり、
読み取れることが変化することに気付かせる必
要があった。また極端な話として、今回のデー
タで区間の幅を 45 ｍにした場合、どのクラス
も一本の棒になってしまう。区間の幅を大きく
しすぎると意味が無くなってしまうことがある
ことや細かくすると分散しすぎて傾向がつかみ
にくくなることも理解させる。その上で、伝え
たいことに応じて、区間を変える必要があると
気付かせる。
（授業後の児童の感想）
・大きく分けすぎるとわけがわからなくなるこ
とがわかった。
・区間を変えると印象が変わることにびっくり
した。
・今回は 5 ｍの区間が一番クラス毎の違いが出
ていてわかりやすかった。
（5）5 ～ 7 校時【手立て 2】
ねらい：公平にリレーのチームを分けるた
めに必要なデータとその収集方法を考える
ことができる。
（5 校時）
ねらい：集計したデータを平均値や散らば
りで比べ、できるだけ公平なチームわけを
することができる。
（6 校時）
ねらい：リレーを行い、決め方が妥当だっ
たか考えることができる。
（7 校時）

（4）4 校時【手立て 1】
【手立て 3】
ねらい：区間を変えるとどんな違いが出る
か理解することができる。
問題

区間を変えると、どんな違いがある
か見比べることができる。

計画

区間を変えて、度数分布表とヒスト
グラムを作成できる。

時間を短縮するためにパソコンを利用
する。データを打ち込めば手軽にヒス
データ トグラムを作成するように設定したエ
クセルに数値の打ち込みを行うことが
できる。
分析

区間を変えると、ヒストグラムから
受ける印象がどのように変わるか調
べることができる。

結論

区間によって、調べたいことがわか
りやすくなったりわかりにくくなっ
たりすることに気付くことができ
る。

問題

五十音順で分けたチーム表から「不
公平さ」を感じ、どうすれば公平に
チーム分けができるか、考えること
ができる。

計画

公平にチーム分けをするために、必
要なデータやまたその集め方を考え
ることができる。

データ

50 ｍ走のタイムのデータを収集し、
整理することができる。

分析

収集したデータの平均値や散らばり
などを見て、公平にチーム分けをす
ることができる。

結論

公平にチーム分けがされたか実際にリ
レーを行い、決め方の妥当性を考える
ことができる。また、改善策を考える
ことができる。

5 校時では、意欲的に学習に取り組ませるた
めに、児童が好きで、うまくいったか結果がわ
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かりやすいリレーを行うことを伝え、五十音順
で分けたチームを提示した。その中の一つの
チームに、運動会紅白リレーの選手が集まって
いる状況を作った。不公平感を味わわせること
と、公平さは何によって決まるか、どのような
データを集めればよいか思考させることをねら
いとした。公平にチーム分けをするためには、
どのようなデータが必要か考えさせたところ、
50 ｍ走のタイムやリレー選手かどうか、運動
部に属しているかなどが出された。「1 年生か
ら 6 年生までリレー選手だったかも調べた方が
よい」「リレー選手の中でも速さがバラバラ。
」
「運動部でもサッカーと卓球は全然違う。
」とい
う意見が出たが、結局 50 ｍ走のタイムを基に
チームを分けることになった。人の名前やイ
メージではなく、タイムという数値に着目させ
ることができた。

写真 2

リレー選手を記入して不公平感を可視化

（授業後の児童の感想）
・最初のチームを見て不公平と思ったけど、自
分たちで作り直せてよかった。
・公平なチームを作って、よい勝負ができるよ
うにしたい。
6 校時には、数値に注目し、公平なチームを
作った。そのために児童一人一人に平仮名一文
字と数値が書かれた紙を一セット渡した。
（写
真 3 参照）また、話し合い活動でホワイトボー
ドを活用し、メンバーが書かれた紙を入れ替え
る作業や、平均値を計算する活動を通して、目
標を達成できるようにした。班活動でお互いの
意見を交流し合い、チームを決めた。班活動で
は、〇秒台のデータで分けてから各チームに均
等の振り分けていく方法（階級別に整理）や全
体の平均を求め、その平均に近づけるように速
いデータと遅いデータをペアにしていく方法が
出てきた。決めたチームの平均値を求め、公平
か確認していた。差があった場合、入れ替えを
行い、差ができる限り小さくなるよう試行錯誤
していた。
班活動の後、
全体で決め方を発表し合い、
チー

ムを決定した。ヒストグラムを作成して発表を
行った班もあった。

写真 3

話し合い用データ（児童は切って使用）

写真 4 ホワイトボードミーティング 写真 5

全体で交流

写真 6 ヒストグラムを利用した発表 写真 7

全体でチーム分け

（授業後の児童の感想）
・どのチームも平均値がほぼ同じだから公平な
チームが作れたと思う。
・思いつかなかった方法でチーム分けをしてい
る班があってなるほどと思った。
・リレーを早くして確かめたい。
7 校時には、実際にリレーを行った。結果は
一つのチームが抜け出して優勝し、他の 3 チー
ムはほぼ同タイムだった。リレー後、決め方
が妥当だったか検証した。意外にも 3 チームが
競っていたこともあり、公平な決め方だったと
思っている児童がほとんどだった。決め方に
ついての妥当性は高いという考えに至ったが、
データの質については様々な意見が出た。
・50 ｍ走のタイムが 4 月のものだったのでデー
タには鮮度があり最新のものに更新し続けた
方がよい。
・リレーのコースが 65 ｍだったことから 65 ｍ
走のタイムを取った方がよい。
・実際に走るコースでデータを取った方がよ
い。
・バトンの受け渡し込みのデータを測定したほ
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うがよい。
・抜くときにロスが出るので、レーンを作った
方がよい。
などが出てきた。もう一度やりたいと全員が
答えたので、実現可能で手間がそこまでかか
らないという観点から、本番と同じコースで
データを取った後にチーム決めを行い、リレ
ーを行うことになった。

た児童もいた。このことから、素材の工夫を行
い統計の意味やそのよさを味わわせられたこと
で、統計を身近に感じられるようになったとい
える。
学習終了後の感想で「本当に公平に分けるこ
とは無理。公平に近づけることはできる。
」と
書いた児童がおり、統計の不確実性にも気付か
せることができた。

４

〔写真 8〕リレー

（授業後の児童の感想）
・決め方は公平だったけど、前もって走るコー
スのデータでチーム分けをしていれば、もっ
と良い戦いになったと思う。
・データは常に更新すれば公平に分けやすくな
る。
・公平に分けたつもりだったけど、少し偏って
しまった。データを改善すればよい試合がで
きると思う。
（6）事後調査
学習が終わった後、事前調査と同じ問題で再
び調査を行った。レポーターの問いに対して
「適切」と 3％ ( 事前は 68％）
、「適切ではない」
と 97％ ( 事前は 32％）の児童が回答した。
「適
切ではない」と答えた理由では、
「言うほど増
えていないから」や「激増とまでは言えないか
ら」などがあった。レポーターの言葉やグラフ
に惑わされることなく、ものごとを批判的に捉
えられる力が育成されたことがわかった。一方
で「適切」と答えた児童は、
「グラフを見てそ
う思ったから」と答えた。このことから今後も
継続して指導をしていかなければならないこと
もわかった。
また、「統計が生活で役立っていると思いま
すか」という問いに対して、全ての児童が「思
う」と答えた。その理由には「生活を楽しくす
るために役立っていると思うから」や「実際に
多くのことで役立っているから」などがあり、
内閣支持率・選挙の出口調査・災害が起こった
ときの復興計画・店の出店計画・コンビニの商
品発注に統計が活用されていることを調べてき

実践のまとめ

（1）成果
【手立て 1】
日常生活において起こる問題を学習で取り扱
うには、統計的に解決できる形に置き換える必
要がある。PPDAC サイクルを活用したことに
より、本実践で行った学習では、生活の中での
問題を取り扱うことができた。段階を踏んで学
習を進めたことにより、児童は見通しをもって
授業に取り組むことができた。また、児童の興
味や発言に応じて、段階を戻したり次の段階に
つなげたり、
臨機応変に対応することができた。
【手立て 2】
児童の興味に応じた素材を提示したことで、
どの児童も意欲が高まった。実際に統計を活用
してそのよさを味わったことで、統計を身近に
感じている児童が増えた。また統計がどこで利
用されているか見つけてきた児童もいた。
【手立て 3】
話し合い活動を取り入れたことで、多様な意
見や考え方に触れる機会が増えた。また、班、
全体で一つの結論を出させたことで、データの
是非や取捨選択を経験させることができた。そ
の結果、
統計的思考力を育成することができた。
（2）課題
本実践では、
まず教科書を使用して「方法知」
を理解させ、次に身近な素材を使って活用する
時間を設定した。そのため標準より授業時数が
多くなってしまった。体育などと合科単元にす
るなどの工夫が必要である。
【参考文献】
・文部科学省「小学校学習指導要領（平成 29
年告示）解説 算数編」
・山本良和『すべての子どもを算数好きにする
「データ活用」
「しかけ」と「しこみ」
』
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【実践記録】

単語の定着を目指して

−音声を覚えることからの指導−
船橋市立葛飾中学校

1

はじめに

平成 26 年度文部科学省「外国語活動実施状
況」によると、
「英語の授業が好き、どちらか
といえば好き」と回答する児童生徒の割合は、
小学校５・６年で 70.9％、中学校 1 年で 61.6％、
中学校 2 年で 50.3％となっており、学年が上が
るにつれて数字が下がっている。逆に、「英語
が嫌い、どちらかといえば嫌い」と回答する児
童生徒の割合は、小学校５・６年で 10.9％、中
学 1 年で 18.4％、中学 2 年で 27％と学年が上が
るにつれて数字が上がっている。

何故このような現象が起きてしまうのか、と
考えた際に、小学校英語教育と中学校英語教育
の指導内容において、大きく異なる点である、
「言葉の音声」だけの学習から、
「書き言葉」つ
まり文字の学習活動が増えていくことに着目を
した。
小学校学習指導要領外国語編において「書く
こと」の目標には、
事柄について、例文を参考に、音声で十分
に慣れ親しんだ簡単な語句や基本的な表現
を用いて書くことができるようにする」
とある。また、中学校学習指導要領、外国語編
において「書くこと」の目標には、
（５）書くこと、
『正確に書く』とは、小学校
の外国語科において、大文字と小文字の正
しい書き分けや、符号の適切な使用など、
『書
くこと』に慣れ親しんできたことを踏まえ、
文構造や文法事項を正しく用いて正しい順
序で文を構成することや、伝えたいことに
ついての情報を正確に捉え、整理したり確
認したりしながら書くことを示している。
とある。

教諭

鈴木

諭子

この学習指導要領を踏まえると、
「書くこと」
の基礎的な部分には、
音声として『慣れ親しむ』
ことが必要不可欠な要素として考えられる。
『言語には文字が伴いますから、
「視覚言語」
として目から学習することは不可欠です。しか
し、それだけでは不十分で、音声で活用する練
習も取り入れなければならないのです。
』
（國弘
正雄 /2001 年）
ともあるように、英語の学習において、聞くこ
とや発音すること、つまり「言葉の音声」の指
導が、いかに大切かがうかがえる。
しかしながら、中学校での英語指導で扱う単語
数や、定期テストまでの授業の回数を考えてい
くと、学習活動の中で、本当に十分に『慣れ親
しむ』活動が行われているのか。また、どの位
の回数の練習や活動を取り入れると求められる
『慣れ親しむ』学習となるのかという点におい
ても、疑問を感じた。
そこで、
「言葉の音声」に慣れ親しむ学習、
つまり発音学習から、
「書き言葉」へのつなが
りを意識させた書く学習について実践を行いた
いと考え、以下の仮説の基で実践を行った。
本実践記録では、言葉の最小限の単位である
単語に注目し、また単語を文字に起こすことを
意識させるために行う単語テストを用い、発音
と単語テストの関わりに関して行った実践をま
とめた。

2

実践の仮説

『英語を読めない学習者は、英語の音素に関
する認識が欠けているために音声化できないこ
とが原因です。
（中略）文字と音の対応がわか
らないので「読めない」のです。また、読めな
ければ、この単語を覚えておきようがありませ
ん。字の形だけで「アヒル」と意味を覚えるこ
とはできても、duck を音で聞いた時には何の
ことかわかりません。もちろん、この語を口に
出して使うこともできません。
』
（田中真紀子
/2017 年）
とあるように、学習指導要領に書かれている、
『英語に「慣れ親しむ」こと』は、単語や文の
発音がしっかりとできるようになること、と捉
えることができる。また同時に、音声言語とし
て発音ができ、読むことができる単語または文
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は、文字に起こすことができると考えた。
例年の授業を通し、学力低位の生徒に見られ
る傾向として、発音ができない単語は、書くこ
ともできない生徒が多い。
第二言語習得のプロセス「聞く」→「話す」
→「読む」→「書く」からも伺えるように、単
語に慣れ親しみ、聞きとれ、発音ができないと、
読み、書きは十分にできないと考え、以下の仮
説を立てた。
（1）音声で十分に慣れ親しみ、はっきりと
発音できる単語は、単語を覚える際に、よ
り定着しやすくなるだろう。
（2）音声で十分に慣れ親しみ、はっきりと
発音できる単語は、
「書く」活動を取り入れ
た際の定着がさらに図れるだろう。

3

実践の内容・方法

（1）生徒の実態
2 学年 6 クラス中の 2 クラス（共に男子 19 名、
女子 17 名）において実践を行った。
今回の実践では、1 年次より指導をしている
生徒を対象に取り組みが行えた。前年度の授業
の流れも理解しているため、BINGO や 25 単語
テストの活動は慣れており、スムーズに導入が
できた。
どちらの学級においても全体的に落ち着きが
あり、授業への取り組みも意欲的に行う生徒が
多い。学習に対して関心の高い生徒が多いため、
家庭での一定の学習習慣が確立されている生徒
が多く、理解力に優れる生徒が多い。英語の進
路や将来に向け、英語の必要性を強く感じてい
る生徒が多く、授業においても慣れない音や発
音に対しても抵抗なく、聞き取ろうという姿勢
や、話してみようという積極的な態度が多く見
受けられ、小学校での英語教育による「聞く・
話す」の技能習得がよくできていることが分か
る。しかし、本人の成績、興味・関心にかかわ
らず、英語を苦手とする生徒もいる。しかし、
苦手な中でも、将来や今後の国際理解のために
と、必要性を考え、意欲にかえて取り組む姿勢
が伺える。
（2）実践の内容・方法
実践にあたり、年間を通し 3 つの活動を行っ
た。1 つ目が BINGO、2 つ目が音読表を用いた
発音確認、3 つ目が 25 単語テストである。
対象となる生徒は、1 学年時より、ビンゴと
25 単語テストを繰り返し取り組んだ学年であ
る。2 つの慣れた活動に加え、意識的にアウト

プットを行う、
「音読表」を導入した。
ビンゴの後、
「音読表」
を使ったペアワークで、
一方の生徒が単語の意味を全て発音できるかを
確認した後、単語テストに臨ませた。
この活動それぞれは、第 2 言語習得が成立
す る 条 件（ 木 村 松 雄 /2019） で あ る、Input、
Output、Interaction、Noticing、の 4 点を踏ま
え設定を行った。
① BINGO〔Input〕
１年次より行っているビンゴでは、扱う単元
より使用頻度の高い 25 単語を取り抜き、ビン
ゴカードを作っている。BINGO を通し、新出
単語の導入、発音の確認、スペリングの確認と
した基本的な内容に触れている。
1 単元の授業（8～9 時間程度）に 4 から 6 回
のビンゴを行う。

上記のビンゴでは、単語の下に意味が書かれ
ているものになるが、回数につれ意味を抜い
たビンゴを使用した。ゲームを開始する前に、
必ず 2、3 回程度教師主導で発音の練習を行い、
単語の発音に慣れる活動を行った。
②音読表〔Interaction〕
下記の「音読表」を用い、ビンゴを通し導入
した 25 単語の発音練習、生徒同士での発音確
認、そして、意味を見て単語の発音ができるか
の確認を Lesson 2 より行った。
ペアワークとして、一方の生徒が 30 秒間で
25 単語を 1 つずつ発音する（以下、
「音読み」
とする）
。もう一方は、相手の発音のチェック
を行う。毎回の授業で、交互に確認するという
活動を取り入れた。
全ての単語が発音できると、プリントの英単
語が書かれている部分を折り曲げ、単語の意味
を見て英単語が発音できるかのチェックを行う
（以下、
「意味読み」とする）
。発音活動から、
意味を見ての発音活動への変換のタイミング
は、生徒に決めさせ、発音することに十分な自
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信を得てから、意味を見ての英単語発音に移行
している。

（3）結果と考察
音読みから意味読みへの推移
6.00
5.00
4.00

4.34

4.33

3.00

5.42
3.93

3.12

2.00

4.09

3.40

1.00
0.00

【図１：音読みから意味読みへの推移】

音読表を用いて、発音だけの活動から（音読み）
、日本語
で書かれた意味を見て、
英単語を発音する練習（意味読み）
への切り替えたタイミングの推移（第何回目で変えたか。）

この 2 つの活動で、ビンゴを通しインプット
された単語の熟達度を計るアウトプット作業
と、単語の習得をより促す生徒同士のインタラ
クションを同時に行った。
③ 25 単語テスト〔Output〕
上記のビンゴ、音読表を通し、5 分程度の活
動の中で生徒は 10 回程度の発音練習を行って
いる。この時点で、仮説となる「音声で十分に
慣れ親しみ、はっきりと発音できる単語」に近
づいている。その上で、文字としての定着を計
るための単語テストを行った。
下記にある、同じ並びのテストを 4 回行う中
で、どの程度単語の定着ができているかを見る
ことができる。事前に生徒には 20 点以上を目
標にする事を伝え、テストに取り組ませた。

図 1 において、②の音読表を用いて、ペア活
動での音読みから、意味読みへ変換するタイ
ミングが、1 単元、8 回の授業の中で、おおよ
そ 4 回目前後の授業で切り替えが推移している
（平均で 4.17 回）
。これは、相手に自分の発音を
チェックしてもらう意識的発音活動を 3 回程度
行うと、単語の発音が定着することを表してい
る。また、学力低位の生徒でも 5 回～ 6 回の活
動で音読みが定着できていることが分かった。
また、定着するまでの平均回数が高かった
Lesson6・7 を見てみると、environment, disapp
ear, mysterious 等の中学生にとって使用頻度
の低い単語や、音節の区切りの多い単語が覚え
にくいとされていた。そのために発音の定着が
されにくかったように見られる。学習者の記憶
力だけでなく、単語の難易度や音節の長さも、
発音を覚えることに影響することが分かった。

25単語テストの点数分布
100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

23.25 23.38
22.57 23.08
21.52 22.09

23.19
22.15
19.37

23.88 24.21
23.37 22.71
22.17 22.41

22.94 23.17
21.84 22.02
20.53 21.30

24.57

23.76
23.49

18.95 19.70 16.99 20.75 20.26 17.85 18.60 20.97
Less
on 1

Less
on 2

Less
on 3

Less
on 4

Less
on 5

Less
on 6

Less
on 7

Less
on 8

第4回 23.25 23.38 23.19 23.88 24.21 22.94 23.17 24.57

上記の①～③の活動を繰り返し行い、単語の
定着を図った。また、
上記の活動の中には必ず、
〔Noticing・気づき〕が含まれており、アウト
プットからの記憶の欠落への気づきが、次のイ
ンプットへの気づきになり、単語の定着を促進
させている。

第3回 22.57 23.08 22.15 23.37 22.71 21.84 22.02 23.76
第2回 21.52 22.09 19.37 22.17 22.41 20.53 21.30 23.49
第1回 18.95 19.70 16.99 20.75 20.26 17.85 18.60 20.97

第1回

第2回

第3回

第4回

【図 2：25 単語テストの点数分布】
全 8 回分のレッスンと、レッスン毎に 4 回行った
25 単語テストの平均値の推移
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1年後の比較

20.00

24.57
23.76 23.25
23.49 22.57

20.97 21.52
18.95

15.00
10.00

第3回

第4回

Ｂ：成績
中位群

第1回

23.80

18.49

9.46

第2回

24.62

22.08

13.22

第3回

24.81

23.59

15.70

第4回

24.96

24.32

17.87

25.00
20.00
15.00
10.00

9.46
13.22
15.70
17.87

Ａ：成績
上位群

30.00

5.00
0.00

Ｃ：成績
下位群

【図４：成績群毎の点数の伸び】
成績上位群Ａ、成績中位群Ｂ、成績下位群Ｃで分け
た際の 25 単語テスト（Lesson2 ～ 8）の平均点の
推移

Ａ：成績上位群

5.00
0.00

第2回

18.49
22.08
23.59
24.32

第1回

図 4 では、定期テストの平均点より 15 点以
上高い点数を取る生徒を成績上位群とし、定期
テストにおいて 45 点以下の生徒を成績下位群、
その中間の生徒を中位群として、平均値を計っ
た。すると図のように、上位群では数値がさほ
ど変わらないのに対し、中位群、下位群ともに
大きく数値に変化が見られた。

30.00
25.00

成績群毎の点数の 伸び
23.80
24.62
24.81
24.96

図 2 では、研究仮説にあるように、音読表を
通し、「音声で十分に慣れ親しみ、はっきりと
発音できる単語」が実際に書けるかという結果
をデータ化した。③にある 1 単元で 4 回行った
単語テストの数字を表している。先に述べたよ
うに、ビンゴや単語テストの活動は、1 年次も
年間を通し行っている。Lesson1 においても、
前年度と同様に、音読表の導入はせず数値を計
り、音読表の効果が Lesson1 とそれ以降でどう
伸びているかを計った。図１でも同様に、図２
においても、Lesson3,6,7 の平均点がどのテス
トの回においても低く、単語の難易度を表して
いる。上記 3 単元の平均点は第１回目で低く、
Lesson3 で 16.99 点、Lesson6 で 17.85 点 と あ る
が、単語テストの回数が上がるにつれて、平均
点は他の Lesson と変わらなくなってきている。
覚えにくい単語ではあるが、4 回目のテストで
は他の Lesson と数値はほぼ変わらない。

第1回

第2回

第3回

第4回

Lesson 1

18.95

21.52

22.57

23.25

Lesson 8

20.97

23.49

23.76

24.57

Lesson 1

Lesson 8

【図 3：1 年後の比較】
図 2 を基にして、
実践を始めた 1 回目 Lesson1 のデー
タと年度最後の Lesson8 の数値比較

図 3 では、全ての回を比較していくと、あま
り大きな差が見えないように感じたため、大き
な枠での差を比較してみた。
Lesson1 の音読表導入前の 25 単語テストの結
果と、1 年間、ビンゴ、音読表、25 単語テスト
の一貫した活動を通した最後の単元、Lesson8
の比較である。
Lesson1 と Lesson8 で、約 2 点の差が第 1 回目
の単語テストよりあることが見える。単語テス
トの回数によりその差は縮まるが、最大で 2.02
点、最低で 1.19 点の差となることから、音読表
を取り入れ、はっきりと発音できる単語は書く
活動において、より定着し正確に書き取ること
ができていることが分かる。

第1回
第2回
第3回
第4回

L1
23.60
24.30
24.70
24.80

第1回
第2回
第3回
第4回

L1
16.33
20.33
21.56
23.00

第1回
第2回
第3回
第4回

L1
9.22
13.67
16.44
17.89

L2～8 平均

23.80
24.62
24.81
24.96
Ｂ：成績中位群
L2～8 平均

18.49
22.08
23.59
24.32
Ｃ：成績下位群
L2～8 平均

9.46
13.22
15.70
17.87

差
0.20
0.32
0.11
0.16
差
2.15
1.75
2.04
1.32
差
0.24
-0.45
-0.74
-0.02

【図 5：各成績群の平均点とその差】
音読表を使用していない Lesson1 の平均値と使用し
た Lesson2 ～ 8 の平均値の比較と点数差

図 5 においても、音読表を使用しなかった
Lesson1 の平均値と音読表を使用した Lesson2
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～ 8 の平均値の差は、成績上位群、中位群、共
に数値が上がっており、特に、中位群に関して
は、2.15 ～ 1.32 点と大きな差が見られた。一般
的に、学習の回数を重ねれば記憶の定着は計れ
るが、その伸びが音読表を取り入れることで、
大きくなっているように感じられた。
しかしながら、成績下位群の数値において
は、0.24 ～－ 0.74 点と数値が音読表を使用する
前の方が良い数値となった。また、伸び率が他
のグループよりも低かった。先にも述べた、単
語の難易度や音節が多い単語等、成績低位群の
生徒に対しては、それぞれの単元での新出単語
が Lesson1 より難しくなっていることもこの結
果に表れている。しかし、どういう理由にして
も、研究仮説における、発音をはっきりとでき
る単語はより「書く」活動においてより定着が
図れるということは、成績低位群には適応しな
いことが分かった。

4

実践のまとめ

（1）成果
ビンゴの活動では、新しい単元の単語に取り
組む際の、生徒の苦手意識からくる抵抗感が薄
くなり、より熱心に取り組むようになった。具
体的には、初めて触れる単語の読み方をカタカ
ナで書き、覚えようとする生徒や、もう一度発
音をして欲しいと希望する生徒がでてきた。ま
た授業後に、発音の仕方を確認に来る生徒もい
た。ビンゴの後の音読表を用いた確認活動のた
めに、意識的に読む姿勢が身についた。また、
教師を主体とした発音練習では、声量が常に大
きく、意識的に読む練習をしている姿がどの生
徒にも見られた。
音読表の活動では、ペアでの活動のため、よ
り意識的に発音をする姿勢がとれた。また、英
語に苦手意識のある生徒でも、ペアの相手の発
音を確認しあうことができ、音声言語としての
英語の定着が確実に行われた。
25 単語テストにおいても確認ができ、音読
表を入れた時、入れていない時とで平均点に差
がでた。特に、その成果は成績群に分けた際に
顕著に表れ、成績中位群では約 2 点前後の平均
点の差になり、改めて、発音の練習を何度も繰
り返し、単語に自信を持ち発音できることは、
その後の文字活動でも成果がでることが分かっ
た。また、後の学習で続く、文章の音読でも自
信を持ち音読活動に取り組む姿勢に表れること
が確認できた。
25 単語テストでは、テストの回数を重ねる
毎に得点が上がるので、
生徒の意欲が高まった。

4 回の単語テストを通し、同じ並びのテストな
ので覚えやすいだけでなく、スペルミスをした
問題や、前回書けなかった問題等、生徒は自分
の知識に欠如している点に気がつき、次の回の
テストでそれを修正しようとする。また、書け
なかった単語という意識が、次回の発音練習や
音読表練習時の活動をより意識的に取り組ませ
るようになる。自分の弱点が見つけやすく、テ
ストへの意欲だけでなく、取り組む際の集中力
も高めた。
（2）課題
今回の実践での課題は大きく 2 つある。1 つ
は、学習効率の点において。もう 1 つは成績群
ごとへの課題である。
学習効率の点において、何度も同じ学習を繰
り返すことは、学習効果を高める一方で、時間
を費やし過ぎてしまい効率的ではないと感じ
た。ビンゴ（5 分）
、音読表（1 分）
、25 単語テ
スト（3 分）の約 10 分程度の時間であったが、
各レッスンで扱う単語が 25 語以上ある場合も
あり、その際は単語を使用頻度や覚えにくいも
のを考え厳選したため、25 単語以外の単元で
扱う単語の定着度が低く感じた。また、2021
年度施行される新学習指導要領において求めら
れる単語数が増えることからも、学習効率を考
え、より多くの単語に触れられるような学習を
検討していくことが必要と考える。
もう１点の課題は、
成績群毎への課題である。
図５で表されているように、成績上位群、中位
群において、発音をしっかりとできるようにな
ると、単語を書く力においても定着がより図れ
ることが分かった、定着の速い生徒には、より
多くの単語を学習させる機会や節や文へと幅を
広げた指導を設けても良かったと感じる。
また、成績低位群の生徒に関しては、発音の
定着と、書く力の定着は関係性がないという結
果から、別の形でのアプローチが必要だと感じ
た。ただし、この実践において、普段授業で活
動に遅れることや、理解が乏しい生徒でも、同
じ進度で自分の課題や欠点を理解でき、実践に
取り組めた。個々の生徒のペースにあった繰り
返しの活動が、生徒の意欲をより引き出せるこ
とが分かった為、このことを意識した活動を考
えていく必要がある。

5

おわりに

2021 年度施行される新学習指導要領におい
て、中学校卒業までに扱う語彙は 2200 ～ 2500
語程度に変わる。現行の学習指導要領と同じ授
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業時数の中で、語彙数は倍に変わろうとしてい
る。その上でより効率的で効果的な指導が求め
られていくことが考えられる。今回の実践を踏
まえ、「言葉の音声」に意識を置いた指導だけ
でなく、生徒個々の能力をしっかりと把握し、
課題意識を広く持てる指導を心がけていきた
い。
また、2020 年には東京オリンピックを控え、
これからより国際化が進む社会の中で、英語教
育の必要性もより強くなっていく。来年度から
変わる、小学校新学習指導要領と共に、小学校、
中学校、高等学校との連携を深め、効率や効果
を意識し、より生徒の実態に合った外国語教育
を実践していけるよう努めたい。
【参考文献】
・田中真紀子「小学生に英語の読み書きをどう
教えたらよいか」
（2017 年）研究社
・文部科学省「小学校外国語活動実施状況調査
の結果〔概要〕
」平成 26 年度
・文部科学省「小学校学習指導要領解説 外国
語編」（平成 29 年告示）
・文部科学省「中学校学習指導要領解説 外国
語編」（平成 29 年告示）
・國弘正雄 「英会話・ぜったい・音読・入門編」
（2001 年）講談社
・中田達也「英単語学習の科学」
（2019 年）研
究社
・木村松雄「Learning-centered（学習中心主義）
の時代を迎えて」
（2019 年）
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【実践記録】

振り返り活動を取り入れた話すこと・聞くことの年間の取り組み
−第 6 学年の実践から−

船橋市立法典小学校

1

はじめに

（1）新学習指導要領が求める話し合い活動
来年度から完全実施となる新学習指導要領で
は、「主体的・対話的で深い学び」が柱となる。
講義型の授業から、いかにして、児童の思考を
アクティブにして、学ぶ場面を設定していくか
が求められている。なかでも、話し合い活動は
全ての授業において取り入れられるほど重要な
役割を担っており、深い学びを促すためには欠
かせない活動になる。
そのような中で、国語科としての話し合い活
動で何をどのように指導していくのかを改めて
問い直す必要性があると考える。新学習指導要
領解説国語編では、全領域の学習過程に新たに
「考えの形成」
が位置づけられている。
本稿では、
従来の話し合いの授業の問題点を整理し、新学
習指導要領を意識した振り返り活動を取り入れ
た話すこと・聞くことの実践について考察する。

従来の話し合いの授業では、教科書に掲載さ

綿原

純恵

れている台本をモデルとして、話し合いの流れ
を理解したり、語彙を習得したりさせていた。
しかし、実生活の場における話し合いに生かす
ためには、児童が話し合いの良さを実感し活用
できるレベルまで高めることが必要である。上
山（2018）は、そのために、話し合いの最大の
課題である消えてしまう音声言語の特徴を捉
え、メタ認知を取り入れた振り返り活動を取り
入れることを提案し、以下のように主張をまと
めている。
これまでの話し合いの授業は、どのような
モデルを示すのか、あるいは、どのような活
動形態にするのかといった事前と事中を中心
に構想されてきた。すなわち、話し合い活動
そのものにどのように取り組ませるかという
点に焦点が当たっているといえる。しかし、
こうした指導では、話し合いで求められる発
言について学習者が「実感を伴って理解」す
ることが難しい。そのため、
（中略）振り返
り活動を取り入れた話し合い学習指導論を提
案する。これは話し合い活動を中心とした指
導から振り返り活動に重点を置いた指導への
転換を志向している。
（香月正登・上山伸幸
編著 『対話力がぐんぐん伸びる！文字化資
料・振り返り活動でつくる小学校国語科「話
し合い」の授業』2018 年 p.13）

（2）話し合いの授業の問題点
児童に深い学びを促すための話し合いとはど
のようなものなのであろうか。はじめに、話し
合いの授業の問題点から整理する。上山伸幸
（2018）は、従来の話し合いの授業では、取り
立て指導が不足していることを指摘した上で、
さらに話し合いの授業の問題点を以下のように
まとめている。
学習者に型を示す指導は、他にも話型指導
として広く行われている。
（中略）具体を示
すことで、学習者は話し合いで発言しやすく
なるといえる。ただし、これらの方法はトッ
プダウン的な指導に陥る可能性がある点に
は、注意が必要である。これは、どのように
話し合うのかという型を教師から明示できる
一方で、学習者はなぜその発言が求められる
のか、もしくは、実際の話し合いでどのよう
な効果があるのかを理解することが難しいた
めである。（香月正登・上山伸幸編著 『対話
力がぐんぐん伸びる！文字化資料・振り返り
活動でつくる小学校国語科「話し合い」の授
業』2018 年 p.11-12）

