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「協働し、変わり続ける子ども」の育成 
～主体的・対話的で深い学びのある授業づくりを通して～ 

熊本市立城東小学校 

 

要 約 

本研究は、授業を通して「協働し、変わり続ける子ども」の育成を目指したものである。

学校全体で目指す姿を共有するために、職員で検討し、児童に具体的に示す。教師と児童

がイメージを共有することで、確かな力として身につく。そして、授業の中で、児童は協

働して学ぶことで、新しい見方・考え方に触れ、学び・伸びを自覚することができる。こ

のような授業を積み上げていくことで、私たちの目指す「協働し、変わり続ける」子ども

の育成へとつながることが明らかになった。 

<キーワード> 振り返り 目指す姿の共有 協働 カリキュラムマネジメント 

 

１ 研究主題について 

これからの子どもたちが生きる未来は、どんな未来になるのか。ＡＩの進化、情報化された社会、

少子高齢化等、変化が大きく、予測するのは難しい。そんな予測困難な時代を生きる子どもたちに

求められている力は、どのような力であろうか。 

それは「協働し、変わり続ける力」と考える。「協働」とは、他者と共に考え、話し合うことで、

互いが納得解を見つけることである。仲がよく気心が知れた仲間同士で行うこともあるが、初めて

会う者同士、考え方や文化が異なる者同士でも行わなければならないだろう。また、「変わり続ける」

とは、自分の知識や経験を自覚した上で活用したり、他者の考えを受け入れたりして、新しい自分

の目標や考えを持つことである。これからの未来において、困難を乗り越え、新しい何かを作り出

し、自己実現するためには、必要な力である。 

では、本校児童の姿はどうであろうか。校訓「まごころをつく

す子ども」にある通り、素直で明るく優しい子どもたち。本校の

教育及び研究を支える土台として５０年以上にわたり途切れるこ

となく続いてきた健康教育。「様々な人と関わりながら学び、自分

の存在が認められる絆の感覚がある」「どんなことでも受け入れて

くれる、間違っても笑われないという安心感や関係性がある」。そ

んな支持的な雰囲気の中でこそ、自他を大切にする心が育ち、自

分の考えを広げ深めていくことができる児童へと育っている（図

１）。しかし、現状に満足し「本当にこれでよいのだろうか。」「も

っとできる。」と、更に向上しようという姿がなかなか見られない

という課題もある。 

成果としての児童の姿を持続させ、さらに、向上させることができるように、これまでの取組を

礎として、実践を重ねたい。昨年度は、「『主体的・対話的で深い学びのある』授業の創造」という

主題のもと、研究を行った。児童は、教師の「教材や導入のしかけ」や「思考のズレを生み出す発

問」により主体的に学び、「取り上げ、つなぎ、問い返す」コーディネートにより対話的に学び、「再

考し表現する場」を設定することにより、学びを自分のものにすることが明らかになった。主体的

に学ぶ児童は「更に向上する」姿に、対話的で深く学ぶ児童は「協働する」姿に、そして学びを自

分のものにしようとする児童は「変わり続ける」姿につながるであろう。つまり「主体的・対話的

で深い学びのある」授業づくりを行うことで、「協働し、変わり続ける子ども」を育成することがで

きるのである。 

 

２ 研究の視点 

研究の視点を以下のように設定した。 

 

 

 

 

【視点１】やる気をもって（主体的な学び） 

【視点２】協働し（対話的で深い学び） 

【視点３】変わり続ける（学びを自分のものにする） 

 

【図１ 協働して学ぶ】 
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(１)【視点１】 やる気をもって（主体的な学び） 

「やる気をもって」とは、児童が「なぜ」と問いを持ち、「あの考えを使えばできそうだ。」と

見通しを持って粘り強く取り組み、「今度はこうしよう。」と次の学びへの意欲を持っている姿と

考えた。 

より主体的に取り組むためには、児童の中に「なぜ」を生み出さなければならない。これまで

に得た経験や知識、学び方、そして前時の振り返りを活用して、他と学び合うことのできるしか

けが必要である。教師から示されるものではなく、自ら関わりたくなる、考えたくなる、話した

くなる導入を目指す。さらに個の「なぜ」を学級全体で共有し、どのようにして解決していくの

か、見通しを持たせることで、学びを連続させやる気をもって学ぶであろう。 

 

