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昭和 40（1965）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 57 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 930 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、平成 29（2017）年に文部科学省から公示され、すでに全面実施されている幼稚園・
特別支援学校幼稚部教育要領及び小・中学校学習指導要領、特別支援学校小学部・中学部学
習指導要領に加え、高等学校及び特別支援学校高等部学習指導要領が、令和 4（2022）年度
入学生から年次進行で実施されます。
令和 3 年、中央教育審議会答申で示された「令和の日本型学校教育」の構築に向けて子供
たちに育むべき資質・能力をしっかりと身に付けさせるためには、新学習指導要領の着実な
実施とともに学校を支える基盤的なツールとなる ICT の効果的な活用が不可欠であるとさ
れています。GIGA スクール構想による ICT 環境の整備が進む本市においても、長年にわた
り積み重ねてきた「日本型学校教育」の良さを大切にしつつ、一斉授業と個別授業、デジタ
ルとアナログ等を適切に組み合わせて相補的に機能させながら学習活動を展開し、全ての子
供たちが自身の可能性をさらに引き出せるよう、個別最適な学びや協働的な学びの一体的な
充実を図っていかなければなりません。
各学校におかれましては、本年度も感染症対策に重点をおきながらの教育活動が続いたこ
とと思います。そのような中、小・中学校から 12 編（応募者数 30 名）の論文を寄せていた
だきましたことに深く感謝いたします。応募いただいた論文は、教科、特別支援教育、総合
的な学習の時間、学習指導、ICT 機器の効果的な活用等多様な視点からの研究であり、いず
れも今日的な教育課題に正対し教育活動の工夫・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。それぞれの研究では、児童生徒の思い・疑問から生じた課題の解決に向
けて、自主的、自発的な学習が促されるような工夫がなされ、
「指導の個別化」を図るとと
もに「学習の個性化」へとつなげる道筋が示されていました。
急激に変化する社会状況の中、コロナ禍によりさまざまな制限を伴いながらの学校教育活
動ですが、不断に指導技術や新しい専門的知識をしっかりと身に付けていくことの重要性が
これまで以上に高まっているのではないかと感じます。多くの教職員の皆様におかれまして
は是非ご一読いただきますとともに、日々の教育実践やご自身の研究のためにご活用いただ
ければ思います。
この度、12 編の論文を「教育研究論文－第 57 集－」として刊行することができました。
市教育委員会では、今後も実践記録や研究論文を募集して論文集にまとめ、各学校及び地域
関係機関に紹介してまいります。この貴重な研究成果をより多くの皆様にご活用いただくこ
とで、各学校での取り組みの一助となれば幸いです。
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とともに、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御礼を申し上げます。
令和 4 年 3 月
船橋市総合教育センター
所 長   仲臺 和浩

教職員への信頼を取り戻す努力

－わいせつ教員防止法の制定を受けて－
2022（令和 4）年 4 月、わいせつ教員防止法（教育職員等による児童生徒性暴力等の防止
等に関する法律）が施行される予定である。教育職員等による児童生徒性暴力等が児童生徒
等の権利を著しく侵害し、児童生徒等に対し生涯にわたって回復し難い心理的外傷その他の
心身に対する重大な影響を与えることを重視し、その尊厳を保持するため、教育職員等によ
る児童生徒性暴力等の防止等に関する施策を推進し、もって児童生徒等の権利利益の擁護に
資することを目的とした法律である（1 条）
。
改めて指摘するまでもなく、教員は子どもを守り育てる立場にある。その教員が、子ども
に対してわいせつ行為をはたらくことなどあってはならない。この当たり前のことについ
て、わざわざ法律を制定し対応しなければならないことが、状況の切迫性を何よりも雄弁に
物語っている。その意味において、学校、教職員に対する信頼は風前の灯火に等しいと言っ
ても過言ではない。僅か一握りの教員の問題行動が瞬く間に拡散し、跳ね返ってくる。全教
職員が一丸となって信頼を取り戻すための努力を地道に続けていく必要がある。
子どもや保護者と真摯に向き合い、教育実践を積み重ねていくことに加えて、学校現場に
おける「研究」も信頼を勝ち取るための手段の一つである。理論と実践の往還という点が強
調されていることからも理解可能なように、研究と実践は車の両輪のような存在であり、ど
ちらが欠けても学校教育は上手く機能しない。日常の忙しさの中で、ともすれば研究がなお
ざりにされていく。教育研究論文の募集はその自覚を促す契機としての性格も有しているこ
とを見落としてはならない。投稿本数の増加を期待したいところである。
今年度、教育長賞に輝いたのは、「カリキュラム・マネジメントの側面を意識した総合的
な学習の時間の取り組み－生徒の多様な表現を生み出すチーム作り－」である。18 人の共
同研究であり、その熱量には圧倒されるものがある。論文の中でも触れられている中央教育
審議会答申「チームとしての学校の在り方と今後の改善方策について」が指摘する “チーム
学校” を体現するものと言えるだろう。また、研究仮説をしっかりと立て、その論証を堅実
に行っていくという手法には参考にすべき部分が多い。論文にまず求められるのは論旨の一
貫性である。そのためには、論証のターゲットとなる仮説の設定が重要となる。この論文は、
その点が的確になされており、評価に値する。
新型コロナウイルスの猛威は今も学校現場に暗い影を落としている。その中にあって、理
論と実践の往還を忘れず、研究に奮闘した投稿者の皆さんに最大の敬意を表したいと思う。
令和 4 年 3 月 1 日
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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。現在、各地の教育委員会等と連携し、教職員のコンプライアンス意
識の向上に向けた研究、教育活動を展開している。教育関係の近著として、
『新訂第 4 版
図解・表解教育法規』教育開発研究所（2021）
、
『三訂版
共性」の衝突－』放送大学教育振興会（2020）
、等がある。

学校と法－「権利」と「公
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【実践記録】

カリキュラム・マネジメントの側面を意識した総合的な学習の時間の取り組み
−生徒の多様な表現を生み出すチーム作り−
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船橋市立葛飾中学校

1

教諭

はじめに

平成 29 年告示の中学校学習指導要領改訂に
おいて、カリキュラム・マネジメントを重視す
ることが一層明確にされ、教育課程の評価を一
層充実していくことが必要とされた。学習指導
要領第 1 章総則の第 1 の 4 においてカリキュラ
ム・マネジメントには以下の 3 つの側面が述べ
られている。
1）生徒や学校、地域の実態を適切に把握し、教育
の目的や目標の実現に必要な教育の内容等を教
科等横断的な視点で組み立てること。
2）教育課程の実施状況を評価してその改善を図っ
ていくこと。
3）教育課程の実施に必要な人的又は物的な体制を
確保するとともにその改善を図っていくこと。

また、総合的な学習の時間においても、
「こ
れらの側面に留意しながら着目し、教育課程を
評価することが考えられる」とある。
本校は、生徒数が 1100 名にも及ぶ大規模校
である。職員も約 20 名が各学年にいる。この
大所帯の学校のシステムを変えていくことに
は、大きな労力や多くの方の理解を得ることが
必要となる。また例年の活動においても、踏襲
することに意味があると感じる教員が多く、活
動自体の学習の内容や本来の目的が薄れている
ように感じている。
コロナ禍による一斉休業期間や、6 月からの
学校再開において昨年度、ニューノーマルの学
校運営が求められた。全てが未経験の活動の中
ではあるが、活動を見直し、新学習指導要領に
応じたよりよい学年運営に取り組めるチャンス
とも考えられた。そこで第１学年では総合的な
学習の時間において、カリキュラム・マネジメ
ントの側面をより意識した取り組みが実践でき
ないかと考えた。
本論文は、総合的な学習の時間においてカ
リキュラム・マネジメントの 3 つの側面に則り
行った取り組みの「船橋探索（校外学習）
」
「さ
つまいも研究」、「キャリアと SDGs 活動」の実
践記録である。

2

研究の仮説

経済協力開発機構（OECD）が令和元年に発
表した “Learning Compass 2030” では、
「子供
たちがウェルビーイング [ 生徒が幸福で充実し
た人生をおくるために必要な、心理的、認知的、
社会的、身体的な働きと潜在能力 ] を実現して
いくために自ら主体的に目標を設定し、振り返
りながら、責任ある行動がとれる力を身につけ
ること」の重要性が指摘されている。千葉県教
育委員会の「思考し、表現する力」を高める実
践プログラム（図 1）でも PDCA サイクルの重
要性が書かれている。

（図 1）千葉県教育委員会

また、学習指導要領では、子供たちに育むべ
き資質・能力として「あらゆる他者を価値のあ
る存在として尊重し、多様な人々と協働しなが
ら様々な社会変化を乗り越え（中略）ることが
必要」との記載から、学校内外に及ぶ様々な
人々との連携が必要になることがわかる。そし
て、コンテンツだけでなくコンピテンシーを伸
ばすための様々な教科と、総合的な学習が結び
つくためにも教科の横断的な学びは必要と言え
る。このことをふまえ、以下の仮説のもと実践

－7－

カリキュラム・マネジメントの側面である PDCA
サイクル、教科横断、地域連携を取り入れた学習は、
学習指導要領にある 5 つの生徒の姿を見出すことが
できるだろう。
①事象を捉える感性や問題意識が揺さぶられて、
学習活動への取組が真剣になる。
（課題解決能力）
②身に付けた知識及び技能を活用し、その有用性
を実感する。（人間形成・社会形成能力）

③見方が広がったことを喜び、更なる学習への意
欲を高める。
（課題解決能力）
④概念が具体性を増して理解が深まる。
（自己理解・
自己管理能力）
⑤学んだことを自己と結び付けて、自分の成長を
自覚したり自己の生き方を考えたりする。
（キャ
リアプランニング能力）

を行った。
仮説の立証のために、年度初めと年度終わり
に基礎的・汎用的能力を測る「中学校キャリア
教育の手引き」（文部科学省）をアンケート 1
として行い、①～⑤の生徒の変容を見た。
加えて、発表やまとめ新聞、反省を書く際の
情報活用の実践力を見るための「情報活用能力
に関するアンケート」
（文部科学省・福岡教育
大学）をアンケート 2 として行った。

3

実践の方法と内容

（1）実践の方法
実践にあたる上で、学年職員全体で、
・PDCA サイクルを意識した総合的な学習の時間
の取組。
・総合的な学習の時間における外部の人材や PTA
を含めた地域連携。
・総合的な学習の時間を中心に、国際理解教育と
学習発表における教科横断。

この 3 点を共有し、体制作りを行った。
現任校では国際理解教育の研究指定校であ
り、それぞれの学年において、総合的な学習の
時間の柱となるテーマがある。1 学年は「自国・
自己理解」のテーマの下で、図 2 のように「船
橋探索（校外学習）
」
、
「さつまいも研究」
、
「キャ
リアと SDGs 活動」の 3 つの学習を PDCA サイ
クルに則り行った。

キャリア

校外学習

（図 2）文部科学省

さつまいも研究

果的なプレゼンテーション方法を身に付ける内
容も取り入れ、学習を行った。
教科横断では、国際理解の視点と発表の視点
に分け、横断的な学習に取り組んだ。
（2）実践の内容
 船橋探索（校外学習）
【6 月～ 10 月】
校外学習では、コロナ禍の密を避け、感染症
対策もできる範囲での活動を考え、班行動で自
分たちの街「船橋」を探索することからの「自
己理解」を深めた。事前、事後学習で基礎的な
発表の力を付けることを意識した。
①探究のプロセス
Plan：
（見出す）
：事前学習と行動計画
身近な地域に焦点を当て、私たちが暮らす船
橋を知る事前学習を行った。歴史、産業、文化・
芸術、自然、スポーツ、観光からなる６つのテー
マを設け、ひとつのテーマについて班ごとに調
べ活動を行った。船橋について学びながら、班
新聞の作成や発表を行った。その上で行動計画
を立てた。
Do（自分で取り組む）
：船橋散策の実施
自分たちの計画を基に船橋市内の散策を行っ
た。事前学習で調べた場所を見学し、地域の方
との交流も行った。学習を深めるために訪問先
の職員の方に積極的に質問に行き、情報収集を
する生徒もいた。
Check（広げ深める）
：事後学習、班発表会
事後学習として、校外学習の 1 日の流れにつ
いて撮った写真を用いてスライドを作成し、発
表を行った。発表会では、
他の班の発表を聞き、
船橋の新たな面を見つける生徒もいた。
Action（まとめあげる）
：まとめ、振り返り
事前、事後学習のまとめとして、船橋散策パ
ンフレットを作成した。事前に学んだ内容と、
実際に見て知ったことや感じたことを書き込
み、パンフレット形式に作成し、オリジナルの
船橋観光案内冊子が完成した。
全ての活動の後、係活動や事前事後学習の反
省のアンケートを行った。

一部改変

また、それぞれの学習で外部の人と関わりを
もち、地域連携を図った。全ての活動の中でグ
ループまたは個人でプレゼンテーションや発表
を行う機会を設けた。学習内容のアウトプット
を図り、教科横断として発表やプレゼンテー
ションに向けた力をつける為の学習内容や、効

②教科横断（国際理解の視点：国 / 発表の視点：発）
国語： 発 単元「グルメリポート」では話し方、
文章の構成や導入の工夫や、表現技法を意識し
学習を行った。 発 単元「ベンチ」では調べ学
習を通し、PC や手書きの新聞作成を行った。
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社会： 発 年間を通し、本時で学んだことを文
章にして整理する取り組みから、情報をまとめ
る能力を培った。資料集や ICT を活用し、様々
な情報収集方法の提示を行った。
理科：発 単元末に「サイエンスコミケ」を行っ
た。単元で学んだ内容をまとめ興味を持った項
目をより深めた。レポートや会話文漫画等、他
者に興味を持って読んでもらうことを意識して
作成させた。単元毎に年４回行った。
英語： 発 国 「自己紹介」のプレゼンテーショ
ンを行った。自己紹介を通し、
「船橋に住む自分」
という意識を強め、自己理解につなげた。声の
大きさやアイコンタクト等、聞く側を意識した
練習を多く取り入れた。
体育： 発 国 学校外での学習を見据え集団規律
を意識した指導を行った。
班での動きや、
グルー
プ活動を行うことで、
相手のことや集団を考え、
自己理解や他者理解につなげた。
音楽： 発 国 創作分野の単元の「食いしん坊の
ラップ」ではグループごとに発表活動を行った。
強弱表現、リズム、はっきりと譜面通りにラッ
プが言えるか等の表現力を付けた。
美術：発 国 平面構成の単元の「グラフィティー
アート」では、作品完成後の相互鑑賞会を行っ
た。作品の発想や工夫点について小グループで
発表を行った。国際的に活躍している作家の作
品に触れディスカッションを行った。
技術： 発 パワーポイントや PC の使い方の導入
を行った。PC の導入としてタイピングや著作
権や情報セキュリティを扱った。写真の載せ方
やアニメーションの付け方を教えた。
国 単元「木材の特性」の木材加工の実習で、
SDGs ゴール 15「陸の豊かさを守ろう」とつな
げ、木材を無駄なく使う指導を行った。
③地域連携
チェックポイントの船橋アリーナ、三番瀬、
アンデルセン公園、郷土資料館、運動公園、船
橋競馬場では、職員の方に生徒が質問をし、直
接的な関わりや交流をもつことができ、身近な
地域を深く理解するための一助となった。事前
の打ち合わせをどの施設でも行い、校外学習に
おける意図を説明し、双方の職員の共通理解を
図った。西図書館やグラスポ、船橋大神宮、船
橋漁港、総合教育センターや武道センター等、
多くの施設の協力を頂いた。
④次の活動の設定に向けて（反省より）
・より多様な発表の仕方や発表における工夫を
する機会を作ること。
・提出期限や校外学習での時間を守ること。
・集団行動や班行動の意義をより伝えること。

 さつまいも研究【7 月～ 12 月】
さつまいも研究では大きく分けて 2 つの行程
を行った。1 つ目はさつまいもの栽培。2 つ目
はさつまいもをテーマにした 1 人 1 研究をし、
クラスごとの発表会を行った。
校外学習の反省から、集団行動や班行動の意
義をより考えながら行動させること、時間を守
ること、そして個人の研究に対して発表形式の
工夫等を意識し活動に取り組んだ。
①探究のプロセス
Plan（見出す）
：
栽培：マルチ張り、苗付け / 休業期間中と重な
り、生徒が実際に行うことができなかったが、
写真やビデオ、スライドを使い紹介を行った。
研究：研究テーマ決め / 栽培方法や苗付けの動
画を見て、さつまいも栽培に興味を持たせた。
その上で、ウェビングマップを用いて研究の広
がりを考えさせた後、研究テーマを決めた。
Do（自分で取り組む）
：
栽培：さつまいもの雑草取り、水やり / さつま
いもの苗の成長や、畑の状態を見るために、雑
草取りや水やりを行った。夏休み中も含め定期
的に畑の状態を観察した。
研究：さつまいも調べ学習 / 各自で決めた研究
テーマに基づく内容を調べてまとめる。形式は
自由とし、紙芝居やパワーポイント、模造紙、
動画等を様々なまとめができた。
Check（広げ深める）
：
栽培：さつまいも収穫 / コロナ禍対策として学
年を 2 グループに分け、収穫を行った。蔓を取
り除く作業から、土を掘り起こし、さつまいも
を見つけ丁寧に収穫する作業を行った。
研究：さつまいも研究発表 / 総合的な学習の時
間や夏休みの期間を使い、生徒が各自の研究
テーマの下、調べてきたさつまいもに関する研
究発表会を行った。各教科での発表に関する指
導もあり、堂々とした発表が行われた。
Action（まとめあげる）
：
栽培：お礼の手紙、反省、アンケート / アンケー
トとともに、収穫の後に葛の葉サポーターへの
お礼の手紙を書いた。お礼の手紙では、苗付け
や水やり等すべての活動を振り返り、多くのサ
ポーターが関わっていたことに生徒が気づく機
会ともなり、多様な人々との協働をより感じる
活動にもなった。
研究：代表発表、反省、アンケート / 各クラス
で行った発表会より、クラス代表を選出し、代
表による発表の映像を見た。そこからも様々な
発表形式を全クラスで見ることができた。その
後、振り返りのアンケートを行った。
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②教科横断（国際理解の視点：国 / 発表の視点：発）
国語： 国 古典の単元では、自国の歴史や言語
文化に触れ、自国の文化理解を深めた。
社会： 国 時事問題に広くふれた。コロナ感染
症による世界の動向（政治・経済・文化）の話
をすることで国際的な視点を深めた。
英語： 発 国「友人紹介」のプレゼンテーショ
ンを行った。他者を考え、英作文をし、発表を
する活動を通して他者理解につなげた。
体育： 発 国「マット運動」の単元において、
相互の活動を見て、助言しあい、学習カードに
記録する活動を行い、コミュニケーション能力
を高める活動を行った。他者の動きを見て助言
しあい、より良い動きを考える機会をもつこと
で他者理解につなげた。
音楽： 発 合唱祭練習を通して集団での協力、
表現、創作を学んだ。 国「民謡」の単元では日
本の民謡を聴くと共に他国の伝統音楽を聴き比
較をし、自国の文化への理解を行った。
美術： 国 立体制作（粘土）の単元では、イマ
ジナリーフラワーズの導入で、在来種や固有種
の野菜に実際に触る活動に関して、外部からゲ
ストティーチャーを招き学習を行った。
「団粒構造」
技術：国 さつまいも畑の土を使い、
や「マルチ栽培」について学んだ。生物育成の
技術の単元とさつまいも研究と “さつまいも”
を通して学習理解を深めた。
③地域連携
本校では葛の葉サポーターと呼ばれる地域ボ
ランティアがあり学習支援を行っている。さつ
まいも研究では、栽培、収穫に関して葛の葉サ
ポーターが大きく関わった。畑を耕すところか
ら、マルチ張り、苗付け、雑草取り、水やり、
長期休業期間の畑の管理や、芋掘り等全ての活
動にサポーターが入り学習が行えた。畑までの
道のりも、11 クラスでの行動となるため、交
通整理や生徒の安全確保等、あらゆる面での活
動のサポートをして頂くことができた。また、
さつまいもの栽培に関する知識も農家のサポー
ターの助言の下で行えた。

④次の活動の設定に向けて（反省より）
・テーマの追求と広がりを考えた活動
・地域から国際へのつながりを考えた活動
・デジタルコンテンツの活用

 キャリアと SDGs【1 月～ 3 月】
キャリア学習として、
身近な職業を知ること、
また 10 年後の社会の変容を考え、世界的な問
題に気付くための活動を行った。
さつまいも研究から、テーマを検討し、活動
へ広がりを付けること、PC の活用や国際的な
視野を持つことを意識し活動を組み立てた。
①探究のプロセス
Plan（見出す）
：インタビュー /10 年後の社会
冬休みの宿題で保護者に職業人インタビュー
を行いクラス内での発表会を行った。その後、
Society5.0 について学び、10 年後の社会の変化
について興味を広げた。
Do（自分で取り組む）
：SDGs 目標調べ / 講師
による Zoom 授業
SDGs の基礎の学習を行い、１人 1 つそのゴー
ルについて調べ学習を行った。また、慶応義塾
大学研究員の須賀智子氏を講師に招き、
「SDGs：
達成に向けて」のご講話を頂いた。具体的な活
動や同年代の取り組みを紹介して頂き、活動に
ついて考えるきっかけをもった。
Check（広げ深める）
：発表と自分たちででき
る活動の検討
各自で調べた SDGs のゴールについてクラス
内発表を行った。同じゴールを調べた人とのグ
ループ活動で、身近にできそうな取組みの検討
をし、発表した。学級で 1 つの活動を選び、そ
の活動を行った。
Action（まとめあげる）
：SDGs 活動 / まとめ
学級での活動や、調べ学習や講話を通して学
習したことを振り返り、アンケートを行った。
②教科横断（国際理解の視点：国 / 発表の視点：発）
国語： 国 百人一首の学習を通し、自国の歴史
的文化に触れた。 発「花の形に秘められたふし
ぎ」の単元ではレポートの書き方に重点を置き
指導をした。内容を理解し、他者によりよく伝
わる表現を意識し書き、発表を行った。
社会： 国 地理の単元では、各国の情勢や国の
現状、文化等に触れ SDGs の視点を深めた。
数学： 発「資料の活用」の単元では、説明の仕
方を工夫することを意識し、指導を行った。理
由をしっかりと説明できるようにするために、
「よって」
「これより」
「だから」といった説明
の際に使用する言葉を意図的に使うことによ
り、相手が理解しやすい説明になることを学習
し、発表の際の一助とした。
英語： 発 国「日本の文化紹介」をテーマにプ
レゼンテーションを行った。全員がスライドを
作成し、よりプレゼンテーションらしい発表を
行った。スライドの作成は総合的な学習の時間
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や技術科との横断にもなった。
体育： 国「武道（剣道）」の単元では、武技、
武術などから発生した我が国固有の文化を学
び、礼を重んじるといった伝統的な考え方を理
解し、相手を尊重する姿勢を学んだ。
音楽： 発 創作分野では「楽器を使ったリズム
創作」自分でリズムを作り、グループ内でリズ
ムをつなげ合わせ、手拍子での練習から、楽器
を選び班ごとに発表を行った。 国 鑑賞分野で
は自国の文化の音楽を知った後、海外の音楽と
してオーケストラの導入を行った。
美術： 発 立体制作（粘土）の単元では、イマ
ジナリーフラワーズの鑑賞で、世界で独自に進
化を遂げた花を調べる活動を行ったことを元
に、制作した花の生息地や環境を設定し、発表
を行った。発表においては、具体的に花につい
て考えられているかを評価に入れた。
家庭： 発 住生活の学習で「安心できる住まい
づくり」を目指したパンフレットを班ごとの
テーマに合わせて作成し、発表を行った。

・アンケート 1 の結果
質問 1 ～ 3 では人間形成や社会形成能力を
図った。人間形成や社会形成能力は全体的によ
くなっている傾向がみられた。校外学習やキャ
リアの学習を通して、他者との関わりや自分の
役割をより意識している生徒の傾向が高くなっ
たことが分かった。
質問 4 ～ 6 の自己理解・自己管理能力をみた。
自分の長所・短所の把握をする人が減少した。
やる気が起きないときの物事に対する意欲や、
不得意・苦手な物事に取り組もうとする意欲が
減少する傾向が見られた。
質問 7 ～ 9 では問題解決能力をみた。計画を
立て、見通しを持とうとする生徒の数が増加し
た。その場での応用力もついている。中でも、
先を見通すとことの必要性を感じている生徒が
増えたことが伺えた。
質問 10 ～ 12 ではキャリアプランニング能力
を図った。将来を見据えて勉強することに意味
を見出し、将来と学習を結び付けている生徒の
数が増加した。
【アンケート 2】
あなたの日頃の生活に関する調査２
 全ての項目の回答は以下の４つから選ぶ。

  ４：いつもしている ３：時々している ：あまりしていない ：ほとんどしていない
（）興味を持った事柄については、徹底的に情報を集める。
（）授業で分からないことがあっても、先生に質問したり、教科書や参考書でしらべることはほとんどない。
（）資料は自分で集めずに、友達からもらって済ますことのほうが多い。
（）分からない事柄があったら、辞書や辞典をひくようにしている。

③地域連携
慶応義塾大学研究員の須賀智子氏に「SDGs：
達成に向けて」のご講話頂いた。ESD や食を
通じての SDGs の研究者で、美術の授業におい
ても在来種や固有種の野菜に関する特別授業を
行った。総合的な学習の時間を中心に教科横断
と地域連携を結び付ける働きを行った。
④次の活動の設定に向けて（次年度に向け）
・学年で取り組む SDGs の活動や具体例
・様々なデジタルコンテンツの使用
・発表時の話し方や表現方法
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結果と分析

【アンケート 1】

あなたの日頃の生活に関する調査１
 全ての項目の回答は以下の４つから選ぶ。

  ４：いつもしている ３：時々している ：あまりしていない ：ほとんどしていない
（）友だちや家の人の意見を聞くとき、その人の考えている気持ちを受け止めようとしていますか。
（）相手が理解しやすいように工夫しながら、自分の考えや気持ちを伝えようとしています。
（）自分から役割や仕事を見つけたり、分担しながら、周囲と力を合わせて行動しようとしていますか。
（）自分の興味や関心、長所や短所について、把握しようとしていますか。
（）気持ちが沈んでいる時や、あまりやる気が起きない物事に対する時でも、自分がすべきことには取りも
うとしていますか。
（）不得意なことや苦手なことでも、自ら進んで取り組もうとしていますか。
（）分からないことやもっと知りたいことがある時、自分から進んで資料や情報を収集したり、だれかに質
問していますか。
（）何か問題が起きた時、次に同じような問題が起こらないようにするために、何をすればよいか考えてい
ますか。
（）何かをするとき、見通しをもって計画的に進めたり、そのやり方などについて改善を図ったりしていま
すか。
（）学ぶことや働くことの意義について考えたり、今、学校で学んでいることと自分の将来とのつながりを
考えたりしていますか。
（）自分の将来について具体的な目標をたて、その実現のための方法について考えていますか。
（）自分の将来の目標に向かって努力したり、生活や勉強の仕方を工夫したりしていますか。


（）人から聞いた話が本当かどうかを、後で確かめることはない。
（）人の噂をすぐ信じるほうだ。
（）新聞やテレビで言われていることを、すぐ信じるほうである。
（）テレビで知ったことを、後から本などで確認することがある。
（）調べたことを整理するとき、文章だけでなく図や表も活用するよう心がけている。
（）集めた情報は、整理しないでそのままにしておくことが多い。
（）たくさんの情報を集めたときは、似た内容ごとに分類するようにしている。
（）文章を理解するために、自分で図や表に書き直してみることがある。
（）問題を解くとき、筋道を立てて考えるよりは、思いつきで結論を出すことが多い。
（）多くの資料を検討して、結論を導くのは得意である。
（）意見がたくさんあっても、うまくまとめることができる。
（）長い文章でも、その要点はたいてい把握できる。
（）課題をやるとき、人のまねをすることが多い。
（）物事を人とは違う観点から考えてみるほうである。
（）他の人の考えや意見を紹介するよりも、自分の考えや意見を発表することのほうが好きである。
（）人と違った意見を考えるのは苦手である。
（）小さい子と話すときには、なるべく難しい言葉を使わないように気をつけている。
（）人と話すとき、相手が何を知りたがっているか考えないほうである。
（）相手の反応に気を配りながら、話すほうである。
（）大勢の前で発表するときは、言うべきことを整理してから話すようにしている。


・アンケート 2 の結果
質問 13 ～ 20 は興味のある事柄に対して、主
体的に学ぶ力をみた。以前より情報を集める生
徒が増えた。参考書で調べたりし、情報をその
まま鵜呑みにしないで、
調べる生徒が増加した。
噂を信じたり、真似をしたり、他の反応を気に
する生徒が増えたことも分かった。
質問 21 ～ 28 では、情報の活用やまとめや工
夫する力をみた。文章だけでなく、図や表も活
用し、情報を分類し、筋道を立てて考える生徒
の割合が増加した。意見をまとめたり、違う視
点をもとうとしたり、整理してから話をする生
徒の割合も増えた。しかし、多くの資料から自
分の考えをまとめることが苦手な生徒が増え









－ 11 －

た。また長い文章の要約に苦手意識をもつ生徒
がいることも分かった。
質問 29 ～ 36 では、自分の考えを表せるか、
他者を意識し発言ができるかという力をみた。
意見をまとめることや、異なる視点をもとうと
する生徒の割合は増えている。考えや意見を発
表することが好きになったり、相手の立場に立
ち考たり、整理してから人に話そうとする生徒
の割合も増えた。

5

実践の考察とまとめ

（1）成果
生徒の変容から、身近な地域から SDGs 等、
世界へと範囲を広げた調べ学習に興味を持つ生
徒が多くなった。自身で設定したテーマを追求
することに達成感を味わい、学びを深めた生徒
が多く現れた。データからも分かるように、計
画を立て、見通しを持ち学習をしようとする生
徒が増えた。また、情報をそのままにせず、参
考書や他の媒体を活用して、より詳しく調べる
学習を行う生徒が増えた。他者への意識の変化
が見られ、コミュニケーションをより取ろうと
いう意識が上がった。
チームの変容では、PDCA サイクルの活用に
より、活動ごとの反省を生かし、次に向けた活
動が上手く考えられた。また、PDCA サイク
ルの円滑化や実施に向けて、毎回の反省や生徒
の実態を深く考え、創意工夫を考えていけるよ
うになった。総合的な学習の時間から、国際理
解の視点と発表の視点の 2 つが明確になったた
め、意識的にその視点を授業に取り入れ、指導
の工夫に広がりがでた。また校外学習、さつま
いも研究、キャリア学習と主体となり活動を動
かす担当が異なったが、PDCA サイクルの利用
により、反省を次につなげ円滑に次の取り組み
に移行することができた。
（2）課題
生徒の実態から、以前に比べ情報を集めたり
得た情報を精査するようになったが、情報源は
人、テレビ、映像が多く、紙媒体から情報を得る
ことが減っていた。ネットなどで情報を受動的
に受け取ることが多いのではないか、という課
題が残った。長い文章や情報の多い資料などか
ら情報を抽出し、整理して考えることは苦手に
なっていることに対し、今後のアプローチを考え
ていく必要がある。また、難しくなる学習内容
や、日々の活動に追われる中での意欲減少も見ら
れた。コロナ禍における影響も踏まえ、活動の幅
をより精査し、投げかける必要があると感じた。
チームの課題として、適切に情報を判断し、

運用する能力（メディアリテラシー）をより身
に付けていくための指導が必要になると感じ
た。また、自発的に活動を行う生徒をさらに増
やすことも今後の課題と考えられる。行事ごと
のつながりのある PDCA サイクルを作り、ま
とめアンケートを職員や保護者、地域の人へと
広げる等、さらなる工夫をしていきたい。

6

おわりに

平成 27 年に中央教育審議会から「チームと
しての学校の在り方と今後の改善方策につい
て」の答申が出されてから久しい。今回の活動
では、1 つの学年にほぼ全ての教科の職員がい
る本校の強みを生かした取り組みとなった。学
年職員全員でカリキュラム・マネジメントやア
ウトプットを意識し取り組みが行えたことによ
り、教員間でもより強い協力、連携が取れる活
動となった。総合的な学習の時間を中心に、教
科横断につなげることができた。学年としての
取り組みであったが、本来求められるカリキュ
ラム・マネジメントは、
「教科や学年を超えて、
学校全体で取り組んでいくことができる」
（文
部科学省）ものであるべきである。今後は学年
の枠を超えて、
「チーム学校」としての働きが
より一層できるよう努力をしていきたい。葛の
葉サポーターや外部機関ともさらに協力、連携
を強め、学習を深めていく工夫を模索し、より
主体的で対話的な学習に発展させていきたい。
「国際理解教育」という研究を中心とし、確固
とした葛飾中学校らしい総合的な学習の時間の
あり方を確立させていきたいと考える。
【参考文献】
・文部科学省「中学校学習指導要領解説 総合
的な学習の時間編」
（平成 29 年告示）
・中央教育審議会（答申）
「
『令和の日本型学校
教育』の構築を目指して～全ての子供たちの
可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働
的な学びの現実～」
（2021 年）
・OECD「ラーニングコンパス（学びの羅針盤）
2030 仮訳」
（令和元年）
・一般財団法人教育調査研究所研究所「小・中
学校における『カリキュラム・マネジメント』
の現状と今後の課題」
（2016 年）
・文部科学省生涯学習政策局「情報活用能力を
育成するためのカリキュラム・マネジメント
の在り方と授業デザイン」
（平成 30 年）
・文部科学省「中学校キャリア教育の手引き」
・千葉県教育委員会「思考し、表現する力」を
高める実践モデルプログラム（平成 31 年）
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【実践記録】