教諭

上山（2018）が述べている「実感を伴った理
解」という言葉は、前述した新学習指導要領で
示している「考えの形成」を生み出す上で重要
であると考える。自分たちの話し合いを振り返
り分析することで、話し合いを構成する要素に
気付き、生活の場により生かすことができると
考える。
具体的に、上山（2018）は振り返りを行う際
に「どのように話し合われたかという『過程』
を分析することに焦点を当てた指導」
を提唱し、
児童が実際に話し合った内容を逐語化して、そ
れを資料とし、上手くいった話し合いのこつ
や、上手くいかなかったこつの話し合いを分析
する。さらに、そのこつを意識して、もう一度
話し合いを行うことで、話し合いのレベルを上
げるといった流れである。このように、自分た
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ちの話し合いを教材としながら、その場で消え
てしまう音声言語を視覚化し、日常で使ってい
る話し合いのこつを意識させることで、より児
童の「実感を伴った理解」を促すことができる
と考える。

2

お友達やみんなと話し合うことは
好きか

実践の方法

本稿では、6 学年を対象として年間で行った
振り返り活動を中心とした話し合いの実践を 2
つ紹介する。実践の方法としては、前述した通
り、まず、話し合いを行い、そこから逐語化し、
その話し合いから話し合いが進むためのこつを
分析する。その後、分析したこつを掲示し、意
識しながらさらに話し合いを行う。
また、本校では、話すこと・聞くことの校内
研究を行っていたため、朝の修学タイムと呼ば
れる 10 分間の時間の中で、半年間ペアトーク
に取り組んでいた。そのため、紹介する 2 つの
実践以外でも、日常的に個人的な話す力を継続
的に高める活動も併せて行った。

3

る。
二つめは普段、使っている話し合いを進める
上で重要になっていることがメタ認知できてい
ないと感じる。

とてもきらい

3%

きらい

9%

好き

46%

とても好き

43%
0%

50%

100%

〔グラフ 1〕事前アンケート結果

話し合うときに気をつけていること
は何か
60%

話題に沿ってすすめる

実践の経過と結果

（1）児童の実態
本学級は 35 人学級で構成されており、明る
く素直な児童が多い。しかし、6 年生という発
達段階もあり、学力の個人差が大きく、話すこ
と・聞くことに関しては特に顕著である。自分
の話したいことや考えはもっているが、上手く
伝えられた経験が少なく自信がない児童も存在
する。以下のアンケートにおいても、
「話し合
うことがきらい」と答えている児童が 1 割いる
ことが判明した。これは前述した通り、話し合
いで、自分の考えがあまり伝わらず、嫌な思い
を経験したことが理由となっていた。
また、
「話し合うことが好き」と答えている児
童も、
「お互いの立場や意図を明確にする」こ
とを意識して話し合うことが少ないことが明ら
かとなった。これには 2 つの要因が考えられる。
一つめは、話し合いが「意見の出し合い」に
終始してしまっているということが考えられ
る。意見を一つにまとめる目的の話し合いにお
いては、本来、話し合いはグループの中の意見
の共通点や相違点を探し、意見をまとめていく
ことが必要不可欠な流れである。しかし、話し
合いの目的や、話し合いの意味を理解していな
い場合、多数決や納得させられる意見を参考に
一つにまとめやすい。このような流れでは、意
見をまとめるというより、
「各々の意見を出し
合う」ことで終わってしまう。それでは、話し
合いの良さを実感することができないと考え

決められた時間内にま
とめられるよう

31%

お互いの立場や意図を
明確にする

40%
0%

50%

100%

〔グラフ 2〕事前アンケート結果

以上のような実態を踏まえて、意見の出し合
いに留まらない、話し合いの良さを実感させた
いと考える。そのため、導入で話し合いの目的
について児童に理解させることが必要である。
なぜなら、確認することで、多数決で意見をま
とめるのではなく、お互いの意見を明確にした
上で、共通点や相違点を探すことの必要性を感
じることができると考えたためである。その上
で、前述した逐語記録による振り返り活動を行
い、日常で用いている話し合いを進めるこつに
も着目させる。
本学級では、
個人差が大きかったため、
グルー
プの話し合いだけではなく、一人一人の話す・
聞く力をレベルアップするために、ペアトーク
の単元も行った。これら 2 つの実践の詳細を以
下に述べる。
（2）実践①：視覚ツールを活用した４人グルー
プの話し合い
本実践は、ピラミッドチャートという視覚
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ツールを活用し、グループで一つの結論にまと
める話し合いを行った。ピラミッドチャートを
活用した理由としては、話し合いを視覚化させ
ることで、意見をより一つにまとめやすいと考
えたからである。
高学年ということもあり、
トー
クリーダーや書記の役割を分担した。また、本
実践では、最初の話し合いではモニターといっ
て客観的に考察する役割も設定し、振り返る際
に資料だけではなく、モニターの役割の児童か
らも、良かったところや悪かった部分を振り返
らせるようにした。なぜなら、最初の話し合い
から、逐語記録を分析させ、話し合いのこつを
探すことが児童にとって難しいと感じることも
あると考えたためである。そのため、モニター
をつけて、話し合いの良かった部分や悪い部分
を実際に客観的に見て考えさせることで具体的
にこつについて考えるきっかけになると考え
た。
単元の流れとしては、話し合いの目的を理解
させ、ピラミッドチャートによる話し合いを
行った後に、分析を行い、
さらに話し合うといっ
た流れである。ピラミッドチャートでは、一番
下の段にテーマに沿った考えについて 10 個以
上の項目を出させ、二段目に 6~7 個に絞らせ、
最後に一番上の段に 1 つに絞らせるという流れ
で行った。
< 単元名 >
グループで話し合おう
< 単元の目標 >
○役割を理解し、話し合いに進んで取り組も
うとする。
（関心・意欲・態度）
○お互いの立場を明確にしながら、計画的に
話し合うことができる。

（話すこと・聞くこと）
○自分たちの話し合いを振り返り、話し合い
に必要な要素を見つけることができる。

（話すこと・聞くこと）
○語感や、言葉の使い方に関心をもつことが
できる。
（伝統的な言語文化と国語の特質
に関する事項）
< 単元計画 >
時

学習内容

・話 し合いの流れや目的、役割につい
て理解する。
1
・ト ークリーダーはトークリーダーの
技カードの活用の仕方を理解する。

・
「兄弟学年である

1 年生と遊ぶとした
ら何が良いか」についてグループで話
し合う。
2
・モ ニターは良かったところについて
メモをする。
・グ ループで話し合う際に、どのよう
3
なこつがあったのかを振り返り分析
する。
4

・
「千葉県 1 日観光ツアーを考えよう」
についてグループでこつを意識しな
がら話し合う。

5 単元全体を振り返る。

〔写真 1〕ピラミッドチャートの話し合い

〔写真 2〕児童による話し合いの分析①

1 回目は「兄弟学年である 1 年生と遊ぶとし
たら何が良いか」というテーマで話し合いを
行った。以下は、モニターの児童の意見や分析
をもとにして、発見した話し合いのこつの詳細
である。
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実践②：対話の価値を実感しよう
本実践では、朝の修学タイムで行っていたペ
アトークと関連して行った。校内では、研究副
主任として、
修学タイムの取り組みを計画した。
詳細は以下の通りである。

・質問する
・共感する
・テーマに沿って話す
・考えをよく聞く
・意 見をまとめるとき
は整理して、選ばせ
るようにする

〔写真 3〕話し合いのこつ

上記のようなこつを分析した後、児童からは
「普段、使っている言葉も話し合いを進めるこ
つになることが分かった」
「こつをたくさん見
つけられて嬉しかった」などの感想があり、分
析することで、話し合いを構成している要素を
意識させることができたと考える。これらのこ
つをもとにしながら、「千葉県 1 日観光ツアー
を考えよう」の話し合いを行った。この単元は、
総合で「千葉県の魅力を伝えよう」という単元
と同時に行い、千葉県の観光名所を調べ学習し、
観光ツアーを考えるといった流れである。話し
合いの振り返りでは「前回、考えたこつを使っ
て話し合うことができた」という児童がいる一
方、「多数決ではなく、皆の意見の共通点や相
違点を考えてまとめるのが難しかった」と話し
合いの難しさについて実感している児童も存在
した。

【ねらい】
・相手の話を理解し、話を引き出したり、つなげた
りする力をつける
（全学年）
・相手の話を受けてつなげる力をつける

（低学年）
・意見の共通点や相違点に着目して考えをまとめる

（中学年）
・考えを広げたり、まとめたりする

（高学年）
【ポイント】
・話し手は話し手、聞き手は聞き手の役割に徹する
・聞き手が相手の話を引き出す力を鍛える
【流れ】
①全校でテーマについて放送を流す
②話す役割、聞く役割に分かれ、4 分間ずつで交代
してテーマについて話す
③振り返りをワークシートに記入する
【ペアトークのテーマ】
①生まれ変わるとしたら何になりたいか
②宝くじに当たったら何に使うか
③マラソン納会に向けて頑張りたいこと
④無人島に１つ持っていくとしたら
・ライター ・テント ・薬 ・ナイフ
⑤今年一年間頑張ったことについて
⑥一年間頑張りたいことについて
⑦おすすめの場所
⑧なわとび集会に向けて頑張ってきたこと
⑨６年生を送る会に向けて頑張ってきたこと
⑩もしも、こんなお菓子があったら夢のお菓子を開
発しよう！
⑪ラスト１か月。○○を頑張ります！
⑫一年間を振り返って成長したと思うこと

〔写真 4〕話し合いの様子

〔写真 5〕ピラミッドチャート

〔写真 6〕児童によるペアトークの分析
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〔写真 6〕はペアトークの内容を児童が逐語
記録に取ったものである。これをもとに、1 対
1 で話を続けることをねらいとして行ったペア
トークで、話を続けるためのこつを分析した。
このペアトークでは、児童が記録を行い、どう
したら話が続くのかを分析させた。
分析の結果、この児童は「？」をもつことが
話し合いを続ける上で重要だと考えた様子で
あった。「友達に様々な質問をすることで、話
す時間があっという間に終わる」と感想を述べ
ていた。その後、学級全体でまとめたペアトー
クが続くこつは以下の通りである。

【テーマ】
・最後のお楽しみ会は体育館？それとも校庭？（2
時間目）
・もしも、特殊能力が使えるとしたら（3 時間目）
・夏といえば…（4 時間目）
①スイカ ②プール ③花火
・６年３組を漢字一文字で表すと？（5 時間目）
①笑 ②元 ③仲 ④その他

・例え話を入れる
・相 手の考えがくわしく
分かるように質問する
・共感する
・笑う
・選んでもらう

〔写真 7〕児童によるペア
トークの分析

〔写真 8〕児童 A のワークシート詳細

ペアトークを継続して行うことで、1 対 1 で
話を続けることができるようになってきた。そ
こで、さらに、内容の質を高めるために「対話」
を行った。話を続けるという技能的な側面を磨
いた上で、「対話」の価値的な部分を実感させ
ることで、日常生活に活用できる力を高めるこ
とができると考えた。以下、児童が対話の価値
が実感できる単元を設定した詳細である。
※賀田純恵（2019）から引用
【単元名】対話をしよう
【時間】全 6 時間
【単元の目標】
・会話と対話の違いを意識することができる。
・対話の価値を実感することができる。
【指導計画】
時

学習内容

『ぼくの世界、
きみの世界』とのつながりに触れ、
対話とはどのようなものなのかを考える。
１
２つのモデル文を比較しながら、対話と会話の
違いについて考える。
対話を行う。
・１単位時間の配分
２
自分の考えを書く（3 分）
対話をする（10 分）
５
振り返りを行う（17 分）
・こつの分析は対話が終わった後に行った。

対話を行う前に、対話の定義を「価値観の摺
合せ」とし、お互い歩み寄って話し合うことを
前提とすることを確認した。
以下、5 時間目に行った「6 年 3 組を漢字一文
字で表すと」というテーマで行ったペアトーク
の逐語記録である。児童 A は、当初、①「笑」
を選んでおり、児童 B は④その他 「進」を選
んでいた。お互い歩み寄って、相手の考えを詳
しく聞こうとする姿勢が見られる。
※賀田純恵（2019）から引用
Ａ

Ｂ
Ａ
Ｂ

～

Ａ

 も、いま思ったんだけどさ、
で
「笑」は、ずっ
と笑ってるって感じでもないじゃん？怒られて
るときは、笑えないじゃん？
でも、怒られてる時だって、どんどんその人達
は、怒られて成長しているから。「進」は合っ
ているのかもしれない。
なるほど。分かる。分かる。
俺の心からは、「進」も合ってるかと思う。
なるほど。分かった。だから、笑う時は、怒ら
れてるときは、笑うことは不可能だけど、怒ら
れている時にこれはダメなんだなって。怒られ
てまた、成長して、前に進んでいくから、「進」
がいいってこと？
そう。そういうこと。まぁ正解は無いけど一番
合っているのかもしれない。

6

対話全体を振り返り、対話とはどのようなもの
なのかを考える。

児童 A の振り返りには、
「今までは自分から
意見をおしちゃって相手の意見と比べたりしな
かったけれど、対話をしてから相手の意見と自
分の意見を見つけ出そうとする力が必要だと分
かった。
対話は相手を知るために重要だと思う」
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と述べており、対話の価値を実感することがで
きていた。

4

まとめ（成果と課題）

5

おわりに

振り返り活動を取り入れた 2 つの実践を通し
て、児童に「実感を伴った理解」をさせること
ができたと考える。児童の振り返りでは「対話
は難しかったけど、今後必要だと感じた」と必
要性を実感していた様子であった。事後に行っ
たアンケートでも、
「お互いの意図を明確にす
る」ことを意識しながら話す児童はおよそ 7 割
と事前より増加したことが明らかとなった。ま
た、「こつ」をキーワードとしながら、振り返
り活動を行うことで、分析する力を高めること
ができたと考える。
課題としては、個人差が大きくなっていた部
分があるので、個人的な指導の必要性を実感し
たことである。個別に声をかけることの重要性
を改めて感じた。

新学習指導要領の求める姿とはいったいどの
ようなものなのかという問題意識のもと、2 つ
の実践を行った。話すこと・聞くことの領域は
表現活動であるため、より一層「考えの形成」
が重視されると考える。従来の「話し合った＝
考えが深まった」という考えを改め、振り返り
活動を取り入れることで児童の学びは深まると
考える。
【引用・参考文献】
・香月正登・上山伸幸編著（2018）『対話力が
ぐんぐん伸びる！文字化資料・振り返り活動
でつくる小学校国語科「話し合い」の授業』
明治図書
・文部科学省（2018）
『小学校学習指導要領（平
成 29 年告示）解説 国語編』 東洋館出版
・賀田純恵（2019）「対話の価値を実感できる
話し合い学習指導の構想」『国語教育探究』
32 pp42-49
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【実践記録】

他者を尊重し、自律的・主体的にコミュニケーションを図る子供の育成
－小学校英語教育における実践を通して－

船橋市立法典西小学校

1

はじめに

令和 2 年度から小学校高学年では英語が教科
として、中学年にも外国語活動が導入される。
英語が「世界共通語」と呼ばれていることやグ
ローバル化が進んでいること、オリンピック・
パラリンピックが開かれることなどから、英語
を用いてコミュニケーションを図る力の重要性
は今後ますます高まるものと考えられる。そこ
で、児童の英語コミュニケーション能力の向上
を目指し、小学校英語教育について研究し、本
実践を行った。

2

実践の方法

3

具体的な実践内容

（1）研究推進委員会の企画運営
（2）授業研究
①必然性のある場面設定
② Activity 場面における効果的なフィード
バックの方法
③相手意識のもたせ方

（1）研究推進委員会
研究主任として校内研究の充実、共通理解を
図ることを目的とし、研究推進委員会を月１回
程度行い、進捗状況の把握に努めた。本校の研
究計画は以下の通りである。
◆目指す子供の姿
【低学年】
外国語に興味を持ち、楽しみながらコミュニ
ケーションを図ろうとする子供
【中学年】
相手（目の前にいる人）に配慮しながら、主
体的にコミュニケーションを図ろうとする子
供
【高学年】
他者（目の前にいる人や第三者を含めた自分
以外の人）に配慮しながら、主体的にコミュ
ニケーションを図ろうとする子供
◆研究の重点
【平成 30 年度】
・教材の扱い方や担任（以下 HRT）、外国語指
導助手（以下 ALT）
、日本人コーディネーター
（以下 JC）の役割を明確にした授業デザイン
を検討し、法西スタイルを確立する。

教諭

熊谷

朱音

【令和元年度】
・他者を尊重した、必然性のある場面設定をす
る。
・学習内容やねらいに即した評価をする。
◆研究内容
・授業研究・モジュール学習
・年間の取り組み・意識調査・実態調査
以上のよう
な研究計画に
沿って研究を
進 め て き た。
また、平成 30
年度に行った
全 体 研 修 で 〔写真１〕H30.5.11 全体研修
は、教員全体
の英語の授業
に対する意識
を高めること
ができた。葛
南教育事務
所、船橋市教
〔写真２〕H30.5.25 全体研修
育委員会の先
生方を講師として、
「小学校英語の方向性」に
ついて、基本的なことから学ぶ機会となった。
また「We Can ! 」のデジタル教材を使用した
講師の模擬授業からデジタル教材を使った授業
のイメージをもつことができた。このようにま
ずは小学校英語について知ることから、本校の
研究を始めていった。
（2）授業研究
授業研究を行う前に、本校の英語の授業や英
語に対する意識の現状を知るため、平成 30 年 7
月に教員と児童にアンケート調査を行い、実態
の分析をした。
【指導者の実態】
JC や ALT が作成した lesson plan の通りに授
業 を 進 め て い る。HRT は T1 で あ る が、JC や
ALT との役割分担が明確でなく、JC や ALT に
頼っている部分が大きかった。
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＜１点（最低）～５点（最高）で回答

表中は人数＞

〔表 1〕自身の技能についての自己評価

〔表２〕指導技術についての自己評価

〔表 3〕より、日頃の授
業から「話すこと」
「聞く
こと」に力を入れてきた
がその力がついてきてい
ることが数値として明ら
かになった。
〔写真 3〕
また、先進自治体にお GTEC を受ける様子
ける外国語授業の実践を知
るために、平成 30 年度教育事情調査研究協議
会会員となり、岐阜県大垣市立小野小学校、大
垣市立中川小学校、大垣市教育委員会、千葉県
流山市立南流山小学校へ視察に行った。
そこで学んだことと本校の実態を踏まえ、3
つの観点から授業改善を図り、児童の英語コ
ミュニケーション能力の向上を目指した。
①必然性のある場面設定
これまで英語を使ったコミュニケーションの
必然性が生じる学習活動について研究してき
た。HRT が話し合いを重ねてアイディアを出
し合い、授業の内容や流れを組み立てた。

〔表 1〕
〔表 2〕より HRT は自身の英語技能に
ついても指導技術についても自己評価が低く、
自信をもって授業をしている教員は少ない傾向
にあることがわかった。
【児童の実態】
全校児童（794 名）を対象に意識調査を行っ
た。その結果から英語の授業が好きな児童は
68％（546 名）
、英語の授業が楽しいと感じて
いる児童は 77％（614 名）と英語の授業に前向
きに取り組んでいる児童が多い。一方、授業中
に積極的に英語を話している児童は 59％（469
名）と少ない。また、5、6 年生（261 名）にお
いては、英語が読めるようになりたい児童が
88％（230 名）
、英語が書けるようになりたい
児童が 87%（228 名）と読むことや書くことに
も高い関心をもっていることが明らかになった。
また、今年度 6 年生が GTEC をモニター受検
し、英語における 4 技能がどの程度身について
いるか知ることができた。

〔表 4〕平成 30 年度実践例

1 年生 Halloween ゲームをしよう！
【外国の文化を知る】
2 年生 1、2、3、WOW ゲームをしよう！
【12 までの数字の英単語定着】
3 年生 クリスマスツリーを作ろう！
【色・形・大きさの英単語定着】
4 年生 Do you have a        
？
BINGO をしよう！
【文房具の英単語定着】
5 年生 誕生日やほしいもの、あげたいもの
を聞いてみよう！
【自分のこと＋相手意識】
6 年生 旅行会社の社員になって外国人に日
本のおすすめ観光地や文化を紹介し
よう！
【日本の良さ＋相手意識】
〔表 5〕令和元年度 10 月までの実践例

〔表 3〕令和元年 6 月 6 年生 GTEC J1 レベル 結果

技能

平均スコア

トータル

325.5 ／ 400

聞く力

86.9 ／ 100

読む力

75.5 ／ 100

話す力

83.4 ／ 100

書く力

79.7 ／ 100

2 年生 自分の好きな海の生き物を紹介しよ
う！
【校外学習との関連】
5 年生 Can you do anything?
～お友達の未知の一面！大調査～
【学級経営との関連】
6 年生 International Job Application
～外資系の会社に就職しよう～
【面接・自己アピール】
今 年 度 ６ 年 生 で は 自 己 紹 介 の 単 元 で、
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「International Job Application ～外資系の会社
に就職しよう～」という場面を設定した。今ま
で学習してきたことを使って自己紹介や自己ア
ピールをすることで、児童がより興味をもって
英語でやり取りを行うことができると考えた。
５年生までの学習で、自分の名前、好きな食
べ物や教科、誕生日
などの基本的な自己
紹介ができるように
なっている。そこで、
既習表現に理由や説
明を付け加え、面接
〔写真 4〕児童の様子
の場において、より
詳しい自己紹介や自
己アピールができる
ように単元計画を立
てた。外資系の会社
に就職するための面
接、その面接官は外
〔写真 5〕会社の看板
国人という場面設定
である。
さらに、相手の発話に反応しながら聞いたり、
場にふさわしいジェスチャーを使ったりするこ
とで、相手に伝える工夫や、より自然なやり取
りができることを目指した。そのために、友達
とのやり取りの中で、Wow ! やNice ! Good !
など相手の言葉に反応すること、相手の目を
見たり言葉を繰り返したりすること、ジェス
チャーをすることを、Activity の前に確認し、
授業後にも振り返りをさせ、定着を図った。こ
の積み重ねが自律的・主体的に外国語を用いて
コミュニケーションを図る子供の育成につなが
ると考える。
英語を使う必然性のある場面を各学年が考案
し、実践したものを 2 年間蓄積してきた。
「必
然性のある場面設定」については、これから学
習する単元でも児童の実態に合わせて継続的に
行っていく。英語が教科となっても蓄積してき
た実践に改善を加えながら、活用していくこと
が可能である。本研究を通して「必然性のある
場面設定」の意味や良さについて HRT が理解
を深めることができたのは、大きな成果である
といえる。
②効果的なフィードバックの方法
フィードバックとは、授業における児童の活
動の質を高める手だての１つである。教育事情
調査において、大垣市の小学校ではどの学年の
授業でも充実したフィードバックが行われてい
た。

大垣市では市内全ての学校で 45 分の英語授
業の中に、Advice time という時間が設けられ
ている。活動の途中に児童の良い姿を全体の前
で見せたり、児童が困っているところを補う言
葉かけをしたりするなど、ワンポイントアドバ
イスをすることによって、授業のねらいに迫る
ようにしていた。
「とっとこハム太郎」など児
童に親しみのある曲が流れたら活動をやめて
フィードバックを行う。Activity の途中に行う
ことで、Activity 時間内でのやり取りの質を高
めていくことをねらいとしていた。教師が発し
ていた言葉とその効果を整理すると以下のよう
になる。
〔表 6〕フィードバックの内容

単元名：たんけんに行こう（3 年生）
HRT の言葉

効果

コミュニケー
Where is the park?
ション能力を
（公園を探しています。
）
→ Park.（公園ですね。
） 高める
というように、復唱すること
で相手の言ったことの確認を
しっかりしよう。
Please ～ . や Hello,excuse me. 英語表現力を
などこれまでに学んだ表現を 高める
合わせて使おう。
〔表 6〕のようにコミュニケーション能力と
英語表現力に関することを織り交ぜたフィード
バックが行われていた。
また、
言いにくいフレー
ズを ALT の後に続いて繰り返し練習すること
なども行っていた。
さらに Treasure time という時間が授業の終
末に設けられており、次回の学習につながるよ
うに、自己評価や友達同士での相互評価などの
フィードバックが行われていた。
相互評価では、
以下のように仲間の頑張りとその価値付けまで
できる姿を目指し、相手を褒め、それに答える
習慣をつけることでコミュニケーション能力を
高める工夫がされていた。
A：B さんの〇〇が良かったです。Good job.
（仲間の頑張った姿）

（価値付け）
B：Thank you. I’ m happy.
（相手の発話に答える）
また、行動観察を行い、コミュニケーション
能力、英語表現力の評価を HRT、ALT、VET（英
語地域人材講師）で分担していた。
「既習の表
現を使っていた」
「上手に伝えたいことを表現
していた」姿などをねらいに応じて評価してい
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た。
今年度実践した
「International Job Application
～外資系の会社に就職しよう～」では 45 分授
業の中に Activity の時間を 20 分設けた。内訳と
流れは以下の通りである。
〔表 7〕Activity の流れ

5 分 面接 1 回目（会社 A）
5 分 面接 2 回目（会社 B）
2 分 全体フィードバック①
■発 問１「良い会社見つけたよという
人はいますか。
」
■発 問２「面接を受けた人で良かった
なという人はいますか。
」
＜児童の発言＞
・ジ ェスチャーが大きかった・声が大
きくはきはきしていた・反応が良かっ
た・質問にしっかり答えてくれたか
らやり取りがスムーズだった・笑顔
が良かった・元気だった
■ HRT からのフィードバック
・質 問の前に相手の名前を付け加える
と良いこと
・相 手の言葉を聞き取れなかったとき
の聞き返し方
5 分 面接 3 回目（会社 C）
3 分 全体フィードバック②
■発 問１・２は全体フィードバック①
と同様
＜児童の発言＞
・相 手の目を見て話していた・流暢に
英語を話していた・質問に合った答
えを考えて話していた・良い雰囲気
で会話のやり取りができた
〔表 7〕に示した活動により、児童の良かっ
た点を学級全体で共有することができた。さら
に HRT から授業の終末に自己アピールが詳し
くできていたことや相手の発話に対する反応が
良かったことについて褒め、次回は面接官と面
接を受ける人の役割を交替して行うことを予告
した。
今回は教育事情調査
で学んだことを生かし
て Activity の 途 中 と 授
業の終末にフィード
バックを行う計画を立
〔写真 6〕
てた。タイミングや回
フィードバックの様子
数は適切であったと考
える。児童にとって初めてとなる面接を 1 回行
うことで雰囲気や流れを掴み、続けて相手を代

えて 2 回目の面接を行うことで、今まで積み重
ねてきた実力を発揮することができた。その後
に全体フィードバック①を行ったことで、3 回
目の面接をどのように良くしていくか、どのよ
うなことを意識すれば良いかなどを学級全体で
共通理解することができた。全体フィードバッ
ク②は、全体フィードバック①を踏まえて行っ
た 3 回目の面接後なので、よりレベルが高い内
容のフィードバックが可能となった。このよう
に Activity において、ただ面接を繰り返すので
はなく、途中にフィードバックを行うことで、
面接の回数を重ねるごとに Activity の質を高め
ることができた。
しかし、その内容は工夫の余地があると感じ
た。本時の重点としていたコミュニケーション
能力に関して注目させたフィードバックに偏っ
ていたので、英語表現力を高めるフィードバッ
クも取り入れる必要があった。また、一緒に授
業を行っていた ALT からもフィードバックを
することで、フィードバックの幅を広げること
も可能であっただろう。
授業の中で、ねらいに応じたフィードバック
を意図的・計画的に行うことは主題に迫るため
に非常に有効であり、フィードバックを行うこ
との良さは以下の 3 点であると考えている。
①英語表現力が高くなる。
②コミュニケーション能力が培われる。
③生 徒指導の機能を生かした授業が可能と
なる。
Activity 場面において、児童に活動をさせ続
けるのではなく、
「英語で言えなかったことは
ある？」
「意味がわからなかったことはある？」
などと適宜フィードバックを行うことは、日本
語でしかわからなかったことが英語で表現でき
るようになる、つまり英語表現力が高まるとい
うことになる。
たくさんある単語や表現も、
徐々
に無理なく身につけることが可能になると考え
る。
さらに、児童のコミュニケーションについて
良かったところや改善点を伝え、活動に生かし
ていくことでコミュニケーション能力も培われ
ていく。児童が互いの良さを見つけることで認
め合う活動ともなる。
また、担任が T1 として授業を進めるからこ
そ、個に応じたきめ細かな指導が可能となり、
生徒指導の面においても非常に有効である。普
段なかなか活躍することができない児童の良さ
を、英語の授業で学級全体へ広めることなども
考えられる。
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そして、フィードバックを授業の途中だけで
なく、終末段階にも行うことで、次回の見通し
をもたせることもできる。このようにフィード
バックには多面的な良さがあることに改めて気
付いた。しかし、現状行われているフィード
バックに目を向けてみると、感覚的に思いつい
た内容についてフィードバックを行っているこ
とが多い。今後、質の良いフィードバックを行
うためには、そのタイミングや方法、期待でき
る効果などを整理し、体系化していくことが必
要である。そうすることで、ねらいに応じた意
図的なフィードバックを授業の中に取り入れ、
Activity の質を高めていくことが可能となる。
そこで、効果的なフィードバックを行うこと
を目指し、方法を整理した。
◆効果的なフィードバックを行う方法
〈英語表現力を高める発問〉
・難しくて言えなかったことはありますか？
・聞き取れなかった時はどうしますか？
・英語で言いたくても言えなかった言葉や表現
はありますか？
・やり取りをしていて意味がわからなかった言
葉はありますか？
〈コミュニケーション能力を高める発問〉
・友達の良かったところはありますか？
・今日の授業のポイントで特に意識したことは
ありますか？
〈タイミングとねらい〉
Activity の途中
・その後の Activity の質を高めること
・困っていることを解決し、次の活動で意識す
るポイントを明確にすること
Activity の最後
・本時のねらいを意識できていたか確認するこ
と
・本時の Activity を評価すること
授業の終末
・全体を通しての評価をすること
・次回の学習につなげること
〈対象〉
・それまで行っていた Activity について
・全体の前で児童にやり取りをさせ、そのやり
取りについて

児童には、良かった点を全体で共有するこ
と を Activity に 入 る 前 に 伝 え て お く こ と で、
フィードバックを意識してやり取りをしたり、
友達の発表を見たりすることができ、フィード
バックがスムーズに進むことが本実践を通して
わかった。
③相手意識のもたせ方
本校では「他者を尊重する」ことを相手の発
話に反応しながらやり取りをすることだと捉え

ている。そこで大垣市の実践を参考に、11項目
（Active、Good smile、Helpfulness、Respon
s e、C o n c e n t r a t i o n 、 C l e a r v o i c e 、 B i g
gesture、Eye contact、Application、
Adaptation、Think talk）のポイントを挙げて
いる。その中から毎回の授業では 2 つ程度取り
上げ、児童に意識させるようにしている。本実
践における「International Job Application ～
外資系の会社に就職しよう～」では Response
と Big gesture を 重
点として行った。写
真 7 のように板書で
明確に示すだけでな
く、写真 8 のような
掲示物を日頃から目
に入る場所に掲示す 〔写真 7〕板書
ることで児
童がいつで
も意識でき
るようにし
た。今回の
授業を終え
た児童の振
り返りで
は、
「 英 語 〔写真 8〕掲示物
で相手に伝えるためにジェスチャーをつけてわ
かりやすく伝えることができた」
「相手の言葉
に反応したり、繰り返すことで確認したりしな
がらやり取りをすることができた」
「相手の目
を見ながら話すことができた」
「笑顔を意識し、
相手が聞き取りやすい声の大きさで話すことが
できた」など、相手意識をもちながらやり取り
を行ったことがわかる感想が多く挙げられた。
また、以下のような内容で児童に意識調査を
行った。
＜１点（最低）～５点（最高）で回答＞

①英語の授業は好きですか。
②英語の授業は楽しいですか。
③英語の授業はわかりますか。
④ ALT の先生が英語で言っていることがわかりま
すか。
⑤英語を正しく発音できるようになりたいですか。
⑥授業中は積極的に英語を話していますか。
⑦英 語の授業で英語の力がついていると感じます
か。
⑧英語が読めるようになりたいですか。
⑨英語が書けるようになりたいですか。
⑩英語の読み方を教えてほしいですか。
⑪英語の書き方を教えてほしいですか。
⑫相手の言葉に反応しながら会話のやり取りをして
いますか。
⑬これからも英語を学習していきたいですか。
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6 月の調査では
5.0
主題に関わる質問
4.5
4.0
3.5
⑥と⑫の項目の数
3.0
2.5
2.0
値が他の項目より
1.5
1.0
0.5
も低かったことか
0.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213
ら、
「International
6月
７月単元終了時
Job
Application
６年４組 男子１６名 女子１７名 計３３名
～外資系の会社に
就職しよう～」では、英語でやりとりをする
際、相手の言葉に反応することを重点として授
業を進めてきた。7 月の単元終了時の調査では、
質問⑥が 3.8 から 4.1、質問⑫が 3.9 から 4.4 へ数
値が有意に上がっていることから、相手意識を
もたせるための手だてが有効であったことがわ
かった。本単元の学習を通して「相手意識をも
ち、積極的にコミュニケーションを図ることが
できた」と感じた児童が増えたことが明らかに
なった。
相手意識をもつことは、低学年から指導を積
み重ねれば、学年が上がるにつれ、相手を意識
したより自然なやり取りをすることにつながっ
ていくと思われる。そのためには、低学年、中
学年、高学年における「相手意識」をどのよう
に捉え、どのように変容していくことが理想的
なのかを整理し、
体系化することが必要である。
教員が、目指す子供の姿について共通理解をし
た上で、授業をつくっていくことができるよう
にしたい。そこで、現在 11 項目挙げているコ
ミュニケーションのポイントを、態度、聞き方、
話し方について、整理した。