（２）【視点２】 協働し（対話的で深い学び） 

「協働し」とは、「〇〇から～と考えました。」と自分の考えを明らかにし、「～と考えている

んだ。」と友達の考えを理解し、「似ているなあ。」「ちょっと違うなあ。」と互いの考えとその根

拠を比べ交流する中で、新たな見方・考え方に気づく姿と考えた。 

協働するためには、教師が、児童の考えを「取り上げ」「つなぎ」「問い返す」ことが必要であ

る。まず、児童の考えを把握し、授業のねらいに向けて取り上げる。次に、児童の発言から共通

点や相違点を意識しながら整理し、つなぐ。そして、問い返すことで、児童の思考を更に深め、

ねらいへとつなげる。他と学ぶ中で、児童は様々な見方・考え方に触れ、自分の考えを広げ深め

ることができるであろう。 

 

（３）【視点３】 変わり続ける（学びを自分のものにする） 

授業中、よく聞いて、考え、話し合うことで、学びを自分のものにし、変わり続けることがで

きる。しかし、その変容を自覚できていなかったり、変容は自覚しているがなぜ変わったのかが

分からなかったり、次の課題が見い出せていなかったりすることがある。それでは、学びは深ま

らず、次の学びにもつながらず、変わり続けることができない。そこで、「変わり続ける」とは、

自分の学び・伸び・変容やその理由を自覚し、次の課題を見い出すことで、学びを自分のものに

している姿と考えた。 

変わり続けるには、学び・伸びやその理由を自覚する振り返りが必要である。何を学んだのか、

どのように学んだのか、なぜ変わったのかを振り返ることで、児童は、学びを自分のものにし、

変わり続けることができるであろう。 

 

３ 研究の構想図 

では、「主体的・対話的で深い学び」のある授業とは、どのような授業だろうか。 

児童が問いを持って自ら学び、教材や他者、自分の経験と対話する中で、教科の見方・考え方に触

れ、振り返りをする中で学びや伸びを実感する授業であると考えた。 

まず、授業を支える土台としての健康教育に取り組む。そこで、自他を大切にする心が育ち、自分

の考えを広げ深めることができる支持的な雰囲気が生まれる。 

その上で児童は、授業の中で、自分自身がも

っている「経験・知識・学び方」を生かして、

やる気をもって、協働し、変わり続けながら納

得解を見つけ、教科のねらいを達成する（図２）。 

やる気をもつためには「見通しをもたせる」、

協働するためには「取り上げ・つなぎ・問い返

す」、変わり続けるには「振り返りで、学び・伸

びを自覚させる」など、教師の具体的な支援が

必要である。 

このような学習を積み上げていくことで、教

材内容だけでなく、教科内容とその学び方も理

解し、その学びを評価することで伸びを実感す

る、私たちの目指す「協働し、変わり続ける子

【図２ 研究構想図】 
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ども」に近づくと考えた。 

４ 研究の実際 

（１）全体で取り組む振り返り 

①教師と児童が目指す姿を共有する指標の作成と提示、改善 

  視点２、３を効果的に実践し、具体化を図る

ために、振り返りシートを作成し、自己評価活

動を位置づけてきた。目指す姿を指標として具

体化することで、そのための手立てが明らかに

なる。 

まず、日吉東小学校で昨年度作成されたもの

を参考に、研究部で「やる気をもち」「一緒に」

「考える」の３つの視点で、２年、４年、６年

の最終段階としての姿、学年の発達段階を考え

た指標（図３）を作成した。それを各学年担任

で検討し、国語、算数、総合的な学習の時間を

中心に、実際にいくつかの単元でつかってみた。

そして、指標と実際のズレから改善を図った。 

指標を職員全員で検討、作成したことにより、

職員の振り返りへの意識が高まり、目指す姿が

共有されることで、指導のズレが少なくなった。

そして、児童に示したことにより、教師が求めている姿

を児童と共有することができた。 

②学びを自覚する振り返り 

振り返りは、自己評価活動である。その活動を通して、成長の喜びを自覚させるとともに、自

己評価能力を高めることができる。そこで、児童に振り返りの観点として、次の三つを示した。 

 

 

 

   初めは、記述に５分以上の時間がかかり、 

内容も授業中にまとめた内容（分かったこと） 

が多かったが、教師からのアドバイス欄を設 

け、そこにチェックを入れることによる児童 

への返しを継続したり、次時によく書けてい 

た振り返りを繰り返し児童に紹介したりした 

ことで、自己評価能力を高めることができた。 

〇分かったこと（できるようになったこと・成長） 

〇友だちの発表で納得できたこと（協働） 

〇もっと考えたいこと（新たな課題） 

 
感想文が○○さんと最もにていて、「つぼ」

が同じ友だちを見つけられました。 

○○君の一枚目のうらの「どうか太ったお方や若いお方

は大かんげいいたします」の所に納得しました。太った

人は、肉があるというのは、脂肪があってとてもおいし

いということがわかってきます。 

「理由を書いて」にチェックを入れたこ

とで、理由を記述できるようになった。 

【図３ 振り返りの指標】 



4 

 