「チームみなほん」で取り組む特別支援教育
−持続可能な特別支援教育体制の構築を目指して−

船橋市立南本町小学校

1

スクールカウンセラー

はじめに

文部科学省は平成 7（1995）年度に不登校や
いじめの対策として
「スクールカウンセラー
（以
下「SC」）活用調査研究委託事業」を立ち上げ、
SC の配置を推進した。船橋市は市独自に SC の
採用を行い、平成 26（2014）年度に公立小学
校の全校配置が完了した。船橋市 SC の勤務形
態は 1 日 6 時間、年間 43 日である。
平成 27（2015）年に中央教育審議会は「チー
ムとしての学校の在り方と今後の改善策につい
て（答申）」の中で生徒指導や特別支援教育等
を充実していくために、学校や教員が心理等の
専門家や専門機関と連携・分担する体制を整備
し、学校の機能を強化していくことが重要であ
ると述べている。長谷川（2018）は、校風や地
域住民等によって異なる「学校の独自性」を知
る、すなわち学校を見立てることが SC にとっ
て最初にすべき仕事であり、
「チーム学校」と
しての取組を進めるために有効であると述べ、
教職員と協働して教育相談体制を築き上げるこ
との重要性を説いている。
「船橋市 SC 設置要
綱」では SC の主な職務の一つに「学校におけ
る相談体制の充実に資するための業務」とあ
り、勤務校のニーズや課題を見極め、教職員と
協働して専門性を発揮することを SC に求めて
いる。
本論は SC の立場から特別支援教育への理解
と支援体制の構築を全教職員と共に考え、
「チー
ム学校」
「チームみなほん」としての取組を行っ
てきた 6 年間の実践の記録である。

2

里絵

教諭

小池

典子

も概ねこの傾向は変わらない。
1.性格・身体
5,028件
30.4%

1.性格・身体
2.不登校
3.児童間の関係
4.家庭の問題
5.学業・進路
3.児童間の関係

2.不登校

1,590 件
9.6%

4,787 件
28.9%

（図 1）船橋市における相談内容別相談件数

本校の令和 2（2020）年度の全相談件数は延
べ 622 件であった。相談内容の内訳は図 2 が示
すとおり「1. 性格・身体」が 359 件と最も多く、
全体の 57.7% を占める。続いて相談件数の多い
順に「2. 不登校」135 件（21.7%）
、
「3. 児童間の
関係」56 件（9.0%）
「4. 家庭の問題」30 件（4.8%）、
、
「5. 学業・進路」29 件（4.7%）である。相談内
容別相談件数が多い順位は船橋市と同じである
が、注目すべきは「1. 性格・身体」が占める割
合が船橋市に比べて 2 倍近く多く、全相談件数
の過半数を占めている点である。
「1. 性格・身体」
には児童の精神的な問題や発達障害等の問題が
含まれることが多いが、精神的な問題よりも発
達障害等の特別支援教育に関する相談が多いこ
とが本校の特徴である。

背景

（1）船橋市と本校の教育相談内容の比較
船橋市では毎月「SC 活動報告書」として、
児童生徒・保護者・教職員の相談件数を相談内
容別に集計している。船橋市内全小学校等にお
いて、令和 2（2020）年度に SC が扱った全相
談件数は延べ 16,566 件であった。相談内容の内
訳 は 図 1 が 示 す と お り「1. 性 格・ 身 体 」 が
5,028 件 と 最 も 多 く、 全 体 の 30.4% を 占 め る。
続いて相談件数の多い順に「2. 不登校」4,787
件（28.9%）、
「3. 児童間の関係」1,590 件（9.6%）
、
「4. 家庭の問題」1,360 件（8.2%）
、
「5. 学業・進路」
984 件（5.9%）であり、過去 5 年を遡ってみて

髙野

1.性格・身体

3.児童間の関係
56件
9.0%

2.不登校
3.児童間の関係

1.性格・身体
359件
57.7%

4.家庭の問題
5.学業・進路
2.不登校
135件
21.7%
（図 2）本校における相談内容別相談件数
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（2）特別な教育的支援を必要とする児童と合理
的配慮の提供
平成 24（2012）年に文部科学省が行った「通
常の学級に在籍する発達障害の可能性のある特
別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する
調査」では、知的発達に遅れはないものの、学
習面又は行動面で著しい困難を示す児童生徒の
割合は 6.5% という結果であった。学校種・学
年別による集計では表 1 が示すとおり、低学年
ほどその割合が大きいことが示されている。こ
の調査により、どのクラスにも特別な教育的支
援を必要とする児童生徒が在籍し、学年が低い
程その割合が大きいこと及びその 4 割近くが支
援を受けていないことが明らかになった。文部
科学省は約 10 年ぶりに再調査する方向で検討
している。
1年

2年

3年

4年

5年

6年

小学校

9.8%

8.2%

7.5%

7.8%

6.7%

6.3%

中学校

4.8%

4.1%

3.2%

（表 1）学習面・行動面で著しい困難を示すとされた
児童生徒の学校種学年別集計（一部抜粋）

平成 25（2013）年に制定された「障害を理
由とする差別の解消の推進に関する法律（障害
者差別解消法）
」により、国・地方公共団体に
おいて合理的配慮の提供義務が課せられた。文
部科学省は「公立学校における合理的配慮は一
人一人の障害の状態や教育的ニーズ等に応じて
決定されるものであり、設置者・学校と本人・
保護者により（中略）
可能な限り合意形成を図っ
た上で決定し、提供されることが望ましく、そ
の内容を個別の教育支援計画に明記することが
望ましい」と述べている。

3

SC としての学校との関わり

（1）本校の見立て
斎藤（2021）の調査によると、通常学級に在
籍する発達障害児に対し、担任以外で特別な教
育的支援を行っている教職員は指導補助員・特
別支援教育支援員・介助員等が 73.4% と最も多
く、教頭が 48.5%、校長が 38.8% であった。そ
の結果を受けて全国連合小学校長会は「管理職
が直接支援を行わざるを得ない状況がみられ
る」との見解を示している。
筆 頭 筆 者 の 本 校 勤 務 一 年 目 で あ る 平 成 28
（2016）年度は、授業中に奇声を発する、離室
する等の問題行動が見られる児童に対して担任
や学年主任だけではなく、管理職も実働として
対応していた。学校一体となった対応ではある
ものの、その場の対応に振り回されている状況

であった。担任は児童に振り返りをさせていた
が、
「今後は気を付ける」という児童本人の意
識を高めることに留まる指導が多く、
「なぜ問
題行動に至ったのか、きっかけとなる何らかの
原因があるのではないか」という視点が不足し
ているように思えた。また、問題行動の事後対
応を繰り返していたことから、
「問題行動に至る
前に児童にどう対応すれば良かったのか」と事
前策を講じる視点が不足しているように思えた。
よって、本校の課題として、情熱はあるもの
の、特別支援教育的な視点が不足し、その場で
の対応に終始しており、継続的な支援をするた
めの体制づくりが必要であると考えた。
（2）特 別な教育的支援を必要とする児童及び
保護者への支援（相談）
問題行動に至りやすい児童への対応に疲弊し
た教職員を支えるために、平成 28（2016）年
度は SC が積極的に児童への一対一の支援を
行った。一例として、
「規定量を埋めるほど文
集を書けない」と訴える児童に対し、会話を通
して書きたい内容を探り、SC が付箋紙にキー
ワードやセンテンスを一つずつ箇条書きにして
一緒に並べ替えて文章の構成を視覚化させる支
援を行った。その結果、分量を減らすのに苦労
するほど書くことができ、児童の自信へと繋
がった。
保護者相談の一例として、授業中、気になっ
たことを担任に質問せずにはいられず授業の進
行を止めてしまう児童に関する相談について、
SC は「不安が強く、即時に解決しないと気が
済まない」という見立てをし、
「質問タイムに
聞く等、待てるようにする」という目指すべき
姿を保護者と共有することにした。そして、
「今
聞きたいカード」という本当にすぐに聞きたい
ときに使うカードを児童に 1 日 2 枚渡す案を担
任に提案した。その結果、
「いつでも聞ける」
という安心感が視覚化されたことと「カードを
温存したい」という気持ちが働き、児童は実際
にカードを使うことなく、授業の進行を止める
程の質問をすることがなくなった。
（3）コンサルテーション
児童を直接支援する保護者や担任等に対し、
援助するコンサルテーションは SC の主な業務
の一つである。
「この支援は児童に合っている
のだろうか」と悩みながら対応する保護者や担
任等に対して助言し、
支援しながら寄り添った。
また、家庭や学校の情報を SC が代弁すること
で両者の架け橋となるよう心掛けた。
SC 勤務日の放課後は児童・保護者相談に関
する情報を担任と共有した。情報共有は単なる
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報告にならないよう、教室での児童の様子や担
任の思いを聞き取り、手だてを一緒に考えてい
くようにした。
SC が担任を支える存在であることを感じて
もらう目的で、担任と SC との情報共有は職員
室で行うようにした。担任の苦労を労い、担任
による良い対応を言語化して還元するやりと
りを見てもらうことにより、SC は支える存在
であることを視覚化させた。SC のような専門
家に自らの指導を咎められるのではないかと懸
念する教職員は少なくないように思えた。船橋
市内の教員の 6 割弱が経験 10 年以下であるとい
う森田（2020）の調査と同様に、本校も経験の
少ない教職員が多かった。そこで、担任が指導
に自信をもてるよう前述のような関わりを継続
した。その結果、徐々に信頼関係が構築され、
SC の勤務日には児童の言動等、学校の様子に
ついて複数の教職員から積極的に伝えてもらえ
るようになった。SC は児童の支援を一緒に考
えていく仲間なのだと教職員に捉えてもらうこ
とは「チーム学校」の第一歩であった。
情報共有は担任と SC の二者に留まらず、適
宜学年主任、特別支援教育コーディネーター、
特別支援学級担任等が集まって臨時のケース会
議を開催する機会を増やしていった。SC や特
別支援教育コーディネーターの呼びかけに対し
て関係教職員が即座に集まり、支援策が話し合
われ、SC の翌勤務日には会議で決められた支
援が取り組まれ、経過を確認する等、PDCA サ
イクルによる迅速な対応ができるようになって
いった。
一方で、担任と情報共有している間に、次に
情報を共有するつもりであった他の担任が退勤
してしまう等の時間的制約が問題となった。こ
の問題を解決するために教育相談主任の発案
で、放課後に SC が情報共有したい学級を職員
室に掲示するツール（図 3）を導入した。この
ツールの導入により、SC のタイムロスがほぼ
無くなり、担任らが声を掛け合って順番を決
めて情報共有することができるようになり、多
忙な担任らの様子を窺いながら声をかけるタイミ
ングを図っていたSCの心理的負担が軽減された。

（図 3）放課後情報共有があるクラスを掲示するツール

4

特別支援教育体制構築の実践

（1）
「個別の教育支援計画」の作成
平成 29（2017）年度に船橋市教育委員会が
主催した特別支援教育コーディネーター研修で
は ｢ 個別の教育支援計画と個別の指導計画の作
成に関する研修 ｣ が行われ、本校でも従来から
作成されていた「個別の指導計画」に加え、特
別な教育的支援を必要とする児童を対象に「個
別の教育支援計画」の作成が始まった。令和 2
（2020）年度において、
「個別の教育支援計画」
を作成したのは全校児童 451 名中 35 名（7.8%）
であり、2（2）で示した文部科学省の調査によ
る 6.5% を超える児童に対し、
「個別の教育支援
計画」が作成されたと言える。なお、
「個別の
指導計画」は 55 名分（12.2%）を作成している。
「個別の教育支援計画」は船橋市総合教育セン
ター等の教育関係機関に通所している児童ある
いは医療機関を受診している児童を対象に作成
している。本校における
「個別の教育支援計画」
の作成手順は以下のとおりである。
〈担任〉
①承諾書を用いて、保護者に「個別の教育支援
計画」作成の承諾を得る。
②対象児童の家庭環境や利用している関係機関
等の情報を含む「プロフィール（図 4）」を
記入する。
〈保護者〉
③②の記載情報を確認する。
④「将来の生活・現在の生活についての希望」
及び「支援内容と方法（合理的配慮を含む）」
の「保護者からの申し出」を記入する（図 5）。
〈担任〉
⑤④に対し、
「支援内容・合意形成の内容（図 5）」
を記入する。記入後、児童の状態像と支援策
の整合性を確認し、支援の手だてを膨らませ
る目的として、学年主任→特別支援教育コー
ディネーター→管理職に起案し、加除訂正を
行った後、保護者へ提案する。
〈保護者〉
⑥⑤の内容を確認する（必要に応じて加除訂正
し、合意形成に至るまで⑤⑥を繰り返す）。
〈担任〉
⑦合意形成に至った「個別の教育支援計画」を
清書する。
〈保護者〉
⑧⑦の「個別の教育支援計画」に署名捺印する。
なお、担任は「個別の教育支援計画」に基づ
いて
「個別の指導計画」
を作成し、
実行する。「個
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別の教育支援計画」及び「個別の指導計画」は
6 年間の情報を引き継ぐために、入学前の引継
ぎ資料・関係機関の書類・保護者とやり取りを
した内容のコピー・学習等で使用した資料等と
共に学年別ファイルに保管している。
【個別の教育支援計画】①プロフィール
初回作成
令和元年
５月
２３日

フナバシ タロウ
船橋 太郎

フリガナ
児童生徒名

フナバシ
船橋

フリガナ
保護者氏名

住

イチロウ
一郎

初回記入者（役割）〇〇

〇〇（担任）

平成 23 年 10 月 6 日

生年月日

男

・

3年

〇〇

性別
電話番号

047-

緊急連絡先

090-

女

〒273船橋市

所

1年

担任名
前相談先
（連絡先）

〇〇

〇〇

2年

〇〇

〇〇

・◎◎保育園(047)
・こども発達相談センター(047-

諸検査の
記録
・WISC-Ⅳ

有

障害者手帳

全検査 IQ118（H30.8

・

無

〇〇

)担当：〇〇さん

総合教育センターにて実施）

（

）

【家庭生活】
・父、母、兄の 4 人家族。
・約束事は紙に書いて確認するようにしている。
【教育関係機関】
・総合教育センター H30.4 よ り相談
・H30.11 専門家チーム会議
トラブル後の対応の仕方について助言を受ける（別紙）
・H30.12 より、〇〇小学校発達障害通級指導教室を利用
【医療】

関係機関
との
連携状況

・〇〇病院 主治医：〇〇Dr. 自閉スペクトラム症の診断
月 1 回定期的に受診 H28.5 より服薬開始（薬名：〇〇〇）

【地域生活】
・放課後等デイサービス〇〇を利用
SST の指導

（図 4）
「個別の教育支援計画」プロフィール
【個別の教育支援計画】②支援について

将来の生活・現在の生活についての希望（本人や保護者）

・集団生活に落ち着いて参加してほしい。
支援内容と方法 （合理的配慮を含む）
保護者からの申し出
支援内容・合意形成の内容

学年

1年

・周りの様子を気にするの ・ 座 席 は 前 か ら 3 列 目 ま で に す
で、前列にしてほしい。 る 。
2 年 ・ 連 絡 帳 を 書 け な い の で 、 ・連絡帳をマス目ノートに替え、
持 ち 物 が わ か ら な い 。 記入後、担任が確認する。
連絡してほしい。
・学級便りを活用する。
・ カ ッ と な っ た と き に 、 ・クールダウンの部屋を設け、
個別に対応してほしい。 落ち着くのを待ってから、状況
を確認する。
3年

この計画に記載されている情報を支援関係者と共有することに同意します。

1 年 平成
保護者
確認欄
（年月日
署名
捺印）

年

月

日

2 年 令和元年

7月

日

3 年 令和 2 年

7月

日

校長確認印

1年

印

2年

船橋

一郎

印

船橋

一郎

印

3年

（図 5）
「個別の教育支援計画」支援について

（2）特 別支援教育に関する会の立ち上げと研
修会の開催
①「チームみなほん」の立ち上げ
平成 29（2017）年度に特別支援教育コーディ
ネーターである第二筆者が着任した。本校は特
別支援教育コーディネーターを二名配置してお
り、
両名とも通常学級の担任との兼務であった。
二名体制であることはどちらかが異動しても、
「持続可能」な特別支援教育体制が継承される
ための工夫の一つであった。また、うち一名は
教育相談主任との兼務であり、教育相談と特別
支援教育の連携をスムーズにした。
同年度には本校に知的特別支援学級が新設さ
れ、特別支援教育に関する専門性の高い教諭が
着任した。その教諭を加えた生徒指導部会を毎
月開き、
「気になる児童」と「個別指導を要す
ると考えられる児童」について生徒指導部会の
中で取り上げることにより、徐々に特別な教育
的支援を必要とする児童の情報が各教職員に浸
透していった。
生徒指導部会の中で検討された児童の中で、
更なる対応が必要な児童は校内委員会で具体的
な対応や役割分担を検討した。
②研修会の内容
平成 30（2018）年度以降は全教職員を対象に、
年に 2 回「支援児童共通理解研修」を実施する
ようにした。
この研修は、
特別支援教育コーディ
ネーターの発案で、どの教職員も同じ視点で児
童を理解し、学校全体で同じ対応ができるよう
になること及び担任が一人で問題を抱え込まず
に済む体制づくりを目的として導入した。研修
の流れは、各担任が職員室で特別な教育的支援
を必要とする児童の顔写真をプロジェクターで
投映し、児童の特性等を述べ、
「校内でパニッ
クを起こし、動けずに固まっている様子を見
かけたら、
『どうしたの？』と優しく言葉をか
けて教室へ導いてほしい」等、全教職員に児童
理解を促し、具体的な対応方法を示すものであ
る。学校司書や英語指導コーディネーター等の
非常勤職員も含め可能な限り多くの教職員が参
加した。開始当初は各担任の熱意が入りすぎて
児童 38 名についての研修が長時間に及ぶこと
もあった。4 年目となる令和 3（2021）年度の
研修では児童 16 名について 20 分で研修が終了
する等、各担任の負担軽減を図りつつ、確実な
情報共有が行われる会となった。回を重ねるに
つれ、対象児童数が減ったのは、全職員が特別
な教育的支援を必要とする児童を把握し、その
対応についても理解が進み、同じ児童を何度も
取り上げる必要がなくなったためである。
また、
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新たに特別な教育的支援を必要とする児童を把
握した場合にも、それまでの研修で培った方法
を一般化して対応できるようになり、更なる支
援を要求する機会が減ったためと考えられた。
令和 2（2020）年度は「支援児童共通理解研修」
の中で SC が特別な教育的支援を必要とする児
童の保護者を SC に繋げることの重要性につい
て研修を行った（図 6）
。これは担任が行う児
童への支援の意図が保護者に伝わりづらいとき
に、SC が支援の意図を保護者へ解説すること
によって、担任の行う支援に理解を示してもら
うためであった。

こ の 会 （ 特 別 支 援 教 育 と 言 っ て も 良 い ） の目 的
• ⾃助努⼒と⽀援のバランスが均衡した状態である
「適正⽀援」を⽬指すこと
本⼈の努⼒

周りからの
⽀援

頑張らせるためには「できること」「できないこと」を知ることが必要

（実態把握、アセスメント）

先生方の悩み
• 「学級経営」と「⽀援を要する児童への対応」の
バランス
学級経営

クラスに不公平感
を抱かせない⼯夫

特別⽀援的
対応
⽀援児童にどこまで
頑張らせるべきか

• ⽀援しようとする意識が⼤事。
• 先⽣⽅の信念・⼤事にしていることは保護者に伝わる。
• SC「あの先⽣は○○君の成⻑を考えている先⽣」と
援護射撃することができる。
援護射撃をするためにも保護者をSCへ繋げてほしい。

SCは家庭と学校の関係を良好にします！

（図 6）SC による研修

研修を経て、学校司書から「図書委員会の活
動で発表する児童が、自由度の高い状況が苦手
であることがわかったので、発表内容を書いて
あげて読ませるようにした」というように、研
修で得た情報を基に各教職員が主体的に考え、
日常的な支援に活かし、校内で連携・相談し合
い、日々の支援に活かしている場面は本校でよ
く見られるようになった。
（3）お助けマンカードの導入
在籍児童が離室・パニックに陥る等したとき、
担任は対象児童への対応とクラス運営の狭間に

立たされるという悩みを抱えやすい。本校は各
教室に校内電話がないにも関わらず、離室した
児童がいるとの情報はすぐに広まり、児童の安
全確保のための対応は行われていたが、限られ
た教職員でこの問題を改善するため、特別支援
教育コーディネーターの発案で「お助けマン
カード」
（図 7）を導入し、
全クラスに配布した。
これは、担任一人で対応することが困難な状況
であるとき、担任がクラスの児童に「お助けマ
ンカード」を職員室へ届けるように指示し、職
員室でカードを受け取った教職員が届けに来た
児童と共に教室へ出向いて対応を補助するとい
う連携システムである。特に、
「お助けマンカ
ード」が発令されや
すいような児童が不
安定になりやすい時
期には特別支援教育
コーディネーターの
割り振りによって、
少なくとも一名の教
職員が職員室に常駐
するように体制を組
む等、組織で対応す
ることに力点を置い
（図 7）お助けマンカード
た。
（4）関係機関との連携
特別な教育的支援を必要とする児童に対する
校内支援を充実させるだけではなく、必要に応
じて他機関との連携を重視してきた。知的障害
特別支援学級及び自閉症・情緒障害特別支援学
級への転籍や言語障害通級指導教室及び発達障
害通級指導教室への通級が望ましいと考えられ
る場合は校内委員会で検討し、保護者の意向を
確認した上で管理職を経由して船橋市総合教育
センターとの連携を図った。船橋市総合教育セ
ンターの主催で専門家チームが派遣され支援が
検討された結果、支援員が配置されて環境が整
備される等の改善がなされた。また、医療機関
を受診する児童のために SC が情報提供書を作
成したことや担任及び管理職が医療機関へ同行
したこともあった。その他、適宜児童相談所等
関係機関との連携を図っている。

5

実践のまとめ

（1）SC としての学校への関わり
SC の業務は学校を見立て、そのニーズと課
題に気付いて体制づくりに寄与することから始
まる。児童や保護者への相談は主要な業務の一
つであることは言うまでもないが、コンサル
テーションが最も重要な業務であり、心理職の
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専門家が学校に所属する目的であると考える。
SC は特別な教育的支援を必要とする児童の担
任から幾度となく「自分以外の担任であれば、
もっと児童にうまく対応できるのではないか」
という悩みを打ち明けられた。そう訴える担任
の児童に対する指導は、SC の目から見て適切
であり、熱心な担任ほど児童や自らの指導に関
する「課題」ばかりに目がいき、着実に積み重
なっている児童の「成長」や自らの指導の「成
果」に気付きにくいように思えた。担任と児童
の関係を俯瞰できる立ち位置にいる SC だから
こそ、担任の指導がどれほど効果的であったか
を伝え、児童の成長を共有し、喜びを分かち合
う。そうすることで担任を力づけてきた。この
関わり方は担任のみならず、保護者へも同様で
あり、担任や保護者の対応に助言をするだけで
なく、「その支援は適切である」と支持し、両
者が安心して児童支援に向き合えるように導く
ことが SC の役割であると考える。
（2）「チームみなほん」の実践
①特別支援教育体制づくりと継続
本校における特別支援教育体制の構築の第一
歩は、担任任せにしない・担任を孤立させない・
問題を抱え込ませないことを目指した思いから
始まった。全教職員が特別な教育的支援を必要
とする児童に対する理解と支援策を共有し、蓄
積していく過程で、担任にとって「指導に乗れ
ない困った児童」と捉えるのではなく、
「
（本人
が）何かに困っている」と捉え直す意識が芽生
えていった。教職員が研修で学んだ支援策を似
たような傾向のある児童に一般化できること、
児童を学校全体で支援していくという意識付け
が図られたこと等の成果が挙げられる。特別支
援教育に関する意識や実践力が高まり、
「チー
ムみなほん」版の特別支援教育が形作られて
いったと考えられる。
児童に対する見立てや理解・支援策が共有さ
れるということは、担任が誰であっても児童の
見立てが一致し、同等の支援がなされることに
近付くことを意味する。つまり、誰が対応して
も特別な教育的ニーズに対応できるという意味
合いで、特別支援教育体制の持続可能性が高
まったと考える。
平成 19（2007）年に文部科学省は「特別支
援教育の推進について（通知）
」の中で、校長
のリーダーシップのもと特別支援教育を推進す
ること、研修等により教員の専門性向上に努め
ること、保護者からの障害に関する相談に対応
すること等を示している。また、現在、生徒指
導提要の改訂が進められている中で、SC 等を

活用した教育相談体制の整備、子供が抱える障
害等を踏まえた支援、関係機関との連携強化、
チーム学校の考え方等を反映する方向性が検討
されている。これらのことを本校は既に実践的
に取り組んでいると言える。
②今後の課題
特別支援教育体制の持続可能性を考える上で
課題となるのが人事異動等に伴う支援体制の脆
弱化である。担任、特別支援教育コーディネー
ター、SC 等対象児童・保護者にとって核とな
る存在や管理職が異動したとしても支援体制を
継承することが今後の課題である。特別支援教
育体制を「持続可能」なものにするため、保護
者とのやり取りを含めた情報等を遂次積み重ね、
次の担任に引き継ぐ準備を絶えず行っている。
管理職の特別支援教育に対する理解や思いは
小学校において極めて重要である。管理職をは
じめ全教職員の特別支援教育に対する「思い」
が継承されていくことこそが、持続可能な特別
支援教育体制の構築に繋がると考えている。
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【実践記録】

ICT を利活用した図画工作科における教材開発について
−子供の創造性を高める図画工作科の実践−

船橋市立芝山西小学校

1

はじめに

「2011 年度に小学校に入学した子供たちの
65％は、大学卒業時には今は存在していない職
業に就くだろう」
。
これは、ニューヨーク市立大学のキャシー・
デビッドソン教授の言葉である。10 ～ 20 年後
には、日本の労働人口の半分が AI 技術やロボッ
トにとって代わられる可能性があるともいわれ
ている。このような時代で生き抜くために、子
供たちはどのような力を学習で身に付ける必要
があるのだろうか。新学習指導要領では身に付
けるべき資質・能力の代表として、思考力、判
断力、表現力を挙げている。物事をじっくり考
え根拠をもとに判断し、相手に分かりやすく伝
える力である。さらに、コミュニケーション力
の育成にも重点を置いている。一人の優れた創
造力はもちろん大事だが、これからはコミュニ
ケーションにより、一人では生み出せないよう
なよりよいアイデアを創り出していくことが期
待されているのだ。だが、創造力を育む図画工
作における子供たちの様子を見ると「自由に表
現してよい」という言葉にアイデアが浮かばず
困惑し、参考作品の真似ばかりしてしまう子が
少なくない。また、コロナ渦により授業の中で
友達と対話する機会も減ってきている。
私はコンピューターには決して代替えできな
い創造力とコミュニケーション力を子供たちが
身に付けるに当たり、ICT を活用することが非
常に有効だと考えた。ICT のメリットを活かし、
子供同士が積極的に意見を共有したり、表現方
法の一つとして活用したりすることによって子
供の世界を広げることができると考える。図画
工作科は全国的なアンケートで「好きだけど、
得意ではない」という結果が出やすい教科でも
ある。その背景には「筆などの道具が上手く使
いこなせない」
「失敗するのが怖い」といった
子供の不安な思いがあると考える。ICT は使い
方を学習すればどの子も簡単に操作でき、失敗
しても何度でもやり直しができる。
豊かな感性や創造力を育むことはあらゆる創
造の源泉となる。自由な感性を引き出し、生き
生きとした表現活動の場を作っていきたい。

2

実践の仮説

3

子供について

教諭

野口

杏

プログラミング的思考を用いた表現活動によ
り、表したいことをみつけ、形や色、構成の美
しさなどの感じを考えることで「表現したい」
「伝えたい」という思いが高まり、創作意欲・
自信の向上に繋がるであろう。

（1）子供の実態
【図画工作科に関する意識調査】
図画工作科を子供はどのように捉えている
か、意識調査アンケートを実施した。
7 月 20 日（男子 17 名 女子 13 名 計 30 名）
きらい
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（図 1）図工の時間が好きですか。
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（図 2）1 番好きなのは、どの時間ですか。
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（図 3）作品を作るときに何か困ることはありますか。
（複数回答）
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好きとまあまあ好きを合わせると、半数以上
の子供が図画工作科の学習が好きであるという
ことがわかる。好きではないと答えた子供に理
由を聞くと、
「友達に作品を見られるのが恥ず
かしいから」
「上手にカッターやはさみが使え
ないから」という理由が挙がった。
（図 1）
また、授業の中では作る時間が最も好きな子
供が多いことがわかった。
（図 2）
「作品を作るときに困ることはありますか。
」
という質問には、
「アイデアが思い浮かばなく
て困る」という子が最も多く、図画工作科が得
意な子も苦手な子も困った経験があることがわ
かった。（図 3）
「ICT（1 人 1 台 タ ブ レ ッ ト ） を 使 う の は 得
意ですか。」という質問をしたところ、23％の
児童が得意ではないと答えた。理由としては、
「ローマ字がわからないところがある」
「みんな
と同じように操作できるかが不安」という意見
が挙がった。
（2）実態調査からの考察
（指導における留意点）
①友達の作品と比較し、自分らしい表現をする
ことに難しさを感じている子がいるため、自
信を持たせることが大切である。
② ICT を扱うことに興味はあるが、難しそう
だと不安に感じている子がいるため、プログ
ラミングの仕方を理解し、慣れさせることが
大切である。
③自分の作品を見てもらうことに恥ずかしさを
感じている子がいるため、自分や友達の作品
を認め合う活動が必要である。

4

実践計画

今回の実践では学習指導要領〔第 3 学年及び
第 4 学年〕のＡ表現で示されている 6 つの内容
のうち、「新しい形をつくるとともに、その形
から発想したりみんなで話し合って考えたりし
ながら作ること」「表したいことに合わせて、
材料や用具の特徴を生かして使うとともに、表
し方を考えて表すこと」を指導する。また、Ｂ
鑑賞で示されている 2 つの内容のうち「自分た
ちの作品や身近な美術作品や制作の過程などを
鑑賞して、よさや面白さを感じ取ること」を指
導する。実態調査からの考察で必要と考えた３
つの留意点を意識し、指導していくための年間
計画を立てた。
（1）常時活動
①「プログラミングを体験しよう」
週に 1 回、朝学習の時間に 1 人 1 台タブレッ
トでプログラミングの学習を体験する。どのよ

うに組み合わせれば思うように動くのか試行錯
誤しながら自ら工夫して表現することで身近な
ツールとしてプログラミングの扱いに慣れてい
く。
②「今日のみいつけた！」
日々の中で一つ
「きれいだな」
「おもしろいな」
「なんだろう」
「気に入ったな」と思ったことを
写真に撮っておき、日直になった日にクラスメ
イトに紹介する。学校生活の中で見つけた色や
形のときめきを共有することで、多様な視点が
生まれ、感じたり想像したり表したりしたもの
から自分の表現をみつけることに慣れることが
できると考える。
①の取組については、
「Viscuit」と「レゴエ
デュケーション WeDo2.0」
「MESH」の 3 つの
プログラミングアプリを朝学習の中で体験し、
それぞれのアプリでできることや操作方法を理
解していく。
②の取組については、教師の目の届く場所で
写真を撮り、電子黒板に写して見たものを共有
する。自分では気が付かなかった友達の視点に
驚いたり、共感したりできる点で、互いを認め
合う活動につながり有効と考える。
（2）単元学習活動
①「三番瀬生き物ワールドを作ろう」
校外学習で体験する「自然が美しい三番瀬」
をテーマに、自分たちだけのオリジナル三番瀬
を教室に再現し、海の楽しい世界を表現しよう
という目的意識を持った表現活動の場を設定す
る。領域は、
「Ｂ鑑賞」に該当するオリジナル
の単元である。中学年の鑑賞のねらいは、身近
にある美術作品や制作の過程などから、造形的
なよさや面白さなどを感じ取ったり、考えたり
し、自分の見方や感じ方を広げることをねらい
としている。今回は「Viscuit」を活用し、自
分が描いた生き物が動き出し、他の友達の作品
と一緒に泳ぐ様子を壁一面に投影させて鑑賞す
る。自分の作品のよさだけでなく、友達の作品
と融合したり、重なり合ったりすることによる
作品の表情の変化や面白さを感じさせ、新たな
表現活動の意欲につなげたいと考える。
②「箱からは何が・・・」
子供が想像をふくらませて、空き箱やカップ
などの身近な材料を変身させる活動である。領
域は「Ａ表現」の「工作に表す」に該当するオ
リジナルの単元である。エコバックが主流とな
り、外出する頻度が減った今、材料は紙袋より
空き箱やカップの方が家庭で集めやすいと判断
した。今回は「MESH」を活用し、明るさや人
を感知して作品から音を出すこともできるよう
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にする。材料の形を生かしながら、表したいこ
とをどう表現するのか考えさせたい。
③「トントンくぎ打ち、コンコンビー玉」
細長い板材に釘を打って、ビー玉が転がる面
白いコースを友達と作ることを通して、主体的
に学習に取り組む態度を培う工作に表す題材で
ある。領域は「Ａ表現」の「工作に表す」に該
当する「トントンくぎ打ち、コンコンビー玉」
の単元である。今回は、
「レゴエデュケーショ
ン WeDo2.0」の扇風機を用いて動く仕掛けも
作ることができるようにする。グループで考え
を出し合いながら釘を打ったり、プログラミン
グをしたレゴを使ったりしてビー玉の転がり方
が面白いコースになるように工夫させたい。
④「アートカードから感じたことを・・・」
アートカードは世界の名画がカードになった
教材である。領域は、
「Ｂ鑑賞」に該当するオ
リジナルの単元である。今回はジャムボードを
活用して、作品の感想をクラス全員分一度に見
られるようにし、自分の見方や感じ方を広げる
ことをねらいとしたい。まず、クラス全体で一
つのアートカードについて話し合い、ジャム
ボード上に一人一つ意見を書く。自分のノート
にも友達の考えがどんどん表されていくため自
分の考えとは違った見方や考え方を知ることが
できる。次に作品からどのようなことがわかる
のか友達の意見も含めて考え、作品にあう題名
をつける。最終的には、自分で好きなアート
カードを３枚選び、自分でオリジナルの物語を
つくっていく。