〔グラフ 1〕意識調査結果

〔表 8〕コミュニケーションのポイント
態度

Active

進んで誰とでも

Good smile

表情豊かに笑顔で

Helpfulness

アドバイスや助け合いをして

聞き方

Concentration 聞いた内容をいえるようにして
集中して

話し方

Response

質問したり確かめたり、反応し
ながら

Clear voice

はっきりと聞き取りやすい声で

Big gesture

場面にふさわしいジェスチャー
をつかって

Eye contact

わかってもらうためにしっかり
目を見て

Application

場面にふさわしい英語を使って

Adaptation

相手の理解度や様子を確認しな
がら

Think talk

習った英語を使って

〔表 8〕のように整理したことで、どの学年
も児童の実態や単元のねらいに合わせ、年間を

通して相手意識をもたせるための指導が可能と
なった。

4

実践のまとめ（成果と課題）

5

おわりに

研究主任としてこの 2 年間、研究推進委員会
と授業改善を中心に研究を進めてきた。研究を
始めた頃よりも、授業の進め方、ALT との役割
分担などが明確になってきたことで、HRT は
自身の英語力に自信がなくても、英語の授業
を T1 として授業を進めることができるように
なった。また、児童の英語に対する興味関心や
話すこと、聞くことにおける英語コミュニケー
ション能力は、意識調査や GTEC の結果から
高まっているといえる。
課題は、フィードバックの方法や相手意識の
捉え方である。今回整理した「効果的なフィー
ドバックを行う方法」を今後の研究推進委員会
で提案し、学校全体で共通理解できるようにし
たい。さらに
「コミュニケーションのポイント」
については表 8 に示しているが、Active（進ん
で誰とでも）といっても、低学年では「楽しく
やり取りをする」中学年では「誰とでも楽しく
やり取りをする」高学年では「誰とでも進んで
やり取りをする」のようにそれぞれの発達段階
で育てたい児童の姿があるので１つ１つの項目
について、整理する必要があるので今後考えて
いきたい。

このたびの研究を通して得られた成果を生か
し、児童の英語に関する興味関心や好奇心を高
め、
コミュニケーション能力の伸長を図りたい。
そのことが生涯にわたり主体的に英語を学び、
自律的に学習する児童を育てていくことにつな
がると確信している。世の中がグローバル化し
ている時代の中で社会に出た際に活躍すること
ができる力を身につけていってほしいと願い、
今後も飽くなき探究心をもち続け、研究に取り
組んでいく所存である。
【参考文献】
・小学校学習指導要領（平成 29 年告示） 解説
外国語活動・外国語編 文部科学省
・小学校英語内容論入門 樋口忠彦 研究社
2019 年
・大垣市立中川小学校 平成 29 年度
実践公表会指導案＆資料集 2018 年
・大垣市立小野小学校 指導案 2018 年
・大垣市の英語教育推進について
大垣市教育委員会 2018 年
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【実践記録】

自治的集団・問題解決型学級経営の取り組み
－クラス会議の実践を通して－

船橋市立習志野台第一小学校

1

はじめに

平成 30 年度、船橋市教育事情調査研究員と
して、上越教育大学の赤坂ゼミに参加させてい
ただいた。そこでは、
「どの児童にも達成感を
持たせるクラス会議を行うためにどのようにし
たらよいか」という課題を立て、
研究を行った。
その中で、教師対児童、児童対児童の信頼関係
が重要であり、この関係が日頃の学級経営に関
わってくるということを学んだ。今年度は、こ
の学びを生かし、系統性がある計画を行うこと
で、自治的集団から、問題解決学習に取り組む
資質・能力が育成されるのではないかと仮定し、
研究を進めていきたい。
（下表〔図 1〕参照）
また本実践を、船橋市教育大綱における取り
組みの一つとして掲げられている
「主権者教育」
へつながると考え、テーマを「自治的集団・問
題解決型学級経営の取り組み」
として設定した。
教師の指導性
教師指導性優位期

自由度増加期

○ペア学習

○

○小グループの活動

○イベント活動

○ルールの確立

○

混沌・緊張期

自治的集団期

○教師の語り

○

○読み聞かせ 等

○

○教師の信頼獲得

○教師の見守り

後藤

律子

指導－」の「1 学習活動や学校生活の基盤と
なる学級経営の充実」の記述を受けていると考
えられる。つまり、これまでの学習指導要領に
おいて学級経営は、小学校のみに示されたもの
だったが、次期学習指導要領においては、
「小
学校、中学校、高等学校の 12 年間を通じて充
実させる」こととなる。また、次期学習指導要
領は、特別活動、とりわけ学級活動との関連が
強く示されている。平成 28 年 12 月 21 日の中央
教育審議会「幼稚園、小学校、中学校、高等学
校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及
び必要な方策等について」では、学級活動を通
じて学級経営が図られ、学びに向かう学習集団
を形成することや、各教科の特質に応じた「見
方・考え方」を特別活動の中で実践的な文脈で
用いることによって、各教科におけるより「主
体的・対話的で深い学び」の実現に寄与する役
割が求められている。
また、特別活動の資質・能力はこれまでの目
標を整理して、指導する上で重要な視点として
「人間関係形成」
「社会参画」
「自己実現」の 3
つにまとめられた。
（平成 28 年 8 月 26 日中央教
育審議会教育課程部会特別活動グループ）
このような背景から、学級経営を行いながら、
どのようにして、子供たちに特別活動の資質・
能力を身に付けさせ、自治的集団を作り上げて
いけば良いのか、
〔図1〕をもとに考えていきたい。

2

実践の方法

（1）研究仮説

（児童の見取り表等）

〔図 1〕5 年 1 組

教諭

1 年間戦略

＜学級経営と学習指導案の関わり＞
平成29 年3月に告示された学習指導要領にお
いて、大きく捉え方が変わった部分がある。中学
校の総則の「第 4 節 生徒の発達の支援」
「1 生
徒の発達を支える指導の充実」において、初め
て「学級経営」という言葉が用いられた。
これは、平成 28 年 12 月 21 日の中央教育審議
会「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特
別支援学校の改善及び必要な方策等について
（答申）」の「第 8 章 子供一人一人の発達をど
のように支援するか－子供の発達を踏まえた

教師と子供の信頼関係の構築・子供同士
の信頼関係の構築を行えば、子供たちの主
体的な活動を生み出し、協働的な課題解決
や問題解決ができるようになるのであろう。
＜「心の居場所」としての学級＞
前述した、教師と子供の信頼関係の構築・子
供同士の信頼関係の構築はどのようにしたらよ
いか考えていきたい。
学習指導要領でも「児童相互の信頼関係の構
築に当たっては、教師と児童との信頼関係によ
る安心感ある居場所づくりはもちろんのこと、
児童の自発的、自治的な活動を基盤として、お
互いのよさを見付け、違いを尊重し合い、仲良
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②子供同士の信頼関係の構築
子供同士の信頼関係を構築するには、子供
同士がお互いに関わっていかなくてはならな
いと考えた。お互いに関わることを「かかわ
り方課題」として実践を行った。

②

友達の話を最後まで聞く

相互協力関係

③

相づちをうちながら聞く

対面的－積極的相互関係

④

友達の話を分かろうとする

対面的－積極的相互関係

⑤

時間いっぱい話す

対人技能の適切な奨励訓練活用

⑥

相手を傷つけない言い方をする

対面的－積極的相互関係

特生
ク別活
ラ活場
ス動面
会
議

教
師
の
価
値
付
け

ソ
シ
ャ
ル
ス
キ
ル
タ
イ
ム

）

（3）方策
本主題を達成するため次の実践を行った。
①教師と子供の信頼関係の構築
子供たちのやる気を引き出すには、まず学
級での安心感が必要だと考えた。そして、そ
の安心が確保できる存在を「安全基地」と名
付け、教師が子供の安全基地になるように心
がけた。
教師が子供の「安全基地」になるには、子
供の側にいつも居ること、身体面、感情面の
ケアをすること、常に子供に関心を向け続け
ること、教師が上機嫌でいること（教師が感
情的に安定している状態）そして、子供の存
在価値を認めることが重要だとした。子供の
「よい」とされる行動に対し、
「ありがとう」
という言葉を多くかけることを心がけた。
「す
ごいね」という言葉より
「ありがとう」
の方が、
行動を感謝し認める言葉になるからである。
教師が、子供の行動を価値付け（肯定的な
フィードバック）を行うことで、子供のやる
気が自然に出ると考えた。

個人の責任

）

①教師と子供の信頼関係の構築
（「安全基地」としての存在・個々の見取

り表）
②子供同士の信頼関係の構築
（かかわり方課題の実践）
③協働的問題解決能力の育成
（アドラー心理学に基づく会議（以下、ク

ラス会議）の実践）

みんなが話す

（

（2）実践課題解決への手立て
本実践を達成するため、次の 3 点を柱に実践
を行った。

①

（ー

くしたり、信頼し合ったりする関係を築かなけ
ればならない。
（小学校「特別活動」解説第 4
章第 1 節 3 －（1）より）とある。
つまり自治的集団育成の道筋は
第 1 段階：教師と子供の信頼関係の構築
（混沌・緊張期）
（教師指導性優位期）
第 2 段階：子供同士の信頼関係の構築
（自由度増加期）
第 3 段階：協働的問題解決能力の育成
（自治的集団期）
と整理することができる。
そして教師は、子供同士のつながりが強くな
るように、きっかけづくりを行う必要がある。
そのスタートになるのが、教師と子供たちとの
信頼関係づくりだと考える。

か
か
わ
り
方
課
題

教
師
の
価
値
付
け

協
同
学
習

各
教
科
・
道
徳

教師の価値付け＝教師の肯定的フィードバック

〔図 2〕かかわり方課題（対人技能について）

③協働的問題解決能力の育成
【アドラー心理学に基づくクラス会議（クラ
ス会議）の実践】
協働的問題解決能力を高める実践として、
クラス会議を行った。クラス会議は、話し合
い活動として捉えがちだが、子供たちが人生
においての成功を収めるために必要な、知識
やスキルや態度を、話し合い活動を通して、
効率よく学ぶ方法だと考えられている。
〔表 1〕クラス会議プログラム
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3

実践の経過と結果

（1）教師と子供の信頼関係の構築
自治的集団活動をつくるにあたり、仮説にあ
げた、教師と子供、子供同士の信頼関係の構築
を行うための実践を紹介する。
子供を認める気付き
だけを記入する

②対話によるかかわり方課題
（例：ピンポントーク）
サイコロで話題を決め、
対話を行う。片方は、
うなずいたり反応したりするだけで、相手の話
を最後まで聞く。１分間ごとに交代する。
（左
下〔図 5〕
）最後に、お互いのよかったところ
を認め合う活動を行った。
サイコロをふって、出た目の番号が、話題に
なる。

〔図 3〕個々の「見取り表」

一人一人の「見取り表」
〔図 3〕を作成し、
子供を行動の価値付け
（教師のフィードバック）
を意識した。
前述したように、子供一人一人を認める行動
を書き留めておくことで、教師自身も、フィー
ドバックし、教師と子供との信頼関係の構築に
つながったと言える。
（2）子供同士のかかわり方課題
①教室掲示による対人技能
一般的に教室は、学習の振り返りや学びのま
とめを掲示（認知的側面の情報の掲示物）した、
教室環境が多いが、学び方や人とのかかわり方
の掲示物（非認知面の情報の掲示物）が少ない
ように思われる。しかし、子供たちが今後、社
会に出ていき、自分で問題解決するためには、
周りのサポートが必要になる。そのためには、
「どのように人に助けを求めていけばよいかを
学ぶ方法」（非認知能力）を常時、教室に掲示
し〔図 4〕、子供たちに意識させた。

〔図 6〕児童が考えたサイコロトークの内容

9 月以降は、話題を子供たちが自ら考えるよ
うになり〔図 6〕
、児童が輪番（出席番号順）
で話題を決めるようになった。
また、
「認め合い名人」
「あいづち名人」を意
識させ、対話の観点とした。
〔図７〕

〔図 7〕認め合い名人・あいづち名人

そして、前述したかかわり方課題〔図 2〕を
もとに、振り返り表を作成し、児童の変化を観
察した。
〔図 8〕以下 3 名の変化を示す。
児童Ａ
６月

〔図 4〕

11 月

〔図 5〕

授業中も、課題が分からないときは「わから
ないので誰か教えてください。
」
「○○さんを助
けます。」と言う言葉が飛び交い、協同的な学
習を行うことができた。
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児童 B
６月：時間いっぱいに話すことができなかった。
11 月：時間内に話せなくても、友達がうなずいて聞いて

の時間（Positive Discipline）
」となる。つまり、
子供のよいところを伸ばしていく時間だと考え
ることができる。そして、共同体感覚が生まれ
注2
るものだと言える。

児童 B
６月：時間いっぱいに話すことができなかった。
11 月：時間内に話せなくても、友達がうなずいて聞いて
くれたので、安心した。
児童 C（特別な支援を要する児童）

この、共同体感覚を養うことで、他者へ貢献
しようという意識が育つようになる。

６月：無回答
11 月：何て言っていいかわからなかったら、友達が「こ
うやればいいよ」と教えてくれた。

価値

〔図 8〕児童の振り返り

はじめ（6 月）は、自分がどれだけ話すこと
ができるかを意識する児童が多かったが、11
月には、相手を意識して話をしたり聞いたりす
る児童が多くなった。
「かかわり方課題」を一貫・継続的指導を行う
ことにより、相手意識が生まれ、子供たちの所
属感
（教室での居場所）
が得られることになった。
（3）協働的問題解決能力の育成
①クラスの実態
クラス会議の実践を行う前に、児童の学級会
等の話し合い活動の経験について実態調査を
行った。

目
的

クラス会議

話し合い

態度

スキル

〔図 9〕クラス会議の構想

クラス会議は、
〔図 9〕のように目的に向かっ
て話し合いを行う構造になっている。また、目
的に向かうことで価値とスキルと態度を学ぶこ
とができる。クラス会議の流れを〔図 10〕で
示す。

5 年 1 組（男子 18 名 女子 17 名）
［1 年生から 5 年生まで学級会等の話し合い活
動の経験をしたことがあるか］
ある……45％
ない……55％
（2019 年 6 月現在）
結果、35 名中 55％にもの児童が、小学校 5 年
間で話し合い活動を行ったことがなかった。経
験がある児童でも、そのうち 9 名は実践者の持
ち上がり児童のため、ほとんどの児童が話し合
い活動の経験がないことがわかる。
また話し合いの内容は、係決めやお楽しみ会
など、学級での決め事の話し合い活動がほとん
どであった。また、注意をされた後に「反省会
を行うための話し合い」が多くあったという声
もあった。そうなってしまうと、
子供たちは
「話
し合い活動＝叱られる時間」という認識をもっ
てしまい、成長したときに話し合いを避けてし
まう恐れがあると感じた。話し合い活動は、児
童・生徒の主体的な民主主義的活動でなくては
いけないと思い、そこで、自治的集団を形成す
るために、クラス会議を実践した。
②クラス会議の実践
注1

〔図 10〕クラス会議の流れ

注 1：ク ラス会議は、若者たちに、人生のあらゆ
る領域（学校、職場、家庭、社会）で成功
を収めるために必要不可欠なスキルと態度
を教えるものであり、教師と生徒（児童）
が一緒になって自尊心と学業成績の両方を
伸ばすようなクラスの風土を創り上げる時
間（ネルセンら 2000）
注 2：自 分のことだけを考えるのではなく、他者
にも関心をもっていること。（A. アドラー）

クラス会議を一言で表すと「肯定的なしつけ
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㋐輪になる
輪になることにより、お互いの顔が見える
ことで「対等な立場」を意味する。
〔図 11〕

× → もう１週間様子を見るか新しい解決
策を話し合う。
㋓議題の提案
・みんなに聞いてもらいたいこと
・困っていることや悩んでいること
・みんなで話し合いたいこと

〔図 11〕
教室全体を使い
輪になる

〔図 14〕児童がデザインした
学級ポスト（議題箱）

＜輪番発言＞
意見を言う児童は、トーキングスティック
（本学級ではマイクを使用した）を持って話
すルールを作った。
〔図 12〕
トーキングスティックを持って話すこと
で、話す順番があること、また、輪番で話す
ことによって一人残らず尊重されることを伝
えた。

学級ポストに入った物を議題として提案する。
学級ポストも、はじめは担任が用意した物
だったが、児童がクラス会議で話し合いデザ
インを考えた。
㋔解決策を集める（拡散の活動）
議題に対してできるだけ多くの解決策を挙
げる。
㋕解決策を比べる（収束の活動）
「～したら、
～になるから心配だ」
（
「反対だ」
という言葉は使わない）
「～したら、～にな
るから賛成だ」と言うように、意見のメリッ
ト・デメリットを指摘する。
※罰を用いない解決をする

〔図 12〕トーキングスティックを使った発言

議題：ち ょっかいを出す人がいて
困る
解決策：まわりの人が、相手を傷つ
けない言い方で注意する

㋑コンプリメント（ほめ言葉）の確認
Happy：いい気分になったこと
Thank you：感謝したいこと
Nice：ほめたいこと

〔図 15〕話し合いの例

また、最終決定者について２つの決定法が
あることを知らせた。
〔図 16〕
クラスの課題

提案者の課題

ルールづくり

〔図 13〕ハッピーみつけ

集団決定

肯定的な感情を出し合うことで、伝えたい
ことを言いやすい雰囲気をつくる。
（本学級
では「ハッピーみつけ〔図 13〕
」と呼んだ。
）
友達にしてもらって、
うれしかったことや、
または、自分が感じて良かったこと等を伝え
合い、友達が認めてくれることで、共同体感
覚が生まれる。
㋒前回の解決策の振り返り
前回の解決策はうまくいっているかどうか。
○ → 新しい議題

提案者の選択

〔図 16〕2 つの決定方法

課題によって、決定者が変わることを知ら
せ、誰に対しての課題か、意識させながら、
クラス会議を行った。
また、会議で決まったことを掲示し〔図
15〕
、可視化することで、話し合いの振り返
りができるようにした。
③クラス会議を続けた中で見えた、児童の変化
クラス会議を続けた中で、児童の変化の様子
をまとめたものを紹介する。

－ 41 －

児童Ｄ（「クラス会議」で忘れ物が多くてどうした
らいいのかわからないという議題を出した児童）
「友達が自分のために解決方法を考えてくれたこ
とがわかった。
」と感想を残している。これは、ク
ラス全体が児童 D のために解決をしてあげるとい
う共同体感覚があったと言える。また、この児童は
「友達のために自分ができることは、忘れ物をしな
いことだ。」と意見を述べ、貢献しようという意識
が生まれた。
児童Ｅ（特別な支援を要する児童）
学習課題でわからないところを、自ら友達に質問
することができるようになった。
また、同児童は、クラス会議の「コンプリメント
の確認」の時間には、友達の良いところをほめるこ
とができるようになった。学習に困難をきたしてい
る児童でも、自分なりの課題解決を行うことができ
ることがわかった。

４

実践のまとめ（成果と課題）

（1）成果
前述した「かかわり方課題」初期段階（６月）
と、 途 中 経 過 段 階（11 月 ） と で、ASSESS の
調査をしたところ以下のことが分かった。

75.0

（2）課題
赤坂真二氏は、
「自治的集団とは、子供たちの
主体性によって運営される集団であり、その中核
的能力はメンバーの協働による問題解決能力で
ある。問題解決能力とは、その状況を見取って
課題を抽出し解決できる力である。したがって、
問題解決ができる自治的集団の前提として課題
解決集団がある。
」
と述べている。その点で言うと、
我が学級は、まだ課題解決集団であり自治的集
団に向けて、進んでいる段階にしか過ぎない。
今後、この課題解決集団が、自治的集団にな
るために、
より多くの手立てを取る必要がある。
中でもクラス会議は、問題解決を行う上で重要
な一つの手段であり、目的ではない。しかし活
動には評価が必要だと考えている。
前段階ではあるが自分なりに評価基準を書き
出してみた。
〔図 17〕

学校環境適応感尺度
（ASSESS）

70.0
65.0

〔図 17〕クラス会議評価

60.0
55.0

第１回6月

「評価を行うことで、自治的集団の手がかり
になるのではないか。
」と新しい仮説を立て、
今後も、問題解決型学級経営を目指して、実践
を続けていきたい。

第２回11月

※ASSESS（学校適応感尺度）は多様な背景をもつ子供たち
の「学校適応感」を測定するために開発された尺度

ASSESS の結果から見てもわかるように、
「自
治的集団育成の道筋」を一貫的・継続的指導を
たどることにより、「学校適応感」が上がり、
教師と子供の信頼関係や、子供対子供の関わり
合いが深くなったことがわかる。
協同学習を通して、他者への関心と貢献の意
識が芽生えたのだと考えられる。
子供たちの課題解決は、うまくいくこともあ
れば、そうでないこともある。大事なことは、
自分たちの考えた方法で、
課題解決に取り組み、
成功するまで粘り強く修正を繰り返すことであ
る。課題を見付け、解決策を策定し、意思決定
し、挑戦する。そして、遂行を振り返り、次な
る解決策を見つけ、再び取り組む。このような
課題解決サイクルを行うことが、子供たちを育
てるのだと感じた。また、子供だけでの振り返
りが困難なときは、教師の語りによる振り返り
と、リフレクションを併用しながら実践するこ
とが、問題解決学習につながるのだと考える。

5

おわりに

6

参考文献

この実践を通し、将来、社会の中で協調し自
立できる子供を育成するために、一貫的・継続
的指導が大切だと感じた。今後も、子供たちが
主権者としての自覚をもち、その力を培う教育
の研究を続けていきたい。そして、問題解決能
力が養われる子供たちの育成に励みたい。
教育者として、これからも、子供の幸せを願い
続け実践していくことが、私の使命だと考える。
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【研究論文】

小学校段階における国際理解教育のカリキュラム開発
−教科横断指導でグローバル時代に対応する力を育む−
船橋市立若松小学校

1

研究動機

2

先行研究

2012 年から 2 年間の自己啓発休暇を取得し、
青年海外協力隊として、バヌアツ共和国にて活
動するという貴重な経験をする機会を得た。帰
国後にこの経験を還元しようと様々な実践を行
なってきた。実践を積むうちに、系統性のある
国際理解教育のカリキュラムの必要性を強く感
じ、夜間で千葉大学の大学院に通い今回の研究
を行った。

（1）国際理解教育の課題
まず、先行研究として国際理解教育がどのよ
うに行われてきて、どのような課題があるのか
を調べた。
課題の一つとして、決まったカリキュラムが
ないまま「国際理解教育」を指す言葉が多様化
してしまったことが挙げられていた。特に、国
際理解教育と開発教育（ESD）の関係を〔表 1〕
にまとめた。

〔表 1〕国際理解教育・ESD に関わる時事の流れ
（筆者作成）

教諭

井上

悠紀

という言葉を使っている。本研究では総称とし
て「国際理解教育」を使うこととする。
次に、文部科学省が 2005 年に出した『初等
中等教育における国際教育推進検討会報告』に
は、いくつかの課題が挙げられている。
・時間の確保の難しさ。
・単なる体験や交流など一過性のイベント化。
・指導理念が確立されていない。
・必要性や緊急性が乏しい。
・学習方法や教材開発が進んでいない。
・指導目標や評価の観点が明確でない。
・学校全体の取組となっていない。
この報告書はまさに現場の声を的確に反映し
たものであると感じる。
（2）グローバル化の影響と国際理解教育
次に、グローバル化にともない、これからの
教育に求められている事柄と国際理解教育の関
係について調べた。2015 年に出された「教育
課程企画特別部会 論点整理」によると、グ
ローバル化、情報化、技術革新等といった変化
は、どのようなキャリアを選択するかにかかわ
らず、全ての子供たちの生き方に影響するもの
であるという認識に立った検討が必要であると
されている。そのような中で育むべき資質能力
として 2013 年に国立教育研究所において、「21
世紀型能力」が整理された。

〔図 1〕「求められる資質・能力の枠組み試案」
（国立教育政策研究所, 2013）

二つの団体はそれぞれの主張があったが学習
指導要領改訂の流れに乗り、SDG ｓ（持続可
能な開発目標）への取り組みとも合わせて統合
されつつある。一方、
文科省は近年「国際教育」

これを受けて 2017 年 2 月に学習指導要領の改
訂案が出された。知識の理解の質を高め、資質・
能力を育む「主体的・対話的で深い学び」を実
現させるために、知・徳・体にわたる「生きる
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力」を子供たちに育むため「何のために学ぶの
か」という学習の意識を共有しながら、授業の
創意工夫や教科書等の教材の改善を引き出して
いけるよう、全ての教科等が①知識及び技能、
②思考力、判断力、表現力等、③学びに向かう
力、人間性、の 3 つの柱で再整理された。
一方、国際理解教育学会の大津（2015）によ
ると、国際理解教育の目的は「国際化・グロー
バル化した現代社会 / 世界の中で生きていくた
めに必要な資質や能力を育成する教育である」
と定義されている。21 世紀型能力は、国際理
解教育で育まれる資質・能力と重なる部分が大
きいと考えられる。今回の指導要領改訂は国際
理解教育の有用性を広めるチャンスであると感
じる。
国際理解教育を取り巻く現状として、国立教
育政策研究所から平成 26 年に出された国際教
育に関する報告書では、学校現場で国際教育の
実践が十分に行われていない要因が以下のよう
に挙げられていた。
・国際教育に対する認識・理解不足。
・多忙な学校現場で国際教育の優先度が低い。
・年間指導計画に位置付けられていない。
・
「開発教育（ESD）
」が知られていない。
・これまでの JICA の教育行政・学校現場に対
する働きかけは、
教員個人へのものであった。
また同報告書では、グローバル化社会の中で
その習得が求められてきているキー・コンピテ
ンシーや我が国における「21 世紀型能力」で
定義される新しい資質や能力の習得は、国際教
育を通じて可能になると書かれていた。今後、
グローバル化する社会に対応する力を育んでい
くためには、国際理解教育のしっかりとした理
論的枠組みやカリキュラムの必要性と、学習指
導要領での位置づけ、時数の確保、そして何よ
り現場の教員に対し、国際理解教育の必要性の
認識を広めていくことなどが求められるだろ
う。
（3）プログラム開発にあたり
ここからは、実際にプログラム開発を行う際
に参考にした考え方をまとめる。
①国際理解教育の理論的枠組み
表 2 は国際理解教育学会の大津和子氏が考案
したもので、学習領域が表で整理されているが、
この表の低中学年が一緒にされているところを
もっと細分化したいと思い、プログラム開発に
進んだ。

〔表 2〕「国際理解教育の学習領域」（大津和子, 2015）

②逆向き設計
授業設計と評価をどうするかということか
ら、文献にあたると、どのような資質を有した
子どもを育成したいのかという全体的枠組み
と、目指すべき教育の目標および評価項目を設
定する必要があり、こうした考え方を示す代表
的な理論に「逆向き設計」があるとされていた。
これはまさに、一過性のイベントに終始してし
まう国際理解教育の課題に応えるものであると
考えた。

〔図 2〕『「逆向き設計」のプロセス三段階（西岡,
2008, p.13）』

逆向き設計で授業を組み立てる際に必要な
のがルーブリックである。子どもの学習の過
程及び成果を多面的、目的的に “丸ごと” とら
え、それを集積していくことになり、これらの
過程や成果の得点化のための評価規準である。
成功の度合いを示す数段階程度の尺度と、尺度
に示された評点・標語のそれぞれに対応するパ
フォーマンスの特徴を記す。
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2

研究の目的と方法

（1）研究の目的
グローバル時代に対応する力を育むための小
学校段階における教科横断的な国際理解教育の
カリキュラム開発を目指し、その第一歩として
３年生の授業プログラム開発及び実践を行い、
見えてきた課題の分析・検証を受けて改善され
たプログラムを提案することである。

〔図 3〕「育成すべき資質・能力を踏まえた教育目標・
内容と評価の在り方に関する検討会（第 8 回）配布資
料（1）
（文科省, 2013, p.7）
」

③学習履歴図
総合的な学習を軸に進めていく際、ポート
フォリオとして「学習履歴図」というものを用
いた。掲げた自分のめあてに対する接近の度合
いを矢印で表す方法で、矢印の向きで自己評価
の変容が見られるような形式になっている。毎
回教師がコメントを書き込むことで、子どもた
ちがより的確に自己評価できるように励ますこ
とも可能である。

（2）研究方法
①カリキュラム開発
まず大枠として、以下の図５のような概念図
を作成した。この図は国際理解教育の 3 ステッ
プ「知る・興味を持つ・一歩ふみだす」と、指
導要領改定後の評価の 3 観点、そして、各教科
の指導との関連をまとめたものである。
下部を第一段階として、
「国際理解教育を意
識した各教科の指導」を行うことにより「知識・
技能の定着」を目指す。どの教科でも、国際理
解教育の視点をもって授業を行うことが可能で
あり、自分の中に知識を蓄える段階でもある。
主に低学年での目標としたい。

〔図 4〕学習履歴図

④考え議論する道徳
最後に、次期指導要領からは、道徳が教科化
となる。諸富（2015）
によるとこれからの道徳は、
「価値」を教える方式の授業を行うのではなく、
情報活用能力を駆使しながら学びに向かう力を
もって、課題を解決し、新たな価値を主導・創
造する力を身に付けることになるであろうと述
べている。これは国際理解教育のめざすところ
と重なる。また、今回の指導要領改訂によって
これまで高学年のみであった国際理解の内容を
低学年から扱うこととなった。道徳と国際理解
教育との親和性の高さを踏まえ、うまく活用し
ていきたい。

〔図 5〕概念図

続いて図の中段は、自分の興味関心に基づい
て主体的にその問題に関わっていく第二段階で
ある。総合的な学習などにおいて国際理解の学
習内容を課題解決的に扱うことで、自分の中の
知識・技能を活用し、考えを深めていく。「知
る」ことから「興味を持つ」の段階を目指した
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い。ここまでを中学年の目標としたい。
そして最後に図の上段を「再び学びを振り返
り、問いかける」ことで、自分の考えを深め、
実際の行動に移していくのが最終段階の「一歩
ふみだす」である。考えたことを実現させるた
めには自分にどんな知識・技能が必要なのか、
学びに向かう力を育んでいく。ここまでを高学
年の目標としたい。
②検証授業
この概念図の中段を基にして授業プログラム
をデザインし、第 3 学年の 2 クラスの児童に対
し、実践を行なった。
本プログラムは逆向き設計の考えを取り入
れ、
〔図 6〕のように大まかに述べて 4 つのステー
ジで構成されている。また、考えを深めてほし
いタイミングで道徳の授業をはさんだ。
そして、
学習履歴図に毎回コメントを入れることで子ど
もたちの活動を励ますとともに、意識の変容を
見取る。全体を通してグローバル時代に対応す
る力を育むという流れとなっている。

第一次

２
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４時間

③プログラム開発の視点
先行研究や、船橋市の実態、子どもの実態を
踏まえ、本研究では以下の５つの視点に立ち、
プログラムを開発した。
視点Ⅰ 協力隊の強みを生かす 
導入で私自身の青年海外協力隊の体験談を話
し、自然な形で開発途上国についての知識を入
れることで、支援する側・される側の上下関係
ではない形で開発教育の導入を行うこと、
また、
JICA から出ている資料を活用することで授業
の準備時間の効率化を図ること。
視点Ⅱ 子ども同士の交流や船橋との比較を
通して自分と世界とのつながりに気づく 
外国の小学校の様子を伝えたり、現地の子ど
も達からのビデオレターを視聴したりするな
ど、身近な生活の中にある題材や、同年代の子

ふれる・つかむ

〔図 6〕プログラム構成図

時間 １

どもとの交流を通して自分とのつながりを意識
させること。
姉妹都市との交流活動を取り入れ、自分たち
の町「船橋」との比較を通して世界を見ること
により自分と世界とのつながりに気づかせるこ
と。
視点Ⅲ 逆向き設計で個々人の到達度をしっ
かり評価する 
パフォーマンス課題を設定し、主体的・協働
的な学びが生まれるような活動を取り入れ、子
ども同士の学び合いの場を確保すること。
また学習履歴図を用い、気づきを明文化する
とともに、毎回コメントを入れることで励まし
ながら、個々人の学びを確認し、評価できるよ
うにする。
視点Ⅳ 国際理解教育と他教科との関連を意
識した指導 
総合を軸に展開するが、他教科の指導の際も
関連事項を意図的に取り上げることで、世界と
のつながりを意識できるようにする。
視点Ⅴ 考え議論する道徳の活用 
総合的な学習を進める中で見えてきた課題に
対して、道徳の時間を活用することで問題解決
的な学習形式で価値について考え議論しそれぞ
れの考えを深めていく。
（3）研究の実際
単元名「わたしたちの船橋市と姉妹都市のヘイ
ワード市のくらしを比べてみよう」
（14時間扱い）
教科等
学活：
事前調査