（図４） 

私たち教師がやったことは、児童への返しにチェックをして、よい振り返りを選び、次時に紹介

してつなげただけである。短い時間で効果を上げることができた。 

 

（２）５年国語 物語の良さを解説しよう「注文の多い料理店」での実践 

 ５年国語 物語の良さを解説しよう「注文の多い料理店」について、以下のように授業を構想した。 

児童が持っている「経験・知識・学び方」を生かしながら、教師の適切な手立てにより「指標の目指

す姿」を実現し、納得解を見い出すことで、本時のねらいを達成できる。さらに、研究会では明示して

いる「指標の目指す姿」が達成できたかどうかを協議することで研究が深まると考えた。（以下の授業実

践についても同様に構想図を示す。） 

【授業の実際】 

〇本時の目標（５/１０） 

戸の言葉の意味と紳士たちの解釈の関係を読み取り、表現の工夫をまとめることができる。 

〇本時の展開 

①前時までを振り返り、本時の学習課題を確かめる。 

②６枚目の戸の裏に書かれた言葉に着目し、言葉の意味と紳士たちの解釈を読み取る。 

 

③他の戸の言葉に着目し、言葉の意味と紳士たちの解釈のズレを読み取る。 

 

 

④本時の学習を振り返る。 

【視点１】児童の振り返りを共有するこ

とで、前時とつなぎ、一斉に読み取るこ

とで、課題解決の見通しを持たせる。 

【視点２】児童をつなぐ「取り上げ、つ

なぎ、問い返す」教師のコーディネート。 

【視点３】物語のしかけの面白さに気

づくように、既習事項とつなげて考え

させる教師の問い返し。 

戸の言葉の「おかしい」ところを見つけよう 

（しんしをだまそうとする）（二つの意味がある）戸の言葉が、おもしろい。 

しんしは、自分に都合よく考えるから、戸の言葉に気づかないのが、おもしろい。 

 

【図４ 児童の記述の様子】 
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〇視点１「やる気をもって」 