5

実践の内容・子供の変容

（1）常時学習活動
①「プログラミングを体験しよう」
授業で扱うプログラミングアプリである、
「Viscuit」「 レ ゴ エ デ ュ ケ ー シ ョ ン WeDo2.0」
「MESH」の使い方の説明をした。
「Viscuit」では、魚を横に動かすだけのシン
プルな操作し
かできなかった
が、回数を重ね
るにつれて口を
開けたり閉じた
りしながら泳ぐ
魚を作ることが
でき、花火のよ
うな連続する美 （資料 1）レゴエデュケーション
WeDo2.0 を体験している様子
しい模様もプロ
グラミングでき
るようになった。

②「今日のみいつけた！」
最初は何を撮影したらいいかわからないとい
う子も多かったが、
「形や色」といった視点を
与え、友達に気持ちを共感してもらう体験を通
して、自分から
「ここがきれい
だね」
「形がお
もしろいよ」と
積極的に探すこ
とができるよう
（資料 2）見つけた色・形の写真
になった。
（2）単元学習活動
①「三番瀬生き物ワールドを作ろう」
本単元の一番のねらいは、最終的に視聴覚室
をオリジナル三番瀬にし、生き生きとした鑑賞
活動の場として友達と交流を図ることにある。
【1・2 時間目】
三番瀬の生き物について調べ、生き物の形や
色を知る。生き物をデザインし、描く。生き物
の動きを「Viscuit」でプログラミングする。
【3 時間目】
プロジェクターでクラス全員の作品を大きな
スクリーンに映し出し、友達の作品と融合させ
てみる。色や形の重なりを見て、さらに新しい
作品をデザイン
し、画面上で泳
がせてみる。作
品を見て気に
入った場面の写
真を撮り、オリ （資料 3）全員の作品を映し出す
ジナル三番瀬の
世界を感じる。
【4 時間目】
ロイロノートに
作品の気に入った
ところを書き、前
時で撮影したお気
に入りの写真を添
える。自分が気に
（資料 4）感想の一覧
入ったところはど
こか紹介しあい、クラスで意見を共有した。
〈単元を終えての感想〉
○自分が作った魚
が友達の魚と一
緒に泳いでいる
のが嬉しかった。
○最初は生き物の
動きをプログラ
（資料 5）鑑賞会の様子
ミングするのが
難しかったけど、何度も作り直して自分が
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思っていた動きにできて心がすっきりして気
持ちよかった。
○大きな画面で作品をみると、水族館にいるよ
うな気分になってうきうきした気持ちになっ
た。
②「箱からは何が・・・」
今回は身近な材料の形や色などの感じをもと
に、箱（カップなども含む）から想像した生き
物などを楽しみながらつくり、表したいことを
どう表現するのかを考えさせることとした。
【1 時間目】
子供が用意した箱をじっくり見たり、ふれた
りしてそれぞれの形から自分のイメージを広げ
ていく。
【2・3・4 時間目】
思いついた生き物などをどのように表すこと
ができるか考える。この際、子供たちは材料
としてモールや折り紙、目玉シール、色画用
紙、トイレットペー
パーの芯、毛糸など
を使用する。作品が
完成に近づいたら
MESH ブ ロ ッ ク を
使用し、音のタイミ
ン グ な ど を プ ロ グ （資料 6）MESH のプログラ
ミングをする様子
ラミングする。
【5 時間目】
友達の作品を鑑賞し合い、よさや工夫につい
て伝え合った。
〈単元を終えての感想〉
○友達の作品は口を
開くと、歌い出す
仕掛けがあった。
本当に生きている
動物みたいで面白
かった。
○人が近付くと話
し か け る 作 品 を （資料 7）作った作品で遊ぶ
様子
つくった。友達が
（作ったものに）
話しかけてくれてうれしかっ
た。
③「トントンくぎ打ち、コンコンビー玉」
教科書の「トントンくぎ打ち、コンコンビー
玉」は、細長い板材に釘を打って、ビー玉が転
がる面白いコースを友達とつくる内容になって
いる。
【1 時間目】
ビー玉が転がるコースを班ごとにつくること
と釘打ちや釘抜きについて知る。
（釘の長さは、
25 ～ 38 ㎜のものを 5 種類ほど用意した。
）

【2 時間目】
班ごとで板に
釘を打ってビー
玉が転がるコー
スをつくり、試
（資料 8）コース作りの様子
していく。
【3・4・5 時間目】
コ ー ス 作 り の 際、 レ ゴ エ デ ュ ケ ー シ ョ ン
WeDo2.0 も使用し
てよいことを伝え
る。試しながらつ
くり、つくり変え
て面白いコースを
（資料 9）コースを試す様子
つくる。
【6 時間目】
班ごとにつくったコースを紹介し合い、他の
班のビー玉転がしで遊ぶ。
〈単元を終えての感想〉
○扇風機にビー
ズをつけて回
転したときに
ビーズが落
ちて障害物に
なるように工
夫した。輪ゴ （資料 10）扇風機のプログラミ
ムを釘でとめ ングをする様子
ておもしろい
コースができた。
○金槌を打つ音や自分の声を録音して、ビー玉
が転がってきた時に音が出て迫力がでるよう
にした。
○扇風機にぶつかったビー玉が面白い動きをし
て楽しかった。
④「アートカードから感じたことを・・・」
アートカードを
通して、美術作品
に親しみ、作品の
楽しさや面白さを
自分なりに感じ取
り、感じたことを （資料 11）カードから気づい
話し合う鑑賞の内 たことを話し合う様子
容である。
【1 時間目】
ジャムボード
の使い方を説明
し、絵画を見て
感じたこと、気
づいたことを付
箋に書いて提出 （資料 12）ジャムボードを使っ
する。友達の意 て意見を共有する様子
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見がリアルタイムで自分の端末に反映されるの
で、友達がどのように作品の面白さや楽しさを
感じ取っているのか知ることができていた。
【2 時間目】
好きなアートカードを決め、自分が感じたま
まに題名をつける。
題名をつけたらロ
イロノートで提出
し、クラスで共有
する。その後さら
に カ ー ド を3枚 選
び、オリジナルの （資料 13）題名を付けた様子
物語をつくった。
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（図 6）作品を作るときに何か困ることはありますか。
（複数回答）
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（資料 14）選んだ
絵とオリジナルの
物語

7%

あまり
4%

とても
41%

まあまあ

44%

とても

〈単元を終えての感想〉
○友達の意見を聞いて、逆さまにみると別の作
品に見えることに気づいた。
○友達が作った話が絵に合っていて面白かっ
た。
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実態の追跡調査（10 月）

10 月 22 日（男子 17 名

女子 13 名

計 30 名）
きらい
0%

すきではない
0%

とてもすき
60%

ふつう
6%
すき
34%

とてもすき

すき

ふつう

すきではない

きらい

（図 4）図工の時間が好きですか。

20
15
10
5
0
考える時間

作る時間

見る時間

そのほか

（図 5）１番好きなのは、どの時間ですか。

まあまあ

あまり

ほとんど

まったく

（図 7）プログラミングを使った図工をしてみて自信
はつきましたか。
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成果と課題

（1）成果
一つ目は、常時活動としてのプログラミング
を体験するという活動が子供たちの表現の幅を
広げ、図画工作科に対して自信を持つことがで
きる子が増えたことである。実際にプログラミ
ングを取り入れた図工の授業で自信がついたか
をアンケートすると 80％の子供が以前より自
信がついたと答えた。
（図 7）
7 月のアンケートと比べると図画工作科が好
きだと答える子も増えている。
（図 4）
以前は図工が好きではないと答えていた
子に、どうして好きに変わったのか聞くと、
「Viscuit」で描いた絵を友達に褒めてもらい、
自信がついたと話していた。表現する方法の一
つとして「プログラミング」が増えたことは子
供の活躍の場を増やすことにつながるのだと実
感した。また、常時活動の「今日のみいつけ
た！」において互いの感性を共感し合う活動を
していたこともお互いを認め合う雰囲気作りに
つながったと考える。
二つ目は、プログラミングを活用した授業を
行ったことで、子供たちの創作意欲が向上した
ことである。
「箱からは何が・・・」の学習では、
「MESH」を用いたことで箱から音を出すことが
できるようになった。自分が作った作品が生き物
の鳴き声を発したり、口を開ければ歌を歌ったり
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するのは目だけでなく耳にも訴える表現を可能に
する。
「今日は図工の授業があるから学校を楽し
みにしてきた！」という子もおり、ICTを活用す
ることで子供のやる気が高まることを実感した。
三つ目は、発想豊かに、物事を順序立てて考
えることの楽しさや難しさを知ることができる
ことである。アンケート結果を見ると、一番好
きな時間として「考える時間」を挙げた子が７
月と比べて増加している。
（図 5）
「トントンくぎ打ち、コンコンビー玉」の学
習では、「レゴエデュケーション WeDo2.0」を
材料の一つとして子供たちに提示したことで、
どうすれば自分たちが思ったように動かせるの
か相談し合い、試行錯誤しながらコース作りを
楽しむ姿が見られた。作るだけでなく、出来上
がるまでの過程を楽しむ姿があった。
四つ目は自分で考え、行動する力の向上であ
る。
「三番瀬生き物ワールドを作ろう」の学習
では、「Viscuit」アプリを使ってそれぞれが海
の生き物を描き、
動き方をプログラミングした。
「クラゲは左右にゆれながら動くから・・。
」
とその生き物に合わせた動きを自分で考え試行
錯誤しながらプログラミングする様子が見られ
た。以前はわからない時には聞きに来る子が多
かったが、
「自分で考えてみたい！」と挑戦す
る様子に成長を感じた。
五つ目はコミュニケーション力の向上であ
る。アートカードを使った鑑賞の授業ではジャ
ムボードを用いてクラス全員の意見を電子黒板
で共有し合った。普段の授業では、友達の意見
が自分の持っているノートにリアルタイムで映
し出されることはないが、1 人 1 台タブレット
を使えば可能になる。自分の意見が友達のノー
トにすぐ共有され、発表が苦手な子でも自分の
意見を伝えることができた。悩んだり、迷った
りしたときでも気軽に友達の意見を見ることが
できるためアンケート結果にもあるように「作
品を作るときに特に困っていることはない」と
７月に書いた鑑賞カード

10 月に書いた鑑賞カード

答える子が多かったようである。
（図 6）
（2）課題
ICTを活用した授業実践は子供の個性豊かな
表現を引き出すのに効果的であったものの、ICT
機器の不具合が生じると活動が十分にできなく
なってしまうことである。容量が重すぎると動作
しなくなってしまうことやアプリが上手く起動
せずプログラミングができない時があった。ま
た、ICT機器は子供たちにとってとても魅力的で
ある。提示するタイミングが早すぎると作品作
りよりも1人1台タブレットを扱うことに集中し
てしまうおそれがある。材料として提示する際
にはタイミングに注意する必要があると感じた。
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おわりに

私はこの実践を通して、現代の子供たちの豊
かな発想力や創造力を高めるためにはICTの活
用が効果的であると実感した。確かに何にでも
ICTを取り入れればよい活動になるわけではな
い。だが、アンケートの調査結果や授業中の様
子からもわかるように、ICTを活用した授業で
は子供たちが自信を持って自由に表現し、進ん
で作品を伝え合う様子が多くみられたのである。
この背景には ICT が子供たちにとって馴染
みのあるツールであること、何度でもやり直し
ができるために様々な表現に挑戦しやすいこと
が挙げられると考える。筆を使って描くのが苦
手な子でも、プログラミングソフトを使えば自
分が表したい表現ができる。間違えても大丈夫
という安心感があるからこそダイナミックな表
現に挑戦できる子もいる。実際、私のクラスに
絵を描くのが苦手で図工が嫌いな子がいたが、
「Viscuit」アプリに出会ったことで絵を描くの
が好きになり、クラスのお楽しみ会では進んで
イラストを描く係に立候補するまでになった。
次代を切り拓く子供たちには、既存の知識や
アイデアを活用してさらに新しいものを生み出
す力が求められる。子供の豊かな発想力を育み
世界を広げる創造力を養うためにも、
「できる
ようになった」と喜ぶ子供が見られる授業を考
えていきたい。
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【研究論文】

問題を科学的に解決しようとする児童の育成

−教師が科学的な見方・考え方を意識して授業づくりを行うことで−
船橋市立小栗原小学校

1

研究主題について

（1）「問題」とは
以下の記述は新理科教育語辞典（井口尚之、
初教出版、1991）に記述されているものである。
ここでは、「問題」について以下のように記さ
れている。
（問題）は既有の知識や先行経験によって関係づけられ、疑
問が焦点化され、それを検証する方法も見えてきたとき、す
なわち、先行経験とのずれ、類似現象の想起など、論理的、
構造的に思考がなされ、何がどのようにおかしいのか、ある
程度解決へ見通しがたったものである。

この記述を基に考えると、「問題」とは、わ
からない事象について、自身がもっている情報
と比較して解決すべき点を取り出して解決の糸
口を探ることである。
（2）「科学的に解決しようとする」とは
以下の記述は学習指導要領小学校理科に記述
されているものである。ここでは、「科学的」
について以下のように記されている。
①再現性…仮説を観察や実験などを通して実証するとき、人
や時間や場所を変えて複数回行っても同一の実験条件下で
は、同一の結果が得られるという条件である。
②実証性…考えられた仮説が観察や実験などによって検討す
ることができるという条件である。
③客観性…実証性や再現性という条件を満足することによ
り、多くの人々により承認され、公認されるという条件で
ある。

「科学的に解決しようとする」とは、問題を
解決するうえで、
これら３点を相互的に捉えて、
より妥当な解を導こうとする（法則や傾向を見
いだす）姿のことである。

2

主題設定の理由

社会の変化と向き合い、他者と協働して課題
を解決することができる児童や多様な情報を見
極め、知識の概念的な理解と知識を再構成する
ことができる児童の育成をより充実したものと
するため、学習指導要領の改訂に伴い、学習過
程がより具体的になった。しかし、改訂からま
だ日が浅いため、実践例も少ない。そのため、
理科の目標にある「問題を科学的に解決する」
を基盤として、問題を科学的に解決しようとす
る児童の育成をテーマとし、改訂された内容を
充実させる研究を行った。
問題を科学的に解決しようとする児童を育成
するためには、資質・能力を育てる必要がある。
資質・能力は、今回の改訂で①知識・技能、②

教諭

岡﨑

鷹志

思考力・判断力・表現力等、③主体的に学びに
向かう態度の３つに整理されており、それらを
育成するためには、どんな視点、考え方で事物・
現象と関わるのかが重要とされる。児童が見
方・考え方を働かせて、問題解決しようとする
力が求められる。そこで、まず教師が見方・考
え方を整理・理解し、指導することで本研究の
目的を達成することができるのではないかと考
えた。
・変化に向き合い、他者と協働して課題解決できる。
・情報を見極め、知識の概念的な理解と知識の再構築ができる。
＜育成したい児童像＞
資料１ 主題と副問題を科学的に解決しようとする児童
題について

資質・能力を育てる。
（知・技／思・判・表／主）

見方・考え方を働かせる。
（どんな視点で・どんな考えで）

教師が科学的な見方・考え方を理解し、見方・考え方を単元の土台とする。

（資料 1）主題と副題について

3

研究目標及び研究仮説

（1）研究目標
理科学習において、問題を科学的に解決しよ
うとする児童を育成するために、教師が理科の
見方・考え方を意識して授業づくりを行うこと
の有効性を明らかにする。
（2）研究仮説
理科学習での問題解決的な学習において、以
下の 3 つの手立てを講じることで、問題を科学
的に解決しようとする児童を育てることができ
るであろう。
①本実践で想定する見方・考え方を明らかにする。
②単元構成を工夫する。
③単元の有効な場面に活用課題や理解深化の課題を取
り入れる。

これらについては、以下で説明する。
①「本実践で想定する見方・考え方を明らかに
する」について
・単元の領域ごとにある見方・考え方の定義を
明確に定め、どのような場面で見方・考え方
が働いているかを具体的にする。
・
「なぜ～」や「どうして～」
、
「同じところは
どこかな。
」など、児童が見方・考え方を働
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かせる状況が生まれる発問を用意しておく。
②「単元構成を工夫する」について
・児童がどのような既有の知識や先行経験を問
題と結びつけて捉えるかを予測して単元計画
を組む。さらに、自然に見方・考え方を働か
せることができるように次時につなげる発言
を考え、単元の流れを組むことで、児童の見
方・考え方を広げられるようにしていく。
・各時間で想定される児童の発言や考えと見
方・考え方について、指導計画に整理し、児
童が意識して一貫性のある見方・考え方を働
かせることができるように単元を構成する。
③「単元の有効な場面に活用課題や理解深化の
課題を取り入れる」について
・児童が単元を通して得た、既有の知識や先行
経験を使って、事物・現象を捉えたり原因に
ついて調べたりすることができる教材を提示
し、見方・考え方を働かせる場を設定する。
（3）検証計画
以下の方法でそれぞれについて研究仮説を検
証していくこととする。
検証資料

収集場面

〇抽出児の観察
〇抽出児のノート
（考察）
〇児童全員のノー
ト（考察）

〇実践の初・
中・末期
〇実践の過程

検証方法
〇授業中の発言から考察する。
○検証 授業の 考 察を３ 段階評
価で振り分け、集計する。
※小数点は、四捨五入して算出する。

〇毎時 間、児 童 の考察 を確認
し、児童の変容を捉える。

（資料２）検証計画
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指導の実際と考察

（1）実践事例１（４月）
①単元名 「ものの燃え方」
②単元目標
・空気の変化に着目して、ものの燃え方を多面
的に調べる活動を通して、燃焼の仕組みにつ
いての理解を図り、実験などに関する技能を
身に着けるとともに、主により妥当な考えを
つくりだす力や主体的に問題解決しようとす
る態度を育成する。
③本実践で想定する見方・考え方
本単元は、
「粒子」を柱とする領域である。
本実践で働くと想定している見方・考え方は以
下の通りである。
＜見方＞質的・実体的な視点
質的とは
物の重さや性質、量

＜想定される児童の発言例＞
・燃える前と燃えた後で空気の成分が変わったと思う。
・空気の量が減ったと思う。
実体的とは

見えない物の見える化

＜想定される児童の発言例＞
・空気を粒で説明すると、…。
・イメージ図にすると、…。
＜考え方＞多面的に考える（第６学年 ）
多面的に考えることとは

・自分だけでなく他の人の予想や仮説も含めて考えること。
・予想や仮説、実験方法などを振り返り、再検討しようと考えること。
・複数の観察、実験などから得た結果を基にして考えること。

④指導計画（マーカー部分は次時につながる発言）
時
学習内容
児童の発言から読み取れる見方（〇）・考え方（●）
１ な ぜ 容 器 に ふ た を〇空気の量が減ったと思う。（質的）
す る と 中 の ろ う そ〇古い空気になったと思う。（質的）
く の 火 が 消 え た の〇空気を粒で説明すると、…。（実体的）
だろうか。
※以降、本単元の学習では空気の変化を図や絵、
文を用いて表現するようにさせる。
〇燃える前と燃えた後で空気の成分が変わったと思う。（質的）
２ ろ う そ く の 火 が 燃〇酸素が減ったのだと思う。（質的）
え る 前 と 後 で は 、〇空気の成分が変わるという意見は、違うものになったという
容 器 の 中 の 空 気 に 意味で、空気の量が減ったという意味ではないね。（質的）
違 い が あ る の だ ろ〇実験結果から空気の量ではなく、空気の成分が酸素から
うか。
二酸化炭素に変わったことがわかる。（質的）
〇火が燃える前と後では酸素が減り、二酸化炭素が増えた。
火が消えたのは、空気の質が変わったからだ。（質的）
●火が消えた原因は、酸素が減ったからなのか、二酸化
炭素が増えたからなのか、どちらに原因があるのだろ
うか。（多面的）
３ 空気の成分には、火を〇酸素の量が減ったから火が消えたのだと思う。（質的）
燃 や す の を 助 け る 働●物を燃やすのを助ける空気の成分は、酸素だった。でも、
き が あ る も の が 含 ま 二酸化炭素が増えたから、もしかしたら二酸化炭素が火
れているのだろうか。 を消した可能性もあるね。（多面的）
４ 二 酸 化 炭 素 の 成 分○火を燃やした後に測定すると、二酸化炭素が増えてい
に は 、 火 を 消 す 働 るから二酸化炭素が火を消したのだと思う。（質的）
き が あ る の だ ろ う●実験結果 から容 器の中を二 酸化炭 素だけの状 態に す
か。
ると、火はつきもしなかった。二酸化炭素が火を消す
という よりも 酸素 が火を 燃やす のを 助ける 働きが あ
ると考える方が妥当かな。（多面的）
●酸素さえあれば火が燃え続けるということかな。（多面的）
５ 容 器 内 の ろ う そ く〇火を燃や すのを 助ける働き がある 酸素を送り 込め れ
の 火 を 燃 や し 続 け ばいい。（質的）
る に は 、 ど う す れ●下に隙間があって、酸素が入れるはずなのに火は消え
ば よ い の だ ろ う てしまった。他にも条件があるのかな。（多面的）
か。
●酸素が多 い空気 が入る道と 燃えた 後の二酸化 炭素 が
多い空気が出る道を作ることも必要だったんだね（空
気の通り道）。（多面的）
６ ア ル ミ ホ イ ル １ 枚○火が燃え続けるということは、アルミホイルを使うこ
を ペ ッ ト ボ ト ル の とで燃え続けるための条件ができたんだね。（質的）
口 に 差 し 込 む と ろ〇酸素が多い空気が入り、二酸化炭素が多い空気が出て
う そ く の 火 が 燃 え 行っている。（質的）
続 け る の は な ぜ だ〇火に温め られた 空気や外の 冷たい 空気の移動 につ い
ろうか。
ても考える必要があるね。（質的）
〇空気の出る道と入る道をアルミホイルで作ることが
（活用課題）
できれば火を燃やし続けることができるね。（質的）

⑤授業の実際
【1 時間目】
なぜ容器にふたをすると中のろうそくの火が消
えたのだろうか。
単元の導入では、容器の中に入っているろう
そくの火が消える事象を見せて、その原因につ
いて考えさせた。空気の量や性質の変化に着目
させ、イメージ図を使って予想を伝え合うこと
で、単元で働かせる見方・考え方の方向性を定
めることができた。
【2 時間目】
ろうそくの火が燃える前と後では、容器の中の
空気に違いがあるのだろうか。
1 時間目の予想を基に、空気の量や性質の変
化について調べる活動を行った。酸素の割合が
減り、二酸化炭素の割合が増えるという実験結
果から火が消えた原因は空気の性質の変化にあ
ることに気付いていた。空気の性質の変化に
よって、
火を燃やすのを助ける働きがあるのか、
それとも火を消す働きがあるものがあるのかに
ついて調べていくことになった。
【3・4 時間目】
空気の成分には、火を燃やすのを助ける働きが
あるものが含まれているのだろうか。
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二酸化炭素の成分には、火を消す働きがある
のだろうか。
容器内の酸素、二酸化炭素、窒素の量を変え
て、火を燃やす働きがあるものや火を消す働き
があるものについて調べ、実験結果から火が
消えた原因は、酸素には火を燃やすのを助ける
働きがあると考えるのが妥当であると考えてい
た。
【5 時間目】
容器内のろうそくの火を燃やし続けるには、ど
うすればよいのだろうか。
容器内のろうそくの火が燃え続けるために、
酸素の必要性や火を燃やした後に出た二酸化炭
素が多い空気を外に逃がす道（空気の通り道）
を作る必要性を感じさせることができた。火が
消える原因を空気の性質の変化のみならず、動
きにも着目させて考えさせることで、燃え続け
るために必要な条件を整理し、理解を深めるこ
とができた。
⑥検証授業の概要
【6 時間目】
アルミホイル１枚をペットボトルの口に差し込む
とろうそくの火が燃え続けるのはなぜだろうか。
単元を通して働かせて
き た 見 方・ 考 え 方 を こ の
場面でも生かして課題解
決することができるかに
焦点を当てて授業展開を
（資料 3）６時間目に
行 っ た。 児 童 は、 容 器 の
提示した活用課題
口 の 部 分 に 着 目 し、 二 つ
の穴が開いていること、そこから空気の出入り
があることに気付いた。また、空気の出入り口
がそれぞれ仕切りで分かれており、空気の渋滞
が起きないように整備されていることについて
も気付いていた。
空気が上昇して出て行ったり、
下降して容器に入って行ったりする現象につい
て、空気の温度と体積の観点から説明し合う様
子が見られた。
⑦検証授業の分析と考察
（1）分析
本単元において 6 時間目に火が燃え続けるに
は「空気の通り道が必要であること」
「酸素が
必要であること」
「暖かい空気は上昇し、冷た
い空気は下降すること」を扱った活用課題を取
り入れたことは、児童が質的・実体的な見方を
働かせ、多面的に考える上で、効果的であっ
た。このことは、火が燃え続けているときの容
器内の様子について記述させた際に、
「空気の
通り道ができており、・・・」や「酸素が多い
空気が入って、二酸化炭素が多い空気が出るこ

とができるため・・・」などと、火が燃え続け
ることができる条件を空気の質について、図や
言葉で適切に考察している（Ａ評価の）児童が
69％いたことから判断できる。本実践では、
「思
考・判断・表現」の評価を毎回の授業の考察で
3 段階に評価をした。
（6．で示す。
）また、6 時
間目に行った活用課題について、以下のような
基準でＡから C までの評価を行った。
・ペットボトル内のろうそくの火を燃やし続けるためには、
空気の通り道を作ることが必要であること、空気の循環が
「ものの温まり方」で学習した空気の体積変化によって行
われていることについて図を使うなどして、適切に表現し
ている。
【Ａ評価】
・ペットボトル内のろうそくの火を燃やし続けるためには、空
気の通り道を作ることが必要であることについて図を使うな
どしながら、適切に表現することができている。【Ｂ評価】
・なぜそのような現象が起きたのか、解を導き出せない。

【Ｃ評価】

＜Ａ評価とするポイント＞（25/36 名≒ 69％）

（資料 4）Ａ評価となった児童の考察

「暖まった二酸化炭素が多い空気が上へ上が
り片方の穴から出ていく」ことや「もう片方の
穴から外にある酸素を多く含んだ空気が入って
いく」ことが記されている。空気の通り道や温
度による空気の体積変化などについて図と言葉
で適切に説明することができている。
＜Ｂ評価とするポイント＞（7/36 ≒ 19％）

（資料 5）Ｂ評価となった児童の考察

「新しい空気と古い空気の出入り口がある」
や「アルミホイルがしきりになって分けられて
いる」など、大体の事物・現象への説明ができ
ている。しかし、新しい空気や古い空気が酸素
や二酸化炭素などを意味しているのかを文中か
ら読み取ることができない。また、それらがな
ぜ、どのように入れ替わっているのかの説明が
ついていないため不十分であるといえる。
＜Ｃ評価とするポイント＞（４/36 ≒ 11％）

（資料 6）Ｃ評価となった児童の考察
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火が燃え続けるための条件である酸素を中に
取り入れることについては触れているものの、
事物・現象に対する具体的な説明が不足してい
るため不十分であるといえる。
（2）考察
これらの検証から、どのような条件下でも火
を燃やし続けるには空気の通り道
（酸素が入り、
二酸化炭素が出ていくことができる部分）が必
要なこと、暖かい空気は上昇し、冷えた空気が
下降することについて、質的・実体的に捉えて、
考えさせることができた。検証授業においても
酸素や二酸化炭素を色分けして図で表し、空
気の存在や成分の違い、動きを視覚的に捉えて
説明することができている児童が多かった。一
方、図を使わないで考察を行った児童について
は、空気の質のみに触れており、その仕組みや
燃え続けている現象を適切に説明するまでには
至らなかった。これらの児童は単元を通して、
質的な見方は働かせることができたが、実体的
な見方は十分に働かせることができていなかっ
たと考えられる。２つの見方を共に働かせるこ
とができるよう、価値付けていく必要がある。
（1）実践事例 2（9 月）
①単元名 「植物のからだのはたらき」
②単元目標
・植物のからだのはたらきと体内の水などの行
方や葉で養分を作る働きに着目して、生命を
維持する働きを多面的に調べる活動を通し
て、植物の体のつくりと働きについての理解
を図り、実験などに関する技能を身に付ける
とともに、主により妥当な考えをつくりだす
力や生命を尊重する態度、主体的に問題解決
しようとする態度を育成する。
③本実践で想定する見方・考え方
本単元は、
「生命」を柱とする領域である。
本実践で働くと想定している見方・考え方は以
下の通りである。
＜見方＞共通性・多様性な視点
共通性とは
似ている・同じところ
＜想定される児童の発言例＞
・人の血液と同じように植物も水が植物のからだ全体
に行き届く血管のようなものがあると思う。
・どの植物にも道管が見られ、水の通り道があるといえる。
・道管がホウセンカと似た配置の野菜は・・・
多様性とは
違うところ

＜想定される児童の発言例＞
・ホウセンカの道管と比較すると規則正しく並んでいない。
＜考え方＞多面的に考える（第６学年）
多面的に考えることとは
・自分だけでなく他の人の予想や仮説も含めて考えること。
・ 予想や仮説、実験方法などを振り返り、再検討しようと考えること。
・複数の観察、実験などから得た結果を基にして考えること。

④指導計画（マーカー部分は次時につながる発言）
時
１
・
２

学習内容
児童の発言から読み取れる見方（〇）・考え方（●）
植 物 は ど の よ う に し て〇人間と同じように血管のような管があるの
水 を 全 体 に 送 っ て い る ではないかな。（共通性）
のだろうか。
○実験結果からホウセンカは血管の管のようなもの
を使って水を全身に届けている。（共通性）
（ホウセンカを使って）
●どの植物にも当てはまるのかな。（多面的）

３

４

５

６

７

様 々 な 野 菜 の 水 の 通 り〇どの植物にも水は必要だから水の通り道は
道 は ど の よ う に な っ て あると思う。（共通性）
いるのだろうか。
〇水分が多い植物は道管が多かったり、太っ
（理解深化）
かったりすると思う。（多様性）
〇どの植物にも道管はあり、水の通り道が存在
している。（共通性）
●茎の断面にある道管の配置は葉脈の見え方によっ
て決まっていることに気付いた。（多面的）
●人間や動物のように血管があって水が体内を
ぐるぐると回っているなら、新しく水を上げる
必要がないのではないかな。（多面的）
ホ ウ セ ン カ の か ら だ を〇人間は汗や尿で水分を外に出しているから植物もか
通 っ て 、 葉 ま で 運 ば れ らだのどこかから水を出していると思う（共通性）
た 水 は 、 そ の 後 ど う な〇人間の体にある血管と同じように体内を水が
るのだろうか。
循環しているのではないかな。（共通性）
○実験結果からホウセンカは人間の汗と同じよう
に葉から蒸発して水が出ていく。（共通性）
●他の植物にも同じことが当てはまるのかな。（多面的）
他 の 植 物 も ホ ウ セ ン カ○どの植物にも道管が存在していたから同じよ
と 同 じ よ う に 植 物 内 の うに葉から蒸散していると思う。（共通性）
水 が 蒸 発 し て い る の だ○どの植物にも道管が存在していたが、その配
ろうか。
置は大きく２パターンに分かれていたから、
どちらかのパターンは葉から蒸散していない
かもしれない。（多様性）
○実験結果からどの植物にも共通して葉から蒸
散していることが分かった。（共通性）
●栄養はどのようにとっているのかな。（多面的）
植 物 の 栄 養 は ど こ で 作○人間と同じように他から栄養を得ているので
られるのだろうか。
はないかな（共通性）
○人間や動物と違って口がないから、他から栄養を得て
いるとは考えにくいのではないかな。（多様性）
○実験結果から人間と違って光に当たることで自ら
の葉で栄養をつくりだしている。（多様性）
●道管について調べたときにも違いがあったか
ら、他の植物でもいえるか調べる必要がある
ね。（多面的）
他 の 植 物 で も 日 光 に 当〇道管の配置がホウセンカやジャガイモとトウモ
た る と 葉 で で ん ぷ ん を ロコシでは違ったからトウモロコシはでんぷん
作るのだろうか。
ができないと思う。（共通性・多様性）
●どの植物も日光が当たると主に葉からでんぷん
を作っていることが証明できた。（多面的）

⑤授業の実際
【1・2 時間目】
植物はどのようにして水を全体に送っているの
だろうか。
単元の導入では、本
単元の前に学習した
「人の体のつくり」を
想起して、植物が水を
どのように全身に送っ
ているかを予想できる （ 資 料 7） 人 間 の 血 管 を
よう発問した。児童は 想起して立てている予想
人間と植物を比較する
ことで「植物は体内に血管のような管があり、
その管の中を水が通って全身に運んでいるので
はないか」など、人間と似ているところについ
て話し合っていた。
2 時間目には、予想を基に根・茎・葉の断面
の様子を観察した。ファンタジー染色液を根か
ら吸わせて、植物がどのように水を吸い上げて
全身に送っているかを
タブレットにタブレッ
ト用カメラレンズを付
けて観察した。管のよ
うなものを使って植物
の体全体に水を送り届 （資料８）タブレットに
けていることを理解し タブレット用レンズを付
けての観察
ていた。
まとめを行った際に
は、あえて主語に「ホウセンカは」と書き始め
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させることで、他の植物についても目を向けさ
せる工夫を施した。
【4 時間目】
ホウセンカのからだを通って、葉まで運ばれた
水は、その後どうなるのだろうか。
ホウセンカの葉まで
届いた水のその後の行
方について予想し、実
験を行った。人間の血
管のように循環してい
るという考えや日に当
たることで人間が汗を （ 資 料 9） 人 間 と 比 較 し
かくのと同じように蒸 ながら予想を立てている
様子
発するという考え、根
から地面に戻っていくという考えなどがあっ
た。水が植物内の体内で循環しているのであれ
ば、新たに水を与えなくて済むことや根から水
が出ていくなら水を再利用できることになるな
ど、予想に対して様々な意見が出た。植物に水
を与えた後、乾燥した土に植物を植えても水が
出てきたり、土が湿ったりしていないことなど、
実験結果に見通しをもって実験方法を考えてい
た。蒸散についても植物のどこから水が出てき
ているのかを部分ごとに分けて調べようという
意見を基に実験を行った。実験結果から葉から
蒸散することに気付いていた。
【5 時間目】
他の植物もホウセンカと同じように植物内の水
が蒸発しているのだろうか。
校庭や裏庭の他の植物についてもホウセンカ
と同様に調べ、どの植物も葉から蒸散している
ことについて理解を深めている様子であった。
【6 時間目】
植物の栄養はどこで作られるのだろうか。
人間と植物の栄養の取り方の違いに着目し、
植物は成長に必要な栄養をどのように得ている
のかを調べる活動を行った。５年生で育てたエ
ンドウ豆の発芽の条件などから、日光に着目し
て予想を立てていた。日光自体に栄養が含まれ
ているという意見と日光に当たることで植物の
体内から栄養を作ることができるようにすると
いう意見が出た。前者は、日光に当たったもの
にヨウ素を垂らすことで違うことを証明するこ
とができていた。植物と人間の栄養の取り方の
違いを考察する児童が多かった。
【7 時間目】
他の植物でも日光に当たると葉ででんぷんを作
るのだろうか。
前時の終末に他の植物も同じなのかという意
見が出たため、校庭や裏庭に生えている植物で