・主な活動内容
○道徳のねらい
・事前の実態調査を行う。
・本 プログラムの概要を説明
し、単元の狙いを知る。

総合：
・サ モア島の歌から導入を行
海外の友達
い、バヌアツ体験談を聞い
の様子を知
て海外の子ども達の様子を
る
知る。
・船 橋 と バ ヌ ア ツ を 比 較 し、
似ているところ、違うとこ
ろをみつける。

第四次

３

ひろげる

４

総合：
・姉 妹都市の紹介ビデオを視
身近な外国
聴する。
について知 ・同 学年の外国籍の児童の話
る
を聞き、身近なところから
海外に通じていることに気
づく。

４時間

６７８

たてる・まとめる

総合：
・パ フォーマンス課題につい
・課 題をつ
て知る。
かむ
・ル ーブリックを基に、どの
・計 画をた
ような形式にまとめたらわ
てる
かりやすいか話し合う。
・自 分の調べる内容とグルー
プ の メ ン バ ー を 確 認 す る。
調べ学習の進め方を話し合
う。
総合：
調べ学習

・ヘ イワード市についてまと
め、船橋市と比較し理解を
深める。
・ル ーブリックを基に、発表
の練習をする。

４時間

５

第二次

道徳：
○他 国の人々とよりよく生き
コ コ ロ 部
るために、相手の文化や習
「外国から
慣を理解し、受け入れる心
来 た 転 校
を持つ。
生」

11 総合：
12 発表会

13 英語：
・ヘ イワード市の子供たちに
翻訳、ヘイ
も わ か る 発 表 に な る よ う、
ワード市へ
相手意識をもって発表内容
発送準備
を改善するためのアドバイ
スをし合う。
・発 表内容について英語に直
せる所を直す。
14 総合

3

・調 べてきたことを 3 チーム
ずつ発表する。
・児童の相互評価を行う。

・ヘ イワード市からの感想を
共有する。

結果と考察

（1）多文化共生のイメージの変容
事前と事後で「多文化共生」という言葉の認
識についてたずねるアンケート調査を行い、得
られたデータを分析した。自由記述をコード化
し、概念ごとにまとめる質的分析を行なった。
表４にあるように、
このプログラムを通して「多
文化共生」
という言葉の認識に変容が見られた。
マイナスイメージがプラスに転じたり、無回答
から興味を持ったりしていることがわかる。

〔表 4〕「多文化共生」に対する認識の変容

９

第三次

〔表 3〕作成したルーブリック

問い返す
２時間

道徳：
○ JICA 資 料「 ぼ く ら 地 球 調
「世界の問
査隊」の「学校へ行けない
題と海外で
子供たち」を見て、地球的
活躍する日
課題に着目し、その課題に
本人」
対する日本人の活躍を知
り、自分の生き方を見つめ
る。

10 学活

・事 後調査、学習の振り返り
を行う。

〔表 5〕児童の自由記述

「多文化共生」は難しいが、これらの力が必
要であるという認識を持つことができれば、今
後の学びへ向かう力へとつながっていくことが
期待できるのではないか。
（2）学習履歴図の効果
資料を見る限りでは、
「知る」➡「興味を持つ」
まではおおむね達成できており、➡「一歩踏み
出す」まで到達できている児童が何名かいた。
第 1 ステージ「ふれる・つかむ」で外国の様
子を知り、第 2 ステージ「たてる・まとめる」
で興味のある事柄について調べ、第 3 ステージ
「問い返す」で、自分と世界とのつながりを意
識し、将来どうしたいかを考えるきっかけには
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なったのではないか。多くの児童は、外国の様
子をいろいろ知れておもしろかったという感想
に落ち着いているので、高学年での継続した国
際理解教育の実践により、考えを深めることが
可能となるだろう。

〔図 7〕児童が作成した学習履歴図

4

研究のまとめ

（1）成果
外国の小学校の様子を伝えたり、海外の小学
生からのビデオレターを視聴したりしたことで
自分とのつながりを意識でき、自分のこととし
て捉えることができた。
また、パフォーマンス課題を設定することで、
課題に取り組む必然性が生まれ、子ども達も見
通しをもって活動し、
考え議論する道徳により、
課題解決型の学習となり、より深い学びにつな
げることができた。本プログラムで「興味を持
つ」段階をクリアした子ども達は、この先も主
体的に世界へと目を向けて学んでいくことが予
想される。これは文部科学省のいう「学びに向
かう力」となっていくであろう。
（2）課題
①公式の国際理解教育のカリキュラムの作成 
やはりまだ手探りの実践という状況であるの
で、各学年で扱うべき国際理解教育の学習領域
を示すカリキュラムが市または県レベルで作成
されることを期待する。
②船橋市のよさを生かした授業づくり ～姉妹
都市の活用～ 
船橋市には姉妹都市があるので、より活用で
きるよう整備すること。
国際交流協会に頼むと、
地域に住む外国人の方々を学校に派遣して交流

することが可能だが、やはり子ども同士の生の
交流体験をさせたい。
インターネットを活用し、
手紙を交換する、テレビ電話でつなぐ、ビデオ
レターを送り合う等様々なことが可能である。
市内の特定の学校だけではなく、
希望した学校・
学年がいつでもアクセスできるような体制が構
築されると理想的である。
また、交流で終わってしまうのではなく、そ
の前に調べ学習と連携させていくためにも、姉
妹都市の資料の整備が必要であると強く感じ
た。いざ、ヘイワード市について調べようと思
うと、インターネットですら全然情報が無かっ
た。紙ベース作成することで低学年でも使えて
汎用性が高くなるだろう。
③国際理解教育の視点を持った各教科・領域
横断的な指導の有用性の周知 
教師が国際理解教育の視点をもって普段の教
科指導を積み重ねていくことで、子供たちの興
味関心が広がり、
学びに向かう力を高め、
グロー
バル時代に対応する力を育むことが可能になる
と考えられるので国際理解教育の有用性を多く
の先生方に共感してもらう必要がある。１年生
と３年生の年間指導計画で国際理解教育の視点
をもって指導できる箇所を表にまとめたが、紙
面の都合上割愛する。
SDGs が注目されつつあるので、各教科部会
で連携を取って SDGs を絡めて授業を作ってい
くのも理想的ではないか。
（3）まとめ
英語の教科化ばかりがクローズアップされが
ちだが、グローバル社会では英語は一つの道具
に過ぎない。外国の人々とコミュニケーション
をとるために相手の文化を知り、英語を使うと
いったように、必要性・必然性が大事なのでは
ないか。このように国際理解教育の有用性が認
められ、英語教育と両輪として実施されていく
ことを願う。

5
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【実践記録】

低学年における「ボールを持たないときの動き」を意識した鬼遊び
－第 2 学年の宝取り鬼の学習を通して－

船橋市立峰台小学校

1

はじめに

近年、体育科では系統性を意識した学習指導
が重視されている。特に、小学校低学年におい
ては、ただの遊びに留まるのではなく、その後
の学習内容を見通した学習指導に努めることが
大切である。小学校学習指導要領解説体育編
（2017）では、低学年における鬼遊びと高学年
におけるボール運動は双方に関連があると記さ
れている。しかしながら、教育現場での鬼遊び
は、主運動につなげるためのウォーミングアッ
プという扱いが多い（清水、2012）
。一方、高
学年のボール運動における問題として、技能の
高い児童によってボールが独占されてしまい
（髙橋、1999）
、全児童が楽しさを感じられる保
障がない。
集団種目であるボール運動、特にゴール型の
特性の一つとして、身体能力やボール操作が全
てではなく、ボールを持たないときの動きにお
ける思考判断の側面を強く反映している点があ
る。このボールを持たないときの動きを低学年
のうちから意識して学習指導に当たれば、高学
年のボール運動の学習で楽しいと感じる児童が
増えるのではないかと考える。
以上より、本研究では、低学年の鬼遊びにお
いてボールを持たないときの動きを意識した学
習指導を提案することを目的とする。

2

実践の方法

3

理論研究

（1）研究主題に関する基礎的理論研究
①ボールを持たないときの動きに関する先行
研究を調べ、ボールを持たないときの動き
の素地を養う教材を提案する。
②低学年での実践を通して、教材が素地を養
えるのかの妥当性を検証する。
（2）検証授業の実施
①対象 平成 30 年度 2 年生（1 学級）
②期間 平成 31 年 2 月～平成 31 年 3 月
（3）検証授業の考察
①自作アンケートの回答からの考察
②授業中の発言と撮影した映像による考察

（1）ボールを持たないときの動きの定義

教諭

横田

慧

Griffin（髙橋訳、1999）は、ボールを持たな
いときの動きの重要性をふまえた上で次のよう
に述べている。
プレイヤーは攻撃のために、あるいは防御
のために適切なポジションに動いているの
であり、いかにしてゲームに貢献すべきか、
意思決定を行っているのである。 （p.10-11）
上記より、プレイヤーは意思決定を行ったう
えで、攻守のために適切なポジションをとると
解釈できる。この意思決定の難しさについて、
清水（2017a）は次のように述べている。すな
わち、攻撃のボールを持たないときの動きには
「ボールを受けるための動き（ボールをつなぎ、
自らが攻撃をする役割）
」と「ボール保持者を
邪魔しないための動き（ボール保持者から遠ざ
かり、直接的な攻撃参加をしない役割）
」があ
るため、意思決定の際の選択肢は複雑になって
いく。後者は、攻撃を円滑に進め成功させるた
めに、敢えて相手を引き付け、ボール保持者に
寄せ付けないための動きを意味する。
小学校学習指導要領解説体育編（2017）では、
発達段階をふまえて、
小学校では攻撃に特化し、
「ボール保持者からボールを受けることのでき
る場所に動く（p.139）
」と記されている。これ
は、清水（2017a）が述べる前者に相当すると
考えられる。これに倣い、本研究は小学校体育
科に焦点を当てているため、ボールを持たない
ときの動きを攻撃に限定する。よって、本研究
における
「ボールを持たないときの動き」
は、
「意
思決定を行ったうえで、
『ボールを受けるため
（ボールをつなぎ、自らが攻撃をする役割）』ま
たは『ボール保持者を邪魔しないため（ボール
保持者から遠ざかり、直接的な攻撃参加をしな
い役割）』に適切なポジションをとる動き」と
定義する。
上述のように、意思決定の際の選択肢が複雑
だからこそ、適切な思考判断を身につけさせる
ことでゲームへの貢献度は高くなると考える。
では、適切な意思決定を行うためにはどうすれ
ばよいのだろうか。日本サッカー協会（2016）
は、
「観る」ことの重要性を示している。周り
を観ることで、ボール保持者の状況、相手や味
方がどこにいるのかなどを常に把握することが
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でき、意思決定することが可能となる。これら
をふまえると、ボールを持たないときの動きを
行うためには〔図 1〕のような過程を辿ると考
えられる。
観る

意思決定

4

児童の実態

（1）知識調査
・鬼遊びが上手な人の理由は何だと思います
か。
（複数回答可）
(n＝34)

いつ
・ボールを受ける前
・ボールの移動中
・ボールを受けた後
何を
・ゴール（攻撃方向）
・ボール保持者の状況
・味方や相手の配置から
生まれるスペース

…94.1%
観る…23.5%
※ ％＝(該当回答数/回答総数)×100

（2）技能調査
調査方法
・かわり鬼の様子をビデオ撮影して分析する。
・コートの大きさは、10m × 10 ｍとする。
・6 人（子）対 3 人（鬼）で行う。
・2 分間で行う。

ボールを持たないときの動き
・ボールを受けるための動き
・ボール保持者を邪魔しないための動き

(n＝33)

〔図 1〕ボールを持たないときの動きを行うプロセス

身のこなし

（3）教材化に向けて
９年間にも及ぶ義務教育の基礎にあたる小学
校低学年だからこそ、鬼遊びの学習では、系統
性を意識した学習指導に取り組むことが求めら
れる。清水（2017b）
は、
ゴール型には特定のゴー
ル（陣地）を目標とした方向性がある侵入と防
御による攻防があり、それこそが伝承的な鬼遊
びとの違いであると述べている。また、清水
（2017b）は、鬼遊びとゴール型をつなぐため
の教材開発について
「教材の系統性を考えれば、
鬼ごっこをゴール型へつなぐのではなく、ゴー
ル型の特性を踏まえて難しいものから易しいも
のへ教材を開発していく必要がある。
（p.157）
」
と述べている。系統性を意識するのであれば、
ゴール型の特性をそのままに簡易化したものを
鬼遊びとして扱うことが求められる。よって、
ゴール型への系統性を意識した鬼遊びでの教材
を開発するのであれば、鬼遊びの中でも攻撃
（子）に目指すべき方向性をもたせる必要があ
ると考えられる。
攻撃
守備

伝承的な鬼遊び
鬼に捕まらない
ように逃げる。
（方向性なし）
子を捕まえる。
（方向性なし）

ゴール型
守備を突破して
得点を目指す。
（方向性あり）
（方向性あり）

〔表 1〕伝承的な鬼遊びとゴール型の違い

回避
16 名
48.5%

13 名
39.4%

観る
8名
24.2%

22 名
66.7%

（3）実態調査の考察
知識調査の結果をみると、観ることについて
回答している割合が低い。また、技能調査の結
果をみると、観ることのできる児童は多いよう
に捉えられるが、身のこなしの両方と「観る」
のどちらもできない児童は、全体の約２割い
る。
この児童らが楽しいと感じられるためにも、
ボールを持たないときの動きの素地である「観
る」を養うことを目指す。

5

教材の提案

低学年の鬼遊びにおいて、ボールを持たない
ときの動きの素地を習得させる教材を提案する
ために、次の 2 点を留意する。
・ボールを持たないときの動きの前段階で
ある「観る」に焦点を当てる。
・攻撃（子）に目指すべき方向をもたせる。
（1）島鬼（タスクゲーム）
児童がスペースを見つけやすいように、フラ
フープを置くことで視覚化を図る。また、フラ
フープの中にいる間はフラッグを取られないと
いうルールを付加することで、観ることに集中
しやすくする。加えて、攻撃方向を定めること
でゴール型との系統性をもたせる。
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・３分間で行う。
・５～６人で行う。鬼は２人。
・鬼にフラッグを取られたら、交代する。
・鬼にフラッグを取られずに、全てのフラ
フープに入ることができれば勝ち。勝っ
た児童は鬼と交代する。
・フラフープに入っている間はフラッグを
取られない。
・フラフープには、一度に何人でも入るこ
とができる。

には、意思決定を行うための「観る」にポイン
トを置く。

12m

4m

3m

4m

3m

4m

〔図 3〕宝取り鬼の全体図

７ｍ

１２ｍ
〔図 2〕島鬼の全体図

（2）宝取り鬼（メインゲーム）
宝取り鬼では、鬼を門番、子をハンターと名
付ける。門番は門番ゾーン内のみプレー可能で
あるため、ハンターは、門番に狙われないエリ
アにて、門番の配置から生まれるスペースを観
ることができる。また、ハンターは、鬼に狙わ
れることなく反対側まで走り抜けることが目的
となるため、目指すべき方向も設定している。
・1 チームは 5 ～ 6 人。
・2 分間でハンターが何点取れるかを競う。
・攻守は交代で 2 セット行う。
・ハンターは、門番にフラッグを取られな
いように反対側まで走り抜ける。
フラッグを 2 枚とも取られなかったら 3 点。
フラッグを 1 枚取られたら 2 点。
フラッグを 2 枚とも取られたら 1 点。
・ハンターは、点数分のお手玉を持って戻る。
・フラッグを取られたら、フラッグを２枚
着けた状態でスタートに戻る。
・門番は、門番ゾーンから出られない。
・1 つの門番ゾーンに入れる門番は 2 人まで。
・門番は、フラッグを 1 枚取ったら箱に入れ
に行き、チームメイトと交代する。
門番に見つかることがなければ、苦手な児童
でも容易に走り抜けることができる。そのため

6

児童のパフォーマンス

取り組ませる中で、得意な児童と苦手な児童
では、パフォーマンスに違いが見られた。得意
な児童とは、1 対 1 の場面で相手をかわす力・鬼
の様子を観る力が長けている児童を意味する。
（1）島鬼でのパフォーマンス
得意な児童は、鬼の配置はもちろんだが、鬼
の目線を優先的判断材料としており、攻撃方向
に鬼がいても狙われていなければ侵入を試みる
ことがある。また、
〔図 4〕及び〔図 5〕に共通す
る事柄として、得意な児童は、ⅰ）鬼の目線から
生まれるスペースを観る、ⅱ）鬼に見つからない
ように曲線的に走る、ⅲ）対角線のフラフープを
攻撃方向として認めていることが挙げられる。

〔図 4〕得意な児童のパフォーマンス例 1（島鬼）

〔図 5〕得意な児童のパフォーマンス例 2（島鬼）
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一方、苦手な児童は、ⅰ）鬼の配置から生ま
れるスペースを観る、ⅱ）コートの端を直線的
に走る、ⅲ）一方向のみを攻撃方向として認め
ている。

的状況を落ち着いて観ることができる。
〔写真
1〕の左にいる児童にとっては、落ち着いて観
ることができ、自分のタイミングで侵入を試み
ることができる。
（2）宝取り鬼のパフォーマンス
得意な児童は、走りながら門番の位置と目線
を観ることができる。例えば、
〔写真 2〕のよ
うな状況で、右の児童は、味方である児童が２
人の門番に狙われている様子を走りながら観て
いる。また、門番の目線が自分にないことを観
て、スペースへの侵入を試みる。

〔図 6〕苦手な児童の行動範囲と攻撃方向の一意性

苦手な児童にとって、対角線への侵入は選択
肢にない。なぜならば、走る距離が長く、さら
に、鬼との距離が近くなってしまうからである。
また、苦手な児童は、限定された攻撃方向にス
ペースが生まれるのをフラフープの中でじっと
待つ傾向にある。苦手な児童は、得意な児童と
は異なり、攻撃方向にいる鬼がこちらを狙って
いないとしても侵入を試みることはない。よっ
て、苦手な児童は、鬼の目線ではなく、鬼の配
置を意思決定の優先的判断材料にしていると考
えられる。
得意な児童

苦手な児童

鬼の目線

鬼の配置

曲線的走行

直線的走行

行動範囲

自由

端のみ

攻撃方向

対角線○

〔写真 2〕門番の位置と目線を観ている様子

観ることが習得されてくると、門番に狙われ
ることなく、さらには直線的に走り抜ける児童
も現れてくる。また、走りながら次の門番の進
行方向や目線を観る児童も現れ、一度も止まる
ことなく走り抜ける児童が増える。

〔写真 3〕狙われることなく走り抜ける様子

得意な児童のパフォーマンスにみられる共通
点として、
走りながら次の門番を観ていること、
曲線的に走ることの二点が挙げられる。写真 3
のように、スタートからゴールまで一度も止ま
らずに走り抜ける児童がいる。これは、走りな
がら次の門番の位置と目線を観ているからであ
ろう。
走りながら観ることで、
逆サイドにスペー
スが生まれていることに気づき、結果として曲
線的に走ることができる。

対角線×

〔表 2〕島鬼におけるパフォーマンスの違い

〔写真 1〕島鬼に取り組んでいる様子

島鬼は、苦手な児童の場合、攻撃が一方向に
限定されてしまうため難しいように捉えられる
が、自由度を制限することで易しい教材となる。
一方、得意な児童にとっては難易度の高い対角
線にチャレンジすることもできる。よって、島
鬼は、児童一人ひとりの実態に関わらず、全員
が自分に合った楽しみ方をすることができると
考えられる。また、フラフープの中では狙われ
ないというルールを付加していることで、流動

〔図 7〕得意な児童のパフォーマンス例（宝取り鬼）
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島鬼でもみられたが、得意な児童の優先的判
断材料は鬼の目線である。
宝取り鬼においても、
得意な児童は攻撃方向に門番がいようが、目線
が自身に向けられていなければ侵入を試みる。
また、走らずに門番ゾーンを抜けられる児童も
いる。これは、門番の目線、門番の位置、門番
の進行方向を観ているからできることである。
苦手な児童は、島鬼と同様、コートの端を直
線的に走る傾向があり、目の前から門番がいな
くなれば走り出す。また、走りながら門番の配
置や目線、次の門番ゾーンで待ち構えている門
番の動きを観ることはない。なぜならば、周り
を観る余裕などなく、今通過している門番ゾー
ンから抜け出すことに精一杯だからである。

〔写真 5〕苦手な児童が侵入を試みない例

〔写真 6〕苦手な児童が侵入を試みる例

しかしながら、児童 A は〔写真 6〕のような
状況で侵入を試みることができるようになった
（第 7 時）
。走り出すまでは、常に門番の位置と
目線を観ており、走り出してからも観るように
なった。
また、児童 A は、
〔写真 7〕のように一つの
門番ゾーンを越えると止まってしまう傾向に
あった。これは、走っているときに次の門番の
位置や目線を観ていないからである（第 4 時）。
この児童は、第 7 時では一つ目の門番ゾーン
を越える間に次の門番の位置と進行方向を観る
ことができるようになった。その証拠として、一
つ目の門番ゾーンを越えた後、曲線的に走った。

〔写真 4〕門番がいても侵入する様子

得意な児童

苦手な児童

鬼の目線

鬼の配置

曲線的走行

直線的走行

自由

端のみ

行動範囲

〔表 3〕宝取り鬼におけるパフォーマンスの違い
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児童の変容

（1）苦手な児童の変容
苦手な児童の一人である児童 A の変容を追
う。苦手な児童は侵入できそうな状況でもなか
なかスタートを切らない。〔写真 5〕のように、
門番に狙われていない、目の前に門番がいない
にも関わらず、この児童は侵入を試みようとは
しない。また、次の門番ゾーンにいる門番の目
線と位置を見ても、児童 A は狙われていない
ため、客観的に見ればチャンスである。結局、
この児童は 2 分間スタートを切ることができず
に終わる（第 5 時）
。

〔写真 7〕走っているときに観ていない例

〔写真 8〕走っているときに観ている例

－ 53 －

（2）学級全体の変容
単元終了後、今回の学習でできるようになっ
たことは何かと質問をした。その結果、
「門番
が見ていないうちに走れるようになった」とい
う類の回答とした児童が 3 名いた。この３名は、
実態調査で記した、
身のこなしの両方と「観る」
のどちらもできない児童である。

〔図 8〕単元終了後の児童 A の記述

また、学級全体から〔写真 9〕のような考え
が出てきた。相手をかわすことについても出さ
れたが、門番を観ることについても児童から出
された。これより、学級全体としても、ボール
を持たないときの動きの素地にあたる「観る」
への意識が高まったと考えられる。

〔写真 9〕児童が考えたコツ
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成果と課題

（1）成果
先行研究を基に、ボールを持たないときの動
きの前段階にあたる「観る」を養うことが、素
地づくりに相当することを示した。
また、
「観る」
を養うための教材として、島鬼と宝取り鬼を提
案した。どちらの教材も鬼に狙われることなく、
流動的状況を落ち着いて観ることができ、侵入
を試みるタイミングを計りやすくなる。
さらに、
攻撃方向を定めているため、ゴール型との系統
性を意識した教材となっている。
提案する教材を通して、得意な児童は、走り
ながら次の鬼の目線や配置、進行方向を観てい
るため、2 つの門番ゾーンを一気に走り抜ける
ことができた。提案した教材を通して、苦手な
児童も得意な児童と同様に鬼の様子を観ること
ができるようになった。また、学級全体として
も、「観る」への意識を高めることができた。

（2）課題
今回は、
苦手な児童の成長に焦点を当てたが、
客観的評価までは至らなかった。教材が与えた
効果についてより正確に立証する必要がある。
また、今回授業に参加した児童が中学年以降
のゴール型において、ボールを持たないときの
動きの技能を発揮できるのか検証できていな
い。追研究を行い、ボールを持たないときの動
きの素地を養うことができたのか検証する必要
がある。
【主な参考文献】
・清水将（2012）小学校体育ゲーム領域の鬼遊
びに関する基礎的検討、山口県体育学研究
（55）
、11-18.
・清水将（2016）ゴール型へ接続する対人的戦
術を内容とした鬼遊びの研究―小画工低学年
ゲーム領域の「すり抜け鬼」の実践―、岩手
大学教育学部附属教育実践総合センター研究
紀要、15、161-167.
・清水将（2017a）ゴール型の下位教材として
の鬼遊びに関する検討―対人的戦術を誇張す
るスコープとシークエンス―、岩手大学教育
学部研究年報、76、15-30．
・清水将（2017b）集団対戦による鬼遊びの教
材化に関する研究―ゴール型への系統性と戦
術による整理―、岩手大学教育学部附属教育
実践総合センター研究紀要、16、155-163．
・日本サッカー協会（2016）サッカー指導教本
2016 JFA 公認 C 級コーチ、公益財団法人日
本サッカー協会．
・文部科学省（2017）小学校学習指導要領解説
体育編、東洋館出版社．
・Linda Griffin：髙橋健夫他訳（1999）ボール
運動の指導プログラム―楽しい戦術学習の進
め方―、大修館書店．
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【実践記録】

日常生活と関連した理科学習指導

－第 4 学年「空気と水」の指導を通して－
船橋市立西海神小学校

1

はじめに

新学習指導要領の「理科」では、第 4 学年の
「空気と水」（東京書籍）の単元に関して、目標
は次のように示されている。
目標
（1）物質・エネルギー
 空気、水及び金属の性質、電流の働きにつ
いて追及する中で、主に既習の内容や生活経
験を基に、根拠のある予想や仮説を発揮する
力を養う。
（文部科学省

『小学校学習指導要領（平成
29 年告示）
』 平成 30 年 98 頁）
また、内容は以下のとおりである。
内容
（1）空気と水の性質について追及する中で、

既習の内容や生活経験を基に、空気と水の体
積や圧し返す力の変化と圧す力との関係につ
いて、根拠のある予想や仮説を発想し、表現
すること。
（文部科学省

『小学校学習指導要領（平成
29 年告示）
』 平成 30 年 98 頁）
学習指導要領が示す通り、理科の学習と児童
の生活経験をつなげた授業を行うことで、学習
の定着が期待できるものと考えた。

2

児童の実態と主題設定の理由

本学級は第 4 学年で、男子 20 名女子 17 名の
計 37 人の学級である。理科の学習は第 3 学年か
ら始まり、第４学年ではこれまでに「生命・地
球」の分野の学習はしてきた。
「物質・エネル
ギー」の「物の性質」の学習は「空気と水」の
単元から本格的に始まる。以降、
「物の体積と
温度」などの学習へと進む。第 5・6 学年にな
ると学習内容も難しくなるため、第４学年から
理科の学習は楽しく、考える過程も面白いと思
わせることが必要だと考えた。そこで、理科の
実験や考察が楽しく、習った知識や考え方が日
常生活に関連していたり、役立ったりすること
に気付かせることで、理科の学習により興味・
関心を持たせたいと考えた。

3

教諭

髙橋

昌治

実践の方法

（1）課題解決への手立て
本学級で課題を解決するために、以下の方法
で取り組むこととした。
①実験道具の活用
②実験の時間・考察の時間の確保
③考察の工夫
④日常生活と学習内容の結び付け
（2）授業の実施
①実施学年 第 4 学年
②実施時期 10 月
③実施単元 「空気と水」
（東京書籍）
（3）実施授業の考察
①事後調査を通して、理科の興味・関心を調査
する。
②単元実施後の感想・振り返りをもとに児童の
変容を調査する。

4

実践前の調査

＜児童の実態（男子 20 名 女子 17 名）＞
（1）授業実施前にアンケート調査を実施した。
①理科は好きですか。
・はい 34 名
［はいと回答した理由］
実験が好きだから、
結果が分かるからなど。
・いいえ３名
［いいえと回答した理由］
虫
 が苦手だから。実験や観察が苦手だから
など。
②ふしぎなものやできごとに出会ったとき「な
ぜだろう？」
、
「どうなっているのだろう」な
どと考えることは好きですか。
・はい 26 名
［はいと回答した理由］
分かると楽しいから。
考えるのが好きだからなど。
・いいえ 11 名
［いいえと回答した理由］
考えるのが苦手だからなど。
③袋に閉じ込めた空気を圧しちぢめようとする
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と空気はどうなると思いますか。
・破裂する。（21 名）
・袋から出ようとする。
（12 名）
・へこむ。（2 名） ・変わらない。
（2 名）

具体的なイメージをある程度もっていることが
分かった。また、児童は生活経験の中から空気
や水を使った道具をたくさん思いついた。

④袋に閉じ込めた水を圧しちぢめようとすると
水はどうなると思いますか。
・破裂する。
（13 名） ・ちぢめられない。
（6 名）
・分からない。
（5 名） ・袋から出ようとする。
（4 名） ・あふれる。
（4 名） ・変わらない。
（4
名） ・ちぢまる。
（1 名）
（2）調査結果の考察
①意識調査（理科に関して）
意識調査では、理科に対する児童の思いを調
査した。理科の学習が好きかという問いに 34
名の児童が好きであると回答した。好きではな
いという児童の回答は
「実験が苦手だから」
「虫
、
が苦手だから」というものであった。実験の手
順を明確にしたいと考える。
また、「普段から不思議な出来事に直面した
ときに『なぜだろう』と考えることは好きか」
という問いに対しては 26 名が「はい」と回
答したのに対して 11 名は「いいえ」と回答し
た。理由として「考えることが苦手だから」
と回答している児童が多かった。考察の手立て
を考える必要がある。
②知識・理解調査（
「空気・水」に関して）
知識・理解調査では、単元の学習に入る前に
児童がどの程度、空気や水のことを理解してい
るのか調査した。
「袋に閉じ込めた空気を圧し
ちぢめるとどうなるか」
（理解調査）という問
いには、
「破裂する」と回答した児童が多かっ
た。一方、「袋に閉じ込めた水を圧しちぢめる
とどうなるか」（理解調査）という問いには、2
割の児童が「変わらない」と正答した。8 割の
児童は、空気と同様に「破裂する」などと誤答
した。
実態調査を生かして、単元の学習が終了した
ときに、空気や水の性質を児童が正しく理解す
ることができればと考える。
第 1 時の授業でも、空気と水のイメージを調
査した（知識調査）
。
「空気」のイメージを聞い
たら、
「気体」、
「触れない」
、
「見えない」
、
「風船」
、
「気球」、「エアバッグ」
、
「扇風機」などの回答
が見られた。また、
「水」
のイメージを聞いたら、
「液体」、「冷たい」
、
「飲むことができる」
、
「水
鉄砲」、「水素カー」
、
「水風船」などの回答が見
られた。児童は空気や水に対して、学習前から

5

実践の具体的内容

（1）実験道具の活用
本単元では閉じ込めた空気や水を調べる。閉
じ込めた空気や水を圧したときの手応えがよく
分かる道具を多く用意した。本単元の実験に必
要な道具は以下のとおりである。
ごみ袋・マヨネーズの容器・緩衝材・空気でっ
ぽうのキット・実験用シリンダー・注射器のレ
プリカなどである。
（2）実験の時間・考察の時間の確保
本単元は実験をたくさん行うため、実験時間
の確保をする。学習問題に対する結果や考察も
書けるように時間を十分にとる。
（3）考察の工夫
考察の活動で取り入れたいのは、イラストの
活用・班による話し合い、ICT の活用による考
えの共有などである。具体的には、ワークシー
トに言葉だけでなくイラストを描かせることで
理解を促す。ICT の活用では書画カメラを活用
し、児童の考えを共有する。
（4）日常生活と学習内容の結び付け
学習した内容を日常生活に結び付ける。具体
的には、身近な道具を児童に一つ選ばせ、その
仕組みをワークシートにまとめ紹介させる。

6

実践の経過と結果

（1）実験道具の活用
閉じ込めた空気や水を圧したときに手応えが
よく分かる道具を下記のとおり用意した。
①ごみ袋（第 1 時）
袋を圧したときに閉じ込めた空気の手応えが
よく分かるようにするために空気がたくさん入
る大きい袋を用意した。
②マヨネーズの容器（第 2 時）
〔写真 1〕
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〔写真１〕はマヨネーズの容
器である。空気と水を１本ず
つ閉じ込めて圧すと手応えの
違いがよく分かる。閉じ込め
た空気と水の性質の違いを理
解させるのに有効であると考
えた。

③緩衝材（第 2 時）
緩衝材には空気が閉じ込められている。空気
の弾力を実感させるのに有効であると考えた。

〔写真 4〕

④空気でっぽうのキットの活用（第 3 時）
〔写真 2〕

児童は、
〔写真 4〕のように屋外で空気を袋
に閉じ込めて、空気の弾力を感じた。実験途中
に空気の性質の一つである「圧し返す力」に気
付く児童もいた。
授業の導入では〔写真 2〕のように玉を入れ
る透明な部分を色画用紙で隠し、玉を実際に飛
ばして見せることで、どのようにして玉が飛ぶ
のか知りたいと児童に興味を持たせることがで
きると考えた。
また、キットの筒の中に水を閉じ込めれば、
水の体積変化も調べることが可能であり、実験
を円滑に進めることができる。
⑤注射器の模型（第 4 時）
注射器の模型を活用すると、注射器を圧した
ときに空気の手応えがよく分かる。
⑥実験用シリンダー（第 4 時）