 児童の振り返りを共有することで、前時とつなぎ、一斉に読み取ることで、課題解決の見通しを持た

せる。 

〈前時の振り返り〉 

Ａ児：自分が食べるつもりだったのに、食べられそうになったところが分かりやすくておもしろかったです。 

Ｂ児：次は、なぜ最後まで気づかなかったのか、知りたいです。 

 前時は、紳士たちの人物像と物語を通しての変化について学習した。学習後に書いた児童の振り返り

を発表させることで、学びをつないだ。Ａ児は、学習内容の振り返り、Ｂ児は、本時の課題につながる

振り返りである。この振り返りから、「最後まで気づかなかったんだね？」と児童に問い返すと、児童は、

「いや。気づいていました。」「途中から、おかしいと思っていました。」と答える。そこで、「じゃあ、

おかしいと言ったのはどこ？」と６枚目の戸の言葉に焦点化した。 

６枚目の戸の言葉を一斉に読み取り、紳士たちが「おかしい」と気づいた（主張）のは、どの言葉か

ら（根拠）か、理由づけして話し合い、本時の課題解決の方法を共通理解した。そこから本時のめあて

「戸の言葉の『おかしい』ところを見つけよう」を児童とともに確認した。自分の感覚だけで文章を読

んでいた子どもたちが、一つの言葉に着目して読むことで、言葉に隠された本当の意味に気づき、「だと

したら・・・」と別の言葉に自分から働きかけ、言葉の意味を読み取っていった。指標にあるように「め

あてや課題に向かって、自分なりの方法で、最後まで課題に取り組む」ことができた。 

〇視点２「協働し」 

児童をつなぐ「取り上げ、つなぎ、問い返す」教師のコーディネート。 

６枚目の戸から前へ戻りながら、児童は戸の言葉の「おかしい」ところを見つけていった。個人で読

み取った後、３人組でその読みを確かめ、全体で意見を出し合った。まずは、叙述「食べられます」か

ら取り上げた。児童は「自分が食べるつもりだったのに、本当は自分が食べられてしまうので、二つの

意味があっておかしいです。」と、言葉に隠された二つの意味に気づいた。「他にはないかな。」と問い

返すと、「注文の多い料理店というのは、客が注文するのでなく、お店が注文するという意味で、普通

こんなこと言ったら、お客が来なくなるので言わないと思います。」と、他の二つの意味を持つ言葉に

つなぐことができた。このように、教師が、児童の意見を意図的にコーディネートすることで、児童の

生活経験や読書体験に基づいた読みが出され、読みを深めることができた。 

〇視点３「変わり続ける」 

物語のしかけの面白さに気づくように、既習事項とつなげて考えさせる教師の問い返し。 

そして、授業の終末で、「紳士たちがこんなに最後まで気づかなかったのはどうしてだろう」と問い

返した。児童は再考し、「すごくお腹が空いていたから、自分が食べることしか考えていなかったんだ

よ。」「確かに。お腹が空いているときは、それしか考えないときがある。」「紳士がかっこつけているか

ら、おかしいと思っても、言わなかったんだよ。」「そうだね。一人の紳士は気づくのに、もう一人の紳

士がそれに自分たちに都合のいいように理由づけして、結局気づいた紳士も納得していたよ。」と、自分

自身の生活経験や既習事項である紳士の人柄と結び付けて考え、筆者の表現の工夫の巧みさとともに、

人物設定の物語における面白さにも気づくことができた。 

また、振り返りには次のような記述が見られた。 

・「ここがおかしいな。」と思ったところが友だちとは、わけがちがって、同じところに目をつけているか
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ら、またちがった所に気づけておもしろかったです。 

・戸の言葉のおかしさに、私は気づくのに、紳士は気づかないからこそ、おもしろいんだなあと思いました。 

・人がらなども関係していることも最後分かって、もっと面白くなりました。 

・おもしろい所をもっと見つけることができてよかったです。今度は、こわい所を見つけたいです。 

自分の考えと友だちの考えを比べながら考えたことで、読みが深まり、新しい見方・考え方を手に入

れることができた。 

【成果と課題】 

 【視点１】やる気をもって 【視点２】協働し 【視点３】変わり続ける 

成果 〇自分から言葉に関わり、自分

なりの読みをつくる姿。 

〇前時の学び・疑問から、本時

の課題へとつながる姿。 

→次の授業でも継続して実践 

〇友だちの考えと自分の考えを

比べ、つなぐ言葉を用いて、

自分の考えを発表する姿。 

〇学級みんなでめあてに向かっ

て学習を進める姿。 

〇既習事項と本時の学びをつな

ぎ、物語のしかけの面白さに

気づく姿（見方） 

〇自己の学びや変容を実感しな

がら振り返る姿 

課題  ・「こんな言葉が出たよね。ち

ょっと考えてみようか。」と

整理する。 

→次の授業で改善して実践 

・児童の思考を「言葉に返す。」

こと。 

→次の授業で改善して実践 

 

（３）１年国語 のりもののことをしらべよう「いろいろなふね」での実践 

１年国語 のりもののことをしらべよう「いろいろなふね」について、以下のように授業を構想した。 

 

【視点１】きゃくせん（前時の

学習内容）」との比較により課題

を焦点化し、めあてを持たせる。 

【視点２】写真を比較することによ

り、生活経験を引き出し、教師のゆさ

ぶり発問で、対話を促す。 

 

【視点３】何がどんな順序で書か

れているのか、写真や経験とつな

いで、正しく読み取らせる。 



7 

 

※太字黒下線は、前の実践とのつながり 

【授業の実際】 

〇本時の目標（５/１３） 

「フェリーボート」の文章を「やく目」「つくり」「人ができること」の３つの事柄ごとに読み取り、

フェリーボートのすごいところを見つけることができる。 

〇本時の展開 

①前時の学習を想起し、本時の課題をつかむ。 

 

②フェリーボートの「やく目」「つくり」「できること」の３つのことについて、詳しく読み深める。 

③本時のまとめをする。 

 

 