も同様の実験を行った。
カタバミやホトケノザ、
エノコログサなどは、ヨウ素でんぷん反応を示
したが、竹の葉や紅葉した葉はヨウ素でんぷん
反応を示さなかった。共通している点や違う点
について探ろうとしている様子であった。後に
児童はタブレットで調べ、植物の葉にはでんぷ
ん葉（カタバミやホトケノザ、エノコログサな
ど）と糖葉（竹の葉やネギ、
ホウレンソウなど）
に分かれていることなど、共通性や多様性に気
付き、ノートにまとめていた。
⑥検証授業の概要
【3 時間目】
様々な野菜の水の通り道はどのようになってい
るのだろうか。
児童が単元を通して
「 共 通 性・ 多 様 性 」 の
見方を働かせることが
できるように、他の野
菜の水の通り道につい
て調べる活動を行っ
た。児童から挙がった （資料 10）トウモロコシ
他の調べたい植物や野 の観察
菜 を 集 め た。7 種 類 の
野菜（レタス・アスパ
ラガス・水菜・ブロッ
コリー・セロリ・パセ
リ・トウモロコシ）を
用意し、断面の様子を
タブレットで顕微鏡の （資料 11）タブレットで
中の様子を撮影し、比 撮影したアスパラガスの
断面図
較を行った。共通して
いるところと違うところを見つける活動を通し
て、どの植物にも道管が存在し、道管を使って
水を全身に送っているという共通性や道管の配
置の違い（多様性）に気付くことができていた。
また、道管の配列で分別していくと葉脈の仲間
分けと共通することに気付き、規則性について
も考察していた。その後の学習でも他の植物に
目を向け、比較して実験を行うことで実証性や
再現性を得るために見方・考え方を働かせて学
習していた。
⑦検証授業の分析と考察
（1）分析
本単元において 3 時間目に様々な野菜を用い
てどの植物にも水の通り道があるかを調べる課
題を取り入れたことは、児童が共通性・多様性
の見方を働かせ、多面的に考える上で、効果的
であった。
このことは、
考察で水の通り道があっ
たことについて記述させた際に、
「ホウセンカ
と同じように、
・・・」や「ホウセンカとは違っ
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て・・・」などと、比較しながら同じところと
違うところに着目し、適切に考察することがで
きた（Ａ評価の）児童が 83％いたことから判
断できる。本実践では、
「思考・判断・表現」
の評価を毎回の授業の考察で 3 段階に評価をし
た。
（6．で示す。）また、3 時間目に行った理
解深化の課題について、以下のような基準でＡ
から C までの評価を行った。
・ホウセンカや様々な野菜を比較し、どの植物にも水の通り
道があること、植物によって水の通り道の配置や大きさが
異なることについて図を使うなどして、適切に表現してい
る。
【Ａ評価】
・ホウセンカや様々な野菜を比較し、どの植物にも水の通り
道があることについて図を使うなどしながら、適切に表現
することができている。
【Ｂ評価】
・ホウセンカや様々な野菜を比較し、どの植物にも水の通り
道があることについて表現されていない。
【Ｃ評価】

＜Ａ評価とするポイント＞（30/36 ≒ 83％）

た。
「断面に赤い点があるため、どの植物にも
水の通り道はあるといえる」などのように、ど
の児童も共通する点については記載されてい
た。
（2）考察
これらの実践から、どの植物にも水の通り道
が存在していること、同じように水の通り道は
あっても配置や数、太さに違いがあること、水
の通り道と葉脈の別れ方には関係があり、規則
性があることなどについて気付けていた。図を
使って共通する点と違う点を比較しながら説明
しており、視点をもって実験、観察を行うこと
ができていると言える。
また、今回はＣ評価の児童がいなかった。単
元を通して共通性・多様性な見方を働かせるよ
う取り組んだことで実験や観察の際の視点を定
めることができたのだと考えられる。

6

2 つの実践を踏まえての総合考察

2 つの単元を通して、毎時間クラス全体の児
童の考察を評価し、ＡからＣ評価の人数を（資
料 14、15）に記した。
単元名

（資料 12）Ａ評価となった児童の考察

「どの植物にも道管があった」こと、
「道管が
ある場所がちがった」ことについて図を用いて
書いており、共通性と多様性の見方を働かせて、
考察することができている。また、その他の違
いについても調べており、葉脈の模様と道管の
配置の仲間分けが同じになることについても気
付いている。共通する点と違う点について多面
的に調べることができている。
＜Ｂ評価とするポイント＞（6/36 ≒ 17％）

（資料 13）Ｂ評価となった児童の考察

ものの
燃え方

平

Ａ評価
１９名
１９名
１９名
２１名
２４名
２５名
21.1 名（59％）

Ｂ評価
１１名
１４名
１３名
１２名
８名
７名
10.8 名（30％）

Ｃ評価
６名
３名
４名
３名
４名
４名
４名（11％）

（資料 14）
「ものの燃え方」の毎時間の考察の評価と
平均

（資料 14）から、単元の平均で学習の基準と
なるＡ、Ｂ評価を達成している児童が 89％い
ることがわかる。どの時間においても、適切に
見方・考え方を働かせたからこそ考察時に、必
要なキーワードや説明が行えていたのだと考え
られる。また、学習の時間が進むとともに、Ａ
評価になる児童が増えた。単元を貫いて見方・
考え方を働かせることができたからこそ、児童
の考えが大きくずれることなく課題解決のため
の原因や方法を説明できるようになったのだと
思う。
単元名

「全ての植物に道管がある」と記載されてい
るように共通する点については、見つけること
ができている。しかし、道管の様子などを細か
く観察することができていないのか違う点につ
いては着目することができておらず、記されて
いないため、不十分であるといえる。
＜Ｃ評価とするポイント＞（0/36 名＝ 0％）
今回の検証ではＣ評価になる児童がいなかっ

時間
１時間目
２時間目
３時間目
４時間目
５時間目
６時間目
均

植物の
からだの
はたらき

平

時間
１時間目
２時間目
３時間目
４時間目
５時間目
６時間目
７時間目
均

Ａ評価

Ｂ評価

２６名

８名

２名

３０名
２５名
２９名
２４名
３１名

６名
６名
６名
８名
４名
6.3 名（18％）

０名
５名
１名
４名
１名
2.1 名（６％）

27.5 名（76％）

Ｃ評価

（資料 15）
「植物のからだのはたらき」の毎時間の考
察の評価と平均
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（資料 15）から、単元の平均で学習の基準と
なるＡ、Ｂ評価を達成している児童が 94％い
ることがわかる。（資料 14）と同じように理解
深化の課題を通して、児童が見方・考え方を働
かせる力が身に付いてきていることがわかる。
また、検証１「ものの燃え方」と検証２「植物
の体のはたらき」のデータから、Ｂ評価以上の
児童が増えていることがわかる。見方・考え方
を整理して指導を重ねることで、単元が進むに
つれて児童が見方・考え方自体の働かせ方を習
得しつつあると考えられる。Ｃ評価になってし
まった児童については、２つある見方のうちの
どちらかが十分ではなかったことが考えられ
る。どの場面での見方が働いていないのかを調
べる必要があると感じた。

7

成果（○）と課題（●）

8

おわりに

9

参考文献

○科学的な根拠と結びつけて考え、課題を解決
しようとする児童が増えた。
○児童の理科の見方・考え方が豊かになった
○さらに新しい問題を見出し、見方・考え方を
広げようとする児童が増えた。
●指導計画にとらわれ、授業を進めると児童を
誘導しがちになる。発問は厳選し、無駄な言
葉を言わないようにする必要がある。

本研究を通して、教師が科学的な見方・考え
方を意識して授業づくりを行うことで、単元の
中で一貫した指導を行うことができた。児童は
学習が進むにつれて事物・現象に対する物の捉
え方や考え方に変化が見られるようになった。
本研究を継続して取り組むことで、科学的に思
考する児童が育成できると感じる。教師が授業
の本質を理解したうえで授業づくりを行うこと
が大切である。今後も研究を重ね、児童と向き
合い、様々な状況にも対応することができるよ
うな思考力をもった児童を育てていきたい。

新理科教育語辞典（井口尚之、初教出版、1991）
小学校学習指導要領（平成 29 年告知）解説
理科編（文部科学省、2018）
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【単元開発・教材開発】

人の顔が見える教材で自分とのつながりを考える社会科の授業
−小学校 5 年生食料生産の単元開発を通して−
船橋市立八栄小学校

1

はじめに

本実践の目的は、児童が食料生産に関わる
人々と自分とのつながりを考える単元と、人の
顔が見える教材を開発することである。
人の顔が見えるとは、食料生産に関わる人々
の仕事や仕組みを理解するだけではなく、実際
に働く人や、そういった人の工夫や努力、思い
が見えることとしている。
これまで、5 年生の食料生産の授業を何度も
行ってきた中で食料生産を支えている人々は、
生産者ばかりではないという思いが長く違和感
として残っていた。教科書で扱われる食料生産
に関わる人々は、米作りをする農家や魚を捕っ
たり育てたりしている人々、つまり生産者であ
る。
食料生産の単元については平成 29 年告示の
小学校学習指導要領解説社会編の第 5 学年内容
（2）アの（イ）に「食料生産に関わる人々は、
生産性や品質を高めるよう努力したり輸送方法
や販売方法を工夫したりして、良質な食料を消
費地に届けるなど、食料生産を支えていること
を理解すること。
」と書かれている。
生産者や販売の仕事に関する学習は設定され
ているものの、生産された食料がどのように販
売店の店頭に並ぶのかという学習はあまりされ
ていないように感じ、生産者と消費者の間にい
る人々も食料生産に関わる人々であるのに、注
目されていないことが違和感の正体であった。
そこで、生産者と消費者をつなぐ人々、つま
り食品流通に関わる人々に注目した単元を設定
することで食料生産について児童がより理解を
深め、自分の生活との関連性に気付くことをね
らいとした。

2

実態の把握

（1）関連する学習について
食料生産に関連する学習は小学校第 5 学年だ
けで学習するものではなく、第 3 学年、第 4 学
年にも設定されている。
これらの学習は船橋市教育委員会発行の『わ
たしたちの船橋』
で、
次のような単元構成となっ
ている。
《第 3 学年》
人々の仕事

1

農家の仕事、2

教諭

田中

基紀

スーパーマーケットの仕

事
《第４学年》
わたしたちの千葉県
2 千葉県の様子
県内の特色ある地域と人々のくらし
1 水産業の盛んな勝浦市
また、中学校社会科公民的分野でも関連する
内容を見ることができる。現在、船橋市の中学
校で用いられている日本文教出版の『新しい社
会 公民』では、
以下の単元で学習されている。
第 3 編 1 節 消費生活と経済のしくみ
5 ものの流れと情報の流れ
・小売りと卸売 ・様々な流通のしくみ
このように、食料生産に関連する学習は多く
設定されている。食品流通の仕組みに触れてい
るものの、そこで働く人々の工夫や努力に迫っ
た内容とはなっていないのが実態である。
（2）児童の実態
本校 5 学年（令和 2 年度）177 名にアンケー
ト調査を行った。
青果が産地からわたしたちのもとへ届くまでどのよ
うな場所が関わっているか知っていますか。
知っている
40.4%

知らない
59.6%

○生産者→市場→お店（51%）
○農家→直接お店（12.8%）
○生産者→チェック・保管→お店（8.5%）
○農家→工場→加工→お店（8.5%）
○生産者→卸売業者→お店（2%）
○生産者→生協→お店（2%）
（表 1）青果流通に関する質問
魚が産地からわたしたちのもとへ届くまでどのよう
な場所が関わっているか知っていますか。
知っている
37.4%

知らない
62.6%

○生産者→市場→お店（22%）
○生産者→市場→運送会社→お店（16.4%）
○生産者→お店（13%）
○生産者→工場→お店（8.7%）
○生産者→卸売市場・生協→お店（2.2%）
○生産者→卸売業者→お店（2.2%）
（表 2）鮮魚流通に関する質問
青果がわたしたちのもとへ届くまでどのような人が
関わっているか知っていますか。
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知っている
41.5%

知らない
58.5%

○生産者（33.8%）
○運送業者（16.9%）
○市場の人（15.4%） ○お店の人（12.3%）
○仕分けをする人（7.7%） ○卸売業者（3.1%）
（表 3）青果の流通に関わる人に関する質問
魚がわたしたちのもとへ届くまでどのような人が関
わっているか知っていますか。
知っている
37.4%

知らない
62.6%

○漁師（27.7%） ○市場の人（21.2%）
○運送業者（13.6%） ○お店の人（12.3%）
○検査・管理する人（7.3%）
（表 4）鮮魚の流通に関わる人についての質問

以上の 4 つの質問の回答から、児童は青果や
鮮魚の流通に関して関わっている場所や人々に
ついて正しく理解しているとは言えない。
「知っ
ている」と回答している児童の記述を抜粋して
いるが仲卸業者の存在に触れている児童はいな
かった。
しかし、生産者から直接お店に運ばれている
と考えている児童は青果も鮮魚も 10％程であ
り、多くの児童がどこかしら、
誰かしらが関わっ
ているということは予想できている。
「チェック、保管、検査、管理」という言葉
が記述欄に書かれていたことからも、品質に関
わる機関、人々の存在の必要性について気付き
のある児童もいる。
つまり、生産者と販売店の間には市場やその
他、品質管理等に関わる機関や人たちの存在に
ついては既習から何となく予想はできている
が、流通の仕組みやそこで働く人たちの工夫や
努力、思いを深く理解している児童は少ないと
言える。これは、食品流通に関わる人たちは消
費者の目に触れる機会が少ないことが原因であ
り、実際に見たり聞いたりすることができれば、
より理解を深めることができると考える。

3

実践の方法

食料生産について児童がより理解を深め、自
分の生活との関連性に気付くという単元のねら
いと児童の実態を踏まえ、以下の３つの手立て
に沿って実践を行った。
（1）身近に感じることができる単元の開発
児童が自分とのつながりを感じることができ
るよう、身近な素材を用いて教材化した。具体
的には以下の 3 点である。
①自宅から持参した食品のパッケージを使った
産地調べの学習の設定。

（写真 1）1 次で作成した産地調べの白地図

②学区にあるスーパーマーケットを取り上げた
２次の学習の導入。
③学区隣接の船橋市地方卸売市場や、地元の農
家の方を問題解決の調査対象として設定。
（2）自分とのつながりに気付く単元構成
本単元の学習を８時間に設定し以下のような
構成で学習を進めた。
1次
3 時間

日本の食料生産の概要を知る

2次
3 時間

食料生産に関わる人々について知る

3次
2 時間

市場流通と産地直送どっちを選ぶ？
（選択・判断）

1 次では、自分たちが食べている食品のパッ
ケージや広告からその産地を調べる活動を実施
した。大きな白地図に表していくことで、私た
ちの食料は全国各地（海外からも）から届けら
れていることをつかませ、またその理由を考え
させることで、生産に適した気候や土地の様子
に目を向け、国内の食料生産は生産品に適した
場所で生産されていることなど基礎的な知識の
習得を図った。
2 次では、身近なスーパーや卸売市場を取り
上げ、商品が生産されてからお店の棚に陳列さ
れるまでの 3 日間の流れを調べることで、卸売
業者や仲卸売業者との信頼関係をもとに仕入れ
た青果や鮮魚を大きな物流センターに集めて物
流コストを削減していることなど、私たちに安
心・安全で品質の良い青果や鮮魚を適正な価格
で安定的に届ける人たちの工夫や努力、思いに
気付く展開とした。
3 次では「産地直送に取り組む会社」に着目
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し、市場を通した流通が大半なのになぜ産地直
送の販売に取り組んでいるのかについて考え
る。産地直送販売の難しさに触れながら、産地
直送にこだわって取り組むのは自分たちで品質
管理をして、消費者の安心・安全という信頼を
得て収入を増やすために努力していることに気
付いた児童が多かった。最後に、青果や鮮魚を
購入するとき、自分なら市場流通と産地直送の
どちらを選ぶか意思決定の場面を設定した。価
値判断や意思決定の場面を設定することでこれ
まで学んだ知識を根拠に、自分事として考える
ことを想定し設定したものである。
（3）食料生産に関わる人々の生の声を教材化





佐々木さん、市場ってものすごく大変な仕事をしているんです
ね。スーパーの佐藤さんが言っていた市場にいる卸売業者や仲卸
業者についても早く知りたいね。



おろしうりぎょうしゃ






市場の役割についてわかったところで、志磨さんたちは、卸 売 業 者



と仲 卸 業 者 と呼ばれる会社の方にお話を聞くことにしました。
おろしうりぎょうしゃ

なかおろしぎょうしゃ

卸売業者

仲卸 業者

生産者が市場に出荷したもの
を生産者の代わりに仲卸業者や
売買参加者に売る会社

スーパーや八百屋、魚屋などか
ら依頼を受けて、卸売業者から野
菜やお魚などを買い付ける会社

・魚の品質は切って確かめる訳にはいかないので、
長年培ってきたプロの目が品質を見極めるかぎに
なる。
青果卸売業者
・1 日に約 3,000 トンの青果を取り扱い、船橋 64 万人
の食生活のために働いている。
・日本各地から青果が運ばれてくる。集荷をする時
には、全国にいる仕事仲間との情報交換も大切。
・生産者への支払いをスムーズにして生産者の負担
を減らしている。
・野菜は生産されたものの 6 割が売り物になり、そ
のうち 4 割が店頭に並ぶ。

・生きていくために食料は無くてはならないもの。
食料を供給しているという責任や使命感がやりが
い。

なかおろしぎょうしゃ



・仕事は夜中に行っているが、情報交換は常時して
いるので、一日中働いている感覚。

・生産者は市場に出荷すれば、買い手を探す必要が
無いので、生産に集中できる。

令和２年度



・市場に魚を途切れさせないことで信頼を得ている。

ふなばしうおいちかぶしきがいしゃ

青果仲卸業者

船橋魚市株式会社はどんな仕
事をしているのですか？

船橋魚市株式会社 常務取締役

わたしたちの会社はお魚などの水
産物を扱う卸売業者です。日本全国
の漁港で水あげされて船橋卸売市場
に出荷されたお魚や貝類を仲卸業者
さんに売っています。

・お客さんのニーズは様々。個別に対応するには長
年培ってきたプロの目が必要。

河上 陽二 さん

毎日出荷されるお魚がどれくらいの種類や量、出荷されるの
かは、どうやって調べるのですか。

・価格は生産に関わることだから、市場で適正な価
格になるように心がけている。

毎日、全国各地の漁港の水あげの情報がメールで送られてくる
ので、それをチェックしています。特に近年は魚の水あげ量が減
ってきているので、情報をしっかり見極めることを大切にしてい
ます。それから、これまでに仕事をしてきた全国の仕事仲間との
情報交換も重要な情報源になっています。

船橋市立八栄小学校

５年

組 名前

・安心、安全というのは言葉よりも実際の責任は重
い。

（資料 1）児童に配付した資料集

教材の作成にあたって実際に食料生産に携
わっている方々にインタビュー調査を行った。

・仕事、野菜、果物、そして人が好きでこの仕事を
している。
・生産者が愛情を込めて作ったものを届けたいとい
う気持ちが強い。
鮮魚仲卸業者
・午前 2 時から 10 時くらいまで市場で働き、夕方か
ら翌日の注文をかけている。
・お客さんのニーズに応えられるようにつながりを
大切にしている。

（写真 2）

・家業だから継いだ。家業で継いだ人はたくさんい
る。

（写真 3）

・後継者がなかなかいないのが問題。

スーパーマーケット
・青果や鮮魚は採れてから概ね２日から３日後に店
頭に並ぶ。
・コスト面から大きな配送センターに集められ、そ
こから各店舗へ配送されている。
・鮮度を保つ工夫と、市場流通における食品への安
心・安全といった品質が大切にされている。
卸売市場設置者
・全国各地、世界各国からたくさんの種類の青果や
鮮魚が集まってくる。
・売りたい人と買いたい人のちょうどいいところに
価格を形成する公正な価格形成の機能がある。
・市場の中には分荷ができる施設も併設されている。
水産卸売業者
・全国各地の漁港の水揚げ情報を入手して、魚を集
めている。

生産者（農家）
・自分で心を込めて作った野菜を届けたいと思い、
スーパーに直接出荷・出品している。
・船橋で育てた野菜を船橋の人に食べて欲しい。
・鮮度の良い野菜を出荷することが買ってくれる人
との約束だと思って大切にしている。
・天候に左右されやすいのでそこは大変なこと。

インタビュー調査の食料生産に関わる人たち
の言葉から、食品流通に対する責任や自負を
もって仕事をされていることが分かった。また
「プロの目」
「品質の見極め」
「食料を確保する
責任」という言葉を多く聞くことができた。こ
れは食料への安心・安全に関わる大切な言葉で
ある。人が食べるものを人の目で見て確かめる
ということは、消費者にとって安心や信頼につ
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ながるものであると感じた。
私たちが食べる青果や鮮魚はそれぞれの思い
がつまっている。人の思いが技術、品質の向上
につながり、食料が安定的に供給されている。
これはこの単元の中心となるものであり、大切
な言葉として是非児童に伝えたいことでもあっ
た。
インタビュー調査から分かったことを踏まえ
て、調べ学習に用いる単元資料集を編集し、児
童に配付した。
以上の 3 つの手立てで、本単元のねらいに
迫っていくこととした。

4

授業研究の実施

（令和 2 年 9 月 15 日２次導入）

れたことのある児童も多い。実際に目にしたこ
とのある風景を用いることで関心を高めること
ができた。
資料の読み取りを通して、保護者（消費者）
もお店（販売側）も鮮度を重視していることに
意識を向けさせた。鮮度が良いということは、
青果や鮮魚にとっては、品質に直接関わる条件
であることも合わせて意識させた。
（2）導入の展開と学習問題づくり
授業の導入では、児童の驚きや疑問をもとに
学習問題づくりを行った。
インタビューを通して知った「お店に並んで
いる野菜や魚は収穫されたり、水揚げされたり
してからおよそ 3 日経っている。
」という事実
に注目した。
この事実を、児童の驚きや疑問につなげてい
くため、資料をくり返し検討し、保護者への
アンケート結果と “FRESH FISH” と書かれた
スーパーの店頭写真を使うことにした。
これにより、新鮮さを求める消費者と、新鮮
さを主張する販売店に対して、商品は 3 日経っ
たものという意識のギャップを生むことがで
き、以下のような学習問題ができた。
野菜やお魚の新鮮さをアピールしているのに、
なぜ３日もかかっているのだろう。

学習問題ができた後、資料を基に疑問に対す
る自分なりの予想を行った。産地の距離や運搬
に関わることや、販売の準備などについて資料
を基にした予想が出てきた。

（資料 2）アンケート結果のグラフ

（写真 5）学習問題と児童の予想

（写真 4）スーパーマーケットの様子

（1）授業の実践
導入では、事前に行った児童の保護者へのア
ンケートから得られた「野菜や魚を買うときに
一番気を付けていること」についての結果をグ
ラフにして提示した。この結果をクイズ形式で
児童に問いかけながら鮮度を一番気にしている
ことを意識付けることができた。
続いて、資料（写真 4）の読み取りを行った。
児童の家で野菜や魚を買う機会が最も多いスー
パーマーケットの様子を用いた。このインタ
ビューも行った本校の学区内にある店舗で、訪

児童の予想を基に調べることを市場、生産者
の準備、運び方（流通）
、お店の準備に焦点化
し導入とした。
授業研究を行い、児童が自分たちの食べてい
る野菜や魚の生産から流通に関心をもって考え
る様子が見られた。
事後の検討会で、資料や素材、指導計画に関
して概ね効果的という意見を得られた。食品流
通の仕組みに偏らないようにすることと、食料
生産に関わる人の工夫や努力、思いにまで深め
ていけるようにする必要性を改めて感じた。
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5

実践の結果（成果と課題）

（1）実践の結果
①知識の習得、理解の深まり
ワークテストでの平均到達率が 96％と、教
科書で行う学習と同等以上の結果となり、理解
を深めることができたと考える。
単元の開発を行う上で、知識の習得は欠くこ
とのできない要素である。本実践は従来の教科
書の単元に入れ替えて行った実践であるが、知
識の一般化という観点から、従来使用している
ワークテストを実施し検証した。
②単元学習後の児童の感想
・「食材を取り扱っている人たちによって自分
たちが、気軽に美味しく食べられていると考
えるとそういう努力をしている人たちってす
ごく尊敬できるし日頃から感謝しながら食べ
物を食べていきたいなと思いました。
」
・「あまり食品について興味が無かったけど資
料に出てきた人たちの努力や工夫を知ること
ができて、興味をもてたのでよかったです。
もっと食品を大事にしようと思いました。
」
・「自分の住んでいる市の良いところを見つけ
られてよかった。
」
・「自分のおばあちゃんもやってるから、どん
な気持ちで取り組んでいるんだろうと思った
ら、すごく私たちのためを思っているんだな
と思いました。
」
・「こんな身近な場所で、
それぞれに想いをもっ
て私たちに美味しいものを届けてくれている
ことがわかって、とても勉強になりました。
食料生産について学んだ後スーパーに行って
も、1 つ 1 つの商品に生産者の方やお店の方
の思いや努力が詰まっていると思うと、感謝
して美味しく食べようと思います。地域の方
の思いを知ることができて良かったし、とて
も楽しかったです。
」
・「たくさんの生産者の方々が私たちのことを
考えて、自分にできる精一杯のことをやろう
としてくれているんだということが分かっ
て、感動しました。
」
・「自らの仕事を全うし、より良い形、より良
い状態で消費者に届くよう工夫してくださっ
ているという事実に、私たち消費者も応える
必要があると思いました。
」
・「食料生産に関わっている人の様々な工夫や
努力がなかったら、自分たちはいつものよう
に、当たり前に食料を食べられていなかった
と思ったらとてもありがたいし、すごいと
思った。また、今まで当たり前に食べていた
食品だけれど、きちんと食料生産に関わって

いる人たちに感謝して食べることが大切だと
思った。
」
（2）結果の考察
①身近な素材を教材化した成果

16.2％

83.8％

事後に行ったアンケート（160 名回答）で、
8 割以上の児童が教科書との違いを感じてい
る。違いについて掘り下げてみると、分かりや
すかった、興味がわいたと答えている児童が合
わせて 145 名（およそ 91％）となっており、身
近な素材を用いて単元を開発することで理解を
深めることにつながる成果になったと考える。
自由記述欄には「実際の人となると興味がわ
くから、近くのお店、市場、生産者の方を取り
上げていたので、分かりやすく学習ができた。」
「船橋市の方ということで教科書に載っている
ことよりも身近に感じられた。
」といった感想
があった。
②人の顔の見える教材の成果
事後アンケートで食品への考え方に変化が生
じたと答えた児童のうち 61 名が食品流通に関
わる仕事をしている人の思いや考えに触れるこ
とができたことを理由に挙げている。
児童の感想にも「感謝」
「感動」
「尊敬」とい
う言葉が並んでいる。こういったフレーズは人
の思いに触れてこそ生まれる感想だと考える。
人の顔が見える教材の開発により、児童はそ
こで働く人たちの工夫や努力、思いに触れなが
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ら学習することができた。そして、食料生産へ
の理解を深め、自分とのつながりに気付くこと
ができた。更に、多くの児童が自分の行動を意
識することになり、美味しく食べる、大切に使
うなど自分の生活での行動についてふり返る児
童が増えたことも成果と言えるのではないだろ
うか。
（3）課題
①自分とのつながりに気付かせられなかった児
童の存在
本実践の感想から、自分とのつながりに気付
かせられなかった児童もいる。単元構成の３次
で行った価値判断や意思決定の場面では多くの
児童が自分の意見をもつことができていたこと
から、全くできなかったというわけではない。
児童が実際に青果や鮮魚の消費行動を活発に
行っていない事などとの因果関係について調べ
る必要があると考える。
②カリキュラム・マネジメントの必要性
食料生産に関わる人は多岐にわたり、今回取
り上げられなかった運輸に関わる人々なども含
めると学習時数を大きく超えてしまう。
今後取り組む課題としては、社会科の単元と
して行う範囲と総合的な学習の時間との関連を
視野に入れた教科横断的な視点からのカリキュ
ラム・マネジメントが必要になる。

6

おわりに

本実践で分かったことは次の 2 点である。1
点目は、身近な素材を教材化し単元構成するこ
とで、興味や関心をもって学習に取り組む児童
が増えること。2 点目は、人の見える教材によ
り、児童は自分とのつながりに気付き、より学
習する内容や知識の理解を深めることになると
いうことである。
「世界は誰かの仕事でできている」これはコ
ピーライター梅田悟司氏が飲料メーカーの CM
に用いた言葉である。私はこの言葉が社会科の
学習にとても重要なことだと思い、いつも心に
留めてきた。私たちの生活する世界はいつも誰
かの仕事によって作られている。
児童が学習する農業や工業も、警察や消防な
どの公共サービスもみんなそこで働く人がい
て、そういった人たちの思いが生活に安心・安
全をもたらし、豊かさを与えている。
今回取り上げた市場で働く人たちも「船橋
64 万人の食を支えているという責任」や「仕事・
野菜・果物、そして人が好きだからこの仕事を
しています。
」など私たちが食べるものを扱っ
ている人たちの温かい人柄に触れることができ

た。こうした “誰かの仕事” を児童の思考に加
えていくことが、これからの未来を生きる児童
の生きて働く知識・技能の習得につながってい
くとても大切なことだと改めて感じることがで
きた。
また、この開発単元の学習は船橋市の教育大
綱に掲げられている「ふるさと船橋への思いの
育み」にも直結していると考える。こんな素敵
な人たちがいるということを知ったり、自分た
ちの生活を支えているということを理解したり
することは地域への愛着につながっていく。こ
うした経験の積み重ねが公民としての資質・能
力の基礎を育成するという小学校社会科におけ
る「いつか自分も！」という気持ちを育ててい
くと信じて授業をしていきたい。

7
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【研究論文】

１人１台端末時代におけるノート活用の在り方
船橋市立坪井小学校

1

はじめに

1 人 1 台端末が配当され、授業の多くの場面
で活用するようになった。端末を活用すること
で、調べ学習、学習内容の把握、児童の意見の
集約など様々な場面で効果的な成果を得ること
ができていると感じている。一方、端末を活用
することで、従来あったノートを活用すること
の難しさを実感することにもなった。端末の活
用を進めると、ノートには何も残らない。なら
ばノートはどのように活用するべきなのか、そ
もそも児童にとってノートとはどのような役割
を果たすものなのか。私のこれらの疑問や問題
意識が本稿の出発点である。
有田は、ノートを「思考の作戦基地」といい、
児童たちのノートの中には「
「
（授業内容の）大
切なポイントに対する自分の考え」を書いてい
る。」
（有田、2004 年）
と述べている。つまり、
ノー
トは教師の板書を写すことによって、授業内容
を記録するという機能だけでなく、児童の思考
をまとめているのである。
さらに須田によれば

教諭

藤浪

和広

表現力について平成 29 年告示（令和 2 年全面実
施）の学習指導要領において以下のように述べ
ている。
児童が「理解していることやできることをど
う使うか」に関わる「思考力，判断力，表現力
等」は，社会や生活の中で直面するような未
知の状況の中でも，その状況と自分との関わり
を見つめて具体的に何をなすべきかを整理した
り，その過程で既得の知識や技能をどのように
活用し，必要となる新しい知識や技能をどのよ
うに得ればよいのかを考えたりするなどの力で
あり，変化が激しく予測困難な時代に向けてま
すますその重要性は高まっている。

さらに、
「育成を目指す資質・能力（第 1 章
1 の 3）
」において「知識及び技能を活用して課
題を解決する」過程について以下のように分類
している。

「
（ノート指導は）「練習帳」や、黒板に書か
れていることを「書き写す」ものではない。い
わば、教師の説明を記録したり、指示されて書
くものではなく、子供が自由に、自らの思いや
考えを記したり、また、他の学習者の発言から
ノートに書き加えたり、自ら書いたことを自問
自答で書き直したりして、国語力を高めるもの
である。
」
（須田，2004 年）

・物事の中から問題を見いだし，その問題を定
義し解決の方向性を決定し，解決方法を探し
て計画を立て，結果を予測しながら実行し，
振り返って次の問題発見・解決につなげてい
く過程
・精査した情報を基に自分の考えを形成し，文
章や発話によって表現したり，目的や場面，
状況等に応じて互いの考えを適切に伝え合
い，多様な考えを理解したり，集団としての
考えを形成したりしていく過程
・思いや考えを基に構想し，意味や価値を創造
していく過程

と述べている。また、大坪らは公立小中学校の
教師へ調査の結果「多くの教師が、板書の結果
に《思考の整理》を期待している」
（大坪，
東畑，   
2011 年）と述べている。
これらのことから、ノートを書くことは児童
たちの思考の過程を示し、その思考の過程をの
ちに振り返るというサイクルを作る。その結
果、学習内容の定着につながっていると考えら
れる。私自身も机間指導やノート指導、ノート
添削を実践する中で、ノートは児童たちの思考
過程をくみ取ることができ、学習内容の理解度
を知ることができると考えている。また、次時
以降の授業改善や評価を行うなど活用の幅は広
く、有田のいう「ノートは思考の作戦基地」と
いう考えにも納得がいく。
文部科学省はこの児童たちの思考力、
判断力、