②緩衝材を触って閉じ込めた空気の手応えを確
かめる実験（第 2 時）
。
児童は、班に一枚用意した緩衝材を触り、閉
じ込められた空気の感触を理解した。空気の圧
し返す力を利用している道具であることに気付
いた児童もいた。
③マヨネーズの容器に水と空気をそれぞれ閉じ
込め感触の違いを確かめる実験（第 2 時）。
圧し比べさせることで、どちらが圧せるかを
確かめる。多くの児童は水の方が変化しないは
ずと予想して実験した。
④空気でっぽうの仕組みを解き明かす実験（第
3・4 時）
。
空気でっぽうの玉が飛ぶのはなぜか、キット
の透明な部分に画用紙を巻いて、予想をさせ
た。玉が玉を圧すからと予想した児童が一人い
たが、残りの児童は空気が玉を圧しているから
と予想した。校庭で実際に玉を飛ばしてみて空
気が玉を圧していることを理解した。

〔写真 3〕

〔写真 3〕は空気を閉じ込めてから上から圧
すと、圧し返す力がとてもよく伝わってくる。
器具が大きいので実験に取り組ませやすい。

⑤閉じ込めた空気の体積は圧しちぢめられるほ
ど空気の圧し返す力が大きくなることを確か
める実験（第 5 時）
。
〔写真 5〕

（2）実験の時間・考察の時間の確保
本単元では 8 つの実験を行った。以下、順に
実験の概要と目的を述べる。
①ごみ袋に空気を入れて、閉じ込めた空気の手
応えを確かめる実験（第 1 時）
。
〔写真 5〕は空気でっぽうの中に空気を閉じ
込めて圧すことで空気の手応えが大きくなるこ
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とを確かめている様子である。児童は圧せば圧
すほど手応えを感じている様子であった。
⑥閉じ込めた空気の体積は圧しちぢめられるほ
ど空気の圧し返す力が大きくなることを注射
器で確かめる実験。
（第 5 時）
。

（3）考察の工夫
①ワークシートの活用（第 4・5・7 時）
〔写真 9〕

〔写真 6〕

〔写真 6〕のように注射器の針の部分を塞ぎ、
注射器を圧し込むことで空気の手応えを確かめ
ることができた。

〔写真 9〕はワークシートの一部である。空
気でっぽうの図に表情のイラストを描かせ理解
を促した。この他にも必要に応じて活用した。
② ICT の活用（第 4・7 時）
〔写真 10〕

⑦閉じ込めた空気の体積は圧しちぢめられるほ
ど空気の圧し返す力が大きくなることを実験
用シリンダーで確かめる実験（第 5 時）
。

〔写真 7〕

〔写真 7〕のように実験用シリンダーの空気
穴を塞ぎ、圧し込ませることで、空気の手応え
が徐々に大きくなる様子がよく分かった。
⑧空気でっぽうに水を閉じ込めて水の体積はお
しても変化しないことを確かめる実験（第６
時）
。
〔写真 8〕

〔写真 8〕は空気でっぽうに水を閉じ込めて
水の体積の変化を調べている様子である。強く
圧し込みすぎて蓋が外れて水がこぼれてしまう
児童がいた。閉じ込めた水は圧しても体積が変
わらない。こぼれてしまうとそのことがよく分
からなくなるので注意が必要である。

〔写真 10〕のように書画カメラを活用するこ
とで児童の考えを全員で共有することができ
た。児童の考えを実際に見える形にすることで
聴くだけの発表よりも内容を理解させることが
できたと感じた。
③イラストの活用（第４・7 時）

〔写真 11〕

空気や水の分子モデ
ルを簡単に理解できる
ようにするために空気
や水の粒を擬人化させ
た。
〔写真 11〕のよう
に空気や水の粒のイラ
ストに表情を書き込ま
せた。分子の仕組みを
簡単に理解させること
ができた。閉じ込めた
空気が圧された場合、
体積が小さくなるのでイラストの表情が苦しそ
うになる児童が多かった。
空気や水の違いとして分かりやすいのが分子
の数の違いである。空気の場合と比べて水の場
合は粒の数が多い。最初からイラストに空気と
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水の粒の数の違いを書けた児童は 2 人しかいな
かったが、発表や話し合いを通して、多くの児
童が納得できた様子であった。
（4）日常生活と学習内容の結び付け（第８時）
〔写真 12〕

〔写真 14〕は浮き輪の仕組みを説明したもの
である。浮き輪の仕組みを空気の圧し返す力と
いう言葉を使って説明している。
このほかにも、道具の仕組みについて多くの
児童が学習した知識を生かして意欲的にまとめ
ることができた。

7

児童は、これまでの学習を生かして、空気や
水を閉じ込めた道具の仕組みをワークシートに
書いた。水鉄砲、タイヤ、風船、浮き輪、ポッ
トなど色々な道具についてそれぞれの児童が学
習した用語を取り入れてまとめることができ
た。
〔写真 12〕は水鉄砲の仕組みを説明したもの
である。水が飛び出るのは、空気が水を圧し出
すからだと、学習で学んだことを生かして説明
した。

実践のまとめ（成果と課題）

（1）成果
①授業後に実施したアンケート調査の結果。
ア 理科は好きですか。
・はい 36 名
はいと回答した理由
実験が好きだからなど。
・いいえ 1 名
いいえと回答した理由
虫が苦手だから。

〔写真 13〕

イ ふしぎなものやできごとに出会ったとき
「なぜだろう？」
、
「どうなっているのだろ
う」などと考えることは好きですか。
・はい 34 名
はいと回答した理由
分
 かると楽しいから。考えるのが好き
だからなど。
・いいえ 3 名
いいえと回答した理由
考えるのが苦手だからなど。
ウ 袋に閉じ込めた空気を圧しちぢめようと
すると空気はどうなると思いますか。
・圧し返される。破裂するなど。（35 名）
・無回答
 （2 名）

〔写真 13〕はボールの仕組みを説明したもの
である。ボールの中には空気が入っており、
ボー
ルの中の空気の圧し返す力によって地面をバウ
ンドすると説明した。
〔写真 14〕
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エ 袋に閉じ込めた水を圧しちぢめようとす
ると水はどうなると思いますか。
・ちぢまらないで体積は変化しないなど。

（33 名）
・破裂するなど
（4 名）
オ 「空気と水」の学習を終えての感想
・空気と水の性質がよく分かった。
（10 名）
・実験が楽しかった。
（9 名）
・空気の手応えを感じることができた。

（5 名）
・色々なことを知ることができた。 
（3 名）
・こ れからも身近なものを調べていきた
い。
（2 名）
・よく分かった。
（2 名）
・閉じ込めた水は圧せない。
（2 名）
・今まで真逆のことを考えていた。（1 名）

・体積のことを知った。
（1 名）
・空気は圧しちぢめられる。
（1 名）
・空気でっぽうの仕組みが分かった。
（1 名）
質問アについて分析する。第 1 回目の調査で
は、好きと回答した児童が 34 名であったのに
対して 2 名増加している。
質問イについて分析する。第 1 回目の調査で
は、好きと回答した児童が 26 名であったのに
対して、8 名増加した。なぜだろうと疑問を持
ち、実験や考察に取り組んだ結果、興味がわい
たと考えられる。
「いいえ」と回答した児童は
考えるのが苦手と回答しており、個別に手立て
を用意する必要がある。
質問ウについて分析する。空気の性質につい
ては学習を通して 9 割以上の児童が正しい理解
ができていると分かった。
質問エについて分析する。閉じ込めた水の性
質については、4 名の誤答があった。誤った実
験結果が関係していると考える。
質問オについて分析する。学習を終えての感
想を聞いた。前向きな回答が多く、理科の学習
を楽しめたことが分かる。
以上の結果から理科が好きで、事象の不思議
を考えることが好きな児童が増えたといえる。
実験や考察の際に児童の実態に合わせた手法を
取り入れたことが要因の一つと考える。

（2）課題
理科と日常生活との関連では、生活で使う身
近な道具の仕組みを理科の知識や用語を用いて
説明させる活動を行った。以降の単元でも継続
して取り組ませることで学習内容の理解が高ま
ると予測する。しかし、学習した内容を十分に
理解できていないところもあった。日ごろから
の学習の積み重ねを大切にし、なぜその実験が
必要なのかを理解させ、予想、結果、考察の活
動にしっかりと取り組ませることが必要であ
る。そのためには予備実験や道具の準備を徹底
して行い、児童がこれからも楽しく生き生きと
理科の学習に取り組めるように指導をしていき
たい。
【参考文献】
文部科学省『小学校学習指導要領（平成 29 年
告示）
』 東洋館出版社 平成 30 年 98 頁

②ワークテストの実施
単元終了後に確認テストを実施した。結果は
技能分野の平均点が 43 点、知識・理解分野の
平均点が 42 点、思考・表現分野の平均点が 37
点であった。思考・表現分野の点数が低いのは
圧していた棒を離すと空気の圧し返す力で棒は
上に戻っていくという結果を実験であまり実感
できなかったからと予想する。
「空気の手応え」
や「圧し返す力」については十分納得して理解
することができたと考える。続く、
「物の体積
と温度」でも今回の反省を生かして、指導事項
を確実におさえる。
③日常生活との関連付け
習った知識や考え方が日常生活と関連がある
と気付かせることで、理科の学習に興味・関心
を持たせられると考えた。
水鉄砲、タイヤ、風船、浮き輪、ポットなど
色々な道具の仕組みについてそれぞれ学習した
用語を使ってワークシートにまとめることがで
きた。児童が熱心に課題に取り組んでいる姿や
説明し合っている姿が印象に残った。
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【実践記録】

児童が主体的に話し合う授業づくりを目指して
－第 3 学年における役割を意識した話し合い活動の実践－
船橋市立法典小学校

1

はじめに

令和 2 年度より新学習指導要領の全面実施と
なる。今回の改定の趣旨として、授業改善を図
ることが大きなねらいとなっている。新学習指
導要領では、
「主体的・対話的で深い学びの視
点からの授業改善」について以下のように掲げ
ている。
〇単元や題材など内容や時間のまとまりを
見通しながら、児童の主体的・対話的で
深い学びの実現に向けた授業改善を行う
こと。
〇児童が学習の見通しを立てたり学習した
ことを振り返ったりする活動を、計画的
に取り入れるように工夫すること。
このことを受け、
「主体的・対話的で深い学
びの視点からの授業改善」を図ろうと考えた。
学習の中で話し合いを行うが、なかなか意見
がまとまらず、
結論がでないということがある。
そのため、話し合い活動に苦手意識をもってい
る児童も多い。また、発言する児童は決まって
おり、学習の中で発言をせずに終わってしまう
児童もいる。
そこで今回は、国語科の「係の活動について
考えよう【教材名】
」の単元で、３つの役割を
設定してグループで意見を一つにまとめるとい
う学習を展開し、児童の主体的・対話的で深い
学びの実現を目指す実践と全員で意見を一つに
集約していく合意形成の育成を学年研究として
行った。

2

児童の実態

（第 3 学年 男子 15 名 女子 15 名）
児童に「話すこと」
「聞くこと」
「話し合うこ
と」で日頃どのようなことに意識して取り組ん
でいるか調査を行った。
「話すこと」では、
「始め・中・終わりを意識
して話をしている」と答えた児童が多かった。
理由として、「始め・中・終わりを意識しなけ
れば相手に話の内容が伝わらない」や「相手が
聞き取りやすいから」と記述している児童が多
く、相手に伝わるように話をすることを意識し
ていることが分かった。
「聞くこと」では、
「大事なところはメモを取

教諭

多田

千秋

りながら聞く」と答えた児童が多かった。理由
として、
「メモを取ることで話の内容がわかる
から」
「大事な内容が分からなくならないよう
に」と記述している児童が多かった。話を聞く
時には、メモを取りながら大事なところを聞き
逃さないように意識して話を聞いている児童が
多いことが分かった。
「話し合うこと」では、
「話し合いのめあてや
進め方を考えること」
と答えた児童が多かった。
理由として、
「めあてにむかって話し合いをす
れば意見がまとまるから」と記述している児童
が多かった。一方で「司会や提案、記録などの
役割を考えること」
と答える児童は少なかった。
これは、児童が役割に分かれた話し合いを行っ
たことがないからだと考える。また、考えを一
つにまとめる時に、どんな工夫をしているかを
尋ねると、
「グループ全員の意見を聞き、より
良い意見を選ぶ」や「それぞれの意見の良いと
ころを選び、意見を合わせる」などと考えてい
る児童はいるものの、その数は少なく、
「多数
決で意見を一つにまとめる」という児童がほと
んどであった。
これらのことから、話し合いにおける自分の
役割を意識し , 課題に沿って意見を集約したり、
討論を交わしたりして考えをまとめていくこと
で話し合う力が身につくと考えた。また、考え
を一つにまとめる際には、多数決やじゃんけん
で決めるのではなく、グループ全員の意見を聞
き、より良い意見を選んだり、それぞれの意見
の良いところを選び、意見を合わせたりするな
どの考えを一つにまとめるためのスキルを身に
付けることが必要であると考えた。

3

実践の方法

（1）実践の手立て
本実践において、役割を意識した話し合いを
通して児童が主体的に学習するために以下の手
立てを行った。
①モデル動画の視聴
役割に分かれた話し合いが初めてのため、イ
メージをもちやすいようにモデル動画を見せ
る。モデル動画の内容は、教科書と同じ話し合
いが映像化されたものを使用した。
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②話し合いのテーマ設定
テーマは学級活動で話し合ったもので行う。
「もっとなかよし月間」に取り組み、クラスの
仲間がもっと仲良くなるための活動について
テーマを考えた。話し合いのテーマは以下の通
りである。
【話し合いテーマ】
みんなが仲良くなるクラス遊びについて
クラスの愛唱歌を決めよう
クラスのキャラクターを決めよう
仲良くなれる学習活動について
相手のことを知れる１分間スピーチのテーマ
仲良く掃除の役割を決める方法について
みんなの頑張りを認める賞状を作ろう
③提案カード
自分の提案とその理由を明確にするために、
提案シートを活用した。
④話し合いのコツカード〔図 1・2〕
話し合いをする際にキーワードとなるような
言葉を役割ごとにまとめ、話し合いの際にはい
つでも活用できるようにした。

〔図 2〕話し合いのコツカード

⑤話し合いの 5 ステージ〔図 3〕
話し合いの段階を「紹介・確認・質問・まと
め意見・決定」の 5 つに分けた。話し合いの際
に視覚的に分かるようにボードを置いた。

〔図 3〕話し合いの 5 ステージ

4

実践の経過と結果

（1）授業計画
時

主な学習活動

1 モデル映像を視聴し，話し合いの流れと
「司会者」
「提案者」
「記録」の役割につい
て知る。
話し合いのポイントをおさえる。

〔図 1〕話し合いのコツカード

2 役割ごとに一斉読みをする。
3 話し合いの進め方を確認する。
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4 話し合いのテーマについて自分の意見を
5 固める。提案とその理由をワークシート
に書く。
グループに分かれ、役割を決めて話し合
いの練習を行う。
6 一つのグループが代表で話し合いを行う。
7 他の児童は記録の練習をする。
話し合い後に良かった点や改善点につい
て振り返りを行う。
8 グループに分かれ、２つのテーマについ
て話し合いを行う。
話し合い後グループ、全体で振り返りを
行う。
9 グループに分かれ、2 つのテーマについて
話し合いを行う。
話し合い後グループ、全体で単元の振り
返りを行う。

②役割ごとに一斉読みをする。 （2 校時）
話し合いの進め方を確認する。 （3 校時）
役割ごとに一斉読みをすることで、役割の仕
事内容を確認した。仕事内容だけでなく、使う
とよい言葉を「話し合いのコツカード」を使い、
確認をした。
「話し合いのコツカード」は、手
元に置き、
いつでも活用できるようにした。「話
し合いのコツカード」を活用することで、役割
にあった表現をすることができると考える。
話し合いの進め方は「話し合いの 5 ステージ」
〔図 5〕を活用し、確認を行った。話し合いの
段階を「紹介・確認・質問・まとめ意見・決定」
の 5 つに分けて説明をした。５つのステージで
どのようなことを話し合うかまとめた「話し合
いの５ステージ」のワークシートを話し合う際
にも活用できるようにした。

学級活動でクラスでの活動を決定する。
（1）実践の具体的内容
①モ デル映像を視聴し、話し合いの流れと
「司会者」
「提案者」
「記録」の役割につい
て知る。話し合いのポイントをおさえる。
（1 校時）
教科書と同じ内容の話し合いをしている「モ
デル映像」を見せ、「司会者・提案者・記録」
のもつ役割を確認した。実際に話し合いの映像
を見せ、イメージをもたせることで、児童の学
習への興味・関心を高めさせるとともに、学習
の見通しをもたせる。その際に、3 つの役割の
特長を児童に捉えさせ、どのような役割を果た
しているのかを明確にさせた。
また、話し合う際のポイントを「意見をまと
めるさくらんぼのみ」
〔図 4〕として確認を行っ
た。話し合いのポイントとして、
「みっつの役わ
りをはたそう」
「みんなの意見をふまえよう」の
2 つにし、本単元で意識することを明確にした。

〔図 4〕
意見をまとめる
さくらんぼのみ

〔図 5〕話し合いの 5 ステージ

③話 し合いのテーマについて自分の意見を
固める。提案とその理由をワークシート
に書く。
（4・5 校時）
話し合いのテーマについて自分の意見を固
め、
理由を明確にするために「提案シート」〔図
6〕を活用した。提案シートには、
「テーマ」「提
案」
「提案理由」
「ウェビングマップ」を書く欄
を設けた。提案理由を書く際には、理由が明確
になるように「～だから、
」
「～ので、
」
「～から
です。
」という言葉を用いるようにした。今回
の大きなテーマが「もっと仲良し月間」となる
ため、自分がやりたい活動を提案するのではな
く、クラスが仲良くなるための提案を書くよう
にさせた。また、提案に対する様々なイメージ
を広げ、より明確で工夫した意見がでるように
ウェビングマップ〔図 7〕を活用した。ウェビ
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ングマップを活用することで、提案に対する理
由がより明確になると考える。

掃除の役割を決める方法」とし、話し合いをす
るグループ以外の児童は、記録の練習を行いな
がら、話し合いの流れをつかみ、良かった点や
改善点を見つけるようにした。
話し合いを行って児童から出た振り返りは以
下の通りである。
良かった点
・司 会者が話し合いの流れに沿って進める
ことができていた。
（司会）
・意見をまとめることができていた。
（司会）
・うなずきながら話を聞いていた。（司会）
・共通点を分かりやすくまとめた。（記録）
・積極的に発言をすることができた。
（提案）
・他の提案者の話を最後まで聞いていた。

（提案）
改善点
・共通点を探せるようにすること。（司会）
・話題が逸れたときに戻すこと。 
（司会）
・短くわかりやすくまとめること。（記録）
・大 事なことを聞き逃さないように記録を
すること。
（記録）
・質問をしたり、質問に答えたりすること。

（提案）
・周りが納得する意見を言うこと。（提案）
・相手の意見を批判しないこと。  （提案）

〔図 6〕提案シート

話し合いの良い点や改善点を明確にすること
で、次時への意欲を高めるようにした。
話し合いの際には、友達の意見をふまえるた
めに相手の意見に批判的な意見が多くならない
ように意識をした。友達の意見を受けて自分の
考えを変えたり、強くしたりして、より良い考
えが出せるように話し合いを行うようにした。
⑤グループに分かれ、2 つのテーマについて
話し合いを行う。
話 し合い後グループ、全体で振り返りを
行う。 
（8・9 校時）
〔図 7〕ウェビングマップ

④一つのグループが代表で話し合いを行う。
他の児童は記録の練習をする。
話 し合い後に良かった点や改善点につい
て振り返りを行う。
（6・7 校時）
一つのグループにモデルとして話し合いをし
てもらい、話し合いの良かった点や改善点など
について振り返りを行った。テーマを「みんな
が仲良くなるクラス遊びについて」と「仲良く

実際に６人グループをつくり、話し合いを行
う。話し合いの流れは以下の通りである。
（1）1 回目の話し合い
（2）グループでの振り返り
〈良かった点と改善点〉
（3）全体での振り返り
（4）2 回目の話し合い
（5）グループでの振り返り
〈良かった点と改善点〉
（6）全体での振り返り
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このような流れで 2 時間、計 4 回の話し合い
を行った。
テーマは、
「みんなの頑張りを認める賞状を
作ろう」「クラスの愛唱歌を決めよう」
「クラス
のキャラクターを決めよう」
「仲良くなれる学
習活動について」の 4 つのテーマについて話し
合いを行った。前時で話し合いの流れをつかむ
ことができているため、どのグループもスムー
ズに話し合いを進めていた。
〔図 8〕
話し合って決まった内容は、実際に学級で行
うため、児童も真剣に話し合いをしていた。
前時で、良い点や改善点について話し合うこ
とができていたため、児童も意識して話し合い
をすることができた。

・積極的に質問をすることができた。
（提案）
・自 分の意見と相手の意見を踏まえて発言
することができた。 
（提案）
・自 分の意見と相手の意見を合わせた、新
しい意見を提案することができた。
（提案）
改善点
・沈 黙があった時、どのように話を進めれ
ばよいか。
（司会）
・共 通点や相違点が見つからず、話し合い
に時間がかかってしまった。
（司会）
・記 録が追い付かず、話し合いが止まって
しまった。
（記録）
・意見が割れた時に、相手を納得させたり、
友達の意見を取り入れたりすればよかっ
た。
（提案）
・質 問をする内容がなかなか思い浮かばな
い。
（提案）
・相 手を納得させる理由を言うことができ
なかった。
（提案）
・質 問された時に、すぐ答えることができ
なかった。
（提案）
児童からの振り返りで良かった点が増えるよ
うになった。その反面、改善点も増えた。それ
は話し合いの進め方が分かり、より良くしたい
という考えになったからだと考える。
初めは話すことに抵抗があった児童も、提案
シートを見ながら堂々と話すことができてい
た。どの児童も 3 つの役割を経験することがで
きたため、話し合いの進め方を理解することが
できたように感じる。

〔図 8〕話し合いの様子

すべての話し合いを終え、児童から以下のよ
うな振り返りが出た。
良かった点
・意見をまとめることができていた。
（司会）
・共通点や相違点を見つけることができた。
（司会）
・話が逸れたときに戻すことができた。
 
（司会）
・考えを一つにまとめることができた。
 
（司会）
・短 い言葉で分かりやすく書くことができ
た。 
（記録）
・〇 で囲ったり、矢印を引いたりして分か
りやすくすることができた。 
（記録）

⑥各 グループで決まった意見をクラスで話
し合い、決定する。
（学級活動）
各グループで決まった意見を、クラスで一つ
の意見にまとめる活動を行った。
「クラスのキャ
ラクターを決めよう」では、グループでの話し
合いと同様、司会者・記録者・提案者（キャラ
クターをデザインした児童）を立てて行った。
役割についていない児童も質問や意見を発言で
きるようにした。クラスのキャラクター〔図 9〕
はイベントでも活用することが話し合いの中で
決まった。
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を設定したが、児童にとって話し合いやすい
テーマにならないものがあった。

6

おわりに

実践をする中で、成果や課題をそれぞれ見つ
けることができた。話し合いが苦手だった児童
が、笑顔で話し合いを行っていたことがとても
嬉しい。
今回の実践の成果や課題を忘れずに、子供た
ちが「主体的・対話的で深い学び」を得られる
ように、これからも授業研究や授業改善に努め
ていきたい。
【参考文献】
文部科学省「学習指導要領（平成 29 年３月告
示）
」

〔図 9〕クラスのキャラクター

5

実践のまとめ

（1）成果
〇モデル動画を使用したため、話し合いの型を
示すことができた。
〇司会・記録・提案の 3 つの役割について理解
し、役割を果たすことができた児童が多かっ
た。
〇話し合いの 5 ステージを動作化することで、
どの内容の話し合いをしているか明確にする
ことができた。
〇話し合いの流れを理解し、自分たちで主体的
に話し合いを進めることができた。
〇相手の意見を聞くことで、自分にはない新し
い発想につながり、深い学びになった。
〇話し合いのコツカードを活用することで、児
童の表現が広がった。
〇役割を決めた話し合いの良さを感じた児童が
多くいた。
（2）課題
●相手の意見への質問が出ずに苦戦していた。
どのような質問をしたら内容がはっきりする
のかポイントを明確にする必要があった。
●提案シートのウェビングマップでは、思考が
広がりづらかったため、他の手立てが必要で
あった。
●「もっとなかよし月間」という大きなテーマ
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【研究論文】

教科横断的な学習として CLIL を導入した表現運動の実践
－ ALT を活用した指導を通して－

船橋市立法典西小学校

1

主題設定の理由

平成 26 年度英語教育実施状況調査（文部科
学省 2015）によると、小学校 5、6 年生の 70%
が英語に好意的であるが、中学校 2 年生になる
と 50% までに落ち込む。また、中学校 2 年生が
英語の勉強が大切だと思う理由について、生徒
の 52% が「受験で必要だから」と回答していた。
この現状から、より児童の学習意欲を刺激し、
学習内容の理解や課題解決活動を伴いながら英
語力を発揮することができる教材の提案が必要
であると考えられる。
Brewster（2002）は、英語学習における横
断的なカリキュラムの利点として、児童への動
機付けに効用があることを述べている。また、
文部科学省（2015）は、これからの時代に求め
られる資質・能力を育むためには、各教科等の
学習と共に、教科横断的な視点で学習を成り立
たせていくことが課題となる。また、教科等間
の内容事項について、相互の関連付けや横断を
図る手立てや体制を整える必要があると示して
いる。これらの指摘から、教科横断的な学習方
略として CLIL の実践へ至った。
「CLIL（content and language integrated
learning）」とは、「教科やトピックなどの内容
を学びつつ、言語知識や技能などの語学力を高
める学習法」である（池田 2013）。つまり、科
目と語学の両方の習得を目指すだけでなく、思
考と他者との学びも意識的に統合される「内容
言語統合型学習」である。そのため、他教科の
学習内容を活用した場面には、様々なコミュニ
ケーションの場面設定が可能となり、幅広い領
域の語彙に触れながら、より必然性のある環境
で英語を「聞く」
「話す」ことができると考え
られる。さらに、授業者の得意な教科を生かし
ながら、そこに英語を取り入れることで、英語
の学習内容を他教科と関連付けて指導すること
ができる利点がある。
岩田（2019）は、体育科の内容で英語を教え
ることについて、双方向によい効果が期待でき
ると述べている。しかし、二五（2014）は、他
教科との連携を主眼にした CLIL 的英語教育を
行っている公立小学校が少ない現状と他教科の
内容を英語学習に活用する効果もまだ十分に検
証されていないことを指摘している。つまり、

教諭

岩城

節臣

教科横断的な学習の実践の検討が求められてい
るといえる。
これらのことから CLIL を導入した体育科の
授業方略を検討することは、教科横断的な学習
の可能性とその学習効果を明らかにすることの
一助になると考え、本主題を設定した。

2

研究の目的

3

研究仮説

4

研究の方法と内容

本研究では、教科横断的な学習として CLIL
を導入し、ALT を活用した体育科「表現運動」
の実践を行う。学習の中で、児童の運動意欲と
英語の学習意欲が高まるかどうかを探り、学習
内容の理解を深めることができたかを検証す
る。

CLIL を導入し、ALT を活用した体育科「表
現運動」を行えば、児童の運動意欲と英語の学
習意欲が高まると共に、学習内容の理解も深め
ることができるだろう。

（1）先行研究の概要―実践の理論的背景―
①教科横断的な学習について
平成 29 年 3 月に新学習指導要領が告示され、
育成を目指す資質・能力の三つの柱が示された
（文部科学省 2017）
。学校教育において、
「何を
知っているか」という知識を学ぶことに留まら
ず、
「それを使ってどのように社会・世界と関
わり、よりよい人生を送るか」までを視野に入
れた教育を議論する必要性が示されている。す
なわち、体育科の学習においても、運動や健康
についての課題を見付け、児童が知識や技能を
どう使い、どのように運動・仲間と関わり合い
ながら解決していくかを意識することが必要に
なってきたといえる。また、文部科学省（2015）
は、これからの時代に求められる資質・能力を
育むためには、各教科等の学習と共に、教科横
断的な視点で学習を成り立たせていくことが課
題となる。また、
教科等間の内容事項について、
相互の関連付けや横断を図る手立てや体制を整
える必要があると示し、教科等間の内容につい
て相互の関連付けや横断を図る方法が求められ
ているといえる。
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教 科 横 断 的 な 学 習 に つ い て Brown and
Brown（1996）は、英語の学習内容を算数科な
ど他教科の既習内容と関連付けると共に、教科
の垣根を超えた学習スキルやストラテジーに焦
点を当てるべきと主張した。また、Brewster
（2002）は、英語学習における横断的なカリキュ
ラムの利点を 8 つ挙げた。そこで、児童への動
機付け、色・サイズ・形・時間などの概念の発達、
コミュニケーション方法への気付き、他教科か
らの学習の仕方のヒント、
他教科や概念の強化、
教材の再利用、他教科の教師との協力、子供の
想像力・創造力の養成などの点で効用があると
述べている。
② CLIL について
CLIL とは、「内容言語統合型学習」である。
その要素は「4 つの C」で表される。
CLIL の「4 つの C」
ア Content= 教科科目やトピック
イ Communication= 言語知識やスキル
ウ Cognition= 批判的・論理的思考力
エ Community= 協同学習
本 研 究 で は、 体 育 と 外 国 語 の 視 点 か ら
Content を「体育の技能」
、
Communication を「日
本語と英語による対話」、Cognition を「思考と
認知」、Community を「体育を通した仲間づく
り」と捉えた。
③表現運動について
表現運動の特性について平成 29 年告示の学
習指導要領解説では、
「自己の心身を解き放し
て、イメージやリズムの世界に没入してなり
きって踊ったり、互いのよさを生かし合って仲
間と交流して踊ったりする楽しさや喜びを味わ
うことができる運動」としている。
村田（2011）は、
表現運動の魅力について、
「
『み
んな違ってみんないい』を前提に、授業をあれ
これ工夫できること。
『始めに種目ありき、技
ありき』ではなく、自分の思いやイメージをあ
りのままに表現することができること。
これが、
表現運動授業の魅力である」と述べている。こ
れらの表現運動の特性を捉えたとき、教師が発
話する言語が外国語になった場合でも、児童は
柔軟に学習を行っていくことができる考え、本
研究の CLIL を導入する教材に表現運動を選定
した。また、表現運動の特性が上述の「4 つの C」
に適応すると考えた。
（2）研究の方法
①調査対象者
調査対象は、本校の 5 年生、1 クラスである。

男子 18 名、女子 20 名の計 38 名である。本校は、
外国語の研究を初めて 2 年目の学校である。1
年生から 4 年生までは、毎週 1/2 時間の外国語
活動を、5 年生から 6 年生までは、毎週 1 時間
の外国語に加え週 3 回朝のモジュール学習の時
間に外国語を学習している。本学級には、英語
を塾で学習している児童が 4 名おり、
「聞く」
「話
す」は十分にはできないものの、外国語学習の
意欲は全体的に高い。また、これまで児童は、
体育科の「表現運動・ダンス」の学習を運動会
での「リズム」でのみ行ってきたため、表現運
動の特性であるイメージやリズムの世界に没入
してなりきったり踊ったり、互いのよさを生か
し合って仲間と交流して表現したりする学習経
験が少ない。
②調査の内容と方法
本研究では、表現運動を 3 時間単元で行った。
第 1、2 時は筆者が授業を行い、第 3 時は、外国
語指導助手（以下、ALT と略）が T1、担任が
T2 となり、ALT が英語で児童へ指示や発問を
した。第 1、2 時に筆者による表現運動を学習
しているため、第 3 時に ALT が T1 になった場
合でも学習経験を基にして、ALT の発話に対
して意味を類推することができると考えた。
授業分析の方法は、単元前後に行った表現運
動、外国語に関する意識調査を実施した。表現
運動のアンケートの選択式については、
「好き」
「どちらかといえば好き」
「どちらかといえば
嫌い」
「嫌い」の 4 件法に分けて分析を行った。
外国語のアンケートの選択式については、
「好
き」
「どちらかといえば好き」
「どちらでもない」
「どちらかといえば嫌い」
「嫌い」の 5 件法に分
けて分析を行った。
学習内容の理解を図るために、近藤（2018）
が開発した学習カード分析法を用いて、児童の
学習状況について分析した〔表 1〕
。学習カー
ドには、授業の前半にねらいに対する予想（立
てる）
「どうしたらイメージしたことを表現で
きますか」
、終末に実行「今日の授業で、どう
したら表現できましたか」
、修正「次からどの
ようにしていきますか」を記述させた。毎時間
の記述内容をレベル分けし、比較することで、
第 3 時の教科横断的な学習として CLIL を導入
した場合、児童の学習内容の理解にどのよう
な影響があるか明らかになると考えた。児童に
は、このレベル分けや基準について知らせてい
ない。
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〔表 2〕指導と評価の計画
〔表 1〕学習カードの記述内容レベル分け