④学習の振り返りをする。 

〇視点１「やる気をもって」 

 きゃくせん（前時の学習内容）との比較により、課題を焦点化し、めあてを持たせる。 

教師「きゃくせんってすごいね。どんなところがすごかったのかな。」 

児童「きゃくしつでやすんだり、レストランでごはんをたべたりできるんだよ。」 

 前時は、客船の「役目」「つくり」「できること」について学習している。客船の写真や学びの足跡を

使って、振り返りを行った。児童は自然に「じゃあ、フェリーボートは

どうなのかな。」と本時と学びをつないだ（図５）。 

まずは、「役目」「つくり」「できること」を一斉に読み取り、「何が、

どこに書かれているか」を共通理解する。そこから本時のめあて「すご

いところをほめてあげよう」を児童とともに確認する。どこに、何が書

かれているかを一斉に確かめたことで、読みに課題のある児童も、めあ 

てを持って学習に取り組むことができた。 

〇視点２「協働し」 

写真や動画を比較することで、生活経験を引き出し、教師のゆさぶり発問で、対話を促す。 

一年生は、生活経験と本文、友だちの考えと自分の考えをつないで考える経験が少ない。本文を正し

く読み取るには、生活経験を引き出し、何が書かれているか実感させることが必要である。そこで、動

画を見せたり、複数の写真を用意し比べたりすることで、生活経験を引き出した。動画は、音声をカッ

トすることで、映像から分かる情報に焦点化した。児童からは、「車をたくさん停めれそう。」「レスト

ランで休むこともできるんだよ。」と、生活経験に基づいたつぶやきが出てきた。 

そこで、「たくさんの人と車って書いてあるけど、写真は、一台の車と一人の運転手だよ。」「人と車

を別々に運んだらどうなるの？」と、ゆさぶる発問をした。児童は「車から降りて、休んでるんだよ。」

「『いっしょに』って書いてある。いっしょに運ばないと、車は動けないよ。」などと、自分の考えを本

文とつなげて考えるようになった。また、「今の意見についてどう思う。」と児童の考えをつなぐ問い返

しをすることで、「つなげます。」と、お互いの考えをつないで考えようとする姿も見ることができた。 

〇視点３「変わり続ける」 

何がどんな順序で書かれているのか、写真や経験とつないで、正しく読み取らせる。 

本時では、まず「フェリーボート」の「役目」「つくり」「できること」がどの段落に書かれているか

フェリーボートくんの三つのことをしらべて、すごいところをほめてあげよう 

フェリーボートくんってすごいね。きみのすごいところは、車をちゅうしゃじょうに

とめて、やすめるところだよ。だって、うんてんしゅさんが、つかれないんだもん。 

 

【図５ 前時を振り返る】 
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確認した。しかし、船は、児童は知識としては知っているが、乗ったことのある生活経験が少ないもの

の一つであるため、児童は、何が書かれているのか、どのように書かれているのか、実感をもって理解

できていない。船について書かれている文章を「正しく読む」ことは、図鑑等を読む際に「これはこん

なことかな。」と自分の生活経験とつなげて考え、正しく読み取る際に必要となる力だと言える。そこで、

視点２で示しているように、写真や動画、生活経験とつなげて考えさせることで、実感をもって正しく

読み取らせることができた。 

【成果と課題】 

 【視点１】やる気をもって 【視点２】協働し 【視点３】変わり続ける 

成果 〇友だちの話を目と耳と心で聴

こう等する姿。 

〇めあてに向かって、最後まで

学習に取り組む姿。 

 

〇先生や友達の話に反応（あい

づち、質問）しながら聴く姿。 

→次の授業でも継続して実践 

〇自分の生活経験を友だちの生

活経験とつなげて学ぶ姿。 

〇自分の考えと、そのわけ（根

拠・理由）をしっかり持つ姿。 

→次の授業でも継続して実践 

〇本文と生活経験をつないで考

え、フェリーボートのすごさ

に気づく姿。 

課題 ・「すごいところを見つける→

読み取り」というダイナミッ

クな展開の工夫。 

→次の授業で改善して実践 

 ・本時の中で、役目（仕事）と

つくりの関係という見方を手

に入れる展開の工夫。 

 

（４）４年国語 くらしの中にある「和」と「洋」を調べよう「くらしの中の和と洋」での実践 

 ４年国語 くらしの中にある「和」と「洋」を調べよう「くらしの中の和と洋」について、以下のよ

うに授業を構想した。 

【視点１】着物と洋服を例に整理す

る方法を全体で共有することで、課

題解決の見通しを持つ展開の工夫。 

【視点２】引用部分（根拠）と自分の

考え（理由）のつながりを、友だちと

対話することで、見直す。 

【視点３】よりよく伝えるためのブッ

クの書き方（意見と根拠、理由のつな

がり）について、理解する。 
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多くの場合、この説明文教材では、内容の読み取りが研究授業として提案される。しかし、８月のカ

リキュラムマネジメント研修（後述Ｐ１２）を受け、情報活用能力を視点に、単元の後半に位置づけら

れている「ブック作り」の提案授業を行った。 

【授業の実際】 

〇本時の目標（８/１２） 

本や資料で調べたことの中から、必要な情報を整理することができる。 

〇本時の展開 

①前時までを振り返り、本時の学習課題を確かめる。 

 

②調べたことを整理する。 

・着物と洋服を例に、何を引用するのか、自分の考えには何を書くのか、全体で確認する。 

・自分の比べるものについて、引用と自分の考えを整理する。 

・引用と自分の考えが読み手に伝わるものになっているか、小グループで検討する。 

・全体で話し合う。 

 