今回の学習指導要領改訂の「1 改訂の経緯
及び基本方針」では「深い学びの鍵」として「見
方・考え方を働かせること」を重要と捉えてい
る。この見方・考え方は、どのような視点で物
事を捉え、どのような考え方で思考していくの
かというその教科等ならではの物事を捉える視
点や考え方である。つまり、各教科においては
ノートの活用にとどまらず、この見方・考え方
を働かせる手立てを講じることによって、知識
及び技能を活用した思考・表現を通して、深い
学びを実現することを目指している。
2020 年の GIGA スクール構想によって全国の
小中学校において 1 人 1 台の端末の導入が急速
に進められた。船橋市内でも小、中、特別支援
学校において端末の整備が進められた。それに
伴い、ICT 機器や端末の効果的な活用方法など、
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本校をはじめ全国的に研究が進められていると
ころである。
しかし、端末の活用を進めていく中でもノー
ト指導は行われている。多くの授業では端末の
活用と平行して板書・ノートを活用しながら授
業を行っている場合がほとんどではないだろう
か。しかし、タブレットばかりを活用して授業
を進めると、ノートに記録する時間がなくなっ
てしまう。一方で、板書とノート中心の授業で
はタブレットの活用が滞ってしまい、授業改善
には至らない結果になってしまう。
そこで本稿では、端末の効果的な活用を推進
しつつもその中でノートはどのように活用すべ
きなのか、端末の活用とノートの在り方とは何
かを実践を交えながら考察していくことを試み
る。端末の活用とノートは “水と油” ではなく、
“車の両輪” となりえるか、本稿を通じて考察
していきたい。

2

児童の実態調査

そもそも児童たちはノートについてどのよう
な考えをもっているのだろうか。そこでノート
についてのアンケートを実施したところ、
「自
分の考えを書く」
「答えの理由を書く」といっ
た学習内容の定着よりも自分の思考の整理のた
めに活用していることがわかる。前述したよう
に、児童たちの思考の作戦基地や思考を整理す
るためといった教師のノート指導に対する期待
と、児童たちのノートに対する考え方は概ね合
致していると考えられる。
設問 1 では自分の考えを書く、答えの理由を
書くといった表現について大切であると答えた
児童が大半であったが、設問 2 で得意かどうか
を聞かれるとややポイントが下がる。この結果
について児童に聞いてみたところ「実際に発表
となると何を言ってよいかわからない」
「ほか
の子の発表を聞いてから答えるようにしている
ので、得意とは思っていない」といった意見が
聞かれた。
ノートを書くときに大切なことは何だと思いますか？
あまり大切
大切だとは
とても大切 大切だと
だとは思わ
（人）
思わない
だと思う
思う
ない
字をていねいに
9
19
7
0
書くこと
ノートの決まり
21
12
2
0
を守ること
自分の考えを
30
4
0
1
書くこと
答えの理由を
28
6
1
0
書くこと
学習内容を覚
18
15
1
1
えること
復習ができるよ
24
8
1
2
うにすること
授業でノートを書いているときのことを聞きます。
（人）
ノートの決まり
を守ること
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（図 1）ノートについてのアンケート調査

3

研究実践の仮説

まず私は端末と筆記によるノート活用の併用
は時間的にも現実的ではないと考えた。そこで
端末をノートの代わりとして活用することで児
童たちの思考力・判断力・表現力が高まるだろ
うと考え、端末のノート的な活用を目指して実
践を行うこととし、以下の仮説を立てた。

（1）端末を活用すれば、自らの考えをより表
現することができるようになるだろう。
端末で自分の考えを表現するよさとして、消
しゴムを使う必要がない、字の書き間違いが少
ないなど、ノートに記入するストレスが手書き
に比べて少なくなる点にある。これらのストレ
スを少なくすることによって、記入する時間よ
りも、考えを深めていくことに時間を使うこと
ができ、自分の意見を表現できるようになるだ
ろう。
（2）アプリの機能を活用し思考内容をグルー
プで共有すれば、より活発な意見交換が行
われるだろう。
ロイロノートスクールには共有ノートという
機能がある。教師側がグループの児童を設定す
ると、一つのページを複数人で同時に編集する
ことができる。また、編集の結果がすぐに反映
され、グループの児童のタブレットの画面に表
示される。
（図 2）のように同時に複数人が編集するこ
とで、グループの各個人の資料や提案、意見が
すぐに共有でき、確認することができる。この
機能を用いることによって、グループの意見が
共有されやすくなり、効率的にグループ活動が
できるようになると考える。
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（図 2）共有ノート（児童画面）とグループ児童の設
定画面（教師画面）

（3）児童たちの意見を取り入れながら端末や
ノートを活用すれば、よりよい授業改善に
つながるだろう。
端末やノートを使うのは児童である。児童の
意見や感想を置き去りにしては、端末の活用と
実践は机上の空論となってしまう。実践をして
いく中で必要に応じてアンケート調査等を行
い、児童に意見や感想を求める。
このように児童と対話をしながら実践をして
くことで、それぞれのよさを見出し、ノートと
端末両者のよさを最大限に生かした実践を行う
ことができるようになるだろう。

4

が白黒であり、見えにくい。授業時間内に写真
をちょうどよい大きさに切ったり、のりで貼り
付けたりする作業に時間をとられ、考察を書く
時間が少なくなってしまった。児童Ａはどの学
習においても理解度は決して低くない児童であ
るが、考察を考える時間が足りず、授業時間を
経過してもノートに結果をまとめたり考察を書
いたりしていた。
一方で、端末とロイロノートスクールを活用
した「台風と天気の変化」の実践では、カラー
の衛星画像を児童の端末に一斉送信すること
で、簡単にデータを得ることができた。また、
画像はコマ送りで見ることができるので、時間
が経つにつれて変化していく台風の動きや様子
をわかりやすく観察することができた。
二つの実践から、ノートは児童の手元に残る
記録としては適しているものの、台風のように
動きのあるものを観察する際には端末を用い
て、画像や動画を活用するのが望ましい。児童
Ａを見ると、ノートよりも端末を活用した考察
の方が、自分の考えを表現することができてい
た。

実践記録

（1）端末を用いて自らの考えを表現する実践
①実践の内容と方法
ア 第 5 学年理科「天気の変化」の実践
この単元では、天気の変化の仕方を調べる活
動を通して、天気の変化についての理解と、観
察に関する技能をみにつけることが重視され
る。
この実践では主にノートの活用を中心に据え
て授業を行った。
衛星写真をノートに貼り付け、
雲が西から東へ移動する様子を観察し、結果か
ら考察し、まとめた。
イ

第 5 学年理科「台風と天気の変化」の実践
この単元では、前回までに学習した天気の変
化の仕方に加えて、台風の動き方や台風による
天気の変化の仕方について学習する。台風の動
きを観察して得られた結果について考察し、表
現するなどして問題解決に取り組む学習であ
る。
この学習では端末とロイロノートスクールの
活用を中心に据えて実践を行った。
②実践の成果と課題
（図 3）はどちらも私が担任する児童Ａのノー
トとロイロノートスクールのデータである。
「天気の変化」の実践では、ノートだと画像

（図 3）児童Ａのノートと端末のデータ

（2）ロ イロノートスクールの共有ノート機能
を用いて思考内容をグループで共有する
実践
①実践の内容と方法
ア 第 5 学年総合「お米マイスターになろう」
の実践
この単元では、社会科「私たちの生活と食糧
生産」
、理科「植物の発芽と成長」で学習した
内容をもとに、米をテーマに学習を進めた。学
習の内容で興味をもったことについて課題を設
定し、情報収集を行う。さらに集めた情報を取
捨選択、分析しまとめていくことで、探求の過
程が繰り返されることをねらいとしている。グ
ループごとに分けられた共有ノートを使って、
調べ学習から発表までを協同して行った。
（図
4 － 1）
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（図 4 － 1）児童の共有ノート（総合）

イ

 5 学年国語「AI とのくらし」（ミニディ
第
ベート）の実践
この単元では、あるテーマに基づいて調べ学
習を進め、異なる立場から互いの考えを伝え合
うことを通して、思考力・判断力・表現力を身
につけることをねらいとしている。
グループごとに分けられた共有ノートを活
用し、集められたたくさんの情報を取捨選択し、
ディベートの準備を行った。なお、この単元は
ミニディベートと称し、三人組で行うことと
なっているが、一定数のグループで行うことで
共有ノートのよさが最大限発揮されると考え、
通常行われるディベート形式での準備・発表と
した。（図 4 － 2）

調べた情報や発表資料なども即座に共有される
ため、その場で他の児童が意見を述べたり、相
談をしたりすることができ、グループ活動がよ
り充実したものとなった。
しかし、画面上のやり取りだけでは十分にコ
ミュニケーションをとることができない課題も
浮き彫りとなった。
実際の児童の様子をみると、
共有ノートを用いて作業は行っているものの、
発表内容や操作方法などの相談は対面でないと
行うことができない。コロナ禍で実現はできな
かったが、共有ノートは同時編集とともに対面
でコミュニケーションを図ることでより効果が
実感できるものであると感じた。
（3）タブレットとノートの利点や欠点を児童
たちと実践を通して見つけていく。
①実践の内容と方法
ア 事後アンケートの結果

（図 5）事後アンケートの結果①
（図 4 － 2）児童の共有ノート（国語）

②実践の成果と課題
共有ノートのよさは、グループの複数人と同
時に編集できることである。コロナ禍において
グループ活動が制限される中、共有ノートでや
りとりを行うことは身体的距離を保ったまま活
動する上で大いに役立てたと考えている。
また、
－ 41 －

（図 6）事後アンケートの結果②

イ 事後アンケートの考察
（図 5）を見ると自分の意見や考えを表現す
るのは端末のほうがよいと答えた児童が多かっ
た。多く上がったのは、発表をしない（してい
ない）児童の意見もわかるというものがほとん
どである。挙手や指名よる発表は全体で意見を
聞くことはできるものの、全員の意見を聞くこ
とは時間的に無理がある。端末を使うことで全
体の意見を短時間で共有できることは大きな利
点であるといえる。
しかし、端末の利便性を感じる一方で、ほと
んどの児童はノートに記録することも大切であ
ると感じている。
（図 6）ノートを使って家で
復習することができる、計算や漢字を身につけ
るのはノートの方が適している、といった意見
が多かった。
児童は端末で学習を進めることは、非常に効
率的であり、他者の意見を取り入れながら学習
内容の理解を深められると考えているが、漢字
や計算などの練習や記録には手書きのノートが
適していると感じているようであった。正しい
漢字を書くことや、正確な計算を習得するため
にはある程度反復による練習が必要である。さ
らに、アンケート後に児童に意見を求めたとこ
ろ記録という点においては「端末よりはノート
の方が振り返りがしやすく、
復習に向いている」
と感じているようであった。
（4）事後アンケートを受けての実践
①実践の内容と方法
アンケートの結果を受けて、児童は端末と
ノートどちらにも利便性を感じており、どちら
のよさも生かした授業を展開することでよりよ
い授業改善につながるのではないかと考えた。
ア 第 5 学年算数「面積」の実践
この単元は、既習の求積公式（知識及び技
能）をもとに発想し、平行四辺形や台形の面積

を様々な方法で求めたあと、新たに平行四辺形
や台形の求積公式を導く単元である。
この単元では、教師側から端末使用を指示せ
ずに、児童には端末とノート、どちらか自分の
やりやすい方法で学習に取り組むよう指示し
た。ただし、意見の共有のために、ノートに記
述した児童にはノートの写真を撮影し、ロイロ
ノートスクールにデータを送信するように指示
をした。
②実践の成果と課題
今回抽出したのは児童 B のノートとロイロ
ノートスクールのデータである。この児童 B は、
前述のアンケート（図 5）で「ノートの方が自
分の意見や考えを表現できる」と回答した児童
である。
児童 B は端末の扱いには慣れており、端末の
利便性を感じている児童の一人である。
しかし、
端末への記録よりも手書きのノートの方が学習
内容を理解しやすく、発表する際の説明もしや
すいのだという。
算数に限らず、特に本単元のような、図や表
を作成するのは、描写専用のソフトウェアなど
を除けば、端末をはじめとした ICT 機器は不
向きである。しかし、
意見の共有はできるので、
図や表の作成は手書きで、発表は端末で行うな
どの使い分けが必要であることがわかった。

（図 7）児童 B のノートとロイロノートスクールのデータ

5

実践の全体を通しての成果と課題

事後アンケート（図 8）を見ると、端末を活
用した学習について、自分の考えを書いたり伝
えたりすることが得意になったと答えた児童は
半数以上いたものの、学習内容の理解や字を丁
寧に書くといった項目では、端末を活用するこ
とに意義を感じていない児童が多い。学習内容
の理解には、ノートの記録が適していることに
対し、自分の考えを表現すること、他者の意見
を取り入れて学習内容を深めていくことは端末
を活用する方がより効果があることが分かっ
た。
今回は私が担任する 5 年生の児童についての
みの調査であり、教科も内容にも偏りがある。
他教科や学年の発達段階によっては、よりノー
トと端末の活用に違いがあるだろう。他学年や
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他教科にも研究の対象を広げ、端末とノートの
活用について考察を深めていく必要がある。
本稿では、ノートと端末の効果と課題につい
て以下のように結論付けた。

6

おわりに

GIGA スクール構想によって、授業の形態や
方法が大きく変化した。その中でも端末ありき
の授業ではなく、ノートへの記録といった児童
の学習内容の理解を深める不易な手立てがある
ことも忘れてはならない。
今後も常に児童たちの目線に立ち、確かな学
力を身につけることのできる「わかる授業」の
実現を目指し、努めていく所存である。
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（図 8）事後のアンケート調査
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【実践記録】

すべての子供の「社会的事象の見方・考え方」の成長を目指す
−社会科授業のユニバーサルデザイン化の実践を通して−
船橋市立法典小学校

1

はじめに

（1）現状の課題
本学級の社会科の学習の取り組みを振り返る
と、単元への興味関心が薄かったり、単元のテ
ストに出てくる内容を覚えることが目的になっ
てしまっていたり、そもそも社会科の授業が好
きではないと感じている児童が多いといった課
題が浮かび上がった。原因として、私自身の授
業展開に問題があると考え、社会科の授業実践
の研究をしようと決めた。
いくつかの資料を読んだ中で、本学級の児童
に必要だと感じたのが、「社会的事象の見方・
考え方」を成長させることである。なぜなら、
この力が身に付くことで、社会科で学習する
様々な事象について多角的に考えたり、自分た
ちの生活との関わりを意識したりできるようと
考えたからである。また、学習指導要領では、
変化の大きいこの先の時代で活躍するための一
つの素地として、社会的事象の見方・考え方を
身に付けていくことが求められている。
用語や事象を覚えるだけだったこれまでの授
業から、児童が社会的事象について考え、学習
への興味関心を深めていく授業へ変わっていく
ことを目指して本研究に取り組んでいきたい。
（2）社 会的事象の見方・考え方を成長させる
ことの必要性
学習指導要領より
平成 29 年に告示された小学校学習指導要領
には、改訂の経緯及び基本方針が下記の通り記
述されている。
・求められる姿
今の子供たちやこれから誕生する子供たち
が、成人して社会で活躍する頃には、我が国は
厳しい挑戦の時代を迎えていると予想される。
生産年齢人口の減少、グローバル化の進展や絶
え間ない技術革新等により、社会構造や雇用環
境は大きく、また急速に変化しており、予測が
困難な時代となっている。また、急激な少子高
齢化が進む中で成熟社会を迎えた我が国にあっ
ては、一人一人が持続可能な社会の担い手とし
て、その多様性を原動力とし、質的な豊かさを
伴った個人と社会の成長につながる新たな価値
を生み出していくことが期待される。
①時代の変化（人工知能（AI）の飛躍的な進化）

教諭

今崎

悠樹

人工知能が自ら知識を概念的に理解し、思考
し始めているとも言われ、雇用の在り方や学校
において獲得する知識の意味にも大きな変化を
もたらすのではないかとの予測も示されてい
る。このことは同時に、人工知能がどれだけ進
化し、思考できるようになったとしても、その
思考の目的を与えたり、目的のよさ・正しさ・
美しさを判断したりできるのは人間の最も大き
な強みであるということの再認識につながって
いる。
②「社会的事象の見方・考え方」
子供たちがこの先にやってくる新しい時代で
活躍するために、
「社会的事象の見方・考え方」
を身につける必要がある。
「社会的事象の見方・考え方」は、課題を追
求したり解決したりする活動において、社会的
事象の意味や意義、特色や相互の関連を考察し
たり、社会に見られる課題を把握して、その解
決に向けて構想したりする際の視点や方法であ
ると考えられている。
小学校社会科においては、
「社会的事象を、位置や空間的な広がり、時期
や時間の経過、事象や人々の相互関係などに着
目して捉え、比較・分類したり、統合したり、
地域の人々や国民の生活と関連付けたりするこ
と」を「社会的事象の見方・考え方」として整
理された。
（3）社会的事象の見方・考え方への見解
①「社会的事象」の意味について
村田（2019）によると、
「社会的事象」とは、
人が関与して生み出した世の中に存在するモノ
やコトである。
例えばペットボトルは、この世に存在してい
るモノであり、戊辰戦争はかつてこの世で起き
たコトである。
ペットボトルを、国語的に取り上げれば「こ
のお茶の味にぴったり合う表現は？」が話題に
なり、算数的にみれば、
「重さは？体積は？」
が話題になる。同じモノでも、教科によって見
方・考え方がずいぶん違い、社会科には社会科
独自の見方・考え方があるといえる。
子供に「ペットボトルを知っていますか。
」
と問えば、
「知っている。
」と答える。しかし、
その「知っている」は、見たことがある、聞い
たことがあるという「視聴覚レベル」の「知っ
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ている」であることが多い。社会科では地理的・
歴史的・関係的な見方・考え方を働かせながら、
世の中のモノやコトを「視聴覚レベル」ではな
く「意味レベル」でより確かに捉えることがで
きるようにすることが大切である。
②「社会的事象の見方・考え方」の成長について
村田（2019）によると、子供の社会的事象に
ついての理解は、
「視聴覚レベル」にとどまっ
ていることが多い。しかし、
「意味レベル」の
理解を全くしていないかというとそうでもな
い。なぜなら、子供は幼いながらも生活者であ
るからだ。日々生活する中で、ごみの分別が必
要な理由などを知っている子供もいる。すべて
の子供が、「社会的事象の見方・考え方」がゼ
ロの状態で、社会科の学習に臨むわけではない。
「社会的事象の見方・考え方」が、より成長す
ることをねらいとして、
「社会的な事象の見方・
考え方」を働かせる社会科授業の展開を目指し
ていく。
では、
「社会的な事象の見方・考え方」が成
長するとは、具体的にどのようなことだろう。
村田（2019）は、
「①多面化」
「②多角化」
「③
一般化」
「④具体化」の四つの方向性があると
述べている。
①多面化
「社会的事象をより多くの面から捉えられる
ようになること」
例えば、授業前にすでに地理的な視点で社会
的事象の特色や意味を捉えていた子供が、社会
科授業を通して、歴史的な視点や関係的な視点
からも捉えられるようになったとき、社会的な
事象の見方・考え方が「多面化」した、成長し
たという。
②多角化
「社会的事象を複数の立場から捉えられるよ
うになること」
例えば、市民の立場から社会的事象の意味を
捉えていた子供が、社会科授業を通して、行政
の立場からも捉えられるようになったとき、社
会的な見方・考え方が「多角化」した、成長し
たという。
③一般化
「既習の社会的事象の捉え方を別の社会的事象
に転用し、共通性を見いだせるようになること」
例えば、「消費者の願いを受け止めて工夫し
ている」という捉え方をコンビニエンスストア
だけにあてはめていた子供が、スーパーマー
ケットなどの他の販売活動や農業生産や工業生
産などに転用して当てはめられるようになった
とき、社会的な見方・考え方が「一般化」した、

成長したという。
④具体化
「社会的事象の捉え方を、多くの具体例を挙
げながら説明できるようになること」
例えば、消費者の願いを受け止めた販売の工
夫の具体例を
「品揃え」
一つしか挙げられなかっ
た子供が、
「陳列方法」
「価格」など二つ、三つ
と数多く挙げられるようになったとき、社会的
な見方・考え方が「具体化」した、成長したと
いう。
（4）社 会的事象の見方・考え方を成長させる
ための手立て
社会的事象の見方・考え方を成長させるため
の授業改善として注目し、実践を試みたのが、
村田（2109）の「社会科授業のユニバーサルデ
ザイン」だ。
ASD、ADHD、LD などの発達障害をもつ子
供に限らず、様々な特徴をもつ子供たちは、社
会科学習において、課題設定場面、課題追求場
面、課題達成場面などの様々な場面での参加・
理解に困難さが生じていることが多いとされて
いる。本学級にも、コミュニケーションの難し
さ、興味などの偏り、失敗への恐怖心の強さ、
多動性、不注意などの、特性をもつ児童が在籍
している。村田（2019）の「社会科授業のユニ
バーサルデザイン化」とは、効果的な工夫を行
うことにより、すべての子供が社会的な事象の
見方・考え方を働かせて問題解決できることを
目指す授業と、述べられている。
（5）社 会科授業のユニバーサルデザインの定
義について（村田（2019）
）
「学力の優劣や発達障害の有無にかかわらず、
すべての子供が、楽しく『社会的な（社会的事
象の）見方・考え方』を働かせながら問題解決
できるように工夫・配慮された通常学級におけ
る社会科授業のデザイン」とする。

2

実践の方法

（1）目標
社会的事象の見方・考え方の成長を目指し、
社会科授業のユニバーサルデザイン化の実践を
行うことで、児童が社会的事象について考え、
学習への興味関心を深めていく授業を展開でき
るようになる。
（2）仮説
社会科授業のユニバーサルデザイン化を実践
すれば、児童は社会的な事象の見方・考え方を
働かせて学習に取り組むことができるだろう。
（3）児童の実態
本学級は男子 17 名、女子 18 名の 35 人が在籍
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する、第 4 学年の通常学級である。今回実践を
行う単元「地震からくらしを守る」の学習を始
める前に、研究前後の社会科の授業への意欲を
調べるためにアンケートをとった。本研究にお
いて社会的事象の見方・考え方が成長したかど
うかは、ノートに記述された意見を見て評価を
する。
そして、アンケートの結果から、本学級の約
三分の一の児童は社会科の授業に対しておもし
ろくない教科という意識をもっていることがわ
かった。理由を考察すると、これまでの私自身
の授業展開に問題があることがわかる。
まず、社会科の授業のマイナス的要素の一つ
として、自ら思考したり友達と話し合ったりす
る場面が少なく、文字を読み書きする場面が多
かったことが挙げられる。新型コロナウィルス
の感染症対策の影響もあるが、教科書に記載さ
れている内容を講義形式に伝える展開が多く
なってしまい、児童にとっては退屈な時間が多
かったと考える。また、普段生活している中で
既に知っている社会的事象を学ぶ場合には、た
だその言葉を覚えるだけでは何も楽しさは感じ
なかったであろう。
一方、児童が社会科の授業を楽しいと思う要
素の一つとして、今まで知らなかった新しい知
識を習得したときや授業で扱う事柄（社会的事
象）を自分の生活と関連付けて考えられたとき
であることがわかった。
文字をただ読み書きする場面を少なくして児
童の「知りたい」「考えたい」欲求を満たし、
友達と考え方を比較し合って自らの考えを深め
る楽しさを新たに覚えさせる社会科の授業の展
開を目指していきたい。
（4）社会科授業のユニバーサルデザインの手法
①見通しをもたせる工夫
子供の中には、急な予定変更が苦手、突然目
の前に課題が現れることに抵抗を隠せない子供
がいるだろう。45 分間の中で、何をするかを
あらかじめ提示しておくことは、子供が見通し
をもって安心して学習に臨むことにつながると
考えた。今回の実践では、「つかむ」→「1 つ
目の本時の問い」→「予想する」→「調べる」
→「2 つ目の本時の問い」→「話し合う」→「ま
とめる」に固定化し、授業を展開した。
また、第一時と二時で考えた単元の学習計画
を教室に掲示し、単元を通しての学習の見通し
を持たせられるようにする。
②技法の工夫
＜共有化＞
共有化を図ることで、
理解がゆっくりな子は、

他の子供の考えを聴きながら理解を進めること
ができる。理解のはやい子は、他の子へ考えを
伝えることでより深く理解することができる。
＜視覚化＞
発達障害の子供に限らず、視覚情報優位の子
供は多いだろう。社会科の視覚化では、文字だ
けでの説明を極力省いて、複数の教科書会社が
載せている資料や、インターネット上にアップ
されている資料を説明の材料として多く活用を
していく。
＜発問の焦点化＞
社会科が苦手な児童には、具体的に考えさせ
る発問をすることが必要になる。
「どんな工夫
をしていますか。
」
「何か気づいたことはありま
せんか。
」など答えの幅が広い発問は具体性が
不足していて、難しく感じるだろう。答えの幅
を狭くし、具体的な発問から学習を進めていく
と、
どの子供も学習に乗りやすくなると考える。
（5）社 会的事象の見方・考え方を成長させる
ための手立て
①問い（発問）の工夫
社会的事象の見方・考え方を成長させるため
には、先にも述べた通り、社会的事象を視聴覚
レベルだけで理解するのではなく、
「意味レベ
ル」で理解させることが重要であると考える。
そこで、1 回の授業の中で、
「見えることを問
う問い」と「見えないことを問う問い」の二つ
を設定していく。
「見えることを問う問い」とは、例えば「戦
争はいつから始まったか？」
「戦争中、人々は
何を食べていたか？」などである。いずれも目
で見たり聞いたりすることを求める問いであ
る。
「見えないことを問う問い」とは、
例えば「な
ぜ、日本は戦争をやめることができなかった
のだろうか？」
「自分は戦争についてどう考え
る？」など、考えることを求める問いである。
いずれも必要で、一方だけではいけないとさ
れ、
「見えることを問う問い」ばかりだと、暗
記の要素が強くなり、
「見えないことを問う問
い」だと、根拠のない空論が飛び交うことにな
ることが考えられる。両者がセットになってい
る授業が良いとされている。
②「見えることを問う問い」から「見えないこ
とを問う問い」への展開をパターン化
授業前半で見えることを問い、事実を確認し
て、授業後半に、見えないことを問うパターン
に固定化する。そうすることで見通しをもって
授業に参加することができると考えられてい
る。
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3

実践の内容と考察

市と住民は、どのような取り組みをして
いるのだろう。

単元名 「地しんからくらしを守る」
（1）単元で成長させたい社会的事象の見方・考
え方
多面化 防災について自助（自分の身は自分で守
る）についてしか捉えていなかった子供
が、共助（地域で助け合う）や公助（市
や県、国などによる助け）
、互助（他地
域との助け合い）の面についても捉える
ことができる。
多角化 災害時の対応について、
「誰かに守って
もらえる」という市民の立場からのみ捉
えていた子供が、
「市民の命を救おう」
と考え動いている行政の立場からも捉え
ることができる。
一般化 火事への対処や事故の防止は、市、消防、
警察、市民などの関係機関が連携・協力
することで行っていると捉えていた子供
が、自然災害に対する防災活動において
も、市、消防、警察、市民などの関係機
関が協力・連携していることを捉えるこ
とができる。
具体化 学校の防災活動について、避難訓練しか
例を挙げられなかった子供が、非常食の
備蓄、避難場所としての役割なども例に
しながら説明することができる。

（2）指導計画
見えることを問う問い
→見えないことを問う問い
つかむ 千葉県では、どのような自然災害が起き
ていたのだろう。
たてる 東日本大震災では、どのような被害が起
きたのだろう。
もし今、大地震が起きたとしたら、どれ
くらいの被害が出るのだろう。
地震からくらしを守るために、誰が、ど
のような取り組みをしているのだろう。
調べる 家庭では、どのような取り組みをしてい
るのだろう。
→防災リュックの中身には、何を用意し
ておくのがいいだろう。
学校では、どのような取り組みをしてい
るのだろう。

→なぜ、地域の住民も協力する必要があ
るのだろう。
地域（住民同士）では、どのような取り
組みをしているのだろう。
→なぜ、お祭りやイベントが地域での防
災活動になるのだろう。
まとめ 地震からくらしを守るための取り組みを
まとめよう。

（2）社会科授業のユニバーサルデザイン化
①学習の見通しをもたせる掲示の作成
1 時間の学習の流れを毎時間固定化するにあ
たって、それが視覚的に伝わるような掲示を作
成し活用した。
「つかむ」→「予想する」→「調べる」→「話
し合う」→「まとめる」

（図 1）黒板掲示

（図 2）利用場面

第 2 時 で、
「地震の
被害を小さくするため
に、地震からくらしを
守 る た め に、 だ れ が、
どのような取り組みを
し て い る の だ ろ う。
」
という単元の問いを立
てた後、子供たちがど
のような取り組みがあ
（図 3）単元の見通し
るのか予想を立て、分
類したものを単元の学習計画として教室内に掲
示した。この単元では、何時間目に何を学習す
るのか見通しをもたせることができた。
②技法の工夫
＜共有化＞

→なぜ、家庭の備えと学校の備えには違
いがあるのだろう。
船橋市役所では、どのような取り組みを
しているのだろう。
→なぜ、市や県、国は連携して取り組む
必要があるのだろう。

（図 4）iPad 使用例①
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（図 5）iPad 使用例②

（図 6）ロイロノート

児童の考えを共有するために、一人一人に配
付されているタブレット端末を利用（ロイロ
ノート）した。自分の考えをノートに書き、そ
の箇所を写真で撮り、
教師が作成した提出箱
（ロ
イロノート）に送信する。児童間での回答共有
を可能に設定できるため、手持ちのタブレット
端末で友達の考えと自分の考えを比較すること
ができる。
＜視覚化＞

（図 7）ブラインドなしの資料

（図 8）ブラインドありの資料

授業の中で効果的に視覚情報を用いるため
に、用意した資料を、タブレット端末（ロイロ
ノート）を利用して提示した。資料は、船橋市
で使用されている東京書籍の教科書と副読本
「わたしたちの船橋」の他に、他の出版社（日
本文教出版、光村図書、教育出版）から出され
ている教科書を学校司書から借りて、複数の写
真やグラフ、イラストを集め、文章に頼らない
情報の伝え方の実践に努めた。
また、資料の一部にブラインドをかけて提示
する工夫を行った。資料をそのまま提示して発
問するよりも、児童は好奇心をもって資料を読
み取ろうとすることをねらいとした。
実際に、（図 1）と（図 2）では、グラフ内に
出てくる言葉の意味を易しく説明した後、
「東
日本大震災を表したグラフはどれでしょう。
」
と問うと、3 つグラフの情報を比較したり、数

値を詳しく読み取ったりしようとしていた。
＜発問の焦点化＞
問いの間口を狭
く し、 具 体 的 に 考
えられるようにす
る た め、 発 問 の 焦
点 化 を し た。 第 2
時 の「 地 震 に よ っ
て わ た し た ち の く （図 9）発問の焦点化
らしがどうなるか」
を考える場面で、
「どうなるか」
を、
「何に困るか」
「困った生活がいつまで続くか」
「どこに避難で
きるか」
「誰が助けてくれるか」
といったように、
細かく分けた発問を作った。すると、多くの児
童が手を止めずに自分の立てた予想をノートに
書くことができた。

5

実践のまとめ（成果と課題）

（1）成 果（社会的事象の見方・考え方の成長
について）
第 1 時と第 2 時では、教科書や副読本に載っ
ていた資料を多く活用し、大きな地震による暮
らしへの影響を考えさせ、単元の学習計画を立
てた。
第 3 時では、自宅でできる防災活動について、
初めは、
「机の下に隠れる」
「大きな家具から離
れる」
「非常食を用意しておく」しか例を挙げ
られなかった児童も、授業を通して、
「家族で
事前に避難場所を決めておく」
「災害用伝言ダ
イヤルの使い方を確認しておく」などといっ
た取り組みを知ることができた。また、
「防災
リュックの中身には何が必要か」を一人一人が
考えたことによって、地震が起きたら家族がど
のような状況になるのかを想像しながら、非常
食や防災用品の役割を説明し合うことができ
た。
学習前は 8 割が学校での防災活動についての
アンケートで避難訓練しか答えられなかった
が、
「なぜ家庭で行っている備えと学校で行っ
ている備えに違いがあるのか」を考えたことに
よって、学校は子供が勉強するだけの場所では
なく、地域のくらしを守る役割も担っているこ
とを児童と一緒に考えられた。
第 5 時では、市役所の防災活動について、市
が、市民が参加できる防災訓練を計画したり、
県や自衛隊、電力会社などとも連携をとって防
災会議を開いたりしていることを知り、これま
では市（行政）が具体的にどのような取り組み
を行っているのか考えたことがなかった児童
も、市（行政）の立場から見た地震にそなえる
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取り組みや市民を守ろうとする気持ちを考えら
れた。
第 6 時では、なぜ地域の住民と市が協力する
ことが重要かを考えた。これまで、学校での避
難行動と、家族との避難行動しか考えられな
かった児童が、
地域の住民としての意識をもち、
地震が起きたときに備えて近所の避難場所を確
認したり、ハザードマップを調べたりしていた。
第 7 時では、
「上山神社（学区内の神社）の
お祭りが防災活動になるのはなぜだろう」とう
問いについて意見を出し合った。自主防災組織
の活動だけが地域での防災活動ではなく、地域
のお祭りやイベントで近所の人たちと関係作り
をしておくことも防災活動につながるという視
点をもつことができた。
（2）課題
一つ目の課題として、授業時間内の時間配分
の難しさが挙げられる。自分で予想したり、社
会的事象の意味を考えたり、友達の意見と比較
したりする活動は児童にとって楽しさを感じ
る活動であり、もっと友達の考えを知りたい、
もっと違う取組があるのか調べてみたいという
意欲は高まった。しかし、45 分の授業の中で、
必要な知識を教えたり、いくつかの資料を読み
取ったりする時間も確保するなかで、考える活
動（比較の時間を含めて）の時間が十分にとれ
ないことが多かった。
二つ目の課題は、社会的な事象の見方・考え
方の成長について、
「多面化」
「具体化」は、児
童が提出するノートのまとめや学習後のアン
ケートを見れば、成長できているか判断がしや
すいと感じたが、
「多角化」
「一般化」は、児童
の中の変容がわかりにくいということだ。社会
的事象の見方・考え方を成長させ、その変容を
評価していくためには、どのように指導計画を
立てて、どのような問いを用意すればいいかを、
今後の研究課題としていきたい。
【参考文献】
・村田辰明「社会科授業のユニバーサルデザイ
ン 全員で楽しく社会的な見方・考え方を身
に付ける！」
（東洋館出版社、2013 年）
・文部科学省「小学校学習指導要領解説 社会
編」（東洋館出版社、2018 年）
・村田辰明「実践！社会科授業のユニバーサ
ルデザイン 展開と技法」（東洋館出版社、
2019 年）
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【実践記録】