③研究対象となった授業
第 1、2 時は、筆者が授業を行い、第 3 時では
CLIL を導入し、ALT を T1 にすることで、教
科横断的に表現運動の学習内容を学びながら運
動と英語の学習意欲の向上を目指していく（表
2）。本単元における、
目指したい児童の姿は、
「自
分の思いやイメージをありのままに表現するこ
とができること」である。
第 1 時のねらいは、「変化をつけて表現する
ことができるようになろう」で、テーマは「大
波」である。第 2 時のねらいは、
「友達と教え合っ
てひと流れの動きをつくってみよう」で、テー
マは「竜巻」である。第 3 時のねらいは、
「イ
メージをとらえて、表現しよう」で、テーマ
は「火山」である。ここで ALT を T1 にし、教
科横断的な学習として CLIL を導入する。児童
は、これまでの表現運動の学習内容を生かしな
がら必然的に英語に慣れ親しむことができるだ
ろう。また、ALT がねらいを提示したり児童
の学びをフィードバックしたりする発話を通し
て、児童は聞く力を高めていくことができるで
あろう。さらに、学習してきた表現運動を通し
て、ALT と英語でやり取りを行うことで、体
育科の授業だけでは実感することのできない運
動のよさや可能性にも気付くことができると考
えた。ALT の言葉をすべて理解することはで
きなくても、その時の学習状況やジェスチェーな
ど様々な要素から言葉の意味を類推する経験を
繰り返していくことが、英語力の高まりに留まら
ず学習意欲の向上につながっていくと考える。
第 3 時の授業を実践する前に、ALT と授業
の流れについて 20 分程の打ち合わせを行った。
その際、英語版の指導計画を作成することで、
指導内容の共有に努めた〔表 3〕。ALT とは、
第 3 時のねらいとテーマ、1 時間の授業の流れ、
教師の行動と求められるフィードバックについ
て打ち合わせをした。

〔表 3〕ALT との打ち合わせ資料
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研究の結果と考察

（1）活動報告
第 1 時では、1 時間の学習の流れや学習カー
ドの書き方をおさえながら学習を進めた。児童
が初めて表現運動を学習することを考え、動き
の知識・技能となる「へそ」を動かすことを中
心に言葉かけをした。この時間のテーマは「大
波」である。テーマについてのイメージを広げ
ながら動きを習得していくことをねらうため
に、活動を個人の表現から集団の表現へと変化
させていった〔図 1〕
。
45 分間の授業の流れは、初めに運動会の集
団演技で使用した曲を 2 分程度流し、リズムに
のりながら自由に身体を動かせた。このときの
児童の動きには、スキップ、側方倒立回転、身
体を捻じりながらのジャンプなどがあった。次
に、教師から模倣のテーマを与え表現させた。
例えば「象」
「風」などである。このとき教師は、

〔図 1〕集団で大波を表現している様子
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膝や肘を曲げたり動きや速さに変化をつけたり
している児童を見付け、そのよさを共有し、動
きに広がりが持てるようにした。
慣れの運動後、
全体でねらいとテーマを確認した後、
「どうし
たらイメージしたことを表現できますか？」と
発問をし、学習カードに課題解決を予想させ、
書かせた。児童がテーマを表現する活動では、
教師がリズム太鼓を使用し
「ひと流れの動き
（初
め・なか・終わり）
」を「弱・中・強」に分け、
それに合わせて太鼓のリズムとテンポに変化を
つけて叩いた。
「初め・なか・終わり」を 10 秒
程度ずつに分けて、ひと流れの動きを 30 秒程
度にまとめ、表現させていった。また、
「初め・
なか・終わり」の区切りの時、一度動きを止め
「静と動」の動きを入れていくことも指示した。
個人の表現では、多くの児童が自分の身体を捻
じったり手足を大きく動かし飛び跳ねたりする
姿が見られた。しかし、集団の表現になると複
数人でイメージを表すことに戸惑いを感じ、一
か所に固まり、全員で同じ動きをする姿が目
立った。そこで、児童の 1 人が大きく手足と身
体を動かし、空間を走り回る姿を見付け「A 君、
身体をいっぱいに開いているね！フロアを広く
使っているから、波のザバーンというイメージ
が伝わってくるよ！」
とフィードバックすると、
児童の動きや空間に変化が出始めた。ひと流れ
の動きを表現していく活動では、グループ内の
友達やペア同士のグループで動きを見合い、ア
ドバイスしたりよさの共有をしたりする時間も
設定した。最後に、学習カードを使って予想に
対しての結果と次時へのめあて（修正）を書か
せた。
第 2 時のテーマは「竜巻」である。この時間
では、第 1 時よりもグループで見合う時間を多
く設定することで、お互いのよさの共有を図り
動きや空間に広がりを持たせることをねらっ
た。また、ペア同士のグループでペアの友達も
決め、相手と集団の動きを評価することができ
るように見る対象を絞り込んだ。その結果、ペ
ア同士で「身体を大きく動かせているか見てね」

「手足がグーンと伸びていたよ！でも、もっと
〇〇さんみたいにへそを使って捻じったりする
動きもあるともっといいよ」と活発に動きを称
賛したりアドバイスをし合ったりする姿が見ら
れた。授業後、児童の感想から「表現運動って
意外と面白い！形がないものを自分やみんなで
創っていけるから頭も身体も使って楽しい！」
という言葉が飛び交っていた。
第 3 時 で は、CLIL を 導 入 し た 授 業 を 行 っ
た。授業の流れは前時までと同様であるが、指
示や発問などを ALT が英語で伝えていった。
例 え ば、 初 め の 模 倣 の テ ー マ を ALT が It’ s
butterfly. など単語で示したり Today’ s goal is
to imagine and move your body. とねらいを提
示したりしていた。英語で行われる授業に、児
童は緊張と期待の入り混じった表情であった
が、ALT の英語での指示を聞くと途端に前時
までと変わらない様子で活動を始めていった。
また、ALT と児童のやり取りの後、筆者が児
童の様子を見て必要に応じて補足の説明を入れ
たり理解している児童へ投げかけたりして理解
を促した。板書は日本語である
〔図 2〕
。児童は、
前時までの学習経験と外国語の学習があるた
め、ALT の話す英語の意味を理解したり類推
したりすることができていたように見えた〔図
3〕
。

〔図 2〕第 3 時の板書

〔図 5〕リズム太鼓を叩く ALT の様子

〔図 3〕児童と ALT の
やり取りの様子

〔図 4〕児童へ FB する
ALT の様子

例えば、今回のテーマである「Volcano」を
知った後、火山の写真を見てイメージを広げる
と、ALT が指で指しながら This is lava. とい
う発言に「溶岩って lava って言うんだ」とい
うやり取りが行われていた。テーマのイメージ
を捉え、ひと流れの動きを創っていく活動で
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は、ALT がリズム太鼓を叩いたり、活動の状
況に応じてフィードバックしたりして、前時の
筆者の教師行動と同様の動きや言葉かけをして
もらった〔図 4〕〔図 5〕。また、児童もその言
葉に対して「Thank you Aivy」
「Aivy, please
drum」など、進んで言葉を返す様子が多く見
られた。授業後の児童の感想には「思っていた
よりも英語を理解しながらできた」
「体育を学
びながら英語も学べてお得な感じ。体育って
色々なことができる」という記述があった。さ
らに、「海外で体育の授業を受けたら、こんな
感じなんだなと思った」という感想もあり、体
育学習の中に CLIL を導入したことで、意味あ
るやり取りができたといえる。
（2）授業実践の分析
①表現運動に関する意識調査の分析
単元前後に表現運動に関する意識を調査、分
析した結果、有意な向上が見られた〔図 6〕
。
好意的な主な理由として単元前は「身体を動か
せるところ」
「自由に表現できるところ」とい
う記述が多く見られたが、単元後は「身体を動
かすと共に協力して学べるから」
「みんなで色々
な動きをつくっていくから」という記述が多く
見られた。このことから、児童にとっての表現
運動の楽しさが、個人から集団へと広がり、表
現運動の特性である互いのよさを生かし合って
仲間と協同して表現する楽しさを味わうこがで
きたと考えられる。

〔図 7〕外国語に関する意識調査（n=38）

外国語の理解を促し、さらにはその教科の枠を
超えた楽しさを味わうことに寄与したと考えら
れる。
③学習カードに関する分析
レベル 1 は感想や事実などの記憶の記述、レ
ベル 2 は学習内容が加わり「知識・技能」の理
解の記述、レベル 3 は学習内容を活用し、どの
ように課題解決をするか、またはしたか、の応
用の記述である。
第 1 時から第 3 時までにおいて、立てる（予
想）
・実行・修正の各項目の平均値が向上傾向
にあることが分かる〔表 4〕
。また、第 2 時から
第 3 時の各項目や平均値を比べても概ね向上傾
向であることから、第 1 時、2 時は筆者が授業
を行い、第 3 時は ALT が英語で授業を行う学
習方略が児童の学習内容の理解を抑制するもの
ではなかったといえる。つまり、CLIL 導入の
教科横断的な学習を実践する場合、前時までに
児童に必要な学習内容や授業の流れを経験させ
ることで、児童の学習は向上していくと推察す
ることができる。

〔図 6〕意識調査「表現運動は好きですか」
（n=38）

②外国語に関する意識調査の分析
単元前後に外国語に関する意識を調査、分析
した「ALT が英語で言っていることが分かり
ますか」
「これからも英語を学習していきたい
ですか」の項目で、有意な向上が見られた〔図
7〕。この 2 つを評価の観点に当てはめると
「ALT
が英語で言っていることが分かりますか」を
「知識・技能」
、
「これからも英語を学習してい
きたいですか」を「主体的に学習に取り組む態
度」と捉えることができる。つまり、本研究で
実践した授業が表現運動の学習内容を学びつつ

〔表 4〕学習カードの記述内容のレベル分け（人数）

（3）授業実践後のインタビュー
①外国語に関する意識調査の数値が一番低かっ
たA君
「英語は好きじゃない、学習する意味も分か
らないし、できるようになりたいと思わない。」
外国語の授業で、進んでデモンストレーション
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のボランティアを引き受けたり発言したりする
A 君の外国語に関する意識調査の数値が学級で
一番低いことを疑問に思い、尋ねた時の答えが
この言葉であった。今回の実践を行うと、A 君
のような児童にどのような変容が見られるのか
追跡調査を行った。
第 3 時の CLIL を導入した授業で A 君は、前
時までの様子と変わらず活発に身体を動かした
り友達と意見交流をしたりしていた。ALT と
の関わりは、ALT から声をかけられたら返事
をする程度で、自ら ALT に話しかけに行く様
子はなかった。
単元終了後、事前と事後の意識調査の数値を
比較すると、全ての項目で肯定的な意識へと変
化していた。その変化について A 君にインタ
ビューすると「今日の授業を受けて、英語が面
白いと思いました。
」と答えた。それに対して、
「なぜ、面白いと思ったの？」と尋ねると「今
日の授業を受けて Aivy 先生が何を言っている
か分かったんです。それに英語がもっとできる
ようになりたいと思いました。先生、今回の授
業の面白さをみんなに知らせたいので新聞を書
きたい !」と答えた。この後、A 君は自分の思
いを新聞に書くだけに留まらず、学級の友達に
今回の授業についてアンケート調査をしたりイ
ンタビューをしたりしていた〔図 8〕
。A 君の
変容は一時的なものかもしれないが、これまで
好意的でなかった外国語の授業に A 君なりの
学ぶ面白さを実感することができたのは大きな
成果であったといえる。

〔図 8〕新聞を書く A 君の様子

② ALT のインタビュー
実践後、今回の実践について ALT にインタ
ビューを行った。感想を聞くと「初めて体育の
授業を行って、とても楽しかった。特に太鼓を
叩くことが今までない経験だったので楽しかっ
た。また挑戦したい。」と感想を述べていた。
普段の教室で行う授業と比べてどうだったかを
質問すると「子供たちは非常に意欲的で、私の

話に対しても良いリアクションをしていた。表
現運動は、英語と一緒に学習することにとても
合っている。なぜなら、運動と英語のジェス
チャーの両方を行うので、子供たちはどちらの
ジェスチャーにも親しむことができ、学びを促
進していた。
」と答えた。さらに、今回のよう
な実践は負担であるか尋ねると「私にとって負
担ではない。なぜなら、事前のミーティングも
簡単で授業も楽しかった。良い経験になったの
でまた他の機会があればやりたい。
」と答えて
いた。翌週もインタビューを行い、実践研究を
行った学級の児童との関わりについて尋ねると
「以前よりも、子供たちは私に対して好意的に
接していた。なぜなら笑顔が多かったし、廊下
や教室で挨拶や話しかけにくる子供が増えた。」
と答えていた。
ALT のインタビューから、ALT が外国語以
外の教科で児童と関わることは、ALT と児童
の良好な関係を築くきっかけになる可能性があ
るといえる。また、小学校現場で ALT を有効
活用する可能性を開くものであったといえる。

5

成果と課題

6

おわりに

以上の研究結果、以下の 3 点を本研究のまと
めとする。
① CLIL を導入した表現運動の授業は、児童
の運動意欲と英語の学習意欲を高めることがで
きる。
②学習内容と言語の双方の習得と活用を目指
すことができる可能性がある。
③児童と ALT の良好な関係を促す可能性が
あると共に、児童が体育科と外国語に関して新
たな視野を持つきっかけとなる可能性もある。

本研究を実践し、分析することで、教科を通
して教えることと、その壁を越えて教科横断的
に必要なことを教えることがいかに大切なのか
が見えてきた。
英語を言語としてだけではなく、
人生をより豊かにする生きる術だと捉えるので
あれば、それを経験と一致させながら学べる体
育科との関係は、教科の学習に留まらず大きく
変わってくるのではないだろうか。今こそ体育
科、外国語の「教科」の目的・内容・手段を見
直し、新しい視点を加え、さらに授業実践方法
を模索し続けていきたい。
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【実践記録】

発達に障害のある児童の教育活動における ICT の効果的な活用

－自閉症・情緒障害特別支援学級での道徳教育・プログラミング教育の授業を中心として－
船橋市立行田西小学校

1

はじめに

小学校では、令和 2 年度から新しい学習指導
要領が全面実施される。
教育課程は、特別支援学級においても通常の
学級に準じるとされている。特に、道徳教育や
情報教育については、時代や社会の求める資質
能力の中でもより充実が期待されるところであ
る。
自分が担任する自閉症・情緒障害特別支援学
級の授業の充実を図るため、今回は ICT を活
用しながら、道徳やプログラミングの授業に取
り組んだ。
まず、道徳について、新学習指導要領総則で
は、道徳教育の目標を次のように記述している。
学校教育における道徳教育は、自己の生き
方を考え、主体的な判断の下に行動し、自
立した人間として他者と共によりよく生き
るための基盤となる道徳性を養うこと。
「道徳教育」は、
「特別の教科 道徳」を要と
して、学校の教育活動全体を通じて行うもので
ある。道徳性については、学校の教育活動にお
いて指導するとともに、「特別の教科 道徳」
の時間に道徳的価値について深く考えている。
道徳教育で自己を見つめ直し、その後の自分
の生き方についてじっくりと考える時間が重要
になってくる。そのために、
「特別の教科 道徳」
の授業時間だけでなく、日常生活の中で実践し
ていく必要がある。
また、プログラミング教育は、文部科学省か
ら「小学校プログラミング教育の手引き（第二
版 2018 年 11 月）
」で次のように示されている。
（概要）
①「プログラミング的思考」を育むこと
②プログラミング教育で育む資質・能力
③各 教科等での学びをより確実なものとす
る。
プログラミング教育とは、子供たちに、コン
ピュータに意図した処理を行うように指示する
ことができるということを体験させながら、将
来どのような職業に就くとしても、時代を超え
て普遍的に求められる力としての「プログラミ
ング的思考」などを育成するものである。その
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中で、プログラミング的思考とは、自分が意図
する一連の活動を実現するために、どのような
動きの組み合わせが必要であり、一つ一つの動
きに対応した記号を、どのように組み合わせた
らよいのか、記号の組み合わせをどのように改
善していけば、
より意図した活動に近づくのか、
といったことを論理的に考えていく力のことで
ある。
更に、教科用図書（学校教育法 34 条 1 項に規
定する教科用図書及び附則第 9 条第 1 項の規定
により使用する教科書図書をいう。
）の内容を
文部科学大臣の定めるところにより記録した電
磁的記録である教材（以下「デジタル教科書」）
について教科用図書とデジタル教科書は同一の
内容であること。その 3 項に、デジタル教科書
の使用により、障害のある児童については、例
えば、
視覚障害や発達障害のある児童に対して、
学習上の困難の程度を低減させる必要があると
認められるときは、教育課程の全部または一部
において、教科用図書に代えてデジタル教科書
を使用することができると改正された。すなわ
ち、特別支援学級において、デジタル教科書の
利用が拡大されたと解釈してよい。
本学級では、
理科の学習でデジタル教科書の活用を行ってい
る。

2

児童の実態と主題設定の理由

本校の自閉症・情緒障害特別支援学級（以下
あおば学級）は、4 年前の平成 28 年度に新設さ
れ、現在は 3 学級 25 人の児童が在籍している。
新設時は 1 学級 5 人であった。新入生をはじめ、
通常学級から移籍する児童の増加に伴い、現
在は 25 名に至っている。あおば学級の児童は、
原則的に小・中学校の通常の教育課程に準じる
が、特に必要がある場合には、通常の学級とは
異なる特別の教育課程を編成することができる
（学校教育法施行規則 第 138 条）とされてい
る。あおば学級の場合は、知的に遅れがないも
のとされていて、教育課程が編成されている。
自閉症スペクトラム（ASD）のみの診断を受
けている児童だけでなく、学習障害（以下 LD）
を併せ持っている児童もいる。LD の種類は読
解・数学・書き取りなど多様にわたる。その為、
個に応じた支援が必要となってくる。また、話
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を聞くという耳からの情報よりも、視覚的に目
からの情報のほうがよく入る児童が多い。そこ
で、学習は、通常学級の児童と共に学べるよう
に、ほぼ同じ進度で検定本を利用しているが、
指導方法を工夫した支援が必要となってくる。
また、障害の特性による生活や学習での困難
さを改善・克服するための領域として「自立活
動」（本学級ではあおばタイム）が学習指導要
領により教育課程で位置付けられている。自立
活動では、必要な知識・技能・態度及び習慣を
養い、心身の調和的発達の基盤を培うための通
常学級と同じ時間で同じ教育課程を実施し、更
に自立活動を行うことで、学習内容の精査が必
要となってくる。また、1 学級の中で複数の学
年の児童が在籍しているので、授業展開の工夫
が求められる。学習内容の精査と工夫を行うの
には、児童の実態に合わせた授業展開にしなけ
ればならない。そのために、ICT を取り入れる
ことで、学習を効果的に進めることができる。
これは、全ての教科において共通することであ
る。
ASD の診断を受けている児童を対象とした
授業なので、毎時間の授業で、児童の障害の特
性を理解した上で工夫を凝らしている。ASD
の診断を受けている児童の特性はいくつかあ
り、個に応じて対応が必要であるが、主たる特
性として以下の 4 点があげられる。
（1）自分の思っていることは意欲的に話せるが、
相手の気持ちを捉えることが苦手である。
（2）視覚優位であり、目からの情報が入りやす
い。物語文など、活字のみであると理解に
時間がかかる。逆に説明文などで、写真な
どが取り入れられていると理解がスムーズ
である。
（3）表 現の仕方が個に応じて異なる。一般的
に、話すことよりも身体表現の方が得意で
ある。
（4）勝ち負けにこだわる。勝った時と負けた時
の表現の差が大きい。勝った時は、満面の
笑みであるが、負けた時は全ての活動が停
止することも少なくない。その為、じゃん
けんが成立しない児童が多い。
以上の 4 点を踏まえ、通常学級と同じように
授業を展開していくには、ICT を効果的に利用
する必要があると考えた。平成 30 年 10 月に、
船橋市総合教育センター企画の教育事情調査に
おいて、香川県小豆島町と東京都世田谷区の先
進的なモデル校を視察させて頂いた。香川県小
豆島町立苗羽小学校のアドバイザー役で、ICT
機器の導入や自閉症向けの児童に対してアプリ

を開発している香川大学坂井聡教授の元を訪
ね、ICT 機器の導入の経緯などを視察した。そ
の視察してきたことを元に、導入の際、ICT の
活用を各教科や「特別の教科 道徳」
・プログ
ラミング教育で実践した。
あおば学級の児童には、コンピュータの操作
が得意な児童が多く、ソフトの起動からシャッ
トダウンまで児童が行えるようになっている。
また、少しコンピュータを苦手としている児童
には、
得意な児童が教え合うといった、
『主体的・
対話的で深い学び』が自然と実施できている。
障害の特性上、日常生活の中でも困難なこと
があり、その困難さをどのように解決していく
かが課題である。そこで、次の 4 点に視点をあ
てた支援を実践した。
①「特別の教科 道徳」のルーティン化
②ワークシートの保存・データ保存
③自立活動と関連付けて語彙の習得
④コ ンピュータを使ったプログラミング学
習
日々、教育活動全体を通じて、道徳教育とプ
ログラミング教育で学んだ様々な内容を日常生
活で活用し、自己の生き方についての考えを深
める態度を養う機会を作ろうと思い、ICT を効
果的に利用した実践を行った。
道徳教育は、日常生活の中で日々取り組んで
いるが、校内研究として「特別の教科 道徳」
の授業において、ICT 機器を活用した。

3

実践の方法

（1）課題解決への手立て
視覚優位な児童が多いので、ICT を活用した
学習ができれば、学習意欲も向上するであろう
と考えた。
本校で現在活用できる機器としては、
・CD（音声読み上げ）
・書画カメラ（静止画像）
・タブレット端末（写真・動画機能）
・DVD（映像教材）
・インターネット動画（映像教材）
・児童用コンピュータ
・デジタル教科書（理科・社会）
と 7 種類がある日常生活の中での道徳教育をは
じめ、
「特別の教科 道徳」
・プログラミング
教育で ICT の効果的な活用を推進することで、
ASD の障害のある児童が意欲的に学習に参加
できると考えられる。
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（2）実践の内容
①「特別の教科 道徳」のルーティン化
「特別の教科 道徳」では、教科書を読むか、
範読 CD を聞いて、ねらいに迫るために担任が
主発問を考える。主発問の考えをワークシート
に書いたり、タブレット端末に入力したりする。
その上で、自分のことに置きかえる。週 1 時間
の時間を確保し、同じルーティンで学習を進め
る。障害の特性上、見通しが持てないと不安に
なる。また、同じことを繰り返すといったルー
ティンを好むので、同じ進め方を定着させてい
る。
②ワークシートの保存・データ保存
平成 30 年度のモデル校での視察をもとに「特
別の教科 道徳」でも、ICT の導入を推奨する
ことで、ASD の児童を対象に有効な授業が展
開できると考えた。ICT をどの場面やタイミン
グで利用するか、毎時間苦慮しているところで
はあるが、教科書の補充的な活用を日常的に行
い、その上で児童が主体的に深い学びとなるよ
うな授業展開をするツールとして活用できるよ
うにしたいと考えた。
ASD の診断を受けている児童は、視覚支援
が有効であると、香川大学の坂井教授が発表し
ている。その発表をあおば学級でも、実施して
みると明らかに ICT を取り入れた授業の方が
有効であった。
③自立活動と関連付けて語彙の習得
自閉症・情緒障害特別支援学級では、障害の
特性を克服するため自立活動時間を確保するよ
うに位置付けられている。本校では、自立活動
を「あおばタイム」といっている。学習指導要
領には 4 つの領域から構成され、27 の項目に分
類されている。
（1）その中で、コミュニケーションの領域・言
語の受用と表出や、言語の形成と活用の分
野から、語彙の習得を行っている。語彙が
増えると、感情のコントロールを苦手とし
ている児童も、表現方法がうまくなってい
く。また、その語彙を道徳の時間にも活用
できるように、ふわふわ言葉とチクチク言
葉に分類し、教室に掲示している。
「特別
の教科 道徳」の時間や日常生活の道徳教
育においても、うまく言葉が思い浮かばな
い場合、その掲示物を見るように支援を
行っている。また、昨年度から導入された
タブレット端末に集めた語彙を写真に撮影
し、学習中にいつでも見られるように活用
している。語彙が出てこない場合は、その
タブレット端末の画面を見て、発言する児

童もいる。ふわふわ言葉・チクチク言葉を
たくさん知ることで、自分の気持ちを表現
することに抵抗感を持たずになっていくよ
うに支援を行っている。
（2）あ おばタイムは、1 週間に 2 ～ 3 時間設定
されている。児童は、毎時間楽しみにして
いる。毎回、学習のはじめにめあてとルー
ルの確認を行っている。そして、学習中は
ルールを守りながら楽しんでいる。勝ち負
けにこだわったり、ルールが守れなかった
りと 45 分間の中で、様々な感情が見られ
る。その感情表現を、担任は否定すること
なく、受け止めるように心がけている。納
得のいかないことや、思い通りにならない
ことを、言葉で表現できるように、繰り返
している。
（3）ソ ーシャルスキルトレーニング （以 下
SST）で、絵カードを見て感情について話
し合いをしたり、暗黙のルールを明確化し
たりすることで、語彙が増える。SST の
効果が出てきて、語彙が増えることで、表
現方法のスキルが確実に向上している。ま
た、ASD の児童は、ルーティンを好むので、
同じことの繰り返しで安心を得ている。今
後も、語彙を増やす意味でも、あおばタイ
ムを継続していきたい。
④コンピュータを使ったプログラミング学習
3 年生以上を対象に、総合的な学習の時間を
活用して月 2 時間程度、9 月からプログラミン
グ学習を実施している。最初は、戸惑いを見せ
ていたが、
回数を重ねるごとに慣れてきている。
コンピュータを苦手としていた児童も、プログ
ラミング学習を楽しみにするようにまでなって
いる。

4

具体的な実践内容

（1）
「特別の教科 道徳」での実践
本校は校内研究で道徳を研究している。
毎年、
あおば学級では授業研究を行っている。平成
30 年度は、1・2 年生を対象として『あずきちゃ
ん』
（常陸太田市立誉田小学校作成）という教
材で授業展開を行った。
「D 生命の尊さ」につ
いての心情に迫った。本教材において、お母さ
んのおなかの赤ちゃんの成長を通して、命に目
を向け、命を大切にしようとうする心情に迫っ
た。最初に、教材を読む前に本校の女性教諭が
胎児を授かったときのエコーの DVD を視聴す
る。そのことで、お腹の中での胎児の様子に興
味を持つことができた。視覚優位の児童が多い
ので大変有効的であった。
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くことも大切であることに意識を向けさせるこ
とができた。

〔写真 2〕
〔資料 1〕

〔写真 3〕
〔写真１〕

また、資料 1 を写真 1 のように、導入時に本
物の映像で見せることで、挿絵より映像のほう
が有効であった。その女性教諭をゲストティー
チャーとして招き、胎児の映像を見ながら、そ
の時の様子を話してもらうことで興味・関心を
深めるようにした。産まれてきた時の様子や成
長している喜びを、お母さんからの手紙を貰い
実生活に結びつけるようにした。視覚優位な児
童にとっては、DVD の視聴が効果的であった。
令和元年度は、4 年生を対象として『お母さ
んの請求書』（新しい道徳 4・東京書籍）で、
研究授業を展開した。「C-15 家族愛、家庭生活
の充実」についての心情に迫った。親の深い愛
情に感謝し、家族の一員として積極的に役立と
うとしている心情に迫った。ワークシートでは
なく、コンピュータに数字を入力することで、
視覚支援を推奨した。また、4 年生の中には、
書字障害を持ち合わせる児童もいるため、コン
ピュータは有効であった。
更に、パソコンの『もぞうし』のツールを活
用し、多くの意見を出すことができた。その画
面を見て、安心して話し合いをすることができ
た。実際の話し合いでは、話す人・聞く人カー
ドを作成し、カードを持ち回りにすることで聞

写真 2・3 のように、コンピュータに自分の
意見や思いを入力した。その入力したことを、
画面上で友達の意見を閲覧し、共有することで
友達の意見が視覚的に理解できた。
（2）ワークシートの保存・データ保存
ジャストスマイルというソフトは、ワーク
シートで自分の思いをタッチパネルで指書きし
たものを、個人ホルダーに保存することが可能
である。そのため以前は、ワークシートに書き
ファイルしていたものが少なくなった。コン
ピュータでは、個人ホルダーを開く度に、過去
のワークシートを見返しができる。生命尊重の
内容項目では「カメや犬の命が大切である。
」
と書いていたと画面上で振り返ることができ
た。書くことが苦手で書字障害や ASD の特性
である視覚優位な児童にとっては、大変有効な
機器であった。
「特別の教科 道徳」だけでなく、どの教科
でもすぐに活用できるように、教室に 3 台程度
のタブレット端末を用意している。児童は、意
欲的に取り組むことができている。ICT の活用
が広まり、視覚優位な児童にとっては、意欲が
大幅に増すことができた。ASD の児童にとっ
ては、見通しを持ちゴールがはっきりしてい
ることも授業の中で大切なことである。コン
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ピュータに触れるという目標となっている。ど
の学習を行うにも、ICT の活用は児童が意欲的
に取り組めることが分かった。
（2）コンピュータを使ったプログラミング学習
令和元年度は、
【Hour off Code（古典的な迷
路）】を行っている。

分けを上手に行っていく必要がある。
「特別の
教科 道徳」はワークシートの方が有効な場合
もある。自己評価を行っていく場合も、紙の方
が有効である。今後も、各教科の中で ICT を
効果的に活用し引き続き、意欲的な授業展開を
行っていきたい。
【参考文献】
○あずきちゃん『常陸太田市立誉田小学校』
○新しい道徳 4『東京書籍』
○坂井聡『自閉症や知的障害をもつ人とのコ
ミュニケーションのための 10 のアイデア』
エンパワメント研究所 2002 年
○ NAS アーリーバード・プラス
ジェーン・シールズ『プログラム・ブック』
○自閉症ガイドブック『日本自閉症協会』

〔写真 4〕

〔写真 5〕

写真 4・5 のように、タッチパネルで行って
いる。この写真は、4 年生 3 名の授業の様子で
ある。最終ステージまで進んでいる児童もいる。
その児童が、進めない児童に優しく教えること
ができた。始めは自分だけが楽しければよいと
いう意識であったが、
「教えて」と言えば、教
え合う行動が増えた。令和 2 年度は【Scratch】
を学習するにあたり、意欲的に取り組めそうで
ある。

5

実践のまとめ及び今後の課題

令和元年度の児童用コンピュータ導入により
大きく変化した。ICT の活用を継続的に続けて
いけば、意欲的に取り組めることが分かった。
一方で、ICT に頼り切って紙に書くことが全く
なくなった訳ではない。国語や算数などは、重
要な言葉をノートに書き覚えていく。その使い
－ 78 －

【実践記録】

週案の活用と学級通信・道徳通信を生かした家庭との連携
－家庭・学校・学級を結ぶ信頼関係づくり－
船橋市立二宮小学校

1

教諭

若槻

由莉

はじめに

私は、小学校教諭になり、5 年目を迎えた。
この 5 年間の教員生活で何よりも大切にしてい
たものは、「信頼関係づくり」である。教育現
場において信頼関係と言うと、様々な関係性が
考えられる。誰もが頭に浮かぶのは、
「学級担
任と児童」や「学級担任と保護者」だろう。学
級経営の基盤にあるものは、児童、保護者との
信頼関係である。さらに、
「学級担任と同僚（学
年）」「学級担任と管理職」等、校内の人間関係
も重要だと感じた。
また、千葉県総合教育センター「学級づくり
ガイドブック－好ましい人間関係を育む学級を
めざして－」によると、学級づくりにおいて、
児童や保護者、同僚との信頼関係について、以
下のことが重要だとされている。
信頼関係づくり
学級作りの第一歩は、子供と教師の好ま
しい人間関係を構築することです。
「好まし
い人間関係」とは、
「尊重」をベースにした
信頼関係です。子供たち一人一人は、
『認め
てもらいたい』『自分の気持ちを分かっても
らいたい』という欲求を持っています。教
師がその欲求を「教育的愛情」で受け止め
ることで、子供たちと教師の信頼関係が成
り立っていきます。
保護者は子供の成長を一緒に見守るパート
ナー
子供の生活の場は学校だけではありませ
ん。家庭と学校が連携して子供を育てていく
ことが重要です。子供には、家庭生活での
個人としての姿と、学校での集団の中での
姿があります。その異なる姿を教師と保護
者がお互いに理解していくことが大切です。
共に子供を育てるという姿勢を持ち、担任・
学校からの情報発信を積極的に行うと共に、
保護者の考えをしっかりと聴き、誠意をもっ
た発信を心がけ、立場の違う教育観の相互
理解を図り、連携を深めていかなければな
りません。

同僚の教職員とのかかわり
同じ職場で働く仲間として、協力・協働
は欠かせないことです。特に教育の現場に
おいて教師集団がバラバラでは、子供たち
や保護者から信頼を得ることなどできませ
ん。他の教師と協力体制をつくるためには、
日常のコミュニケーションをしっかりとと
るようにすることが求められます。
これを基に、
学級（学級担任）
・学校（管理職）
・
保護者（家庭）の三者が連携し、充実した人間
関係を構築し、信頼関係を築いていく必要性が
あると考え、日々の実践を通して検証した。