④本時の学習を振り返る。 

〇視点１「やる気をもって」 

着物と洋服を例に、情報を整理する方法を全体で共有することで、課題解決の見通しを持つ展開の工夫。 

教師が、本時のねらいに合わない間違ったモデルを示し、全体でそのモデ

ルについて検討する場を設定した。児童は、「ちがうことを比べているから対

比になっていません。」と、観点を揃えて比べることの大切さに気づくこと

ができた。集めた情報を整理する方法について学んだことで、ブック作りへ

の見通しを持つことができ、最後まで意欲的に取り組むことができた（図６）。 

〇視点２「協働し」 

引用部分（根拠）と自分の考え（理由）のつながりを、友達と対話することで、見直す。 

この単元で育てる情報活用能力は、「引用すること」である。児童は、前時までに多くの本や資料に

触れ、「和と洋」のよさを伝える根拠となる情報を集め引用し、その根拠からどんなよさがあるのか、

自分の考えをまとめながらブック作りへの意欲を高めてきた。まずは、小グループで、シートを用いて

和と洋のよさを根拠や理由をもとに説明し、アドバイスをもらうという活動を仕組んだ。友達の考えを

共感的に聞き、「もっとこうすればいいと思うよ。」とアドバイスをし、「確かに。じゃあこうすればいい

のかな。」と素直に受け入れる姿が見られた。また、全体での話し合いでは、教師や友達の話を共感的に

聞き、自分の考えと比べて考える姿が見られた。 

〇視点３「変わり続ける」 

よりよく伝えるためのブックの書き方（意見と根拠、理由のつながり）について、理解する。 

「主張・根拠・理由づけ」のつながりを捉えさせるために、思考ツール「三角ロジック」を活用した。

まず、第二次で本文を読み取る際に、三角ロジックの図を用いた。根拠となる本文、そこから考えた理

由づけ、そして自分の考えを主張として示し、三角ロジックの関係を意識しながら読み取りを進め、論

理的な思考について理解を深めた。次に、第三次でブックを書く際にも、思考ツール「三角ロジック」

を活用した。和と洋の各々のよさ（主張）、資料から引用した情報（根拠）、自分の生活経験をもとにし

た（理由づけ）を明らかにすることにより、自分の考えを相手によりよく伝える書き方を身に付けるこ

和と洋の良さを伝えるブックにするために調べたことを整理しよう 

引用と自分の考えの書き方がわかった。ブック作りが楽しみだ。 

【図６ モデルを見比べる】 
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とができた。本文の読み取りで思考ツール「三角ロジック」について学び、ブックを書く際に活用した

ことで、児童に確かな力を身に付けることができた。 

また、振り返りには次のような記述が見られた。 

・松田さんの意見を聞いて、くわしく分かるように書いていたのでいいと思いました。私もきちんと相手に

伝わるように「よさ」を考えていきたいと思いました。 

・自分の考えのよさは「茶のちがい」にしていたけど、町頭さんが「それは茶のちがいじゃないんじゃない。」

って言って、「味のよさ」にかえてみたら、条件と合っていて、これからは条件に合うようにしたいです。 

自分の考えとそのわけをしっかりと持つことができたということが分かる。 

【成果と課題】 

 【視点１】やる気をもって 【視点２】協働し 【視点３】変わり続ける 

成果 〇めあてや課題に向かって、自

分なりの方法で、最後まで課

題に取り組む姿。 

 

 

〇友だちの話を自分の考えと比

べながら聴く姿。（友だちの

考えのよさを認め、自分の考

えに生かそうとする姿。） 

→少人数での工夫として実践 

〇自分の考えと友だちの考えを

比べながら考え、「なるほど」

「確かに」と思う姿。 

〇思考ツールを活用し、論理的

な書き方に気づく姿。 

課題 ・ねらいが二つ合ったように感

じた。焦点化の大切さ。 

→次の授業で改善して実践 

・ ・振り返りシートのより効果的

な活用方法。 

→次の授業で改善して実践 

 

（５）特別支援学級４年国語「同じ読み方の漢字に気をつけよう」での実践 

特別支援学級４年国語「同じ読み方の漢字に気をつけよう」について、以下のように授業を構想した。 

 

【視点１】授業の冒頭に学習の

流れを示すことで、課題解決の

見通しを持たせる。 

【視点２】教師の問い返しにより、自

分自身の考えを再考させる。 

【視点３】振り返りシートで学びを自

覚させ、登山の位置で伸びや目標まで

の見通しを持たせる。 
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【授業の実際】 

〇本時の目標（１/２） 

読み方が同じ漢字でも意味は違うことを確認し、同音・同訓の漢字を使い分けることができる。 

〇本時の展開 

①本時の学習の流れを確かめる。 

②日本語好きだ検、新出漢字の練習をする。 

③本時の学習課題を確かめる。 

 