特別支援が必要な児童への合理的配慮と変容

−個別の支援とユニバーサルデザインの視点から安心感が得られる学級づくりの実践−
船橋市立法典小学校

1

はじめに

（1）特別支援教育について
特別支援教育とは「障害のある児童生徒等一
人一人の教育的ニーズに応じて適切な支援を行
うこと」であり、障害の種類やそこから生じる
様々な困難、日々の学習状態や本人の思いなど
を総合的に把握し、計画を立てて指導支援して
いくことが求められている。
また「通常の学級に在籍する発達障害の可能
性のある特別な教育的支援を必要とする児童生
徒に関する調査」
（平成 24 年度文部科学省）の
結果によると、全体の約 6.5％が発達障害の可
能性のある児童であるということが分かってい
る。つまり、1 学級 30 人と仮定すると約 1 ～ 2
人の発達障害の可能性のある児童が在籍してい
るということになる。支援を要する児童が通常
学級に在籍しているということは、個に応じた
指導の重要性やそれらの児童生徒を含めた学級
全体に対する指導の在り方が求められており、
本校でもより一層推進していかなければならな
いと考える。
（2）合理的配慮とユニバーサルデザイン
本研究では、対象児童に対して個に応じた支
援すなわち合理的配慮と、ユニバーサルデザイ
ンの視点をふまえ、安心感の得られる学級づく
りの実践を行う。合理的配慮とユニバーサルデ
ザインの定義は下記の通りである。
【合理的配慮】障害の権利に関する条約
第二条 定義
「合理的配慮」とは、障害者が他の者と
の平等を基礎として全ての人権及び基本
的自由を享有し、又は行使することを確
保するための必要かつ適当な変更及び調
整であって、特定の場合において必要と
させるものであり、かつ、均衡を失した
又は過度の負担を課さないものをいう。

（平成 26 年 1 月 30 日）

教諭

玉田

美帆

【ユニバーサルデザイン】障害者の権利に関
する条約
第二条 定義
「ユニバーサルデザイン」とは、調整又
は特別な設計を必要とすることなく、最
大限可能な範囲で全ての人が使用するこ
とのできる製品、環境、計画及びサービ
スの設計をいう。ユニバーサルデザイン
は、特定の障害者の集団のための補装具
が必要な場合には、これを排除するもの
ではない。
（平成 26 年 1 月 30 日）
これに取り組むことの意義として、本校の学
校事情がある。本校は全校児童 1200 名を超え
る大規模校で、さまざまな問題を抱えている児
童が多い。学年問わず、発達障害を抱えている
児童や注意欠陥多動性障害（ADHD）の児童、
またそれらをはっきりと断定できないいわゆる
グレーゾーンの児童も学級に在籍している。学
校全体としては、きまりや学校でのマナーなど
を統一して定め、それらを守るよう指導するこ
とで、どの児童も目指す児童像が明確になり、
落ち着いて生活できている様子も見られる。し
かし、児童数が多いこともあり、通常学級にお
ける個別の支援や配慮がなかなか行き届かない
ことや、グレーゾーンに該当する児童への支援
方法がうまく確立されていない現状がある。
そこで、本学級の支援を要する児童 1 名を対
象とし、この研究を通して通常学級における合
理的配慮について深く考え、実践していくこと
が必要だと考えた。

2

対象児童について

（1）実態や困り感
・明るい性格で、興味があることに関しての取
り組みはスムーズだが、集中力が切れると別
のことに気が逸れてしまう。例えば、図工が
好きで、絵を描く時間は準備も早く済ませ取
り掛かりも早いが、10 分ほど経過すると飽
きてきてしまい行動が遅くなり、読書をした
り、別の絵を描いたりすることがある。
・一度で多くの情報を処理するのが苦手で、耳
だけでなく目から入る情報も必要である。2
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つ以上の情報があると、焦ってしまったり、
1 つを忘れてしまったりすることがある。
・周りとワンテンポ遅れて行動することが多い
が、学習や活動が大幅に遅れることは少ない。
・忘れ物が多く、自分で持ち物や道具などを管
理する力が弱い。気づくと自分の机の周りに
鉛筆や消しゴムが落ちていたり、配付した手
紙を机の中に入れっぱなしにしていたりする
ことがある。
・人に助けを求めることができず、困り感があ
ると自分で処理できずに泣いてしまったり、
固まってしまったりすることがある。
例えば、
赤白帽子がないことに気がついたがどこにあ
るか見当がつかず、探しているうちに他の児
童は移動してしまい、教室で 1 人泣いている
ことがあった。
・周りと比べて自分はできないと思い込んで、
挑戦しない一面がある。特に漢字については
苦手意識が高く、テストをしても点数が取れ
ていないと隠す様子が見られ、練習もはかど
らないことが多い。
・未知のことや苦手なことへの不安が強く、失
敗を恐れる様子が見られる。校外学習などい
つもとは違った場所での活動の前は、どうす
ればいいのか分からなくなり、自分から行動
することができなくなることがある。
・1 つのことに夢中になると周りが見えなくな
るため、指示が分からず活動が止まってしま
う。休み時間から授業の切り替えがうまくい
かないことが多く、読書や絵を描くことがす
ぐにはやめられず、指示を聞き逃してしまう
ことから、個別の声かけが必要である。
・友達との関係は良好で、自分から関わりにい
くことは少ないが、周りから助けてもらう機
会が多い。
（2）保護者の願い
・配慮はしてほしいが、通常学級で友達と楽し
く生活してほしい。
・自分でできることは頼らず、自分でできるよ
うになってほしい。
・提出物や自分の持ち物は、自分で確認する意
識をもってほしい。
・小さいことでもできたことへの達成感を増や
し、自信をもって何事にもチャレンジしてほ
しい。
（3）担任の思い
実態から、対象児童に対し、日常生活におけ
る特別な支援や配慮は重要であると考える。保

護者の願いにもあるように、児童自身が達成感
を味わいながら、できることを増やしていくこ
とが、本人の成長へとつながっていくと考え
る。またそれを対象児童だけでなく、クラスの
児童も巻き込んで学級経営の一つとして位置付
けた。そうすることで、学級全体が障害の有無
にかかわらず、協力して活動したり、対象児童
も周りと必要に比べて自信を無くすことが少な
くなったりするのではないかと考えた。

3

実践の方法

（1）目的
本校 5 年目でこの学年を受けもつのは 4 回目
になる。対象児童とは 3 年間ともに生活してき
たため、信頼関係を築きながら支援を行い、そ
の変容も見てきた。また本校の児童の実態をふ
まえた上で、様々な支援策を考えることが多
かった。
本研究を通して、どのような支援や活動が対
象児童の成長につながるのか、その支援や活動
を行ったことにより、対象児童にどのような変
容が見られるのかを考えていきたい。
また、本学級には対象児童以外にも配慮を要
する児童が数名在籍している。本研究の支援や
活動を通して、その児童らも含めた学級全体の
様子の変容も視野に入れて考えていきたいと思
い、実践を行った。
（2）方法
①実態を把握する。
3 年次までの学力面、授業態度、生活の様子、
交友関係などを聞き取ったり、学校で作成して
いる教育支援計画や指導計画を読んで内容を把
握したりしながら、児童の現在の状況の確認を
行った。
②保護者との面談
学年が始まった段階で、保護者と面談を行
い、家庭での様子や学校での支援方法などを話
し合った。
③支援内容の検討
どこに困り感をもっているのか、目指す児童
像は何かを考え、教育支援計画・指導計画を基
に長期目標と短期目標を設定する。保護者とも
共有した上で、支援策を考えていく。
④スクールカウンセラーとの情報共有
スクールカウンセラーとも情報の共有を行
い、
児童に対して良い支援策は何か考えていく。
⑤支援
支援活動を行い、良い方向に進んでいれば継
続し、変化が見られない場合はその都度見直し
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ながら支援を行っていく。改善が見られてきた
場合は、目標値を少しずつ高めていき、達成感
をもたせられるような支援を検討し、取り組ん
でいく。
（3）実践内容
①個別の支援について
実態把握と保護者からの要望を踏まえ、対象
児童の目指す児童像を明確にし、支援を考え実
践していく。支援は、できるだけ達成感を味わ
えるような内容にすることで、対象児童も自分
ができるようになったと成長を感じられるよう
なものにする。これにより困り感を少しでも減
らし、対象児童が充実した生活を送れるように
することができると考える。
②安心感が得られる学級づくりについて
安心感を生み出すためにはまず、学級全体の
協力が不可欠である。対象児童だけではなく、
全体が学びやすい・生活しやすいと思える学級
づくりが必要だと考え、ユニバーサルデザイン
の視点を取り入れた支援を行った。また、クラ
スの児童と対象児童が互いに協力したり、共感
できたりする活動を行った。
この 2 点を踏まえた実践を行えば、対象児童
にも本学級の児童にも安心できる学級づくりが
できるのではないかと考えた。

4

実践内容と考察

【個別の支援】
（1）やることリストを作成（第 4 学年）
登校してからのやることリストを作成し、自
分で準備や整頓ができるように取り組む。下校
前に一緒に確認を行い、全部出来ていたらシー
ルを貼り、継続できるように声掛けを行う。
（考察）
自分一人で身の回りの整頓をすることができ
ず、文房具や自分の持ち物が床に落ちてしまっ
たり、プリントや配付物を無くしたりすること
が多かった。そのため周りの人に声をかけても
らいながら整理していたが、自分の力で整頓で
きるように、やることリストを作成して実践を
行った。初めは項目を一つ一つ一緒に確認しな
がら行い、目標を達成することで意欲を高めら
れるようにしていった。一日の終わりにすべて
の項目を達成し、好きなシールをシートに貼る
ことで達成感を味わえたようで、今まで一人で
できなかった持ち物の確認や、整理を自分から
率先して取り組むようになり、自信をもって行
動するようになってきた。しかし、その日の気
分によって行動に差が出てしまい、配付物の入

れ忘れや筆箱の中身が揃わないなどの問題も出
てきた。そのため声掛けを絶えず行いながら、
やることリストの定着を図るように取り組むこ
とが必要だと感じた。

（図 1）やることリストの取り組み

（2）漢字学習について
事前に答え付きの練習用紙を個別で渡し、家
庭学習に取り組む。
（考察）
4 年次から漢字の小テストを毎週金曜日の朝
の時間帯に行った。これは学年全体で行ってい
るもので、初めは対象児童も他の児童同様に練
習し、テストを行っていた。
しかし、なかなか思うように点数が取れず、
20 ～ 30 点という結果を見て、漢字を書くこと
から逃げるようになってしまった。また自己肯
定感が低いため、周りの児童と比較して、
「自
分はみんなより漢字が書けない」と話し、日常
的に漢字を使わなくなってしまっていた。
そこで、前週の金曜日に答え付きの練習用紙
を個別で渡し、家庭学習をしてもらうようにし
た。土日や平日の隙間時間を利用して練習し、
学校でも隙間時間にクイズ形式で問題を少しず
つ出していった。その結果、見事 100 点を取る
ことができた。
対象児童も満面の笑みを浮かべ、
日常的に漢字を使うようになった。難しい漢字
も書いてみようという気持ちがうかがえ、分か
らない漢字は、自分で調べたり、質問をしたり
しながら意識的に漢字を使うようになった。
（3）ヘルプカードについて
自分が困っているときや助けてほしいとき次
の行動が分からないときなどに、ヘルプカード
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を机上に出し、周りに知らせる。
（考察）
達成目標として、自分から質問したり、助け
を求めたりすることを念頭に置いていたため、
まずはカード自体に興味をもち、使ってみたい
と感じてもらう必要があると考えた。そこで対
象児童の好きなウサギのイラストを用いて作成
し、使ってみたいと思わせるところから始めた。
カードの出し方を一緒に確認し、1、2 回練習
をしてから取り組んでいった。
特に国語の意見を書く場面や算数の計算の場
面で使用する姿が見られ、自ら意思表示をする
ことができるようになった。
しかし、担任以外
の教師に対してなか
なか使うことができ
ず、自身の困り感を
伝えることができな
いことが多くなった。
その背景として、ヘ
ルプカードを出した
にもかかわらず気づ
いてもらえないとい
う経験があったよう （図 2）ヘルプカード
だった。安心して困
り感を伝えられるように、教師側も逐一対象児
童の机を確認するか、出すタイミングを考える
などの工夫が必要だと感じた。また担任以外の
教師とのコミュニケーションの必要性も見え
た。
（4）やることリストの作成と内容の検討
（第５学年）
やることリストの内容が意識できるように
なってきたため、自己評価を行った。その自己
評価をもとに、自分で項目を選んで何ができる
ようになりたいか考えながらリストを作成した。

Help カード

（図 3）振り返りカード

（考察）
学年があがり、クラス替えをしたため、まず
は環境が整うまで 4 年次から行っているやるこ
とリストを継続して行った。学年やクラスの雰
囲気にも慣れ、生活が落ち着いたところで、や
ることリストの自己評価を行ってみた。自己評
価はやや低めであるが、一緒に評価していく中
で、
「宿題は自分で出せるようになったかも。
」
「持ち物を整理するのは苦手。
」など自分の行動
を振り返りながら評価することができた。そこ
で、
「自分がリストの中で一番できるようにな
りたいことは何？」と聞いてみると、
「引き出
しの中がいつもきれいだとうれしいから、整理
できるようになりたい。
」と話し、自分で目標
を立てることができた。自分の行動をリスト化
して振り返ることで、次に自分ができるように
なりたいことを明確にすることができ、行動の
具体化を図ることができた。
【安心感が得られる学級づくり】
（1）ユ ニバーサルデザインの視点を取り入れ
た支援
①教室環境
・黒板の周りや前面には掲示物等は置かない。
・ファイル等の持ち物を自分で管理できるよう
に、個人のボックスを用意する。
・座席を一番前の真ん中、できるだけ正面で黒
板が見える位置に置く。
（考察）
保護者からの要望もあり、一番前の席に配置
するようにしていた。しかし、両端の席になっ
てしまうと、
正面から黒板が見えないため、ノー
トに書き写すのに時間がかかってしまったり、
視界に授業以外の情報が多く入ってしまい集中
が途切れてしまったりと、問題点が生じた。そ
のため、集中力が持続できない、または注意散
漫な児童の場合は、正面に黒板があり、見やす
い位置が良いと感じた。また、前面に掲示物を
置かないことで、ノートを書く際に目移りせず
集中して取り組む様子が見られた。
②学習面
・ノートを書く際に、大事なところにはマーク
やマグネットを置き、印をつける。
・算数の問題文や国語の詩など、ノートに写す
分量が多い個所は、拡大してコピーを渡す。
（考察）
黒板の文字を見て、それをノートに写すこと
に苦手意識が見られたため取り入れた方法であ
る。対象児童は負担が軽くなり、学習問題を考
えたり、解き方や本時の課題の内容を理解した
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りすることに集中する時間が増えた。
（2）安心感が得られる学級づくり（活動例）
活動①「得意・苦手当てゲーム」
（手順）
・みんなに知ってほしい自分の得意なことと苦
手なことを、カードに書く。
・得意カードの裏には、得意を伸ばすためにし
ていることや、
ほめてほしいことなどを書く。
・苦手カードの裏には、苦手克服のために頑張
りたいことや友達に助けてほしいことなどを
書く。
・4 人班になり、得意カードと苦手カードをそ
れぞれ集めシャッフルする。
・1 枚ずつ机に出し、だれが書いたものかを当
て、カードを裏にしてみんなに思いを伝える。
・最後にみんなで、「教えてくれてありがと
う！」と言って拍手をし、同様に繰り返す。
（配慮事項）
・対象児童には、得意なことや苦手なことを思
い出せるように、生活を振り返りながら書け
るように声かけをする。
・友達のことを理解し、協力して生活できるよ
うにすることが目的であると理解できるよう
に、初めに説明をする。
・どんな内容でも、笑ったり、馬鹿にしたりせ
ず、多様な人間性を理解できるように注意し
ながら行う。
（考察）
本学級の児童は、自分の得意は言えても苦手
は言えないと話をしていたが、書く時間を設け
た時に、考えて真剣に取り組む姿があった。対
象児童は、苦手をカードに書くときにとても躊
躇しており、
「いっぱいありすぎるからな」と
悩んでいたが、隣の児童が「苦手が分かれば助
けてあげられるよ！」
「私も苦手はいっぱいあ
るよ。」と言われたときに、
「そっか！じゃあ大
丈夫！」と進んで書き始めた。今までならば頭
を悩ませ、なかなか書き進められないところを、
友達の寄り添う声掛けから進んで取り組むこと
ができた。
また、活動後に感想を聞くと、「今まで知ら
なかった一面が見られてよかった。
」
「自分も苦
手があるから助けてもらいたいし、自分も助け
ていきたい。」「クラスで協力できるように、活
動していきたい。
」などたくさんの声を聞くこ
とができた。対象児童も、
「みんなも苦手って
あるんだな」と自分だけではなく、みんなにも
得意不得意があることを実感したような思いを
聞くことができた。

（図 4）実際に児童が書いたカード

活動②「協力お絵かき」
（手順）
・3 ～ 4 人で班を作り、紙を 1 枚用意する。
・順番を決め、1 人ずつ紙に○・△・□のどれ
かを描き、絵を完成させる。
（配慮事項）
・前の人が何を描こうとしているのか、班の友
達が何をイメージしているのかを考えながら
取り組めるようにする。
・描いている最中は私語を禁止し、すべて終
わった後に交流する時間を設ける。
・机間指導をしながら、対象児童の様子を確認
しながら行う。
（考察）
初めは「絵が苦手だからいやだ。
」
「絶対完成
しない。
」などという声が多く、否定的な声も
あった。しかし活動を通して、相手が何を考え
ているのかを想像したり、イメージを共有しな
がら協力して取り組んだりすることが楽しいと
感じている児童が多かった。完成した作品を見
て、絵が苦手な児童も得意な児童も、協力して
描いていけば魅力ある作品ができることが理解
できたように感じる。感想の中には、
「友達は
様々な考えをもっていて、交流するのが楽し
い。
」
「もっと様々な人と協力して活動してみた
い。
」などといった意見が多く、多様な個性や
考えを認め合う良い活動ができた。
対象児童は、
絵を描くことが好きである。そのため活動には
積極的に参加し、とても楽しそうに活動する様
子が見られた。友達と一つの絵を完成させるこ
とで、自分もその輪の中に入り、役割を果たす
ことができ、とても満足そうであった。

5

実践の成果と課題

（1）
【個別の支援】の成果と課題
（成果）
・学習面・生活面ともに、自分から意欲的に取
り組むことが多くなった。
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・やることリストを継続することで、学校生活
のリズムが整い、提出物の確認や整理整頓な
ど自分でやらなければいけないことを理解し
実行できるようになっている。
・周りの協力もあり、できることが増えている
ことが実感でき、自己肯定感が高まりつつあ
る。
（課題）
・対象児童は、誰にでも気軽に助けを求められ
る状況ではないため、担任以外の大人や友達
との交流が必要である。
・今後の学習状況によって、さらなる苦手意識
が出てくる可能性があるため、今後も必要に
応じた支援を考えていく必要がある。
・苦手分野において、自己肯定感が低くなる傾
向があるため、引き続きできたことをほめた
り、できるように支援を検討したりする必要
がある。
（2）
【安心感が得られる学級づくり】の成果と
課題
（成果）
・周りの児童も、互いの個性を理解し、できな
いことは協力すればいいという気持ちが芽生
え始め、行動に表れてきている様子が見られ
る。
・対象児童以外の配慮を必要とする児童へ理解
も広がり、多動傾向の児童も周りの協力を得
ながら落ち着いて生活ができるようになっ
た。
（課題）
・座席については、前か後ろか、周囲の児童の
配置はどうするかなど今後も状況に合わせて
検討していく必要がある。
・活動はルールを徹底し、注意深く様子を確認
しながら行う必要がある。

6

で、児童に合った支援策を多方面から考えるこ
とができると感じた。
児童が多様な個性を理解するということは、
世の中の偏見や差別を生まないためにも重要な
ことである。個人を知り、理解していくことが
支援の中にも必要であり、その環境を学級の中
で確立していくことが大切だと改めて感じるこ
とができた。
今回の実践を通して学んだことを今後の教師
生活に生かし、
さらなる支援の充実と、
ユニバー
サルの視点から全ての児童が安心感の得られる
学級づくりを精一杯行っていきたい。
【参考文献】
荻野善之『発達障害を持つ子どもの心ガイド
ブック』主婦の友社 2012 年
佐藤愼二『実践通常学級ユニバーサルデザイン
Ⅰ』東洋館出版社 2014 年
吉田昌義『つまずきのある子の学習支援と学級
経営』東洋館出版社 2004 年

おわりに

今回の 2 年にわたる実践において、保護者と
も密に連絡を取りながら支援を進めていった。
この 2 年間でこれらの変容が見られるように
なったのは、管理職をはじめ、学年職員、元担
任、専科、部会の教職員など多くの教職員サポー
トによる結果と保護者による協力的なアプロー
チによるものである。
学校での支援を行うにあたり、まず対象児童
にとっての困り感は何であるのか、その困り感
を解消するには、どんな支援の方法があるのか
などを検討していく必要があることがわかっ
た。また学校内でも共有を図り、周知すること
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【実践記録】

自ら考え取り組む算数科指導

−第２学年「かけ算」における自力解決場面と比較・検討場面に着目した指導を通して−
船橋市立法典小学校

1

はじめに

今の子供たちが成人して社会で活躍する頃に
は、技術革新やグローバル化など、様々な要因
が組み合わさり、予測が困難な社会になってい
るといわれている。こうした状況を踏まえ、学
習指導要領では、知・徳・体にわたる「生きる
力」を子供たちに育むことが必要だとされてい
る。特に、能動的に考え学び続けるためには
「主
体的・対話的で深い学び」の実現が推進されて
いる。しかし、算数科の授業について振り返っ
てみると、決まった答えが出せているのかに着
目してしまったり、分からない児童には教師が
解き方を教えてしまったりしている現状がある
のではないかと感じた。
学習指導要領では、「主体的・対話的で深い
学びの実現に向けた授業改善」について次のよ
うに述べている。
学習の対象となる物事を捉え思考すること
により，各教科等の特質に応じた物事を捉
える視点や考え方（以下「見方・考え方」
という。
）が鍛えられていることに留意し，
児童が各教科等の特質に応じた見方・考え
方を働かせながら，知識を相互に関連付け
てより深く理解したり，情報を精査して考
えを形成したり，問題を見いだして解決策
を考えたり，思いや考えを基に創造したり
することの向かう過程を重視した学習の充
実を図ること。
以上のことから、どのような視点から考えた
のか、答えを見つけるまでの過程を大切にする
ことが重要であることがわかる。授業でも、発
表している児童の見方・考え方が他の児童に伝
わるような工夫をしていくことで、教師主体で
はなく、児童が主体となった「主体的・対話的
で深い学び」につながっていくと考える。
そこで、自ら考える力を身に付け、一人一人
がわかる喜びを実感できる算数科指導を学年研
究として行った。
本校の目指す児童像の 1 つに「学ぶ子」が掲
げられているが、その具体的な姿は、
「意欲的
に取り組む子」「学び方を身に付けることがで

教諭

馬場

瑠由那

きる子」
「発想が豊かで表現力のある子」
である。
これを踏まえ、学校としてノートで使う記号を
統一したり、1 時間の中の学習の流れを同じに
したりすることで、自ら進んで学習しやすい環
境を普段の授業から作るようにしている。
算数を得意としていない児童が多いという実
態を踏まえ、今回の研究では、
「自力解決場面
での指導の工夫」と「比較・検討場面での指導
の工夫」に焦点を当て、どのような指導をすれ
ば、児童が主体的に考え、活動できるようにな
るかを実践した。

2

実践の方法

3

児童の実態

本稿では、
2 学年の「かけ算（2）
」の単元で行っ
た実践について取り上げる。
かけ算を習熟させる 1 ～ 10 時では、アレイ
図を使いかけ算の立式基準となる「一つ分の数
×いくつ分」を繰り返し確認し定着を図る。
かけ算を使った問題を解く 11 ～ 12 時では、
「自力解決場面」で丸図を活用し、自分の考え
をまとめられるようにする。また、教師は丸図
のワークシートを見ることで、児童の実態を十
分に把握、理解し、一人一人の段階に応じた指
導を心がける。
「比較・検討場面」では、自分
と友達の考えを比較することでよりよい解決策
に気づいたり考えを広げたりできるようにして
いくため、
児童が実演しながら発表することで、
他の児童が発表している児童の考えを理解でき
るようにする。
また、本単元は「かけ算（1）
」の学習で行っ
てきた流れを変えずに進めていくことで児童が
自発的に学習に取り組めるようにした。

本学級は 30 人で構成されている。興味をもっ
たことに対しては意欲的に取り組む姿勢が見ら
れる。しかし、苦手意識がある教科の学習に対
しては、自力解決場面で手が止まってしまい、
どこから考えればよいのかわからなくなってし
まう児童もいる。さらに、その後の学習にも集
中が続かず、比較・検討場面で、友達の考えを
聞いても理解できないことが多い。また、自分
の考えがある児童は、他の児童のやり方を理解
しようとしないこともある。
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単元に入る前に行ったレディネステストで
は、下記のような結果になった。
問題
1
2

既習事項

3

4
5

正答率

未習事項

①１０－□―３０－□

１００％

②５－１０－□―２０

１００％

①２×４

１００％

②５×８

９０％

③３×３

９７％

④４×６

８７％

５の４つ分を表している式はど
れですか。式に〇をつけましょ
う。
・５＋４
・４＋５
・４＋４＋４＋４
・５＋５＋５
・５×４
・４×５

６８％

①９×６

６５％

②７×８

２３％

●の数をかけ算を使って、工夫
して求めましょう。
①
● ● ● ●
● ● ● ●
● ● ● ●
● ● ● ●
式
答え

４２％

②

5

実践の経過と結果

（1）授業計画
時

●
●

１３％

３４

● ●
● ●
● ●
● ●
式
答え

実践の手立て

本実践において、主体的に学習に取り組むた
めに以下の手立てを行った。
（1）アレイ図の活用
6 ～ 9 の段を習熟させる際に、かけ算は同じ
数のまとまりがいくつ分あるかで立式されてい
ることを視覚的にわかるようにするために、ア
レイ図を活用した。また、乗数が 1 増えると被
乗数分増えることがわかりやすくなるように活
用した。
（2）興味関心が沸く教具
学習の中で、児童が興味関心をもって取り組
めるよう、問題提示をする際にイラストではな
く、具体物を使った。
（3）丸図を使った自力解決
自力解決の際に丸図で描かれているワーク
シートを使って、同じ数のまとまりで囲むよう
にした。同じ数のまとまりがいくつあるのかを
視覚的にわかるようにし、立式に繋げられるよ
うにした。
（4）実演しながらの比較検討
発表する児童がどのような考え方で問題を解
いたのかを理解しやすくするために、実際に同
じ数ずつ囲みながら発表を行った。

１２

●
●
●
●

4

５～７
８
９

既習事項についてはほとんどの児童が身に付
けていることがわかる。しかし、
「一つ分の数
×いくつ分」については正答率が低くなってい
る。また、未習事項については正答率が低くなっ
ており、無回答の児童が多かった。
このことから、ほとんどの児童がかけ算を
九九として覚えており、同じ数のまとまりが複
数個ある場合に使うと便利であるということに
気付いていないことがわかった。そのため、単
元の後半（11 時間目・12 時間目）でつまづく
児童が多いことが予想される。そこで、立式を
する際に必要な同じ数のまとまりを見つけられ
るよう指導していくことや、諦めずに考えられ
るような手立てが必要であると考える。また、
5 のような問題でどこから考えたらよいのかが
わかるように指導していくことも必要である。

おもな学習活動
６の段の九九をアレイ図を使って構成し、６の
段を唱え、適用問題を解く。
７の段の九九をアレイ図を使って構成し、７の
段を唱え、適用問題を解く。
これまでの学習をもとに、８の段、９の段の
九九をアレイ図を使って構成し、８の段、９の
段を唱え、適用問題を解く。
これまでの学習をもとに、８の段、９の段の
九九をアレイ図を使って構成し、８の段、９の
段を唱え、適用問題を解く。
問題作りを通して、かけ算の理解を深める。

10 学習内容を確実に身につける。
11

乗法と加法、乗法と減法が組み合わされた３要
素２段階の問題を解く。

12

同じ数のまとまりに着目して、L 字型に並んだも
のの数を、かけ算を使って求めることができる。

（2）実践の具体的内容
① 1 ～ 10 時間目
前単元の「かけ算（1）
」から行っていた「一
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つ分の数×いくつ分」を毎時間使って、それぞ
れの段の確認を行った。文章問題を解くときに
は必ず確認し、赤と青で色分けするようにした。

【自力解決場面】
イラストを提示し「4 こずつ 5 れつ」という
ことがイメージできるようにした。
児童には
（図
1）のような丸図を配付した。

（写真 1）学級での掲示物

② 11 時間目

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

（図 1）児童に配布した丸図

（問題）
高さ 5 ㎝のつみ木を 4 こつみました。その
上に、8 ㎝のつみ木を 1 こつみました。高さ
は何㎝になりましたか。
【導入場面】
実際のつみ木だと遠くの児童が見にくいと考
え、ティッシュペーパーの箱を使い、積むとい
うことが視覚的に理解できるようにした。する
と、同じものを積むことと違うものを積むこと
の違いがイメージでき、かけ算だけでは答えが
出ないことに気付くことができた。
【自力解決場面】
ノートに箱の絵を描いて考えている児童や文
章で説明できている児童もいた。かけ算とたし
算を組み合わせる方法とたし算のみで行う方法
の二種類が主な考え方であった。
【比較・検討場面】
かけ算と足し算を組み合わせて行う（5 × 4、
20 ＋ 8）方法と足し算のみで行う（5 ＋ 5 ＋ 5 ＋
5 ＋ 8）方法の 2 つの考え方が出た。足し算のみ
で行う考え方に対して「足し算を間違えそう」
「式が長くてわかりにくい」という意見がでた。
最後にどちらの考え方がよいか問いかけると、
かけ算と足し算の組み合わせがわかりやすいと
いう児童が多かった。

文章から（図 2）のように囲む児童が多かっ
たが、
「同じ数のまとまり×いくつ分」の理解
が薄い児童は（図 3）のような囲み方をしてい
る児童もいた。

（適用問題）
はこにまんじゅ
うが 4 こずつ 5 れ つ
はいっています。3
こ た べ る と、 何 こ
のこりますか。

● ● ● ● ●
● ● ● ● ●
● ● ● ● ●
● ● ● ● ●
（図 2）問題文に沿った囲み方
４×５

● ● ● ● ●
● ● ● ● ●
● ● ● ● ●
● ● ● ● ●
（図 3）問題文に沿っていない囲み方
５×４
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しかし、（問題）では手が止まっていた児童
も同じ数ずつ囲むということまではできてい
た。立式までは難しくても考える手立てが増え
ていた。
【比較・検討場面】
児童から（図 2）では、囲っているのが 4 こ
の 5 つ分になっていて、
（図 3）では、5 この 4
つ分になっているから考え方が違うという意見
が出た。（図 2）と（図 3）の違いをあまり理解
していない児童のほとんどが、この意見を聞い
て「なるほど」
「そういうことか」と納得して
いた。
立式まではできなくても丸で囲めば考えられ
るかもしれないと、自ら考えてみようとする児
童が増えた。
③ 12 時間目
（問題）
はこの中のチョコレートはいくつですか。

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●

●
●
●

●
●
●

【自力解決場面】
（写真 3）のワークシートを配付し、自由に
自分の考えを書き込めるようにした。

（写真 3）自力解決で配付したワークシート

手が止まっている児童を前に集め、同じ数の
まとまりがたくさん作れる部分を一緒に探し、
丸で囲んだ。一人でも考えられそうになった児
童から自席に戻って良いとすると、同じ数のま
とまりを見つけられた児童は、すらすらと手が
動くようになった。
よく考えられている児童にはたし算の考えだ
けではなく、ひき算の考えもできるように声掛
けし、答えが出るのは 1 つの方法ではないこと
に気付けるようにした。
（写真 4）は考えを書
き込んだ後の児童のワークシートである。

【導入場面】
実際にチョコレートを箱に貼り付け、興味が
沸く教具を考えた。最初は蓋をして中が見えな
い状態にし、開くと（写真 2）のようになって
いる教具を作成した。

（写真 4）児童のワークシート

（写真 2）授業で活用した教具

【課題把握場面】
前時の（適用問題）との違いを確認し、どう
すればできそうか見立てを考えた。すると「ひ
き算とかけ算でできそう。」「2 回かけ算をすれ
ばできそう。」という意見が出てきた。

『比較・検討場面』
児童に配付した丸図と同じものを拡大し、
（写
真 5）のように発表するときに丸図を実際に囲
ませた。その際に、同じ数のまとまりごとにペ
ンの色を変え、発表している児童の考えが他の
児童に伝わりやすいようにした。すると、同じ
考えの児童は「一緒だ」と気付いたり、違う考
えの児童は「そういうのもあったのか」
「なる
ほど」と納得したりと、囲んでいる最中に友達
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の考えを理解していた。囲み終わった後に、こ
の図を立式するとどうなるのか問いかけると、
半数以上の児童が手を挙げることができた。