2

実践内容

（1）学級担任と管理職を結ぶ：週案の活用
本校では、
「学習指導週案」を活用して普段
の生活を記録している。大切なことは、その都
度管理職へ報告を行うと共に、週案へ記録を残
す。また、児童の変化や些細な出来事、学級の
様子等、気になることについて、詳しく記録す
る。
（2）学級担任と保護者、保護者と児童を結ぶ
～学級、道徳通信の活用～
子供たちの様子を保護者に伝えるためには、
学級通信が有効な手立てであると考える。学級
通信では、翌週の学習予定や学級の様子等につ
いて触れ、1 週間に 1 度発行する。
また、道徳の教科化に伴い、道徳通信と題し
て、児童の学習の様子や考えたことをまとめた
ものを作成し、発行する。
本実践は、平成 30 年 4 月から令和元年 10 月
までの実践の成果と課題をまとめた実践記録で
ある。

3

実践の経過と結果

（1）学級担任と管理職を結ぶ：週案の活用
どの学校でも学習指導週案（以下「週案」
）
に記載されている内容をもとに、学級経営を
行っている。本校では、週案の記入の仕方を以
下のように示している。
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きるようになるためだ。
私が週案を記入することにおいて、大切にし
ているのは、指導記録と反省欄である。この欄
に、現在、学級で継続的に指導を重ねている児
童、遅刻や欠席が続き、登校状況が気になる児
童、家庭状況に心配がある児童等について、学
級や家庭での様子を些細なことでも記録するよ
うにしている。特に、毎日変容が見られた場合
は、付箋を使用し、1 日 1 日の様子を記録した。
このように、児童の様子や変容について記録す
ることで、児童理解が深まり、学級経営に活か
すことができた。

〔資料 1〕二宮小学校 週案の記入について

これをもとに、いかに管理職に向けて、学習
状況や学級の様子を伝えられるのかを重点に置
き、記録をした。
①授業予定、授業内容の記載
授業予定は、前週の金曜日に翌週分の予定ま
で計画できることが理想である。私は、これを
後に紹介する「学級通信～週プログラム～」を
結びつけて計画を立てた。
授業内容については、単元名、授業のねらい
について記載した。また、単元名には、教科ご
とに色を決め、マーカーを引き、ねらいと区別
できるようにした。これは、自分自身が計画的
に授業を進めることができているかを視覚的に
も捉えやすくするための工夫である。
〔資料 2〕

〔資料 3〕指導の記録

〔資料 4〕1 日毎の児童の変容

〔資料 2〕週案の記入の仕方

②指導記録と反省欄の活用
週案は、管理職に学級の様子や変化について
報告するために有効な手段の 1 つであると考え
る。さらに、週案の利点は、「記録に残すこと
ができる」ということである。記録することで、
担任も管理職も以前までの児童の様子や家庭の
状況を把握したり、振り返ったりすることがで

週案は、管理職と学級担任を結びつけるだけ
ではなく、児童が安心して学校生活を送るため
の最良の手段である。週案に記録することで、
管理職が気になる児童の様子を把握し、共に児
童と向き合うことができるからだ。なぜなら、
児童への手立ての助言や管理職から児童への声
かけをすることで、児童一人一人を学校全体で
支えることができるためである。
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また、管理職との信頼関係作りの第一歩は、
どんなことでも自己開示することだと考える。
週案に、自分が行った指導内容について良いこ
とも悪いことも記載することは、とても大切で
ある。週案提出後、必ず管理職のフィードバッ
クを得て、自分自身を振り返り、翌日の学級経
営に活かすことができた。
（2）学級担任と保護者、保護者と児童を結ぶ
～学級、道徳通信の活用～
①学級通信「Sun Sun 3 組」の活用
私は、保護者との信頼関係を築くために、学
級通信を活用した。なぜなら、
保護者にとって、
児童の様子を知るためには、児童との会話が 1
番の情報元であるからだ。けれど、家庭訪問や
保護者面談の中で、
「子供から学校の話は一切
しない。」
「聞かないと、
子供は答えてくれない。
」
等の話を聞き、学校生活の情報を提供し、それ
を基に、児童と保護者のコミュニケーションを
図ることができるのではないか、と思った。そ
して、保護者に読んでもらうために、以下の内
容を意識して作成した。
A
B
C
D
E

読んでおかないと困ることが書いてある
いつも大事な情報がある
心に響くことが書いてある
子育てに有用なことが書いてある
おもしろそうだなと、ぱっと見て思う 等

〔資料 5〕学級通信：週予定

イ

保護者の皆様へ
学級通信を発行するにあたり、特に大切にし
ていることは、良いことも悪いことも事実を書
くことである。
良いことを伝えるにあたっては、
日頃の学級の様子はもちろんのこと、帰りの会
で行う「今日のピカイチ」で挙げられた、学級
のために進んで働く児童を紹介した。
〔資料 6〕

（多賀一郎 『大学では教えてくれない信頼され
る保護者対応』平成 29 年 106 ページ）
ア 1 週間の学習予定
学級通信は、児童、保護者同様の物をそれぞ
れに配付している。そうすることで、保護者、
児童共に同様の情報を提供することができる。
保護者が、児童の学習状況を把握することで、
家庭学習において子供の理解を確認することが
でき、時に、学習につまずきを感じることもあ
るかと思うが、その際には保護者と児童が共に
問題解決を行い、コミュニケーションを図るこ
とにつながると考えた。実際、児童から提出さ
れたプリントを確認すると、保護者と共に考え
た痕跡を見取ることができた。
児童にとって、学級通信は一目見るだけで 1
週間の見通しを持って学校生活を送ることがで
きる。自身で予定を立てる等、児童の自立の手
助けにつながるものだと考える。

〔資料 6〕保護者の皆様へ①

さらに、
友達からのメッセージだけではなく、
「私メッセージ」を活用している。
「私メッセー
ジ」とは、自分の気持ちを上手に伝える方法の
1 つであり、
基本的に、
「相手の行動」
「その影響」
「自分の気持ち」で構成されているものである。
これを活用することで、自分（学級担任）の気
持ちを表現しているので、その分、相手（児童）
にとって受け入れやすく、信頼関係が成立しや
すくなると言われている。
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〔資料 7〕保護者の皆様へ②

また、連絡帳や口頭だけでは保護者まで伝わ
りにくい内容まで記載するようにした。
例えば、
提出物に関することである。学校からは、毎日
たくさんの手紙が配付される。提出日が設定さ
れているものもあり、全てを把握することは保
護者にとって大変なことだと感じる。
そのため、
1 週間の予定の中に提出物の締切を記載するこ
とで、わかりやすく工夫した。
さらに、課題の提出期限や学習面でのつまず
きを記載することで、家庭でも児童の学習理解
を確認することができたり、課題提出について
も同様に児童への声かけを行ったりすることが
できる。
つまり、学級通信は保護者に学校の様子を伝
えると共に、児童の自主性を育てるために、最
良の手段であると感じた。
②道徳通信の活用
今年度の新しい取り組みとして、道徳通信を
発行している。昨年度より、道徳が教科化とな
り、保護者の方々にも児童が心の中でどのよう
なことを考えているのかについて伝えたいと考
え、主に児童の感想をまとめたものである。児
童の心の成長というのは、見てわかるものでは
ない。そのため、保護者に伝えることで、徐々
に変化する児童の心の成長を感じたり、家庭で
の会話のきっかけにつなげたりすることができ
ると思い、実践した。
道徳通信は、以下の内容で構成されている。
ア
イ
ウ

教材の内容
授業で児童が考えたこと
担任の一言

〔資料 8〕道徳通信

ア

教材の内容
家庭で話題にするにあたり、教材の内容を
しっかり伝えることは重要である。きっと、保
護者から児童への「今日は、どんな学習をした
の ?」という質問では、会話がつながる場合も
あるが、そうでない場合の方が多くなってきて
いると感じた。また、児童の中には「忘れた。」
の一言で片付けてしまうこともあるようだ。そ
のためにも、教材のあらすじを大まかに載せて
おくことで、児童も学習内容を想起しやすくな
ると考えた。
イ

授業で児童が考えたこと
保護者の方々に 1 番読んでもらいたいのがこ
のコーナーである。児童が、45 分間の授業の
中で、どんなことを感じ、何が大切なのか。そ
して、これからの生活にどのように生かしてい
こうと考えたのか、を児童が書いた内容をその
まま記載している。また、
それぞれの感想には、
個人名付きで紹介している。
この点については、
予め道徳通信に乗せるということを児童に知ら
せておく等、配慮は必要であるが、自分の子供
がどのようなことを考えたのかを把握すること
ができる。さらに、友達の考えも記載されてい
ることから、人によって感じ方はそれぞれであ
ることも同時に伝えることができる。
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ウ

担任の一言
最後に「若槻のひとりごと」と題し、私が感
じたことをまとめている。
これは、
「担任として」
の前に、
「人として」感じたことをありのまま
記載した。ここで大切にしていることは、自己
開示をし、保護者に私自身のことを理解しても
らうことだ。保護者の協力なしでは、児童と 1
年間学級を作っていくことは不可能である。保
護者と学級担任が顔を合わせることは、1 年間
に数回であり、それだけでは信頼関係を作りた
いと思っても、なかなか難しいことである。そ
のため、このようなコーナーを設け、自分自身
の考えを伝えることで、学級担任の人柄や児童
に対する想いを保護者は感じることができるの
で、
「安心できる学校」につながっていると感
じた。

〔資料 9〕担任の一言

③保護者の声（一部抜粋）
今回、学級通信と道徳通信に関するアンケー
トを保護者に実施した。
私たち保護者にとって、学級通信はすご
くありがたいものです。今、何の授業をし
ているのか一目でわかりますし、子供に準
備も事前にさせることができます。そして、
何よりも担任の先生からのコメントには、
その週の出来事（良いことも悪いことも）
を知ることができます。そのコメントをも
とに、子供とその出来事について話したり、
話し合ったり、子供とのコミュニケーショ
ンをとることができます。その会話の中で、
自分の子供が、どんなことを思うのか、感
心することも多いです。道徳通信では、一
人ずつの感想をみると、我が子の成長を感
じます。
週プロがあると、明日何の授業があるの
かだけではなく、教科の内容も書いてある
ため、とてもわかりやすく、子供とのネタ
にもなり、助かっています。
また、先生が子供たちの様子をいつも記
入して頂けるので、学校での様子がわかり
やすいです。

学習内容が一見でわかるようになってい
るので、「ここわかる？」など、本人への声
かけができて、とても助かっています。学
習面では、学校に任せきりになってしまい
がちなので、「ここがつまずきやすい」
「こ
こがみんな苦戦している」等、今後も教え
て頂けると、様子がわかりやすく、ありが
たいです。学級内のエピソードも会話のきっ
かけになり、思いがけない楽しい話を聞け
たりするので、いつも楽しみにしています。
先生からの一言では、良いことばかりで
はなく、改善すべき点等、本当のことを書
いてくださるので、先生の児童への思いが
保護者にも伝わると思います。
①自主的に週プロを見て、翌日の授業や持
ち物の確認をするようになった。自主的
にできる、ということが素晴らしいと思
うし、子供の成長を感じます。その結果、
忘れ物が少なくなったと思う。
②学校の出来事をあまり話さないので、い
ろいろなことを知れるし、話すきっかけ
にもなる。
③親子で週の予定を共有できる。→安心感
につながる。
④一週間の見通しが立つことで、子供は心
の準備が出来て良さそうな気がしていま
す。
道徳通信では、授業を通して、子供たちが
考えたことを文章で載せていただくことで、
改めて、子供が感じたこと、考えたことを
褒め、肯定してあげることができています。
全員分の文章があることで一つの物事に対
して、様々な意見があり、温度差が発生す
ることも同時に子供に伝えることができ、
毎回貴重な機会となっています。最後に「保
護者の皆様へ」と「若槻のひとりごと」のコー
ナーは、先生自身が先生として常に大切に
している気持ちや姿勢が何より 1 番に伝わる
部分であり、私は一保護者として、これら
のコーナーの大ファンであり、毎回とても
楽しみに読ませていただいています。
まず、たくさんの保護者の方々から本実践へ
のフィードバックをいただけたことに感謝して
いる。今回載せたのは、一部であるが、どの保
護者からの声もすべて温かいものだった。これ
を受けて、私が信頼関係づくりを行う上で、ね
らいとしていたことは、下線の部分である。担
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任から学校での様子を伝えることで、保護者か
らすると、「安心できる、開かれた学校」だと
感じることができる。また、授業予定を記載す
ることで、児童が見通しを持ち、自主的に学習
用具の準備をしていることもわかった。
そして、
何よりも児童と保護者の会話が増えるというこ
とがわかった。学級・道徳通信が児童と保護者
をつなぐ架け橋のような存在となっている。
つまり、これらは学級担任と保護者を結ぶだ
けでなく、児童と保護者をもつなぐことができ、
充実した家庭生活を築くことができる最良の手
立てであると感じた。

4

実践のまとめ（成果と課題）

（1）成果
本実践を通して、学校・学級・家庭の三者の
信頼関係は必要不可欠であると改めて実感し
た。
まず、週案に児童の些細な変化や指導内容に
ついて細かく記録することで、管理職との情報
共有の有効な手段となった。気になる児童を口
頭での報告に留めるのではなく、改めて記録に
残すことで、自分自身の指導を振り返る良い
きっかけとなった。さらに、週案の記録や反省
に対して、管理職からのフィードバックを受け
られることも、自分の活力になっている。1 人
で抱え込むのではなく、複数で対応することや
管理職が担任に寄り添い、支えになってくれる
ことは、学級担任としてはとても心強かった。
次に、学級通信や道徳通信の活用については、
授業進度や提出物等の連絡事項だけでなく、学
級で起きたエピソードを記載することで、家庭
での会話の幅が広がることを保護者から寄せら
れた声から見取ることができた。良いことを伝
えることはもちろんだが、学級の雰囲気で気に
なることや学習面でのつまずき、時には、心温
まる日常生活のエピソードを載せることで、保
護者に学校の様子をより身近に感じ取ってもら
うことができた。担任の児童に対する想いを伝
えることができることもこれらの良さであると
考える。学級・道徳通信は、学級担任・保護者・
児童の三者が見通しを持って生活することがで
きるというのは、利点である。また、児童の指
導にあたっても、担任と保護者が同じ方向を向
いて協力し合い、児童の成長を手助けしていく
ことができ、実践の成果を感じた。

かることである。週案には、児童の記録だけで
はなく、日々の学習内容についても記録しなけ
ればならない。翌週の予定を前週の金曜日まで
に記入しておくことが理想だが、学級事務をは
じめとした校務に追われ、記録が追いつかない
こともしばしばあった。そのため、学級通信と
の連携を行い、実施内容を確実に書くことが出
来るようにする等、自分なりに効率よく進めら
れる方法を考えることが必要であると感じた。

5

おわりに

学級を担任する上で、あらゆる人々からの協
力は必要不可欠である。そのため、日頃から積
極的にコミュニケーションを図っていく必要が
ある。信頼関係づくりは、同僚や保護者との何
気ない会話の中から始まると感じている。同僚
であれば、普段から児童の様子や学級で困って
いることを自分の中に留めず、どんどん伝えて
いくことが大切である。伝えることで、自分が
気付かなかったことに対しても、助言を与えて
くれることがある。しかし、伝えなければ、気
付くことができず、現状のまま成長することは
ない。
また、保護者に対しては、常に感謝の気持ち
を持って接することを第一にしている。児童を
見守るパートナーとして、児童の成長に携わる
ためには、両者が同じ方向を向き、支援してい
くことが大切である。さらに、保護者と顔を合
わせたときには、自ら積極的にコミュニケー
ションを取り、児童の情報を共有していくこと
を大切にしていきたい。
同僚や管理職から助言を受けたり、保護者に
歩み寄り、児童理解を深めたりする力は、教師
にとって必要な資質であると考える。今後も、
家庭・学校・学級を結ぶ信頼関係作りについて、
実践を重ね、学級経営を充実させていきたいと
思う。
【参考文献】
・千葉県総合教育センター『学級づくりガイド
ブック－好ましい人間関係を育む学級をめざ
して－』
（平成 25 年 3 月）
・多賀一郎『大学では教えてくれない 信頼さ
れる保護者対応』明治図書出版株式会社（平
成 29 年 3 月）

（2）課題
一方で、以下のような課題が挙げられる。週
案の記録、学級・道徳通信の作成には時間がか
－ 84 －

【実践記録】

効果的な ICT 機器活用を取り入れた、第 4 学年総合的な学習の時間の指導
－主体的・対話的で深い学びを通して－

船橋市立大穴北小学校

Ⅰ

はじめに

2018 年 3 月第 3 期教育振興基本計画では、以
下のことが求められた。
初等中等教育段階について、①情報活用
能力（必要な情報を収集・判断・表現・処理・
創造し、受け手の状況などを踏まえて発信・
伝達できる能力（ICT の基本的な操作スキル
を含む）や、情報の科学的理解、情報社会
に参画する態度）の育成、②主体的・対話
的で深い学びの視点からの授業改善に向け
た各教科等の指導における ICT 活用の促進、
③校務の ICT 化による教職員の業務負担軽
減及び教育の質の向上、④それらを実現す
るための基盤となる学校の ICT 環境整備の
促進に取り組む。また、
私立学校についても、
国公立学校の状況を勘案しつつ、ICT 環境整
備を推進する。
新学習指導要領においては、子供たちが予測
困難な社会の変化に主体的に関わり、感性を豊
かに働かせながらどのような未来を創っていく
のか、どのように社会や人生をよりよいものに
していくかという目的を自ら考え、可能性を発
揮し、よりよい社会と幸福な人生の創り手とな
る力を身に付けるようにすることが重要である
としている。社会の様々な分野で、情報技術の
急速な発展による情報化が進んでいる。世界に
先駆けた「超スマート社会」の実現（Society 5.0）
は私たちの生活を根底から変える可能性を秘め
ている。これからの時代を担う子供たちを育む
教育でも避けては通れない大きな課題となる。
「主体的な学び」
「対話的な学び」
「深い学び」
を促進するために、ICT の特性をどのように活
用したらより効果的なのか検討するために本実
践を進めた。子供たちの情報活用能力が主体
的に発揮できるようにするにはどのように ICT
機器を活用したらよいかを追究している。
本実践記録は、2 年間の総合的な学習の時間
の実践をまとめたものである。

Ⅱ
1

実践の目的

 題のゴールまで継続して取り組めるよう
課
にするために主体的に活動できるよう ICT
機器を授業に活用していく。

2

伊藤

優樹

 ループ活動の際に ICT 機器を効果的に活
グ
用して対話活動を行うことで、多くの児童
の意見や考えが反映されるように実践して
いく。
プレゼンテーションをする際に ICT 機器を
活用することで、試行錯誤が簡単にできる
のでより良いものが作れるよう実践してい
く。また、目的意識・相手意識をはっきり
持たせ、プレゼンテーション力をつけられ
るようにしていく。
ICT 機器の特性を活かした授業を展開する
ことにより、児童の主体的・対話的で深い
学びにつなげる。

3

4

Ⅲ
1

教諭

実践の方法

対象学級
・平成 30 年度 4 年生 37 名
・令和元年度 4 年生 39 名

2

児童の実態
課題に対して継続的に取り組むことを苦手と
する児童も多くみられるが、
調べ学習をしたり、
友達と協力して学習を進めたりしていくことを
好んでいる児童が多い。しかし、調べることの
難しさや多くの情報から必要な事柄を選んでま
とめることへの負担を感じている児童もいる。
話し合い活動を好み、全体の場で、自分から進
んで発言する児童がいる一方で、自分の意見を
言えず、人任せにしてしまう児童もいる。
3 単元について
【安全な町】
安全な町という視点で、地域の様子を調べて
地域安全マップを作り、友達や家族に伝えるこ
とを行う。地域安全マップとは、犯罪が起こり
やすい場所を示した地図である。地域安全マッ
プ作りは、児童が自ら通学路等を点検して「犯
罪が起こりやすい場所」
（誰もが「入りやすく」、
誰からも「見えにくい（見られにくい）場所」）
を地図に表す作業を通じて、児童に「犯罪が起
こりやすい場所」
を判断する力を身に付けさせ、
危険な場所には近づかない、警戒する意識を育
む学習である。自分たちが慣れ親しんでいる地
域を危険な場所、安全な場所という視点で見直
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し調べていく。危険な場所、安全な場所にも多
様な見方があるため、見分けるためのキーワー
ド「入りやすい場所」
「見えにくい場所」とい
う 2 観点に分けて見直し調べることにする。
【安心な町】
福祉の問題について、体験活動を通して考え
させていく過程で、身の回りにいるいろいろな
立場の人々に気づくと共に、体の不自由な方は
もちろん、家族や友達など、身の回りの人々の
気持ちを考える場面や自分自身の生活や生き方
について振り返って考えるような場面を設定
し、体験活動の価値づけや意味づけについても
理解させていきたい。高齢者疑似体験や車椅子
体験やアイマスク体験などを多く取り入れ、相
手の気持ちを実感させるようにしたい。
さらに、
視覚障害者の理解と疑似体験、視覚障害者の方
との交流を通して「障害」や障害者に対して関
心をもたせると同時に、
障害者の気持ちを考え、
様々な立場の人が共に生活していることに気づ
かせていきたい。そこから、体が不自由な方は
もちろん、家族や友達に対しても相手のことを
真剣に考える態度や、弱い立場の人を大切にす
る心を育てていきたい。自分の課題を解決する
ためのよりよい方法を考えさせ、見通しを持た
せるために学習計画を立て、主体的に追究活動
が行えるようにする。
4 実践に活用した主な機材やアプリケーション
（1）iPad mini 20 台
（インターネット接続無し）
（2）AppleTV（iPad と TV を無線接続する）
（3）Keynote（プレゼント作成アプリ）
（4）Google Earth（地図アプリ）
（5）児童用 PC
（6）TV
（7）HDMI ケーブル

図 1 《iPad のアプリと機材》

5

iPad を使うときの約束
家庭では機器に触れる機会がない児童もいた
ため、iPad を使うときの以下の約束を決めた。
（1）ぬれてないきれいな手で使いましょう。

（2）精密機械なので画面を割らないように丁
寧につかいましょう。
（3）台数が限られています。みんなでゆずり
合いましょう。
（4）先生が話をしている時は操作しないよう
にしましょう。
（5）検索をするときにはあやしい所は見ない
ようにしましょう。
（6）嫌がっている友達を無理やり撮らないよ
うにしましょう。
（7）使ったら所定の位置に戻しましょう。
（8）進んで iPad に親しみましょう。
（9）iPad の上には物をのせないようにしま
しょう。
（10）ア イディアはどんどん出して共有しま
しょう。
（11）操 作になれたら友達にも教えてあげま
しょう。
（12）許 可がないときは使わないようにしま
しょう。
約束の書いたカードをラミネートでカードに
していつでも目に付くようにした。子供たちは
想定よりも iPad を丁寧に扱い、1 度も故障する
ことなく使うことができた。

図 2 《iPad を使うときの約束カード》

6．iPad の操作に慣れるために
iPad の使い方に慣れるために、活動班紹介
や係紹介の活動を行った。
「Keynote」という
アプリケーションを使い、係の仕事内容などを
スライドにまとめ、発表会を行った。文字の入
力、写真の撮り方やスライドの作り方等の基本
的な操作方法、TV との接続の仕方を学んだ。
慣れてきた児童は、自分の写真に手書きで文字
を入れたり、複数のアプリを使ったりするなど
自分たちなりに工夫が見られた。また、その工
夫を見ることで
「次は自分たちも取り入れたい」
というつぶやきも生まれ使い方の幅が広がっ
た。
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べていくうちにその地域に住んでいなくても
ICT を活用することで不安感が無くなった。

Ⅳ

図 3 《活動班紹介のスライド》

7

iPad の管理
iPad の管理もルールを作った。職員室にあ
る鍵の掛かる PC 保管庫で保管をした。毎日教
室に持っていき、教室で充電を行い、いつでも
子供たちが使えるようにした。各班のリーダー
がバッテリーの残量をチェックして授業の際に
バッテリー切れがないようにした。それでも
バッテリー切れが起きてしまったときは、モバ
イルバッテリーを使い充電しながら使用した。
iPad の本体容量が小さいため、本体に保存
される画像や動画に制限があった。定期的に
データの移動を行い、容量不足にならないよう
にした。

実践の経過と結果

1 安全な町の実践
（1）調べ学習
本来ならば学区探検を行い実際に見て回りた
かったのだが、地域での事件のため学区探検
は行えなかった。それにより、安全確認をし、
自分たちで「入りやすい場所」
「見えにくい場
所」を放課後の時間に調べたり、授業の中では
Google Earth（地図アプリ）を使ったりして調
べ学習を行った。
ストリートビュー機能を使い、実際にその場
にいるかのような活動を通し、安全マップ作り
を行った。放課後に見て調べた「入りやすい場
所」
「見えにくい場所」や、ストリートビュー
で見つけた場所などをスクリーンショットして
画像として保存した。
保存した画像は、
安全マッ
プに載せたり、プレゼンテーションの素材にし
たりして使った。
また、ストリートビューの良いところとして
色々な視点から学区を見られたことである。学
区全体を上空から見る、普段子供たちだけでは
行かないような場所でも細部まで見ることがで
きた。自分の家を見つけた時や操作が分からな
いときなど、自然と隣の子同士が教え合い、対
話する様子が見られた。
他者と協働して課題を解決しようとする学習
活動を重視する。

図 4 《教室の iPad の管理》

8

グループ編成の工夫
調べ学習のグループを編成する際にはメン
バーの偏りがないように配慮をした。iPad の
基本的操作やリーダーシップを考慮してグルー
プを編成した。また、普段から発表が苦手な児
童が同じグループになるのを避け、バランスを
とれるようにした。自分が住んでいる地域と異
なる地域を調べることになってしまう児童もい
て、最初は戸惑っていた様子も見られたが、調

図 5 《グループでの調べ学習》

（2）発表会に向けて
地域安全マップを模造紙 1 枚に各グループで
まとめた。自分たちの調べた学区の一部の「入
りやすい場所」
「見えにくい場所」をスライド
にまとめ、チームの友達と協力してプレゼン
テーションを行う。調べたことを安全マップに
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表す際は、何を取り上げて知らせればよいのか、
たくさんの得た情報を整理分析し、相手意識を
持って表現できるようにした。ICT 機器やソフ
トを使い、地域安全マップ上だけの発表ではな
くスライドにまとめ、より効果的な発表になる
ように工夫した。

ストリートビューの写真を貼っています。
図 6 《地域安全マップ》

（3）発表会
調べた班で役割分担をして発表会をした。原
稿を暗記して読み上げる役、作ったスライドを
操作する役、実際の地域安全マップを指示棒で
示す役に分かれて行った。全員がすべての役を
できるように順番を決め流れの構成を考えなが
ら取り組んだ。視線や声の大きさの他に、TV
に映す画像をスライドするタイミングなど聞い
ている人をより意識させるようにした。原稿を
暗記・スライドを作るなど発表の工夫を意識し、
聞き手がさらに聞きたくなるような仕掛けや流
れを考え、プレゼンテーションの力も付けられ
ると感じた。
発表を聞く側も、地域安全マップの内容だけ
ではなく、発表の流れ・テンポや工夫などを発

表者に付箋を使ってコメントできるようにし
た。
他の班を見ることで、
次回の発表のアイディ
アになると考えた。
子供たちからも発表した班が増えるにつれ、
発表を見るポイントに変化が見られそれらが感
想にも表れていた。
2 安心な町の実践
（1）体験活動と調べ学習
調べ学習をする前に、
福祉体験活動を行った。
車いす体験・アイマスク体験・白内障の疑似体
験やパラリンピックの競技のボッチャをそれぞ
れが体験した。
安全な町と違い今回は、班で調べる活動をす
るのではなく、1 人で調べ、1 人でまとめ発表
する。調べるのが苦手な児童は、テーマが近い
子同士でまとまり、調べていった。ほとんどの
児童が近いテーマの子と一緒に調べ、話し合い
ながら進めていた。調べる内容が近い場合は、
資料を共有し合いお互いに話をしやすい環境を
作った。調べていく中でどのような資料が必要
で、たくさんある情報の中から、どの情報を伝
えたらよいかを考えながら調べていた。
1 人 1 調べで行うこととしたが、資料が整わ
なかったことから、テーマが近い児童同士で調
べることとした。反省点として、それに合わせ
た学習環境を整えていかなければいけないこと
の必要感を感じた。しかし、同じテーマが集ま
ることで、友達との対話が深まってより深い学
びを得るきっかけとなった。教師側が何を目的
として調べ学習を行うのか、子供に何の力をつ
けさせたいのかをしっかりと持って計画するこ
との大切さを改めて感じた。

図 8 《福祉体験学習の様子》

図 7 《安全な町発表会の様子》

（2）発表会に向けて
前期の活動でスライド作りを経験しているた
め、多くの児童がその特性や良い点に気付き準
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備を進めることができた。発表会で見えた反省
を思い出しながら、見せる時のポイントに注目
して取り組ませた。写真に文字を入れ見やすく
したり、動画をスライドの中に取り入れたりす
るなど、工夫を凝らして制作していた。動画の
作成では、発表時には披露できない、自分たち
が模擬体験している場面を撮影しその人たちの
苦労を伝えることができた。ICT ならできるこ
とに子供たちが次々と気付き、実行するところ
までの実践ができた。
（3）発表会
2 分の 1 成人式として保護者を招き、1 人 1 発
表で行った。同じテーマ同士が教室内で 4 か所
に分かれスライドや紙芝居などでまとめたもの
を伝え合った。前回の発表と違い、1 人ですべ
ての担当をするので、ICT 機器の操作や手順を
十分に練習して行った。授業参観の前にクラス
で中間発表会を開いた。基本的な声の大きさや
スピードに加え、スライドの文字の見やすさ。
改行する部分や文字の大きさ、背景に対しての
色味や、1 枚のスライドに情報が多くなってな
いか。伝える内容が少なく浅くないか。スライ
ドさせるタイミングや動画音声の音量設定な
ど、そこで出た反省を修正し、より深みのある
プレゼンテーションに仕上げることができた。
子供たちは 1 年間の集大成を家族に伝えること
ができた。

2 社会科
（1）資料を提示
各単元の写真資料やグラフなどを配付や TV
に映すなどに活用。特に「郷土をひらいたひと
びと」では、印旛沼の現在の形と 100 年前の印
旛沼を比較する際、資料を拡大縮小することで
違いに気付きやすくなった。
（2）都道府県クイズ
各都道府県の特産物や有名な場所など、その
都道府県を連想させるものをスライドにしてク
イズ形式で問題を出し合った。はじめのうちは
難易度の高い物と、
低いものが混在していたが、
クイズ番組のようにだんだん難易度を下げてい
くと、良いことに気が付いた。

図 10 《都道府県クイズのスライド》

3 理科
（1）実験の方法や実験器具の使い方
実験器具の使い方や導線の接続の細かい部分
を拡大して TV に映した。
（2）植物や生き物の観察記録
1 年間を通して観察する植物を写真で記録し
比較するのに活用した。

図 9 《安心な町のプレゼン資料》

Ⅴ

 の他の ICT 機器や iPad 活用実践
そ
例

1 国語科
（1）音読の録音
音読発表会の練習の際に、自分の声を iPad
で録音し客観的に聞くことにより、改善点が見
えさらに良い音読ができた。録音する事が目的
にならないように事前の指導が必要である。
（2）新出漢字
新出漢字の学習では、アニーメーションが筆
順にどおりに動くパワーポイント使った。

4 体育
（1）カメラで録画して自分の動きを確認
鉄棒運動や跳び箱運動などで、実際の自分の
動きを確認し、
出来ていない所の修正をしたり、
フォームをきれいにしたりした。運動量が減っ
てしまうことに課題が残ったので、今後改善し
て活用していく。
5 その他
（1）給食の配膳の見本
給食のご飯やみそ汁などを給食係が毎日写真
に撮り、TV に映し配膳の位置の見本になるよ
うにした。

Ⅵ
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まとめ（成果と課題）

成果
普段発表に対して消極的な児童もスライドを

用いることで、役割をしっかり果せたり自信を
持って伝えたりする場面が見られた。目的意識
や相手意識をしっかり持たせたことで、スライ
ド作りを通して、必要な情報を主体的に表現す
ることができ、情報活用能力の高まりを実感す
ることができた。
調べ学習やまとめる活動では、子供たち自ら
「これをやってみよう」と考え主体的に活動す
ることができた。また、スライド作りなどを協
力して行うことにより自然と対話が生まれた。
学習に対して消極的な児童や、特別な配慮が必
要な児童も普段より積極的に発言する場面が見
られ ICT 機器の今後の活用方法の可能性を感
じた。
ICT 機器を効果的に活用することで、児童は
探求的な学びを生み出し、学習意欲の向上が見
られたことから、学ぶ力の向上につながった。
今回の実践で、ICT 機器が授業において有効に
活用させることが証明された。
発表の場面では、相手意識を持つことで、内
容の構成を考え、
修正することが簡単にできた。
これは ICT の持つ特性でもあり、それを生か
せた。多くの子供たちにプレゼンテーションの
力がついたと感じた。
プレゼンテーションづくりで経験したこと
を、普段の学校生活の場面で応用して係活動や
他の学習に生かそうとする場面が見られた。
2