④挿絵を参考にしながら、それぞれの意味に合う漢字を考える。 

⑤文の意味を考えて、どの漢字で書き表すかを考える。 

 

⑥本時の学習を振り返る。 

〇視点１「やる気をもって」 

 授業の冒頭に学習の流れを示すことで、課題解決の見通しを

持たせる。 

 本時の流れを、「日本語好きだ検」「学びのめあてを確認する」

等、タブレットを用いて示した（図７）。漢字の学習を得意とし

ている児童は、本時のめあて「漢字マスターをめざして、同じ

読み方をする漢字を正しく使い分けよう」ともつながったこと

で、学習の見通しを持ち、自分から進んで学習に取り組むこと

ができた。 

〇視点２「協働し」 

教師の問い返しにより、自分自身の考えを再考させる。 

特別支援学級の児童は、少人数、場合によっては、一人で学

習することもある。そんな児童にとって、対話をする相手は教

師しかいない。教師が、うなずき、問い返す学習者としての手

本を示し、学びを深める協働の相手役を担うことは、極めて重

要だと言える。 

本時でも、教師が児童の協働の相手となり、思考をゆさぶっ

た。「箱を『開』けるは、どうして『開』なの？」と問い返す

と、児童は絵を描きながら「開けるというのは、このように開

くという意味なんですよ。」と、絵を活用して自分の考えを教師

に具体的に伝えることができた。教師が「なるほど。」と相槌を

打つことで、さらに「伝えたい。」気もちも高まった（図８）。交流学級でも、周りの様子を見て判断し

ながら発言する姿、お互いの考えをつないで考えようとする姿も見ることができている。 

〇視点３「変わり続ける」 

振り返りシートで学びを自覚させ、登山の位置で伸びや目標までの見通しを持たせる。 

漢字マスターをめざして、同じ読み方をする漢字を正しく使い分けよう 

今日の学び「読み方がいっしょでも意味はちがう。」「漢字の意味を考えて書く。」 

【図７】学習の流れの提示 

【図８ 児童と教師の対話】 
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右の写真（図９）は、児童が自分自身の学びを、山の頂上をゴ

ールとすると、今どのくらいの場所にいるか自己評価していると

ころである。本時は、児童の持っていた知識、経験、学び方をう

まく活用して考えたことで、「できた」経験を積むことができたた

め、頂上まであと少しと自己評価することができた。 

                                                                  

そして、振り返りには次のような記述が見られた。 

・「やる気：Ｂ」最初、元気がなかったから。 

・「一緒に学ぶ：Ａ」えがおで活動できたから。 

・「考えること：Ａ」漢字の意味をよく知れたから。 

【成果と課題】 

 【視点１】やる気をもって 【視点２】協働し 【視点３】変わり続ける 

成果 〇めあてに向かって、最後まで

学習に取り組む姿。 

〇見通しをもってわくわくする

気もちで学習に取り組む姿。 

〇先生の話に反応（あいづち、

質問）しながら聞く姿。 

 

〇自分の考えと、そのわけをし

っかり持つ姿 

〇振り返りの工夫により、本時

の学びを実感する姿。 

課題 ・めあてに向かって粘り強く取

り組むための個に応じた支援 

・交流学級でも、友達に対して

分かりやすく伝える力を育成

するための手立て 

・学習内容から、本時の学びを

まとめる力を育成するための

手立て 

この成果と課題を次の研究授業につないで、研究の深化を図りたい。 

 

（６）情報活用能力を視点としたカリキュラムマネジメントの取組 

８月には、熊本大学前田康裕准教授を講師として招き、

カリキュラムマネジメントについてワークショップ型の研

修を行った。協議の結果「情報活用能力」を視点にカリキ

ュラムマネジメントに取り組むこととなった。まずは、各

学年で情報活用能力を育てることのできる単元を洗い出し、

総合的な学習の時間を軸に、どのようにつながっているか、

年間計画の見直しを行った。（図１０、１１） 

４年国語の提案授業（前述Ｐ８～）では、情報活用能力

「引用する」を育てることをねらいとした。授業研究会で

も、総合的な学習の時間のテーマの一つ「けんこうタイム」

における「第２回すこやかサミット（学校保健委員会）の

ブース発表」という城東で培ってきたものと、国語の学び

がどのようにつながるのかを協議することができた。そし

て、教科ごとの横のつながり（Ｐ１３表１）はもちろん、

学年ごとの縦のつながり（Ｐ１３表２）を明確にし、力を育てて

いくことの大切さも確認することができた。次年度に向けて、土

台となるカリキュラムを本年度中に作成したい。 

【図１０ ワークショップの様子】 

【図１１ 年間計画の見直し】 

【図９ 自己評価の様子】 
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【表１ 情報活用能力を視点にしたカリキュラム(一部抜粋】 