（適用問題）

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

丸図が描かれているワークシートを配付し、
比較・検討の際に出てきた 3 つの考えのうち、
一番わかりやすい、自分でもできそうという考
え方で解くよう伝えた。

（写真 5）図を囲んでいる時の様子

実際に出た考えは（写真 6 －①）
（写真 6 －②）
（写真 6 －③）であった。

【自力解決場面】
教師からのヒントをもらわないとできなかっ
た児童も、適用問題では丸図から同じ数になる
部分を見つけ、囲むことができていた。また、
丸図に囲めていても、立式までできていなかっ
た児童は、立式までできるようになっていた。
自分では思いつかなかった考え方で
（適用問題）
を解いている児童もおり、友達の考えをよく理
解できていた。

（写真 6 －①）児童から出た考え①

（1）成果
自力解決場面での成果は以下の 2 点である。
〇丸図を用いて同じ数ずつ囲むことで、図だけ
の問題であっても立式ができるようになっ
た。
〇自力解決で手が止まっている児童を前に 呼
んで直接ヒントを出していた。児童に合った
ヒントを出すことができていて良かった .
比較・検討場面の成果は以下の１点である。
〇図を同じ数ずつ囲みながら発表したことで、
聞いている児童が他の児童の考えを理解しや
すくなった。

（写真 6 －②）
児童から出た考え②

6

（写真 6 －③）
児童から出た考え③

①の意見が思いついた児童は②の考えも出て
くる児童が多かった。③の考えが最初に思いつ
いた児童はひき算の考えが抜けず、なかなか①
②の考えが出てこない児童が多かった。
すべての意見が出た後に、どの考え方だと自
分でもできそうか問いかけ、自分なりの考えを
もてるようにした。

実践のまとめ

（2）課題
自力解決場面での課題は以下の 1 点である。
●同じ数ずつ囲むことができていても、立式に
つながらない児童がいた。
比較・検討場面での課題は以下の 3 点である。
●児童から出てきた考え方に名前を付るとより
親しみをもって比較・検討ができるのではな
いか。
●児童の考えを 3 つ出すのは多い。低学年では、
2 つの考えまでにした方が良い。
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●図を囲ませる場合は規則性がある囲み方が良
い。
（例）× 横向きと縦向きの囲み方が混合して
いるもの。
◎横向きの囲み方のみのもの。
◎縦向きの囲み方のみのもの。

7

おわりに

普段算数に対して苦手意識をもっている児童
もあきらめずに取り組んでいる姿を見ることが
できた。さらにその後の他の単元においても積
極的に考えようとする様子が見られた。考え方
の引き出しを増やすことで、自分がもっている
知識で解いてみようと思えることがわかった。
今回の実践をする中で、手立てとして行った
ことが成果として表れていた。また、課題が明
らかになったことで、自分の授業と向き合うよ
い機会になった。今回の課題を踏まえ「自ら考
える力を身に付け、一人一人がわかる喜びを実
感できる」授業を行えるよう、今後も授業研究
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）総則編」
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【実践記録】

全員が主体的に参加できる体育科学習指導
− ICT 機器を活用した授業を通して−

船橋市立法典小学校

1

主題設定の理由

・児童の実態について
本学級は、男子 16 名、女子 19 名の 35 名が在
籍する。マット運動の学習を行う前に、マット
運動に対する意識調査を行った。
問① 体育科の授業は好きですか。
・好き 25 名
・どちらでもない 6 名
・嫌い 4 名
問② ①の理由は何ですか。
【好きな理由】
・運動が好きだから。
・楽しいから。
・いろいろな練習ができるから。
【嫌いな理由】
・運動が苦手だから。
・怪我をするのが怖いから。
問③ 「マット運動」は好きですか。
・好き 20 名
・どちらでもない 11 名
・嫌い 4 名
問④ ③の理由は何ですか。
【好きな理由】
・練 習して少しずつ上手くなる気がするか
ら。
・回転するのが楽しいから。
【嫌いな理由】
・失敗したら痛いから。
・全然できないから。
このように本学級の児童の約 7 割以上の児童
が体育科の学習について、
「好き」と回答した。
しかし、約 3 割の児童については、「どちらで
もない」または「嫌い」という結果となった。
年度当初の授業を思い返してみると、ほとんど
の児童は意欲的に活動している一方、一部の児
童については、そのような姿が見られないのが
現状であった。
「マット運動」については、
「体育が好き」と
回答した児童でも、
「どちらでもない」や「嫌い」
と回答していることがあった。運動自体は好き
だが、「マット運動」となると苦手意識が見ら
れる児童がいることが分かった。
体育におけるグループ活動は、能力や児童の
特性を考慮したグループ活動を中心として行っ

教諭

矢作

仁輝

てきた。話し合ったことをもとにして活動を進
めたり、まとめたりすることができるように
なってきている。しかし、活動が始まるとそれ
ぞれの苦手な部分に目がいってしまう児童が多
く、上手なアドバイスや声掛けが難しくなるこ
とが学級の課題であった。
前期に行った跳び箱運動では、課題に合わせ
た場の設定を行い、個人で技能を高められるよ
うな授業を展開した。それぞれが課題を把握し
て取り組むことで技能を高める様子が見られた
が、
自分自身の課題を把握できていなかったり、
適切な練習の場を選択できていなかったりする
児童も見られた。
今井（2021 年）は体育学習の課題について
下記のように述べている。
「現代の子どもたちは、日常生活のなかで遊
びや運動が定着せず、体力や運動能力が低下傾
向にあると言われています。このような状況だ
からこそ、体育のなかで意図的・計画的に楽し
い運動経験に出合わせ、生涯にわたって運動に
親しむ資質や能力の基礎を育むことが大切で
す。運動の二極化が生じる大きな要因として、
主体的に運動に関われていないことが挙げられ
ます。つまり、運動の面白さに没頭する経験が
少ないのです。すべての子どもたちに
「主体性」
と「面白かった！経験」を学校教育のなかで保
障することが、運動の二極化や体力向上への対
応策になります。
」
コロナ禍の今、児童たちは以前と比べて運動
する機会が減少している。本校は児童数が多い
ため、休み時間は校庭で遊べる学年を限定する
などの対策をとっている。上記に書かれている
「日常生活のなかでの遊びや運動の定着」とい
うことが現実的に難しいのが現状である。
そのため、体育の学習を通して児童たちに、
一つでも多くの運動経験を積ませたいと考え
た。授業の中で運動量を少しでも多く確保し、
主体的に活動できるよう単元を計画した。
平成 29 年告示の小学校学習指導要領の第 3 学
年及び 4 学年の目標には、以下のように記述さ
れている。
・各種の運動の楽しさや喜びに触れ、その行
い方及び健康で安全な生活や体の発育・発
達について理解するとともに、基本的な動
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実践の概要

・「マット運動」単元計画

5
6

7

・

2

側方倒立回転
・

きや技能を身に付けるようにする。
・中学年では、全ての児童が、運動の特性に
応じた楽しさや喜びに触れることができる
ようにすることにより、運動に意欲的に取
り組み、知識及び技能を身に付けることを
重視し、その結果として体力の向上につな
がる指導等の在り方について改善を図るこ
とを意図したものである。
・その行い方を知るとは、中学年においても
運動の課題、行い方のきまり、場や用具の
使い方、場の安全の確保等、各種の運動の
行い方を知ることが、各種の運動の基本的
な動きや技能の習得や友達との関わり合い
などをしやすくするものである。
このことから、今年度担任をする４学年の体
育学習において、以下の２点に留意し、器械運
動「マット運動」の授業作りを行い、実践して
いくこととした。
（1） 全ての児童が、運動の特性に応じた楽しさ
や喜びに触れることができるようにするこ
と。
（2） 運動の課題、行い方のきまり、場や用具の
使い方、場の安全の確保等、各種の運動の
行い方を知ること。
そして、本単元では、ICT 機器を積極的に活
用することにより、自分や他の児童の技を客観
的に確認したり、児童が授業の流れを自分で確
認し、理解したりすることで全員が主体的に体
育学習に参加することができ、主題に迫ること
ができるのではないかと考えた。

8

9

3

・自己の課題に合う場で練習する。
・自己の技の様子を見ながら、改善点に取り組
む。（ICT）
・感想を出し合い、学習のまとめをする。
・自己の技の様子を見ながら、改善点を把握す
る（ICT）
連続技 練習
・自己の技の様子を見ながら、改善点に取り組
む。（ICT）
  
連続技 発表
・発表会（動画の撮影）をする。（ICT）
・感想を出し合い、学習のまとめをする。

実践の実際

（1）毎時間のはじめの補助運動
授業のはじめに補助運動の時間を設け、毎時
間基本の動きを練習するように工夫した。前半
は側方倒立回転に繋がる、かえるの足うちや足
の入れ替えを多く取り入れたが、後転ができな
い児童、後転の技の美しさに課題がある児童が
多いため、後半は後転に繋がる動きを多く取り
入れた。

全 9 時間

オリエンテーション
1

・学習の進め方を知る。
・マットの準備の仕方、補助運動の仕方、自己
の技の見合い方を知る。
前転・後転

2

・

3
4

・自己の課題に合う場で練習する。
・自己の技の様子を見ながら、改善点に取り組
む。
（ICT）
・感想を出し合い、学習のまとめをする。
開脚前転・後転
・自己の課題に合う場で練習する。
・自己の技の様子を見ながら、改善点に取り組
む。
（ICT）
・感想を出し合い、学習のまとめをする。

（写真 1）毎時間の補助運動

（2）ICT 機器を活用した指導（自己の運動に関
する 課題を明確にする）
自分やグループの動きを客観的に見ることが
できるように、毎時間の活動で ICT 機器を取り
入れた。また、授業時間以外でも取り組む技の
映像を見せたり、自分の技の様子を撮影した映
像を見せたりすることで、自分の課題を毎時間
意識することができるようにした。それによっ
て、1 時間の授業において、自分の課題に合わ
せ、活動に意欲的に取り組むことができると考
えた。
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～後転、開脚後転～
・遠くにお尻をつく。
・体を丸め、おへそを見ながら、お尻・背中・
後頭部の順番に回る。
・両手でマットを最後まで押す。
・技 のポイントと練習の場を掲示すること
で、児童の課題に合わせた練習をすること
ができるようにした。

（写真 2）ICT 機器の活用

（3）学習カードの工夫（自己の伸びを実感で
きる学習教材）
学習カードに毎時間の振り返りを書くこと
で、学習の積み重ねを行った。また単元を通し
て、自己の課題を書き、それに合わせためあて
を立て、活動に取り組むようにした。授業の終
わりには、1 時間の活動を終えて次時の自分の
課題を考えることができるようにした。
（4）活動の場の工夫（スモールステップ型の
単元構成の工夫）
第 2 時から第 6 時では、技のポイントと児童
の課題に即した練習の場を設定し、どの児童も
自分が「できる」と感じることができるように
した。また、単元の後半（第７時から第８時）
では、前半で学習した技のポイントと練習の場
を活用し、児童一人一人が苦手な技を克服した
り、さらに完成度を高めたりすることができる
ようにした。
【努力を要する児童への支援】
～前転、開脚前転～
・回るときの目線を意識させる。
・腰の位置を高くする。
・かかととお尻を近づける。
・技 のポイントと練習の場を掲示すること
で、児童の課題に合わせた練習をすること
ができるようにした。

（写真 3）開脚前転の掲示物

（写真 4）開脚後転の掲示物

～側方倒立回転～
・手－手－足－足の感覚を身に付ける。
・手をつく方向につま先を向け、
あごを出す。
・技 のポイントと練習の場を掲示すること
で、児童の課題に合わせた練習をすること
ができるようにした。

（写真 5）側方倒立回転の掲示物

（5）児童が主体的に活動するための手立て
① ICT 機器を活用し、児童が授業の流れを理解
できるようにした。

（写真 6）ICT 機器の画面（授業の流れ）
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これによって、児童は教師の指示を待たずに
自ら考えグループごとに準備や補助運動に取り
組んだ。
（6）一人一人の児童に合わせた場の設定

（写真 7）場の設定①

通常のマットでは恐怖心を抱く児童でも、写
真のような柔らかいマットを使用することで、
怖がらずに練習することができた。

（写真 8）場の設定②

後転系の技を練習する際は、マットの下に跳
び箱運動で使用するロイター板を設置した。通
常のマットに比べ高さが出ることで、後転時の
勢いが増し、技の成功につながりやすくなった。
【おおむね満足できる状況にある児童の支援】
・進んで動けている児童を取り上げ称賛し、
その児童の真似をするよう全体に声掛けを
した。

4

・嫌い 2 名
問② 「マット運動」は好きですか。
・好き 26 名
・どちらでもない 7 名
・嫌い 2 名
問③ ②の理由は何ですか。
【好きな理由】
・いろいろな練習ができるから。
・友達から褒められたから。
・動画を撮ったり、見たりするのが楽しいか
ら。
【嫌いな理由】
・技が難しかったから。
・回るのが怖かったから。
問①と問②では、
「好き」と答える児童が増
加した。今までは苦手意識や恐怖心を抱いてい
た児童も今回の単元を通して、少しずつそのよ
うな気持ちが緩和されていったと考えられる。
また、理由の中には ICT 機器を利用したこと
による効果が見られ、児童が今まで以上に主体
的に活動できていたことが分かった。
「体育が
嫌い」
と答えていた児童も今回の学習を機に「好
き」と考えが変わった児童もいた。マット運動
の特性に気付き、面白さを実感できたようで
あった。しかし、依然として苦手意識や恐怖心
をもっている児童もいるため、今後はこのよう
な児童に対する支援の仕方や場の設定を工夫し
ていく必要があると感じた。
② ICT 機器の活用による自己分析力の向上
ICT 機器を活用し、客観的に自分の動きを確
認することで、できているところ、できていな
いところが明確になるため、課題意識をもって
練習に取り組むことができていた。
また、撮影した動画を見ながら、児童同士で
アドバイスし合ったり、意見を求めたりする姿
も増えた。以前の授業ではあまり見られなかっ
た姿であったため、ICT 機器の活用による良い
効果であると実感した。

実践のまとめ（成果と課題）

（1）成果
①単元終了後、再度アンケートを実施し意識の
変化を調査した。
問① 体育科の授業は好きですか。
・好き 30 名
・どちらでもない 3 名

（写真 9）撮影した動画を見ながら意見交換
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③掲示物によるポイントの明確化
それぞれの技について掲示物を用意すること
で、教師からの助言を待つだけでなく、自らポ
イントを確認し、それを踏まえて技に挑戦する
という児童が多くいた。
掲示物にはポイントだけでなく、イメージ図
も載っているため、技のおおまかなイメージを
もつことが容易となった。掲示物と自分の技の
動画を見比べ、出来栄えを確認する児童もいた。
④単元導入時のオリエンテーションの重要性
1 時間目にオリエンテーションの時間を確保
し、単元全体の見通しや 1 時間の授業の流れな
どを確認した。この時間に補助運動の動きを一
つ一つ例示し、練習した。その際、一つ一つの
動きにどのような意味があるのかを伝え、丁寧
に取り組むようにさせることを意識した。
主運動につながる運動となるような補助運動
を教師が選び、それを毎時間積み重ねることに
よって、全ての児童の基礎的な運動感覚を養う
ことが理想である。
（2）課題
今回の実践で児童の主体性は高まったように
感じたが、意見交換の仕方やアドバイスの仕方、
言葉の選び方には課題が見られた。これは体育
科の学習だけでなく、国語や算数などのその他
の教科でも必要な力である。これを改善してい
くためには 2 つの視点が必要であると考えた。
1 つ目は、
「見る視点を作る」ことである。
教え合ったり、励まし合ったりするには友達の
動きをしっかり見ていないとできないため、何
を見たら良いのかを明確にする必要があると感
じた。そのためには、ワークシートや掲示物を
工夫し、見る側のポイントを例示することで、
意見交換がより活性化すると考えた。
2 つ目は、「学習課題を具体化し、必要感を
もたせる」ことである。学習課題を具体化すれ
ば、何を学ぶのかが分かりやすく、対話がしや
すくなる。「ピタッ」や「フワッ」などのオノ
マトペを積極的に教師が活用することで、児童
はイメージがもちやすくなるだろう。また、児
童からもオノマトペを使った表現を出させて、
振り返りでそれを使い話し合いを盛り上げさせ
たい。

5

運動の「面白さ」に没頭し、一人一人が輝くこ
とができるような授業展開を目指していきた
い。そして、
児童が学習課題を自分ごととして、
主体的に考えられるような指導方法や手立てを
研究していきたい。
また、本校の教育目標である「自ら進んで行
動する児童を育成する」の達成に少しでも近づ
くことができるよう学級担任として、体育科の
学習だけでなくその他の教科においても「全員
が主体的に参加できる授業」を目指していきた
い。
【引用・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 体育編」
・今井茂樹 『小学校体育 全員参加の指導テ
クニック』 明治図書 2021 年

おわりに

今回の実践では、「体育＝楽しい！」と一人
でも多くの児童が感じることを第一に手立てを
考えた。実践後のアンケートでは、その成果を
感じることができたが、そうでない児童が数名
いたのが現状である。今後はさらに児童全員が
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【研究実践】

小学校国語科における NIE に関する研究

−低学年でもできる！新聞を継続的に読み、子ども歳時記を作る活動を中心に−
船橋市立丸山小学校

1

はじめに

2015 年 9 月より船橋市内全市立学校（4 年生
以上の全学級）に朝日・毎日・読売新聞が無料
配布されることとなった。しかし、児童の実態
を調査したところ、新聞を購読していない家庭
が約 7 割あるということがわかった。これは、
全国的にも課題となっている。新聞の無料配布
によって、子供たちが学校で新聞を読む機会が
得られた。新聞を積極的に活用し、多様なテキ
ストを読む力を育みたい、新聞読書生活を豊か
にしたいという思いが、
本実践の出発点である。
中央教育審議会答申において、
「小学校低学
年の学力差の大きな背景に語彙の質と量の違い
がある」と指摘されているように、語彙は全て
の教科における資質・能力の育成や学習の基盤
となる言語能力を支える重要な要素である。学
習指導要領国語科の目標の一つに、
「言葉がも
つよさを認識する」と挙げられている。言葉か
ら様々なことを感じたり、感じたことを言葉に
したりすることで心を豊かにすることが求めら
れている。また、急速に情報化が進展する今日
の社会において、様々な媒体の中から必要な情
報を取り出したり、情報同士の関係をわかりや
すく整理したり、発信したい情報を様々な手段
で表現したりすることも求められている。これ
からは、教科書教材に加えて、整った文章で書
かれた教科書教材以外のジャンルの文章を読む
ことが、学びの力を育むことや幅広い語彙の獲
得に繋がり、社会に参加する子を育てるには新
聞を継続的に読むことが欠かせない。
昨年度は、5 年生で新聞コラムをアンソロ
ジーに編纂する単元を行った。今年度、本実践
では、新聞が無料配布されている 4 年生以上の
学年の前段階として、低学年でもできる新聞活
用学習に取り組んだ。
「新聞を継続的に読む学
習」と「子ども歳時記を作る学習」の二つの視
点から、小学校国語科における NIE 教育に関
する指導のカリキュラムを設計する。
今年度担任する 2 年生では、学校図書館に置
かれている朝日小学生新聞、千葉日報新聞を継
続的に読むことを行う。また、季節に関する記
事を年間通してスクラップし、一人一冊の「子
ども歳時記」を作る活動を行う。これらの学習
指導が、言葉がもつよさを認識し語彙を豊かに

教諭

内田

瑞恵

し、複数の情報を関係付けて理解を深める力を
育てるとともに、豊かな新聞読書生活を形成す
るのに有効であることを明らかにするのが、本
実践の趣旨である。

2

実践の方法

3

実践の具体的内容

（1）研究主題に関する基礎的な理論研究
（2）検証授業の計画・実施
①単元名 子ども歳時記を作ろう
②対象 船橋市立丸山小学校 第 2 学年
③期間 令和 3 年 5 月から令和 4 年 2 月
（3）検証授業の分析と考察

（1）研究主題に関する基礎的な理論研究
①これから求められる語彙指導
寺井正憲が、
「学習指導要領では、国語科の
学習内容の改善のポイントの筆頭に、語彙指導
が挙げられているが、深い学びとの関係から考
えると、単に語彙指導を充実させるというより
も、語彙指導の強化によって、言語活動の学習
の質的な向上を図ろうとすると考えた方が良い
であろう。
」
（
『教育科学国語教育』第 837 号 明
治図書 2019 p.46）と述べるように、これから
の語彙指導には単なる言葉への知識・理解に留
まらず、語彙を豊かにする指導の改善・充実を
図ることが求められる。
②新聞を継続して読むことの有効性
倉澤栄吉は、
「新聞読書というものがある。
（中略）新聞を読むという行為は、万人共通の、
おそらく読むという行為の日常性の、最も高い
率を占める一般的な言語活動であろう。これを
放っておくという手はない。
」
（
『解説国語単元
学習』東洋館出版社 1994 p.218）と新聞読書
の重要性を述べている。新聞を学習材とするこ
との効果について、広野昭甫は、
「新聞は、国
語の教材の宝庫である。あらゆるジャンルの文
種がそろっており、さまざまな言葉が多様に用
いられている。そして、言語生活の向上に役立
つもの、読書生活の充実に資するものなど、さ
ながら国語資料室の観がある。
」
（
『新聞を主材
料とする「言葉の採集」による国語授業の活性
化』明治図書出版 1990 p.9）と述べている。こ
のような新聞を国語の学習材として使わない手
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はないと考える。
（2）検証授業の計画・実施
①単元の目標
〇共通、相違、事柄の順序など情報と情報と
の関係について理解することができる。
〔知識及び技能〕
（2）ア
〇文章の中の重要な語や文を考えて選び出す
ことができる。
〔思考力、
判断力、
表現力等〕
C 読むこと（1）ウ
〇言葉がもつ価値に気付くとともに、進んで
読書をし、我が国の言語文化を大切にして、
思いや考えを伝え合おうとする。
「学びに向かう力、人間性等」
②単元計画（継続学習＋国語 10 時間）
月
５月

学習過程、学習材(☆)
継続学習
スクラップリレー
はがき新聞を書く
☆教師見本
スクラップ記事
ノート
はがき新聞

６・
７月

事前学習
新聞ミニレッスン
15 分×３回
☆朝日小学生新聞

９月

「版画のはらう
た」並行読書
１時間＋
15 分×２回
継続学習
新聞掲示板
朝の NIE タイム
☆版画のはらうた
教師見本
朝日小学生新聞
千葉日報

10 月 第一次
学習の見通しを
もつ
１時間
☆教師見本

第三次
選んだ季節の記事
を編纂する
２時間
☆教師見本
スクラップ
書類ファスナー
11～ 継続学習
1 月 スクラップリレー
「子ども歳時記」
（冬）を作る
２時間
☆子ども歳時記
2 月 完成した「子ども
歳時記」を学校図
書館に展示する
☆子ども歳時記

新
聞
掲
示
板
・
朝
の
NIE

第二次
春～秋の季節に関
する記事を読み
とる
５時間
☆教師見本
スクラップ

ス
ク
ラ
ッ
プ
リ
レ
ー
・
は
が
き
新
聞

タ
イ
ム

ねらい(〇)、学習活動(・)
〇日常的に新聞に親しみ、新聞を読むことが自分の
考えを広げることに気付き、自らの読書生活を豊
かにしていこうとする。
・日直が、新聞の季節に関する記事をスクラップし、
その記事を選んだ理由・その記事に対する感想を
書き、朝の会で発表することをリレー方式で行う。
・各教科の単元のまとめや生活や行事の振り返りを
新聞形式ではがきに書く。
〇新聞の仕組みを知り、新聞を読むことの意欲をも
たせる。
・新聞の読み方、紙面構成を知る。
（15 分）
・見出し・リード・本文・５W１H を知る。（15 分）
「だれがどこで何をした」ゲーム。
（15 分）
〇「版画のはらうた」を読み、季節に関する見方を
育む。
・詩を音読し、どんな登場人物が出てきて、どのよ
うにうたっているか、情景を想像しながら読み、
季節に関する見方を育む。
（１時間）
・季節ごとの詩を鑑賞し面白さを話し合う。
（15 分）
・自分の選んだお気に入りの詩を発表する。
（15 分）
〇時事ニュースやスポーツニュースなどにも興味を
もたせる。
・学年の掲示板に NIE コーナーを作り、新聞係が興
味のある記事をスクラップし掲示する。
〇落ち着いて新聞を読む雰囲気を作る。
・教師が選んだ時事ニュース記事を印刷し配付、全
員で同じ記事を読む。
〇学習のゴールに「子ども歳時記」を編纂すること
を知り、季節に関する記事を読んでいく見通しと
意欲をもたせる。
・学習の見通しをもつ。
・学習の目的と方法を理解し、学習への意欲をもつ
ようにする。
〇季節の記事を読み比べて、季節について理解させ
る。
・今までスクラップした記事を読み返し、自分の歳
時記に入れたい記事を選ぶ。
〇季節に関する記事をたくさん読んで、
「子ども歳時
記」に入れたい、とっておきの記事を集めさせる。
・自分のとっておきの季節の記事を集める。
・選んだ記事に、季節の言葉（語彙）に線を引いた
り、記事を読んだ感想を書き込んだりする。
・たくさんの記事を読めるように、新聞を多数用意
しておく。
〇記事の順序や全体の構成を考えて編纂し「子ども
歳時記」
（春～秋）を完成させる。
・集めた記事を、順序を考えて編纂し、
「子ども歳時
記」を作る。順序を入れ替えられるよう書類整理
用ファスナーで綴じる。
〇学習を振り返り、新聞読書生活を評価させる。
・学習を振り返る。
〇「子ども歳時記」
（冬）作りに向けて意欲を高める。
・春～秋と同様に冬の記事をスクラップする。
〇「子ども歳時記」
（冬）を完成させ、愛着と達成感
をもたせる。
・友達と交換して読んだり、家の人に読んでもらっ
たりする。
〇他学年への新聞読書への動機付けを行う。
・完成した「子ども歳時記」を学校図書館に展示し、
他学年の児童に読んでもらい、感想を書いてもら
う

③単元の実施
（ア）事前学習 新聞ミニレッスン
継続学習では、朝日小学生新聞を 1 日分丸ご
と読むことで新聞の読み方について知り、季節

の記事を探すことで言葉のもつよさを感じ、新
聞を主体的に読んでいく態度を養うことと今後
の新聞活用に役立てられることをねらいとし
た。

（図 1）朝日小学生新聞を読む児童

事前に、
「新聞を読んだことがあるか。
」とい
う調査を行ったところ、97.0% の児童が「ない」
と回答したことから、新聞の読み方を知る必要
があると感じた。新聞の読み方は様々あるが、
まず 1 日分の朝日小学生新聞を広げて読み、1
面から最終面までどのような記事がどのような
順序で載っているのか調べた。1 面のニュース
に関する記事を音読して読んだり、連載漫画を
読んだりする学習も行った。次に、ニュース記
事には見出し、リード、本文があり、5W1H で
書かれていることを読みとった。5W1H につい
ては、朝学習で「誰がどこで何をしたゲーム」
を通して、5W1H の役割を既習済みである。児
童は、新聞を読み進めたり戻ったりしながら、
楽しんで読み込む姿がみられた。児童の振り返
りでは、発達段階に応じた新聞の読み方を習得
したことがわかる〔表 1〕
。新聞をより身近なも
のとして感じさせることができ、児童の新聞読
書生活への素地を耕すことにつながった。
・今日初めて新聞を全部読めました。嬉しかったです。
・
「そらペン」という漫画が毎日載っていて、次が早く
読みたくなりました。
・友達と一緒に音読したら、楽しかったです。
・新聞を読むのは、本を読むのと同じくらい楽しかった
です。

（表 1）児童の振り返り

（イ）継続学習 新聞スクラップリレー
新聞スクラップリレーでは、肯定的な意見が
多く、クラスで新聞を読む雰囲気が広がり、個
人の新聞の読み方も多様化していることがわか
る（表 2）
。
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・日直になって、季節の記事を探して、みんなに発表することが
楽しかった。日直が早く回ってきてほしいです。
・季節の記事を探したり、さかなクンの記事を読んだりして面白
かった。
・千葉日報新聞は読めない漢字があったけど、写真だけでも記事
の内容がわかる気がする。
・自分で欲しい記事が見つからない時でも、
友達に教えてもらっ
たり、先生と一緒に探したりして、見つけられたよ。

（表 2）児童の振り返り

を一緒に考えたりしている。個人のペースに合
わせて、書く内容にも幅をもたせており、はが
き新聞を楽しんで書く雰囲気を大切にしている。
2 年生 59 名

5/6 実施

10/22 実施

はがき新聞を書くことがすき

39.3%

58.6%

どちらかというとすき

42.9%

34.5%

どちらかというときらい

7.1%

6.9%

きらい

10.7%

0.0%

はがき新聞を書く時に楽しいこと。（複数回答）
10/22 実施
・文章を考えるのが楽しい。75.9％
・ど こに何を書こうか考えること（レイアウトを考
える。）65.5％
・自分の考えを書けるところ。62.1％
・1 年生の時とは違って、小さい字で書くところが嬉
しい。31.0％
はがき新聞を書く時に困ること（複数回答）
・言葉を考えるのが難しい。27.5％
・漢字を書くのが難しい。6.9％
・自分で文章を考えなければいけないところ。17.2％
・思 ったことを口では言えるけれど、言葉で書くの
は難しい 6.9％

（図 2）スクラップリレーノート

（ウ）継続学習 はがき新聞
NIE は、「学校などで新聞を教材として活用
すること」
（日本新聞協会）
と定義されているが、
方法として次の 3 点が挙げられる。
①学習材として使う
②新聞作り
③新聞の機能を学ぶ。
このうち、②新聞作りを、年間を通して各教
科や単元のまとめ、生活や行事の振り返りとし
て「はがき新聞」（図 3）（理想教育財団より無
料提供）に書くこととした。
はがき新聞を書くにあたり、4 月当初はレイ
アウト、見出し、5W1H、何を書くかを考えて
書き表すのに時間がかかっていたが、段々と短
時間で書けるようになり、自分の思いも表現で
きるようになってきて
い る。
（ 表 3） の 調 査
から、「言葉を考える
のが難しい。」「自分で
文章を考えるのが難し
い。」と答えている児
童がいるので、感想語
彙や評価語彙を示した
り、毎回教師見本を示
したりして手立てを講
じている。特に低位層
の児童には、教師見本
（図 3）児童のはがき新聞 を参考にしたり見出し

（表 3）実態調査より

はがき新聞
は、常時教室
に掲示し、次
のはがき新聞
を 書 い た ら、
はがき新聞
ファイルに綴
じて、いつで
も振り返るこ
（図 4）常時、教室に掲示
とができるよ
うにした。前に書いた自分のはがき新聞を読み
直したり、友達のはがき新聞を読んだりする姿
が見られた。
（エ）継続学習 新聞掲示板
学年の掲示
板に NIE コー
ナーを設置し
た。初めは教
師がスクラッ
プした記事を
掲 示 し、1 カ
月経った頃か
ら教師が新聞
（図 5）NIE コーナー
係の児童とス
クラップした記事を掲示、慣れてきた頃に新聞
係がスクラップした記事を掲示した。2 年生や
同じ階の 3 年生がこの廊下を通るたびに目を向
ける NIE コーナーとなっている（図 5）
。特に
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毎週日曜日に掲載される「サバイバル」の連載
や「朝小図書館」
の本紹介コーナーが人気であっ
た。
（オ）継続学習 朝の NIE タイム
朝学習の時
間に NIE タイ
ムを設け新聞
を読むことで
（ 図 6）
、落ち
着いて新聞を
読む姿勢も身
に付いてきて
（図 6）朝日小学生新聞を二人で読む いる。気にな
る記事や面白
い記事を見つけた時には、友達に声を掛けて一
緒に読むこともできるようになった。
（カ）平行読書『のはらうた』
6、7 月には生活科「生きものはっけん」の
学習において、児童は夢中になって身近にいる
生き物を探し、飼って世話をしたり、飼い方を
調べたりしていた。そんな時、クラスの児童Ａ
が学校図書館で『版画 のはらうたⅠ』
（くど
うなおこ 童話屋 1996 年）を見つけてきた。
「先生、おもしろいからみんなの前で読んで」
と言うので、目次だけを読んでいったところ、
子供たちは最初きょとん
としていたが、題名と作
者をどんどん読んでいく
と、大爆笑になっていっ
た。「本当に『のはらみん
な』が書いたの。」
「おも
しろいよ、『かまきりりゅ
うじ』って。」「ちがうよ、
（図 7）
「のはらうた」 そんな人、いるわけない
を読む
よ。」など、素敵な版画の
挿絵も手伝っ
て、詩の世界
に引き込まれ
ていった（図
7）。
子供たちの
提 案 で、
「子
ども歳時記」
に、この『の
（図 8）お気に入りの詩を視写
はらうた』の
お気に入りの詩も加えることとした（図 8）
。
図書物流で集めた『版画 のはらうた』Ⅰ～Ⅴ
を教室に 32 冊準備した。季節を意識して読ん
だり、お気に入りはこれだと何度も音読して読
んだりと児童の前向きに取り組む意欲を喚起す

ることとなった。
（キ）主単元「子ども歳時記を作ろう」
（春～秋）※（冬）は 11 月～ 1 月に作成
第一次 学習の見通しをもつ
学習のゴールに「子ども歳時記」を作ること
を知り、子ども歳時記に綴る季節のスクラップ
記事を選んだり、
「のはらうた」から季節にぴっ
たりのお気に入りの詩を選んだりする見通しと
意欲をもたせた。