課題
iPad の操作が得意な児童とそうでない児童
では、発表スライドに差があった。また、スラ
イドを作りに夢中になりすぎてしまう児童もお
り、調べ学習の内容が薄まってしまった。
iPad を使うことが目的となってしまい、教
科の目標から離れてしまうことがないように気
を付けなければいけない。筆記用具を使って、
手書きで書くことや声に出して読むといった活
動にもしっかりと取り組んでいきたい。
実際に学級全体で学区探検を行えなかったの
で、実生活に子供たちが繋げられていないと感
じる部分もあった。
iPad の台数に限りがあるため、活動に制限
がかかった。情報機器の整備にはまだ学校差が
あるので、今できる環境の中でどのようなこと
ができるかを常に知っておく必要がある。
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おわりに

学校の ICT 環境については，地域や学校
によってその整備状況に大きな差異が生じ
ているのが現状である。今後，教育上・指
導上の多面的な成果も考慮しながら，必要
なときに，児童生徒一人一台の学習者用コ
ンピューター環境で授業が行えるようにす
るために必要な ICT 環境整備を進めていく
ことが求められる。
と、第 3 期教育振興基本計画で求められてい
る。
先日、
総理が経済財政諮問会議で、
学校での
「1
人 1 台のパソコン」の整備に意欲を示した。こ
れは、ICT 機器の整備は文科省の施策から国を
挙げての施策に移ったといえる。情報機器の整
備は今や重要な教育条件の一つである。関係す
る人たちの理解を深め認識を広げていくために
できることは何でもやっていきたい。また、小
学校におけるプログラミング教育について、新
学習指導要領に基づき、令和 2 年度からの完全
実施に向け取り組んでいかないといけないと強
く感じた。
今後も ICT 機器のよりよい活用方法の研究
を継続して進めていきたい。各教科で単元のど
の場面で使うことが、より学習効果があるか
計画していくことが更なる ICT の可能性を広
げると思う。教師が常日頃から ICT 機器を活
用して使いこなせるようにしておかないと ICT
機器の進歩についていけなくなり、子供たちに
ICT に関する知識が定着しない。
「ICT を使う
こと」を目的とせず、
「ICT は教える手段」と
することを常に教師側が意識しながら授業を
作っていきたい。子供たちには読む力・書く力・
計算力の学習の基盤をしっかり固めたこのうえ
に、ICT 機器を活用すると更に ICT の良さを生
かすことができると強く感じた。
【参考文献】
文部科学省
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第 3 期教育振興基本計画

【実践記録】

生徒の主体性を高めるための３つの活動を取り入れた授業改善の実践
船橋市立御滝中学校

1

はじめに（課題と目的）

平成 29 年に学習指導要領の改訂が告示され、
中学校では令和 3 年 4 月に全面実施となる。生
きる力をより具体化し、
「主体的・対話的で深
い学び」の実現に向けた授業改善が求められて
いる。特に理科教育においては、「観察・実験
の結果などを整理・分析した上で、解釈・考察
し、説明すること」
の資質・能力の向上に向けて、
生徒主体の活動を取り入れる必要がある。実験
や観察の活動は、意欲的に取り組む生徒が多い
が、一方で、前述したような「結果を整理・分
析した上で、解釈・考察し、説明する」活動に
苦手意識を持つ生徒は非常に多い。
そこで、「結果を整理・分析した上で、解釈・
考察し、説明する」活動を、
（1）自ら課題選択し、整理・分析する活動
（2）相手に説明する活動
（3）解釈・考察する活動
の 3 つの活動に分け、授業の展開の中に取り入
れ、授業改善を図った。
それぞれの目的は以下である。
（1）自ら課題選択し、整理・分析する活動
自ら取り組みたい実験観察課題を選択させる
ことで、学習活動に対しての関心を高める。課
題を解決するための方法を考え、それを実践す
ることによって、主体的に、事前の予想と得ら
れた結果を比較し整理・分析する。
（2）相手に説明する活動
実験・観察・調べ学習などを行った後、一人
ひとりに説明の場を設けることで、活発な言語
活動を行う。
（3）解釈・考察する活動
自己の考えや、他者の考えを比較・検討し、
まとめることで、科学的な「見方・考え方」を
働かせ、より深く解釈・考察することができる。

2

教諭

内藤

咲乃

検証方法

（1）検証のおおまかな流れ
時配

活動

主な内容

1 時間目 自ら課題選 実験課題を班ごとに話
択し、整理・ し合って選択し、課題
分析する活 解決の方法を考え、結
果の予想を立てる。
動
2 時間目

実験を行い、結果を整
理し分析する。

3 時間目 相手に説明 実験班を解体し、別の
する活動
班員と、行った実験に
ついて説明しあう。そ
解釈・考察 の 後、 実 験 班 に 戻 り、
他の班員から得た情報
する活動
を基に、全ての実験課
題について解釈・考察
する。
4 時間目 まとめ

生 徒 が 記 述 し た 考 察・
まとめを基に、全体で
実験を振り返る。

（2）検証した単元と実験内容
①単元 中学校理科 1 年 第 1 分野
「身のまわりの物質」
（ア）物質のすがた（イ）気体の発生と性質
「身のまわりのものから発生する気体」
②実験目的 身のまわりのものから発生させた
気体の性質を調べ、その気体が何であるか突
き止める。
③実験課題
実験 A チョーク + 酢
実験 B 卵の殻 + 酢
実験 C ダイコンおろし + オキシドール
実験 D ジャガイモおろし + オキシドール
（3）具体的な検証内容と、経過の様子
1 時間目：
前時までに、様々な気体の発生方法や性質、
性質の調べ方などについての学習を進めてい
た。班ごとに実験 A ～ D から、興味のある実
験課題を一つ選択し、得られた気体の性質をど
のようにして調べるか実験方法を考えた。
得られた気体の性質を調べる方法について
は、多くの班が、以前実験で行った「石灰水を

－ 91 －

混ぜる」ことと「線香の火を入れる」という内
容を考えた。しかし、
中には
「水を満たしたペッ
トボトルに気体を集め、水への溶けやすさを確
認する」といったものや、
「リトマス紙や BTB
溶液を使って水に溶けた液体の性質を調べる」
といった内容もあり、既習事項や演示実験で得
た知識を活用していた。また、必要な実験器具
についても準備忘れがないように、互いに確認
し合っていた。
2 時間目：
前時で立てた計画を基に実験を行った。準備
ができたら、教師と共に実験器具の有無や注意
事項の最終確認をし、実験に取りかかった。
実験結果を基に、班の中で意見を出し合って
気体を特定し、それを教師に報告した。約 8 割
の班が実験に成功し、気体を正しく特定するこ
とができていた。
実験が失敗した班については、
教師から助言した。
3 時間目：
まず、前時で行った実験について班で振り返
る時間を設けた。その後、実験班を解体し、違
う実験をした生徒同士を機械的に振り分け、新
たに 4 人班を作り相手に説明する活動を行った
（〔図 1〕参照）
。説明の時間は 1 人 3 分、聞き手
からの質問の時間を 1 分とした。実験 A ～ D
の全ての結果について共有することができた。

互いに見合う時間を取った。
4 時間目：
生徒が書いた「さらに考察」を基に、学級全
体で今回の実験について振り返った。
オキシドールの成分や、それを分解する野菜
のカタラーゼのはたらき、卵の殻とチョークに
共通して含まれる炭酸カルシウムなど、生徒の
発見や考察を基に、気体の発生に関わることだ
けでなく、広く知識を得ることができた。

3

成果と課題

（1）自ら課題選択し、整理・分析する活動
教師が実験内容や手順、方法を一方的に伝え
るという方法では、生徒は受け身の学習姿勢と
なってしまう。班で話し合って興味のあるもの
を選択することで、班員全員に自主的に取り組
む姿勢が見られ、日頃意欲的に授業に参加しな
い生徒も活発に話し合いで意見を述べていた。
自分たちで考えて実験計画を立てることで、必
要な実験器具や、それらの用途を丁寧に確認す
ることができた。
以下は、
検証後の生徒アンケー
トの結果である。
Q1．自 分たちで実験計画を立てて良かったこ
とは何ですか。
（複数回答可）
ア 興味のあることに取り組むことができた

46%
イ 必
 要なものや実験方法を、班で協力して考
えることができた
56%
ウ 実験方法を順序立てて考えることができた

38%
エ 実
 際に実験するときに、目的ややるべきこ
とが明確になった。
25%
また、検証の事前・事後アンケートの結果を
比較したグラフを以下に示す。
Q2．実 験をする前に、どのように実験を行う
か計画を立てることができる。

〔図 1〕座席移動の様子

相手に説明する活動を終えたら、再度実験班
に戻る。互いに聞いてきた内容を確認し、実
験 A ～ D のそれぞれで得られる気体を特定し、
それを教師に報告する。全ての班で正しく気体
の特定ができた。その上で、全ての実験結果を
考察し、気付いたことや、わかったことを「さ
らに考察」という欄にまとめ、書いた内容をお
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このアンケート結果を見ると、
「あてはまる」
と回答した生徒の割合が大きく増えていること
がわかる。これらのことから、生徒自身で実験
計画を立てたことによる達成感や充足感は大き
かったこともうかがえる。
実験の取り組みに関しては、事前に予想を立
てているので、実験の経過と共に、班員同士で
意見を述べあい、自然と考察を始めている班も
あった。それゆえ、実験後に得られた結果をき
ちんと整理することができ、多くの班が正しく
結果を分析し、気体を特定することができた。
以下は生徒の感想の一部である。
Q3．課 題を選択し、整理・分析する活動の感
想を書いて下さい。
・計画を立てたり、必要なものを考えたり、結
果がどうなるかをみんなで考えられて、話す
力がついた。
・考える力が身につき、実験後には色々な意見
が出て面白かった
・自分たちでやることにより、責任感が強まり、
集中して実験に取り組めた。

（一部抜粋）
この活動は、生徒が問題意識をもって主体的
に取り組むきっかけになり、実験に取り組む姿
勢を積極的なものにできたと考えられる。
（2）相手に説明する活動
この活動での最も大きな成果は、一人ひとり
が責任感を持って、自分たちが行った実験を主
体的に説明できたという点である。クラス全員
の前に出て班員全員で発表をするという方法
が、授業展開の中でよく取り入れられるが、こ
の発表方法では、班員で原稿を分担し、読み上
げるだけになるなど、主体的な発表の場とは言
いがたい面がある。今回の様に一人で相手に説
明をするという状況では、自分の言葉で全て伝
えなくてはならず、それによって「間違ったこ
とを伝えてはいけない」
という責任感が生まれ、
主体性が芽生えたと言える。検証後の生徒アン
ケート結果と感想を以下に示す。
Q4．結果の共有をするための学びあい活動で、
自分の実験結果を説明するときに気をつ
けたことはどんなことですか。
（複数回答
可）
ア 間違ったことを伝えないように、班員と結
果の確認を事前に行った
60%
イ 大きな声で説明をした
32%
ウ 図などを見せて説明した
7%

エ

聞いている人からの質問に答えた

28%

Q5．相 手に説明する活動の感想を書いてくだ
さい。
・他の班の結果を聞くことで、自分の班が正し
いか判断ができ、相手の話をよく聞くという
力がついたので、
この活動は良いなと感じた。
・自分の知っている結果だけでなく、他の実験
の結果も聞けることで、自分の知識や理解が
深まった。
・聞いたことをスムーズに書き留める力がつい
た。これは将来役に立つと思う。
・班で確認し合って、実験結果をまとめること
ができた。
（一部抜粋）
そして、この活動のもう一つの成果は、小人
数グループゆえの対話的な学びの実現である。
説明者 1 人に対し聞き手は 3 人という小人数グ
ループの編成により、わからないところや疑問
に思うことをすぐに質問している様子が見られ
た。
「話す」
「聞く」という対話を行うことで、
活発な言語活動に繋がったと考えられる。
（3）解釈・考察する活動
この活動では、
「書く」事に重点を置いた。
一般的には、実験直後に「考察」を書くが、今
回はそれに加えて、相手に説明する活動を終え
た後、
「さらに考察」という欄に考えたことや
話し合ってわかったことを書いた。他の班の実
験結果を得て、互いに解釈・考察したことにつ
いて意見交換をすることで、生徒は様々な発見
をし、その内容を文章で表現でき、科学的な思
考力、表現力が高まった。以下の写真はその一
例であり、同一生徒の実験直後の「考察」と、
深める活動をした後の「さらに考察」の比較で
ある。

〔写真 1〕実験直後の「考察」
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（4）その他の単元での活用
この 3 つの活動を取り入れた実践は、様々な
単元で取り入れることができる。実践例を以下
に記す。
①第 2 学年 生命分野
4 章「動物のなかま」
＜自ら課題選択し、整理・分析する活動＞と
して、ほ乳類班、鳥類班、は虫類班など、動物
のなかまごとに分かれ、調べ学習をする。体の
つくりや、生まれ方などを班ごとにまとめ、説
明する。

〔写真 2〕解釈・考察する活動後の「さらに考察」

具体例を以下に記す。なお、実験 A と実験 B
では、どちらも二酸化炭素が発生し、実験 C と
実験 D では、どちらも酸素が発生する。
①実験 A と実験 B に関して
実験 A と実験 B を比較したとき、多くの生徒
が「二酸化炭素の発生には酢が必要である。
」
ということに気付くことができた。そして中に
は、
「チョークと卵の殻には何かしらの共通点
がある。
」ということまで考察できている生徒
もいた。実際、卵の殻やチョークに含まれる炭
酸カルシウムと、酸性の酢が反応することによ
り二酸化炭素が発生する。
②実験 C と実験 D に関して
実験 C や実験 D を行った直後の「考察」で、
「ダイコン（またはジャガイモ）の中に酸素が
含まれているから、酸素が発生した。
」という
誤った内容を書いている生徒が一定数いた。こ
れはおそらく、
「植物が光合成により酸素を発
生させる」という生物分野での既習事項を、今
回の実験に関連させたからではないかと考えら
れる。しかし、生徒同士で対話していく中で、
多くの生徒が「ジャガイモとダイコンはどちら
も野菜のなかまである。
」ということに着目し、
「野菜とオキシドールを反応させると酸素が発
生する。」と見方を変えていった。中には「ジャ
ガイモやダイコンなど、野菜の中に含まれる何
らかの成分が、オキシドールと反応するのでは
ないか。
」と気づけた生徒もいた。実際、野菜
に多く含まれるカタラーゼという成分が、オキ
シドールに含まれる過酸化水素水を分解し、酸
素を発生させる。実験直後の
「考察」
よりも、
「さ
らに考察」の方が科学的根拠を伴っており、化
学反応の原理に近いことは明らかである。

〔写真 3〕調べた内容を紙にまとめ、相手に説明する
活動をする様子

②第 3 学年 エネルギー分野
5 章「エネルギー資源とその利用」
＜自ら課題選択し、整理・分析する活動＞と
して、火力発電班、水力発電班など、発電方法
ごとに分かれ、調べ学習をする。発電に使われ
るエネルギーや、それぞれの発電方法の長所・
短所をまとめ説明する。

〔 写 真 4〕 調 べ た 内 容 を パ ワ ー ポ イ ン ト に ま と め、
Surface を用いて相手に説明する活動をする様子

以上のように、化学実験に関することだけで
なく、さまざまな分野でこの実践を活用するこ
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とができる。
（5）課題
この 3 つの活動を授業に取り入れる際、授業
時数が増えることが課題であると言える。説明
する活動に慣れ、スムーズに進行できるように
なれば、3 時間目と 4 時間目の内容が 1 授業内
で行えるだろう。

4

まとめ

5

参考文献

理科教育における「観察・実験の結果などを
整理・分析した上で、解釈・考察し、説明する
こと」の資質・能力の向上は、
相互に「話す」
「聞
く」という言語活動が必須である。今回実践し
た < 自ら課題選択し、整理・分析する活動 ><
相手に説明する活動 >< 解釈・考察する活動 >
のいずれもが、文部科学省が「対話的な学び」
として提唱している、
「あらかじめ個人で考え
たことを、意見交換したり議論したりすること
で新たな考え方に気がついたり、自分の考えを
より妥当なものとしたりする」という面をふま
えている。それにより、生徒自ら思考・判断し、
解決していく主体的な姿勢を実現することがで
きた。そしてこういった、自己の考えや他者の
考えを比較・検討し、まとめる活動を継続して
いくことは、科学的な「見方・考え方」を働か
せ、知識を関連づけるという経験にもつながっ
ていくだろう。
今回の実践をさまざまな単元で活用すること
によって、生徒の主体性をより高めていきたい。

・文部科学省『中学校学習指導要領（平成 29
年告示）解説』
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【実践記録】

小中連携を通して考えるコミュニケーション力を育てる英語科学習指導
−小学校外国語教材 “We can” を取り入れた、第 1 学年「助動詞 can」の指導−
船橋市立御滝中学校

1

はじめに

平成 29 年に告示された小学校学習指導要領
により、令和 2 年 4 月から小学校 3・4 年で領域
として「外国語活動」、小学校 5・6 年で教科と
して「外国語」がそれぞれ実施されることとなっ
た。しかし、児童生徒の学習意欲に課題が生じ
るといった状況や、学校種間の接続が十分とは
言えず、進級や進学をした後に、それまでの学
習内容や指導方法等を発展的に生かすことがで
きないといった状況も見られている。
船橋市では平成 18 年に市内全 54 小学校で
「低
学年の英語教育課程特例校」の指定を受け、小
学校 1 年生から週 0.5 コマ、年間 17.5 コマの英
語教育を受講するカリキュラムを組んできた。
平成 22 年には「船橋の教育」
（教育振興ビジョ
ン及び教育振興基本計画）の中で小中一貫英語
教育の推進を掲げている。現在、全市立小・中・
特別支援・高等学校に ALT を、また全小学校
に JC（英語指導コーディネーター）を配置し
ている。
これを受けて、本校では平成 27 年より小学
校教員と JC を招待し、英語の授業参観、意見
交換を行っている。文部科学省より「英語教育
特区」に指定されているものの、小中学校間の
英語教育における連携が強固にできているとは
いえない現状である。そのため、本稿では小学
校で使われていた教科書 “We can” を取り入
れた第 1 学年の「助動詞 can」の授業実践を報
告する。また、実践の中で見えてきた課題につ
いて示唆し、今後の小中連携について配慮すべ
き点を提案したいと考える。

2

高橋由香理 朝田委代 中原悠里
境谷友紀 伊藤真樹 板倉圭一郎

教諭

小学校 3・4 学年 小学校 5・6 学年
外国語活動

外国語科

指導体制

学級担任・
ALT・JC

学級担任・
ALT・JC

外国語
学習時数

年間 35 回
（20 分授業）

年間 50 回
（45 分授業）

①小学校 3 学年授業 “What do you do in the mor
ning/afternoon?” の内容について
項目

Greetings and ・挨拶などをする。
Warming up ・天 気、日付、曜日、時間を
確認する。
Target

・I get up や I wash my face
など、日常生活に関する英
語表現をジェスチャーも交
えて発音練習する。

Activity

・Who is the boss? 震源地ゲー
ム

Ending

・挨拶をする。

②小学校 6 学年授業 “My summer vacation” の
内容について
項目

授業内容

Greeting
and
warm-up

・挨拶をする。
・天 気、日付、曜日、時間を
確認する。
・phonics 発音練習を行う。

Target

・教 科 書 We can の 巻 末 に 掲
載されている単語リストを
指さしながら発音練習。
・夏 休みの出来事で使う動詞
の 過 去 形（went, enjoyed,
ate, was）の発音練習。
・会 話で使う感嘆詞表現の発
音練習。

Activity

・夏 休 み の 思 い 出 に つ い て、
ペアで会話をする。

Ending

・挨拶をする。

実践の方法

（1）校区小学校における外国語学習の実態
本校では、平成 27 年より通学区域の小学校
教員を招いて、授業参観を行なっている。授業
参観後は授業の感想や小学校の外国語教育の実
態に関して意見交換を実施している。
今年は、校区小学校の 1 つである船橋市立三
咲小学校を訪問し、授業見学や意見交換を行
なった。小学校 3 学年から 6 学年までの指導体
制や実施状況は次のようになっている。

学習内容

－ 96 －

2. 中学校の英語の授業はわかりやすいですか。
13%,

3%,

結果
分かりやすい
分かりにくい
無回答

82%

第 6 学年の授業の様子

（2）本校の中学校 1 年生の実態
①事前調査より（309 人中 301 人実施）
中学校の英語の授業にどのぐらい関心を抱い
ているのか、体験した小学校の外国語の授業を
どのように考えているのかを把握するために、
事前調査を実施した。
1．中 学校（4 ～ 7 月）の英語の授業は楽しい
ですか。

9%,

4%,

結果

※【2 の質問に「分かりやすい」と答えた人に
質問です】理由は何ですか。（複数回答可）

結果
英語を話す時間が多い
英語を聞く時間が多い
英語を読む時間が多い
英語を書く時間が多い
日本語で説明してくれるから
その他

0%

40%

60%

80%

※【2 の質問に「分かりにくい」と答えた人に
質問です】理由は何ですか。（複数回答可）

結果
英語を話す時間が多い

楽しい

英語を聞く時間が多い

楽しくない

英語を読む時間が多い

無回答

英語を書く時間が多い
日本語で説明がすくないから

86%

その他

※【1 の質問に
「楽しい」
と答えた人に質問です】
どの項目が楽しいですか。（複数回答可）

結果
話すこと
聞くこと
読むこと
書くこと
0%

20%

10%

20%

30%

40%

50%

※【1 の質問に「楽しくない」と答えた人に質
問です】どの項目が楽しくないですか。（複
数回答可）

0%

2%

4%

6%

8%

事前調査1、2より、80%以上の生徒が英語の授
業が「楽しい」
「分かりやすい」と回答しており、
英語の授業を肯定的にとらえていることが分かる。
「どの項目が楽しいか。
」の質問に対しては、
「聞くこと」と回答した生徒が最も多く、次い
で「話すこと」
「書くこと」も多かった。英語
を聞くことに対して、自信がある生徒が多いこ
とが覗えた。また、
「英語の授業は分かりやす
い。
」と答えた多くの生徒は、理由として、日
本語で説明してくれるから」と回答している。
日本語での説明が理解の一助となっている。
3．小学校の英語の授業が現在役立っていますか。

結果
17%,

話すこと

3%,

結果

聞くこと

役に立っている

読むこと

役に立っていない

書くこと
0%

2%

4%

6%

78%

8%

－ 97 －

無回答

※【3 の質問に「はい（役立っている）」と答
えた人に質問です】その理由は何ですか。
＜主な回答＞
・習っていなくても少しは読めるから。
・be 動詞やアルファベットなど、小学校で学習し
た事を使えているから。
・小学校で学習した単語が出てくるから。
・英語そのものに慣れているから。
・発音がすぐに理解できるから。

※【3 の質問に「はい（役立っていない）
」と
答えた人に質問です】その理由は何ですか。
＜主な回答＞
・小 学校では綴りを学習していないため、単語の綴
りを覚えるのに苦労している。
・小 学校と中学校では、かなり異なる内容を学習し
ている。
・小 学校では、ゲームを通して学習することが多い
ため、頭に入ってこなかった。
・小学校では、聞いたり話したりすることが多いが、
中学校では書くことが多いから。

【リスニングテスト原稿】
John

: Hi, Christina.

Christina

: Hi, John.

John

: Christina, are you from America?

Christina

: No, I’m not. I’m from Philippine. How
about you, John? Where are you from?

John

: I’ m from Australia.

Christina

: O h, I see. What sports do you like,
John?

John

: I like swimming. I can swim fast. How
about you, Christina? What can you
do?

Christina

: Oh, I can ride a unicycle very well. I
can cook, too.
I can cook curry and rice. Can you
cook?

John

: No, I can’t.

Christina

: Do you like music?

John

: Yes, I like music. But I can’t play the
piano.

Christina

: That’s ok. I like music. But I can’t sing
well.

John

: O h , o n e m o r e t h i n g . I c a n p l a y
kendama.

Chirstina

: Great! I want to try kendama.

250
200

人数

事前調査 3 より、約 80% の生徒が「役にたっ
ている。
」と回答している。理由を見ると、英
語学習入門期に学習するアルファベットや be
動詞の学習に役立っており、そのことが小中の
英語学習における接続を円滑にする助けとなっ
ていると言える、また、新出単語であっても小
学校で学習済みのものもあり、語彙の定着を助
けていると言える。
一方で「役に立っていない」と回答した生徒
の理由から、
「書くこと」に対する抵抗感が強
いことが覗える。また、英語学習においてゲー
ム性を持たせることは大切なことであるが、そ
のことが逆に定着の妨げになっている生徒もい
るようである。
②助動詞 can の理解度の把握
小学校の授業参観を通して、実際に「話すこ
と」と「聞くこと」に重きを置いて授業展開し
ていたことが分かった。そこで、第 1 学年が小
学校の既習内容をどのくらい理解しているのか
を把握するため、リスニングテストと会話練習
を取り入れた授業を展開した。

授業で使用したリスニングテスト

【リスニングテストについて】

100

出題内容 ・教科書 We can! 1
Unit5 She can run fast. He can jump
high.（Let’ s watch and think 2）より
・映 像を見て、登場人物ができることに
は〇、できないことには△をイラスト
の上に書きこむ。
・全部正解で 7 個。
・7 個中いくつ合っていたかを分析する。
形式

デジタル教科書の映像

実施人数 308 人中 293 名実施

150

50
0

系列1

7問正
解

5〜6問
正解

2〜3問
正解

1〜2問
正解

全問不
正解

33

211

46

3

0

リスニングテストの正答人数に関するグラフ

リスニングテストの結果より、約 80% の生
徒が 5 問以上正解しており、内容を理解してい
－ 98 －

ることが分かった。Christina の “I can’t sing
well.” を I can sing well. と聞き間違え、〇を書
いていた生徒が多かった。
【話すことについて】
出題内容 ・教科書 We can! 1
Unit5 She can run fast. He can jump
high.（Activiry）より
・助 動詞 can を用いた文（肯定文および
否定文）
、助動詞 can で始まる疑問文と
その答え方、Wow! などの感嘆詞表現を
使って、会話をする。
形式

・隣の生徒と会話。

実施人数 308 人中 293 名実施

教科書や単語カードを電子黒板に映すと、
「な
つかしい」
「見たことある」など良い反応が返っ
てきた。会話活動では、日本語による指示をし
なくても、与えられた表現やワークシートに基
づいて、円滑に行うことができていた。

ことに対する抵抗が少ない。それは、小学校か
ら多く活動や会話練習を取り入れていること、
文字指導を導入したことによる効果と思われ
る。
平成 29 年中学校学習指導要領外国語編第 1 節
外国語科の目標では、
「外国語によるコミュニ
ケーションにおける見方・考え方を働かせ、外
国語による聞くこと、読むこと、話すこと、書
くことの言語活動を通して、簡単な情報やかん
がえなどを理解したり表現したり伝え合ったり
するコミュニケーションを図る資質・能力を次
のとおり育成することを目指す。
」とある。そ
こで、教科書 We Can! を取り入れ、
・会 話した内容を英語でまとめることがで
きる。
・即興で話すことができるようにする。
を目標とし、授業実践を行った。
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実践の経過と結果

（1）1 校時

目標：友だちが「できること」と「できな
いこと」を英文でまとめることができる。
本時では教科書 We Can! 1 の Unit5 “She can
run fast. He can jump high” を参考にワーク
シートを作成した。
展開内容は次の通りである。
項目
Greeting

授業内容
・挨拶や英単語ビンゴを行う。

本時の目標の確認 ・感嘆詞表現の復習。
・教 師 間 の や り と り を 通 し て、
Target sentenceの使い方を知る。
・ねらいの確認
Activity

・生 徒間でインタビュー活動を
行う。
・グ ループの人の「できること」
と「できないこと」を書いて
まとめる。

Ending

・挨拶をする。

授業のワークシート。We can1 の単語リストを使用

（3）本校生徒の実態を踏まえた指導上の留意点
電子黒板に教科書 We can! の映像やイラスト
を映すと多くの生徒が良い反応を示した。生徒
は入学当初より、英語でのコミュニケーション
に対する積極性が高く、アルファベットを書く

Activiry1 で使ったワークシート

－ 99 －

【 Activity

生徒の様子や英文について】

【 復習 1・2

・何度も繰り返すことで、ほとんどの生徒が
円滑に書いてまとめることができていた。
・“Mr. 〇〇 can plays ~.” など、3 人称単数現
在形の内容と混在している生徒が見られた。
・“play kendama” や “do judo” など既習の
英語表現を覚えていない生徒が見られた。

生徒の様子】

・教科書 We can 1 に掲載されているイラス
トの中で発音できても、書けない表現が
あった。
（ride, unicycle, jump, recorder）
・“Yes.” “No.” だけで答える生徒が見られた。
・“Mr. ○○ can play swim.” など、can play
とひとまとめで表現しようとする生徒が見
られた。
【 Activity

生徒の様子】

・多くの生徒が正確に助動詞 can を含んだ英
文を言えた。
・
「えさをやる」

「～を食べる」など、未習表
現を伝えたいあまり、どう英語で表現する
かわからずに、困難を示す生徒が見られた。
友だちについて書いてまとめる様子
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（2）2 校時
目標 : 助動詞 can を用いて、即興で話すこと
ができるようにする。
本時では、上記の目標に加えて、教科書 We
can を使った授業を展開することで、これまで
学習したことがどれだけ生徒に身についている
かを分析することがねらいである。展開内容は
次の通りである。
項目

授業内容

Greeting

・挨拶や英単語ビンゴを行う。

復習 1

・助 動詞 can を用いて尋ねたり、
答えたりするインタビュー活
動を行う。

復習 2

・友だちの「できること」と「で
きないこと」を書いてまとめる。

Activity1

・Hot potatoes game
場
 面に合わせて、助動詞canを用
いた英文1文ずつを言っていく。
場面 寿 司 屋、 シ ョ ッ ピ ン グ
モール、遊園地

Ending

・挨拶をする。

授業で使ったワークシート

実践のまとめ

（1）成果
本実践では、小学校の教材 “We Can” を取
り入れての授業展開を行った。口頭練習やイン
タビュー活動等の様子を見ると、多くの生徒は
小学生時に学んだことを思い出して理解を深め
ている様子が感じられた。実際に小学校の授業
を参観したが、生徒は発話活動に慣れており、
中学校に上がる前までに学ぶ単語数も増加して
いると感じた。今回” We can” を使っての導
入をすることで、スムーズに文法事項の確認や
表現練習に繋げることができたのは小学校から
の積み上げの成果であるだろう。特にスピーキ
ングやリスニング活動ではその成果が顕著に見
られ、小学校での外国語活動が中学校での英語
学習の理解を深める一助として効果的に働いて
いることを実感した。
助動詞 can を用いたインタビュー活動におい
ては、意欲的にペアを見つけて会話を行う様子
が見られた。ワークシートに会話例が載って
いる場合は、疑問文に対して Yes, I can./No, I
can’ t. だけではなく、その後に 1 文付け加えて
表現することができた。また、ある場面を示し
た絵を見て即興で話す活動も取り入れた。動物
園や寿司屋の場面を示したところ、I can see
pandas. や I can eat tuna. などの表現をする生
徒の様子が見られた。
（2）課題
ワークシートに会話例が記載されていない場
合、Yes, I can./No, I can’ t. で会話が途切れる
生徒も見られた。返答で終わってしまい、表現
の幅を広げられずにいる傾向が見られた。自然

－ 100 －

な会話を続ける為にも、既習内容を用いた上で
の表現力を身に付けさせることが必要であると
強く感じた。
また、自分の表現したいことをうまく伝えら
れず、言葉につまる生徒も見られた。日本語か
ら英語に直す癖や、自分の知りうる単語以上の
表現をしようとする為だろう。場面に合った表
現をするという点では課題が見られたので、内
容理解だけにとどまらず、表現力を高めること
に重きを置いた指導をしていきたい。
また、生徒が書いた英作文を見ると、I can
play swim. のように構文の間違いをしているも
のが見られた。これは、I can play ～ . という
フレーズで記憶している為に起こった表現であ
るだろう。他にも、She can plays…といった
ように助動詞の使い方に関しても理解が不十分
な生徒もいた。個々の単語の文法的な働きに着
目させた活動や課題演習が大切だと感じた。
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まとめ

小学校時には意味のまとまりを歌やチャンツ
で学習してきているため、英語を 1 つのまとま
りとして捉えることができているが、1 つ 1 つ
の単語の文法的働きには意識がいっていない生
徒が見られた。中学校では、小学校での指導を
踏まえた上で、英文の文法的な働きや文構造の
理解を促す取り組みを強化していくことが課題
であると感じる。地域の小学校での英語教育の
取り組みや実態を知り、つながりを意識しなが
ら、小学校で培ってきた力を伸ばして表現力を
高めていくことが中学校の英語指導で求められ
ているであろう。
小学校との連携を図りながら、
今後も指導にあたっていきたい。
【参考文献】
・文部科学省『中学校学習指導要領（平成 29
年告示）解説 外国語編』
・文部科学省『小学校学習指導要領（平成 29
年告示）解説 外国語活動・外国語編』
・
「My Funa ねっと」船橋の英語教育
https://myfuna.net/archives/myfunanews/
myfuna20120701203902
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