 

【表２ 情報活用能力「国語」縦の系統表(一部抜粋)】 
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（７）授業をつなぐ 

研究授業を行っても、次の研究授業は学年が異なるため、研究を深めるのが難しいことが多

い。研究の成果を上げるためには、授業をつなぐことが大切であると考え、取組を行った。 

一つ目は、研究会後の「つなぐ会」の実施（図１２）。研究部、授業者、そして次の研究授

業の授業者で行う。内容は、研究会で出された意見の中で、次の授業でもう一度検証したいこ

とを確かめることである。「次は、

協働の姿をもっと具体的にしてい

きたい。」「変わり続けるための

手立ては、これでよいのか。」な

ど、具体的な意見が出され、次の

研究授業で検証することができた。 

   

 

 

二つ目は、校内研修だより（図１３）の発行。研究授業の前には、事前研究会や模擬授業で話題

になったことを１枚のシートにまとめることで、授業を見る視点や協議の柱を明確にし、研究会後

には、成果と課題をまとめることで、研究授業と研究授業をつなぐことを意識した。 

【図１２ 研究会のつながり】 

【図１３ 校内研修だより「つなぐ」】 
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５ おわりに 

（１）成果 

【授業について】 

表３、表４は、職員に対してのアンケート結果である。昨

年度までの取組を生かし、「やる気をもって、協働し、変わり

続ける」子どもを目指して実践を重ねた結果、全員が、児童

は一学期と比べて協働して学習に取り組んでいると答えてい

る。協働の姿を具体化した指標を研究会の中で検討したこと

で、手立てが明確になり、私たちが目指す児童像につながっ

てきていると考える。 

【振り返りについて】 

「振り返りの指標」として授業の中で目指す姿を職員で検討し作成したことで、学校全体で共通

理解、共通実践することができた。児童にも具体的に示し、振り返りを行ったことで、教師と児童

が「どのような姿で学ぶとよいのか」イメージを共有することができた。研究会の中で、指標を見

直したことで、児童の実態に合ったより具体的な指標ができた。 

また、教師の意図的な支援により、どの学年でも、授業の中で他者と協働する場面が生まれ、協

働することで、新たな見方や考え方を手に入れる児童の姿を見ることができた。その学びや伸びを

教師が価値づけることで、確かな力として身に付けることができた。 

そして、振り返りの視点を、「分かったこと」「友だちの発表で納得できたこと」「もっと考えた

いこと」として示し、教師からのアドバイスもその視点に沿ったものに絞ったチェックにしたこと

で、児童の振り返りの力が向上し、次の授業の課題とつなげることもできた。児童の課題が、前時

とつながることで、学びの連続性が生まれた。 

【カリキュラムマネジメントについて】 

カリキュラムマネジメントにより、情報活用能力に関して、各学年のどの教科のどの単元におい

てどんな力を児童に付けなければならないかが見えてきた。情報活用能力を視点にした教科を横断

した年間計画、学年ごとの系統表を本年度中の完成を目指し作成している。 

 

（２）課題 

「振り返りの指標」という具体的に見えるものを作成

したことで、研究を深めることができた。しかし、研究

授業と研究授業のつながりをもっと意識できていたなら

ば、より研究が深まっていたのではないかと感じている。

職員で話し合うこと、具体的に見えるようにすることを、

大切にしたい。また、「振り返りの指標」の中で、見えて

きた児童の姿を具体化する手立てについて、研究を深め

ていく必要がある。 

そして、カリキュラムマネジメントをスタートさせ、

その効果は実感できたが、本当に活用できるカリキュラ

ムはできていない。本年度中に土台となるカリキュラム

を作成し、来年度実際に使いながら改善し、城東版「情報活用能力カリキュラム」の完成を目指す。   

さらに、本校の学校文化を受け継ぐためにも、伝統ある健康教育と校訓をどのようにつなげ、児

童に返していくのか、まず職員で話し合うことから始めたいと思う。 
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情報活用能力を

意識している

できている

２２％

まあまあできている

５６％

あまりできてい

ない２２％

協働して学習に

取り組んでいる

できている

５６％

まあまあでき

ている４４％

・振り返りの表は、観点毎で付けやすかったので、子どもは、スムーズに自分の学習を振り返

ることができた。さらに、自己評価力をつけるための取組みについて研修を深めていきたい。 

・カリキュラムマネジメントの視点をもって計画していくことを意識した。（職員アンケートより） 

【表４ 職員アンケートより】 

【表３ 職員アンケートより】 