（図 9）「子ども歳時記」教師見本と手順

第二次 スクラップした記事を読み返して
とっておきの記事を選び、選んだ記事にコメン
トを加える

朝日小学生新聞 2021.5.4
（図 10）子ども歳時記

言葉から様々なことを感じたり、感じたこと
を言葉にしたりすることで心を豊かにし、言葉
がもつよさとして認識することをねらいとし
た。
5 月よりスクラップした記事を再び読んで、
季節ごとに分類し、コメントを書き込んでいっ
た。コメントには、この記事を選んだ理由、初
めて知ったことや言葉を書いた（図 10）
。自分
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（図 11）子ども歳時記完成

で選んだ記事を一冊の歳時記としてまとめるこ
とを確認すると、児童のモチベーションアップ
へとつながった。児童の能力に合わせて学習を
進められるように枚数を制限しないこととし
た。今までスクラップした記事以外の記事も多
読できるように、まだ目を通していない千葉日
報新聞を用意しておいた。児童は、
「季節ごと
に分けるのが楽しい。
」
「前に自分がスクラップ
した記事をお友達が選んでくれてうれしかっ
た。」「初めて知った言葉があった。」など、発
達段階に応じて言葉のもつよさを認識すること
ができた。
第三次 記事の順書や全体の構成を考えて、
「子ども歳時記」を完成させる
記事を順序や全体の構成を考えて編纂する力
を身に付けることをねらいとした。
コメントを加えた記事とお気に入りの「のは
らうた」の視写を、順序を考えて編纂し、
「子
ども歳時記」を完成させた。児童の思考によ
り、順序を入れ替えられるよう書類整理用ファ
スナーで綴じた。記事を積み上げ、振り返り
ができるポートフォリオとしての機能も担う。
「春はこんな記事があったんだね。思い出した
よ。」「天気の記事の後には生き物の記事を入れ
よう。」「日付順にしたら読む人が読みやすいか
な。」と、オリジナルの歳時記を作ることに意
欲をもちながら、順序や構成を考えて記事を配
置し、編纂することができた。また、まえがき
には新聞を読むことについての思いを書き、あ
とがきには季節の記事の読み方や子ども歳時記
を作ったことについての思いを書くようにし
た。「1 年生の時までは、新聞を読んだことが
なかったけれど、2 年生になって新聞が読める
ようになったのでうれしい。
」
「
『ジャンケンポ
ン』の 4 コマ漫画がおもしろいので、いつも楽
しみに読んでいました。」「『朝小図書館（ライ

ブラリー）
』で本の紹介が読めておもしろかっ
た。
」などと振り返り、新聞読書生活について
二年生なりに主体的に考え、評価する姿がみら
れた。
完成した
「子ども歳時
記」は学校図
書館に展示し
全校の児童に
発信する（図
12、13）
。
（図 12）学校図書館に展示
単元の振り返り
では、新聞を読む
力が身に付いたこ
とを実感し、これ
からも続けて新聞
を読んでいくこと
の大切さに気付く
ことができた。
（図 13）異学年が読む姿

（3）検証授業の分析と考察
①語彙指導について
季節の記事を「子ども歳時記」に編纂する学
習を設定し、児童が言葉のもつよさを認識でき
るよう継続してスクラップを行い、単なる言葉
への知識・理解に留まらず、語彙を豊かにする
指導の改善・充実を図るよう様々な手立てを
講じた。
「子ども歳時記」についての振り返り
（表 4）からは、78.0% の児童の言葉への興味・
関心が高まり、89.8% の児童が以前よりも語彙
が豊かになったことを実感していることがわか
る。
「以前より新聞を読むようになったか。」と
いう質問には 81.0％の児童が肯定的な回答をし
ていることから、本単元の学習をきっかけに新
聞読書生活にも広がりや深まりがみられたこと
もわかる。
調査人数 59 名
（10/22 調査）

とても
思う

そう思う

あまり思 全く思
わない わない

季 節 の 言 葉 へ の 興 味・ 関
心が高まった

42.4%

35.6%

18.6%

3.4%

自分の子ども歳時記にさ
らにページを増やしたい

54.2%

28.8%

11.9%

5.0%

新しく言葉を知ることが
できた

59.3%

30.5%

10.2%

0.0%

書いたり話したりする時
に使える言葉が増えた

25.4%

32.2%

27.2%

15.3%

新聞を読むようになった

69.1%

11.9%

11.9%

6.8%

（表 4）実態調査

「新しく知った言葉を自分で使った時、うれ
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しかった」「はがき新聞を書く時に、子ども歳
時記で書いた言葉を使ってみた」という、言葉
と豊かに関われたことを肯定的に評価する感想
もみられた。また、子ども歳時記作りを新聞ス
クラップリレーや新聞掲示板と適宜連動させな
がら継続して行ったことも、語彙指導と児童の
新しく知った言葉への意識を相乗的に高めるこ
とにつながった。このことから、子ども歳時記
を作る学習は、言葉のもつよさを認識し、新し
く知った語彙を運用していく力を育成するのに
有効であったといえる。
②新聞を継続して読むことについて
新聞を読むことの調査において、検証授業後
では、「新聞を読むことが好き」と答えた児童
が 74.5%、
「新聞で勉強することは大切」と答
えた児童が 76.2%、「これからも新聞を読んで
いきたい」と答えた児童が 96.6% いることから
（表 5）、小学校２年生においても、新聞が身近
にあり豊かな新聞読書生活を送ることは可能で
あり、船橋市に無料配布されている全国紙 3 紙
を 4 年生になってから読んでいく前段階の力を
身に付けることができたといえる。
調査人数 59 名
（上段 5/6、下段 10/22）
新聞を読むことが好き
新聞で勉強することは大事
新聞の授業はよくわかる
新聞の授業で学んだことは
将来役に立つ
これからも新聞を読んでい
きたい

とても
思う

そう思う

16.9%
52.5%
37.3%
57.6%
27.1%
64.4%
13.6%
66.1%
27.7%
69.5%

13.6%
22.0%
13.6%
18.6%
22.0%
28.8%
28.8%
22.0%
26.5%
27.1%

あまり思 全く思
わない わない
54.2%
15.3%
38.9%
13.6%
37.3%
3.4%
44.0%
6.8%
32.2%
3.4%

15.3%
10.2%
10.2%
10.2%
13.6%
3.4%
13.6%
5.1%
13.6%
0.0%

（表 5）意識調査

新聞スクラップリレーでは、
「早く日直になっ
て、季節の記事をスクラップしてみんなに発表
したい。」「新聞を読むのは難しいと最初は思っ
たけど、お友達と一緒に読んだら読むことがで
きて、嬉しかった。
」
「友達がどんな記事をスク
ラップしたのか、発表を聞くのが楽しみだっ
た。」という肯定的な感想がみられたことから、
クラスで新聞を読む雰囲気が広がり、個人で読
む力も高まっていることがわかる。児童は、わ
からない言葉に直面した時、写真から情報を得
たり、わかる言葉をつないで内容を理解しよう
としたりしていた。今までの新聞読書経験で得
た情報を知識の中で参照したり関係付けたりし
ながら解釈する力を身に付けることができた。
しかし、学校図書館に配置される朝日小学生新
聞、千葉日報新聞は 1 部しかなく、2 年生 2 ク
ラスで読むには数が少なかったため、毎日連続

して読むことはできなかった。その問題点を工
夫してやりくりし、教師も一緒になって新聞を
継続して読むカリキュラムの構築が必要である
と考える。教科書の教材以外のジャンルの文章
を読むことが学びの力を育む。小学校 2 年生に
おいても、臆せずチャレンジしていき、世の中
を見る習慣、広い世界を見る思考が生まれてい
く場を作ることは可能である。新聞を継続して
読むカリキュラムを構築することが、豊かな新
聞読書生活を送るのに有効であったといえる。
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おわりに

成果
（1）子ども歳時記を作る学習を行うことが、言
葉がもつよさを認識し、語彙を豊かにし、
複数の情報を関係付けて理解を深める力を
育てるのに有効であることが明らかとなっ
た。
（2）新聞を継続的に読むカリキュラムを構築す
ることが、豊かな新聞読書生活を形成する
のに有効であることが明らかとなった。
課題
（1）新聞を読むことで知り得た語彙を学習や日
常生活で使うことの有用感を高めることに
ついて追究していきたい。
（2）１年生から 6 年生までの段階を踏んだ系統
的な NIE 教育のカリキュラムの在り方に
ついて研究が必要である。

本実践を通して、子供たちの生き生きとした
姿をたくさん見ることができた。
「先生、今日
も子ども歳時記作りたい！」
「この新聞記事、
面白いからみんなの前で読んで！」子供たちの
言葉に励まされ、実践を進めることができた。
新聞を読むことが日常の風景になった子供たち
は、大人びて見えた。大村はまは、
「ことばを
育てることは こころをそだてること 人をそ
だてること 教育そのものである」と述べてい
る。国語の奥深さ、NIE 教育の面白さは無限に
広がる。今後もさらに授業作りや教材研究に励
みたいとの思いを強くした。
【参考文献】
・寺井正憲『教育科学国語教育』第 837 号 明
治図書 2019
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1994
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集」による国語授業の活性化』明治図書出版
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【実践記録】

住まい方の向上を目指し、主体的に調整し実践する生徒の育成

−中学１年の家庭科のＩＣＴを活用した「住まいるＢＯＯＫ」づくりの指導を通して−
船橋市立船橋中学校

1

はじめに

（1） 住生活について
快適な住生活の実現は、心身の健康にも大き
く影響を与えるものである。わたしたちは、生
活環境や時代に適応しつつ、住まい方や生活様
式を変えながら進化を遂げてきた経緯がある。
戸建てや集合住宅など住む環境によっても大き
な違いがあり、同じ様式の住まいでも、家族構
成や生活スタイルによって住まいの課題は様々
である。そのため、住まいの問題点や対策を一
斉授業で一律に提示しても、全ての生徒に対応
した深い学びへと繋げることは困難である。
また、よりよい住まい方の実現のためには学
びを実生活に繋げ、解決しようとする姿勢を身
につけさせる必要がある。
そこで、様々な学習様式を取り入れ反復学習
を行うことで、多種多様な課題に対応できる基
礎的・基本的な知識を定着させたいと考えた。
（2）主題の設定理由
船橋市は、｢ 生涯学び活躍できる環境を整え、
生涯学習社会を実現する ｣｢ 自立して、主体的
に社会に関わることができる子供を育成する ｣
以上の 2 つを教育目標に掲げ、教育行政を推進
している。
GIGA スクール構想の新しい学びに向けた学
習様式は、視覚的にわかりやすく情報を伝え、
生徒自身が抱く疑問をより深く追求することが
できるため、学びの幅を広げ、興味・関心の向
上に繋げることができると考える。｢ICT を活
用する 3 つの学習場面 ｣ を活用し、問題を検討
し解決する活動は、新しい時代や社会の変化へ
適応するために必要な、思考力・判断力・表現
力の育成に最適である。
そこで、本題材では住まい方の向上を図るた
めに、安全・健康・快適の実現を目指す ｢ 住ま
いる BOOK｣ を作成した。それによって身につ
けた知識を活用し、｢ 生活の課題と実践 ｣ をす
る中で、住まいが改善されていく確かな手応え
を実感させ、主体的に自分の住まい方を工夫し、
調整しようとする姿勢を身につけさせたいと思
い、本主題を設定した。
（3）生徒の実態
住まいに対する関わり方の状況を把握するた
めに 10 クラス 358 人に実態調査を行った。掃除

教諭

大和田

千裕

や換気に関わる頻度を調査したところ、図 1 に
より、
14.5％が「毎日」
、
56.3％が「週に数回」と、
7 割を超える人が住まいの向上に向けて頻繁に
清掃などの活動に取り組んでいることが分かっ
た。
14.5

毎日
週に数回
月に数回
年に数回
全くしない

5.8
2.6
0
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20.9

20

30
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（図 1）掃除や換気の頻度はどのぐらいか（％）

掃除や換気を行う理由を自由記述で記入し
たところ全体の 35.9％が「汚いといやだから」
、
次いで 27.1％が「快適に暮らしたいから」を理
由に挙げていた。一方で、
「年に数回」や「全
くしない」など、取り組みの頻度が低い全ての
生徒に共通して、
「面倒だから」
、
「大変だから」
というマイナスな理由を挙げる傾向にあった。
授業を通じて知識を積み重ねて行くことで、
住まいの環境の重要性に気づき、主体的に調整
したり、改善したりして快適な住まいづくりに
関わろうとする意欲の向上に繋がると考えた。

2
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住まいは暮らしの基盤であり、生活を豊かに
するものである。しかし、地域情報紙の ｢ くら
しの情報ふなばし 165 号 ｣ では、高齢化に伴う
家庭内事故の発生件数が多いことを掲載した
り、ニュースでは、新型コロナウイルスの家庭
内感染の拡大を報道し、注意喚起を促したりす
ることで、住まいの中にも様々な危険があるこ
とを示している。また、日本の国土が地震・火
山活動が活発な環太平洋帯に位置していること
もあり、台風や前線活動等の気候条件により、
膨大な被害をもたらす自然災害が頻発してい
る。特に千葉県は 2019 年に発生した台風 15 号
による甚大な被害を受けたことで、自然災害に
対する脆弱性が改めて浮き彫りとなった。安心
した暮らしを送るためには図 2 で示すとおり、
安全・健康・快適な環境を整えることが求めら
れる。新学習指導要領の B（6）ア（イ）でも、
｢ 家庭内事故の防ぎ方など家族の安全を考えた
住生活の整え方について理解すること。｣B
（６）
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イでは ｢ 家族の安全を考えた住空間の整え方に
ついて考え、工夫すること。｣ となっている。
また、内容の扱いとして ｢ 自然災害に備えた住
空間の整え方についても扱うこと。｣ としてい
る。
そこで、各家庭の生活文化を継承するととも
に、生活の中から問題を見出す課題を設定した。
解決する実践的・体験的な学習活動により、｢
安心した暮らし ｣ へ実感の伴う学びに繋げるこ
とが重要だと考えた。

安全
健康

安心

快適

（図 2）住生活の学習の構想図

また、住まいの問題は多岐にわたるため、問
題を継続的に解決していくためには、家族の協
力が不可欠である。学習過程に ｢ 住まいの問題
点を家族と検討する課題 ｣ を取り入れ、家族に
も ｢ 安心できる住まい方 ｣ に目を向けてもらえ
るように促し、家族で対策を実践しやすい環境
を整えた。
さらに、住まいの基本的な特徴や特性を理解
し、安心できる住まいを目指して学びを深める
ことで、暮らしの質の向上に向けて主体的に調
整をしようとする姿勢を身につけさせたい。
（1）実践の柱と ICT の活用
7 つの学習形態で実践した。
①話し合い活動を通した学習（協働学習）
▶安心できる住まいについてグループ討議
②視聴覚教材を活用した学習（一斉学習）
▶住まいの基本的な機能を教示
③家族と対話的な学習（家庭学習）
▶キーワードについて家族に調査・相談
④調べ学習（個別学習）
（協働学習）
▶キ ーワードに関連する問題点と解決策を
「住まいる BOOK」にまとめる
⑤情報を共有する学習（個別学習）
▶「住まいる BOOK」で情報を共有
▶生徒間でクイズを出題・知識の確認
⑥家庭で実践する学習（家庭学習）
▶「住まいる BOOK」で家族と情報を共有
▶情報を活用した ｢ 生活の課題と実践 ｣
⑦情報を整理する学習（一斉学習）
▶ワークシートで確認とまとめ

①では、学習の核となる「安心できる住まい」
をテーマに話し合い活動を行った。連想される

ワードを jamboard に書き出し、それを活用し
て意見交換を行った。
②では、住まいの基本的な機能を確認するた
めに、パワーポイントを利用して一斉指導を
行った。関連したイラストや図、絵本などの教
具を投影し、可視化して説明することで、住ま
いのはたらきや役割をスムーズに理解しやすく
した。
③では、一人一人に住まいに関連するキー
ワードを割り当て、
「安心できる住まい」の実
現のために、住まいに潜む問題点を検討し、そ
の後、家族に実践している対策の聞き取り調査
を行った。
課題や対策を家族に相談することで、
家庭で実践している生活文化の継承をしたり、
対策のできていない箇所に気づき、家族と共に
検討したりすることができるようにした。
④では、キーワードに関連する情報をさらに
深めるために、インターネットでの調べ学習を
行った。住まいにどのような危険が想定できる
か、
「安全・健康・快適」な住まいづくりのた
めに、どのような具体的対策を講じればよい
のかを Google スライドにまとめた。Google ド
キュメントに比べ、テキストボックスやイラス
トなどの配置をレイアウトしやすいため、構図
を自由に考えてまとめられるようにした。また、
レポート作成にあたり、必要に応じて生徒自身
が Google フォームを活用して、クラスの実態
調査を行うことができるようにした。
完成した生徒からロイロノートのテストを活
用し、Google スライドに関連するクイズを作
成した。これにより、レポートの要点の整理と
完成までの進度差を調整した。
⑤では、
「住まいる BOOK」を読み合う活動
を行った。読み進めながら、自分の家庭の問題
点をチェックすることで、自分の住まいの課題
に気づくことができる場とした。読み終わった
生徒から、ロイロノートのテストで作成したク
イズを解き合うことで、振り返りの学習ができ
るようにし、学習の定着を図った。
⑥では、これまでの学習で得られた知識の実
践をする場とした。⑤で得た知識をもとに、我
が家の住まいの問題点を検討し、改善するため
の対策を立て、家庭で実践した。
⑦では、
「住まいる BOOK」の要点をまとめ
たワークシートを使用し、パワーポイントでま
とめの学習を行った。これにより、レポートに
よる情報の過不足を補足し、クラスごとに生じ
た差を補えるようにした。
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住まいに対する関心と経験の乏しい実態
【１】話 し 合 う
グルー プ討 議によ る学 習目標 の明 確化

【２】学 ぶ

【３ 】調 査 す る あて

住まいの基本的な機

家庭の対策や問題点

能やはたらきを習得

を聞き取り調査

【４】まとめる

【５】共 有 す る

｢住 ま い る Ｂ Ｏ Ｏ Ｋ ｣

｢住 ま い る Ｂ Ｏ Ｏ Ｋ ｣

に課題と対策をまと

にまとめた情報を共

める

有

【６】実 践 す る

【７】ふ り か え る

習得した知識を基に

一斉授業よる情報の

住まいの対策を実践

確認と知識の定着

住まい方を追求することの手応えや重要性を
実感、 住ま いに関 わる 主体的 な姿 勢が定 着

（図 3）７つの柱の学習の構想図

（2）｢ 住まいる BOOK｣ の活用
住まいの対策・改善は、大きな災害や被害を
受けてからでは手遅れである。そのため日頃か
ら暮らしにおける様々な危険やリスクを予測
し、適切な備えをすることが必要である。また、
住まいや家族構成は時間の経過と共に変化する
ものである。現在の住まいや家族構成に限らず、
様々な世代や家族構成を想定した、柔軟な対応
力や知識を身につけることが必要である。
「住まいる BOOK」の作成にあたっての留意
点は、割り当てられたキーワードに対して、ど
のような危険性が考えられるのかを予測し、適
切な対策を見つけることである。住まいに潜む
危険性と向き合い、備えを確かなものとするた
めに適切な解決策を導き出す活動や、それぞれ
がまとめた情報を共有する取り組みは、住まい
方に対する思考力や判断力を育むために、有効
な手段の一つだと言える。家族に相談や聞き取
りを行ったり、パソコンで情報を収集したりす
る活動を行う中で、多くの情報から最適な方法
を選択し、自力で解決できる力を身につけさせ
たい。
班ごとに設定したテーマに向けて行う ｢ 住ま
いる BOOK｣ づくりは、個人の活動でありなが
ら、同じ目的に向けて連帯感を持って取り組む
ことができる、グループ活動でもある。また、
調べた内容を発表することなく、情報共有する
ことができるため、感染予防の観点から効果的

な発信形態と言える。加えて、発表原稿の作成
や発表練習の時間が短縮でき、発表時の個人差
による声の聞き取りづらさや欠席等による聞き
漏らしを避けることもできる。
テーマごとに作成された ｢ 住まいる BOOK｣
は、
重要事項にアンダーラインなどを入れたり、
何度も繰り返し読み返したりすることが可能で
ある。また、授業後に持ち帰ることができるた
め、家族と容易に情報を共有したり、活用した
りすることもできるようになる。例えば、｢ 地
震などの災害対策 ｣ に関しては非常用持ち出し
品の 1 つとして活用できるほか、｢ 幼児や高齢
者の家庭内事故 ｣ は、祖父母や幼児のいる家庭
に渡すことで、授業終了後も多くの人と情報を
共有し、幅広く活用することが可能である。
住まいの安全対策は、簡単に実践することが
困難なものも多い。そのため、繰り返し身近な
人を引き込み、一緒に検討することが重要とな
る。対策について対話を重ねていくことは、家
族全体の住まい方に対する意識の向上に繋が
り、継続的に実践しやすい環境を整える取組だ
と言える。

3

研究の内容

（1）1 校時【柱 1】話し合う（協働学習）
めあて：安心できる住まいについて考えよう
よりよい住生活の実現に向けて、｢ 安心でき
る住まい ｣ の環境を整えることは必要不可欠で
ある。住まいに求められる ｢ 安心 ｣ の要素は多
種多様であり、家庭環境や生活様式によって
も異なる。グループ討議は、
「安心できる住ま
い」に対する様々な考え方を共有し、学習に向
けた動機づけと視野を広げることをねらいとし
ている。事前に話し合うときのキーワードを
Jamboard にまとめ、可視化した情報を見なが
ら討議を行うことで、10 分程度の限られた時
間でも、情報を整理した充実した話し合い活動
を行うことが可能である。要点をまとめた話し
合い活動は、感染予防の観点からも有効だと言
える。グループ討議の後に「安心できる住まい」
についての考え方をまとめることで、今後の学習
に向けた具体的な目標を掲げられるようにした。

（写真 1）Jamboard を利用している様子
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（2）2 校時【柱 2】学ぶ（一斉学習）

（4）3 ～ 5 校時【柱 4】まとめる（個別・協働学習）

めあて：住まいの働きを知ろう

めあて：危険と対策をレポートにまとめよう

学習指導要領では、住まいの基本的な機能を
満たすために、様々な知恵や工夫があることを
理解させることを求めている。住まいのはたら
きを定着させるにあたって、3 つの方法で学習
した。①住まいのはたらきに気づかせるために
「暮らしから住まいがなくなると、何に困るか」
という問いかけにより、数多くの住まいのはた
らきに関連する情報を引き出した。②住まいの
様々なはたらきを描いた絵本「あなたのいえ
わたしのいえ」を、スクリーンに映し範読する
ことで、視覚的にはたらきを確認できるように
した。③パワーポイントを使用した講義で基本
的な住まいのはたらきを確認した。1 つの内容
に対して様々な視点から、ICT の視覚的効果を
利用して学習することで、
知識の定着を図った。

レポートの作成にあたり、各班を出版社のプ
ロジェクトチームに見立てて活動を行った。住
まいの情報誌の特集記事を書くという設定のも
と、
ベストセラー本を目指し、
読者の視点に立っ
た読みやすい記事になるよう促した。
レポートは、危険の要因と対策の関係性につ
いて理解してまとめる必要がある。文章を延々
と書くのではなく、イラストや図などの関連情
報を入れて、読者を意識した要点のまとまった
記事を書くように指導した。
今から皆さんは編集部に
なってもらいます…
各プロジェクト
チームはテーマ
を決定し書籍を
発行して下さい。

最新号の特集のテーマは…
①地震対策
②防災グッズ
③空気汚染対策
④家庭内事故 幼児
⑤家庭内事故 高齢者
⑥住まいの災害対策
自然災害･火災･防犯･防音・騒音・害虫

（図 5）パワーポイントの例

① 生徒の意見

②絵本で確認

③学習のまとめ

様 々な角 度

繰 り返 して

から理 解

フィードバック

ワークシートでふり返り
（図 4）学習の定着を図るための一連の流れ

（3）宿題【柱 3】調査する（家庭学習）
めあて：家族に住まいの工夫を調査しよう
班ごとに住まいに関するテーマを 1 つ決定
し、一人一人に関連するキーワードを分担した。
事前に６班分テーマと人数分のキーワードを用
意することで、短時間の話し合いで、スムーズ
に分担ができるようにした。
各キーワードの担当者は住まいを「安全・健
康・快適」にするために必要な情報を検討し、
家族にキーワードに関連する住まいの問題点や
家庭で実践している対策の聞き取り調査を行っ
た。これは住まいの知識を他者の異なる視点か
ら対話的に検討する活動であり、家族から生活
文化の継承を受けたり、住まいの問題を検討し
たりする場でもある。対話的な活動を家族と行
うことで、自分の家庭の住まい方の工夫や知恵
に気づくことができた。また、家族と住まい方
の振り返りをすることで、家族とよりよい住ま
い方について検討する足掛かりとなるものとし
た。

「住まいる BOOK」の作成は、班ごとに 1 冊
の本にまとめる目標があるため、課題に対して
一緒に作り上げようとする連帯感を生むことが
できる活動である。班員同士で、期日に間に合
うように、声を掛け合いながら作業をする姿が
見られた。さらに、早く書き終えた生徒が出版
のプロジェクトリーダーとなり、本の内容が伝
わりやすくなるように、仕上げに向けて作業を
進めていた。例えば、表紙に載せるタイトルや
イラスト、
本の帯に書くセールスポイントなど、
他の作業を終えた班員に指示を出しながら取り
組むことができた。これは、作業の進度差を埋
めることにも繋がった。また、個人の活動のた
め、学校を休みがちな生徒も各家庭で課題に取
り組むことができた。
レポートは Google スライドを利用して作成
をしたが、パソコンに不慣れな生徒もいるた
め、紙媒体の原稿も用意した。A4 サイズの原
稿は、A3 サイズに 8 枚集約するため、A6 サイ
ズに縮小されることを想定して記入する必要が
ある。誰でも同じサイズの文字や真っ直ぐなグ
ラフを記入できるように、レポート用紙は 1cm
置きの薄い色の小さなドットを印刷した。これ
によって文字のサイズが統一された見やすいレ
ポートを作成することができた。また、読み手
に本のキーワードを明確に伝えることができる
ように、レポートの吹き出しに ｢ 安全・健康・
快適 ｣ の一つを選択し記入できるようにした。
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④

③

No

②

Team

⑥

①

CIass

⑤

（写真 2）クイズを解く姿

◆生徒の感想

編集者名

（図 6）手書き
レポート用紙

（図 7）製本方法

（5）6 ～ 7 校時【柱 5】共有する（個別学習）
めあて：｢ 住まいる BOOK｣ を読んで住まい方
に役立つ情報を見つけよう
レポートを製本し、情報交換を行った。ワー
クシートに各キーワードのチェックリストを載
せておくことで、読み終わった後に自分の家庭
の問題点を簡単に把握できるようにした。
全員分のレポートを読むことは大変な活動の
ようにも思えるが、単行本のような本になって
いることにより、朝の読書タイムと同様に黙々
と読み進めることができた。また、家族に伝え
たいことや気になる情報については、マーカー
を引き、自分だけの情報誌として、精読するこ
とができた。
ダニに気を付けよう‼

健康

身近にたくさんいて、時には人を刺すこともある
と言われる「ダ
ダニ」。
普段の生活や、レジャーの中でダニに刺される
ことがあります。
ダニには様々な種類がありますが､その中で人
を刺すのは、ツメダニ､イエダニ､マダニの３種
類です｡
・ダニに刺されたら、どのような症状が出るのか
室内のダニは高温多湿の環境を好み、初夏〜
秋にかけて特に被害が多くなります。
刺された直後から、激しい炎症を伴ってかゆみがしつこいため、
適切なケアを怠ると、掻き壊して湿疹化したり、色素沈着を起こ
したりすることがあります。
また、吸血を介して感染症を媒介することもあります。

完全に駆除することはできませんが、ダニの発生リスクを下
げることはできます。
、。

には、、

・部屋や寝具にこまめに掃除機をかけ、エサになるよう な他
のダニや昆虫を除去する
・宿主であるネズミを駆除する
あとは、部屋を換気して風通しをよくしたり、布団乾
燥機を使用したりして、ダニが繁殖しにくい環境を
維持しましょう。

（図 8）PC の原稿

・中学生目線の本なのでわかりやすかった。
・これから実践してみようと思うものが本当に
沢山あり、何度も読みたいと思った。
・自分の家の問題がいくつか出てきたので、長
期休みに家族と相談して実行し、安心して暮
らせる家づくりをしたいと思った。
・この本で分かったことを祖父母や親戚など多
くの人に伝えて、安心・安全な暮らしをして
もらいたいと思う。

（6）課題【柱 6】実践する（家庭学習）
めあて：｢ 住まいる BOOK｣ を活用して、住ま
い対策をしよう
学んだ情報を活用して、｢ 生活の課題と実践」
ができる場を設定した。住まいの学習は単に情
報を詰め込むだけでは、生活に繋がる有効な学
習とは言えない。本づくりを足がかりとして、
住まいの問題点を見つけ、実態に合わせた対策
を選択し、調整することが必要である。これに
より、実態に応じた学習の個性化をすることが
できた。
◆生徒の感想
・家族の一員として積極的に住まいの対策をし
ていけたらなと感じることができた。
・自宅から避難経路の間に多くの危険があるこ
とを知ったので、学習を生かして自分や家族
の命を守れるようにしたい。

・ダニの対策方法は？

そのため

（写真 3）図書室の掲示

◆保護者からのコメント
（図 9）手書きの原稿

本を読むという形態で情報共有を行うことに
より、声を発することなく、感染予防に配慮し
て情報を発信する場を設けることができた。本
を読み終えた生徒から、ロイロノートで作成し
たクイズを解き合う活動を行った。クイズを解
くことにより、基礎的・基本的知識を楽しく定
着させることができた。
完成した本は司書に協力を得て、図書室にも
掲示を行った。これにより他クラスの資料を見
ることができるようになり、該当学年だけでな
く、全校生徒へ住まいに役立つ情報を周知する
ことができた。

・家族で災害について話し合う良い機会になり
ました。今後も一緒に考えていきます。
・子供が色々と質問してきて嬉しかった。
・大人が見逃している住まいの課題に気が付い
てくれて助かりました。
・早速子供を中心に住まいを見直していこうと
思います。

（7）8 校時【柱 7】ふりかえる（一斉学習）
めあて：住まいの対策をふりかえろう
本に掲載された情報がクラスごとに異なるた
め、まとめ学習を行った。パワーポイントと内
容がリンクした穴埋め式のワークシートを使用
することで、
短時間で復習ができるようにした。
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この学習方法は、ワークシートに記入する場所
が明確なため、支援の必要な生徒に対する合理
的配慮も可能である。また、板書の短縮ができ
るため、各キーワードの担当生徒に、具体的な
問題点や対策を質問しながら学習を進めること
もできた。つまり、
一斉授業でありながら、
各々
の担当者と対話的に進めることが可能な学習方
法でもあった。

（図 10）ワークシート

◆安心できる住まいとは（生徒のまとめから）
・安心できる住まいとは、何かが起きてもすぐ
に対応できるように備えてあること。でも、
一番大切なことは、掃除など日頃から家をき
れいな状態に保つことだと思った。
・住まいの対策はすぐにできるものではないが、
簡単な対策から試せば、安心できる住まいに
なると思う。
・防犯などの対策ももちろんだが、清潔な環境
を保つということも ｢ 安全な住まい ｣ に含む
ことがわかった。ほこりなどがないキレイな
家にしておくことが大切だと思った。

4

おわりに

（1）成果
住まいの課題を主体的に考え・実践する力を
身につけるために、様々な学習様式を取り入れ
多面的な視点から学習を行うことができた。学
習で得た知識、住まいが安全や快適になる手応
えや達成感は、住まいへの興味・関心の向上に
繋がり成果として表れた。
事前
本作成後
情報交換後
事後
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0%
とてもある
どちらとも言えない

15
54
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（図 11）住まいに興味・関心がありますか

生徒の感想 ｢ もっと早くからやれば良かっ
た」｢ これからも対策を続けて安心して暮らし
ていきたい。｣ などから、暮らしを豊かにする

実感ややり甲斐を伴う活動をすることができた
と言える。｢ 住まいる BOOK｣ にまとめる調べ
学習は、個別学習でありながら協働学習もでき
る、感染予防に特化した時代に対応した、新た
なグループ活動となった。
【一斉学習】
生徒の生活体験に基づいた知識や絵本などの
教具、パワーポイントの活用は、視覚から住ま
いの特徴を捉えやすくし、理解を深めることが
できた。
【協働学習】
安全な住まいのあり方について意見交換を行
うことで、自分の知識・考えをまとめる思考力
や判断力、相手に自分の考えを的確に伝えるた
めの表現力を育成することができた。
【個別学習】
家族への聞き込み調査や、インターネットで
の調べ学習、クラスの実態調査などから、必要
な情報を整理し、わかりやすくまとめる表現力
を高めることができた。
【家庭学習】
家族から住まい方の工夫の伝承を受けるとと
もに、住まいの実態に合った課題と向き合い、
効果的な対策を家族と実践することができた。
これにより、住まいの課題を解決しようとする
調整力を高めることもできた。
（2）課題
本実践では数多くの場面で ICT を活用した
が、その中で個々の技量や進度差を埋めるため
の対策の必要性を感じた。例えば、今回は指導
の個別化のために、ICT の扱いに不慣れな生徒
に対して、手書きの用紙を配付するなどの個
別の対応を行った。ICT は有効に活用すること
で、時間の短縮やより発展した学習に繋げるこ
とができるが、ICT の経験の異なる生徒に必ず
しもそれが適切であったとは言えない。
今後も、
ICT の活用場面と個々への対応を検討し、全て
の生徒に効果的で、深い学びの実践ができるよ
うに研究を継続したい。
６ 参考文献
・開隆堂出版株式会社『早わかり＆実践新学習
指導要領解説 中学校技術・家庭 家庭分野
理解への近道』
・文部科学省『中学校学習指導要領（平成 29
年告示）解説 技術・家庭科編』
・船橋市消費生活センター『くらしの情報ふな
ばし NO、165』2016 年 11 月 15 日号
・船橋市教育委員会『船橋市における GIGA ス
クール構想（令和 3 年 2 月）
』
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