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主題 豊かな学び手を育てる 

熊本市立城南小学校   
 

要 約 

学習指導要領で求められている３つの資質・能力を育成するためには、タブレット端末

を授業でどのように使うかという考えではなく、タブレット端末を使って授業をどのよう

に変えるのかという考えが必要である。子どもが教えられるだけの授業から、自ら学びと

る授業に変えていかなければならない。そこで、プロジェクト型学習を各教科の授業の中

に取り入れることにした。そうすることで、子どもが自ら学びとる授業を目指した。 

＜キーワード＞ プロジェクト型学習 パフォーマンス課題 ルーブリック 

 

１ 主題設定の理由 

急速なテクノロジーの進化やグローバル化など、変化の激しい社会を生きる子どもたちに、確かな

学力、豊かな心、健やかな体の調和のとれた「生きる力」を育成することがますます重要になってき

ている。 
そのような時代背景を受けて、学習指導要領も「これからの社会が、どんなに変化して予測困難に

なっても、自ら課題を見付け、自ら学び、自ら考え、判断して行動し、それぞれに思い描く幸せを実

現してほしい」という思いで改訂された。新しい時代に必要となる資質・能力の育成と、学習評価の

充実が求められている。また、「主体的・対話的で深い学び」の視点に立った授業改善をすることで、

学校教育における質の高い学びを実現し、学習内容を深く理解し、資質・能力を身に付け、生涯にわ

たって能動的に学び続けるようにすることが重要である。 
熊本市では、「令和版 学びわくわく熊本市の授業づくり」において教師が「教える」から「学び

とらせる」、子どもが「教わる」から「学びとる」授業への授業観・授業構造の改革を目指している。 
そこで本校では、子ども自ら取り組むべき課題を設定し、解決していく力を育くんでいきたいと考

えた。そのような経験を重ねることで、子どもを「豊かな学び手」に育てていくことを目指していく

ことにした。 
「豊かな学び手」とは、「創造的な課題発見・解決力」を身につけた学習者のことである。つまり

取り組むべき課題を自ら設定し、他者と協働して有効な解決策を作り出す力を身につけた学習者であ

る。 
 

２ 研究の視点 

   本研究では、子どもが豊かな学び手となるようにプロジェクト型学習への取組、パフォーマンス

課題と、その評価、学び方の評価の研究について取り組んでいく。研究の視点を以下の２つとする。 
（１）視点１ 子どもが主体的に学ぶための課題づくりの工夫 

１時間の授業の中で解決する課題ではなく、単元レベルで解決に取り組んでいく課題（パフォー

マンス課題）を設定することで、課題解決のために見通しを持って主体的に学習に取り組むことが

できると考える。パフォーマンス課題とは、様々な知識やスキルを総合して使いこなすことを求め

るような課題である。単元のねらいと、子どもの実態をもとに、パフォーマンス課題を設定するよ

うにした。また、できる限り現実的で真実味のある真正な場面を設定するなど、子どものパフォー
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マンスを引き出し、実力を試す課題となるようにした。最終的にアウトプットする成果物を創り出

す過程で、タブレット端末を効果的に活用していく。 
（２）視点２ 子どもが伸びを実感することのできる評価の工夫 

パフォーマンス課題は、最終的に新聞やレポート、プレゼンテーション等、何らかの成果物が創

り出されることになる。どのような成果物が、よい成果物なのかということを授業者と子どもが共

有することで、子どもはその評価基準表（成果物のルーブリック）に沿って自分たちのパフォーマ

ンスを振り返り、自分の成長や、友達のがんばりを実感することができると考える。単元のねらい

や、子どもの実態に合わせてルーブリックを作り、それを子どもに提示するようにした。（表１） 
【表 1 成果物のルーブリック】  

 (5 年社会科「米づくりのさかんな地域」米作り農家の工夫や努力を伝える新聞を作ろう) 

 
 また、パフォーマンス課題に取り組む授業において、その１時間で何をどのように学んだのかを

振り返ることは大変重要である。特に自ら学びとることのできる学習者を育てるためには、どのよ

うな学び方をすればいいのかという評価基準を明確にすることが必要であると考えた。そこで学校

全体で、子どもたちにどのように学んでほしいかを考え、「主体的な学び」「対話的な学び」「深い

学び」の３つの観点で明文化した。（表２）それを振り返りの際に活用することで、子どもたちが

学び方についても伸びを実感することができるようにした。また、子どもの振り返りを教師が評価

し、授業の中でよい振り返りをしている子どもを紹介することで、学級全体に良い学び方のモデル

を広げていくことを目指した。 
【表 2 学び方のルーブリック（高学年用）】 

 

 S A B C 

内容 ①1 年間の米づくりの流れ、②生産性を高

める工夫、③農家を支える人々、④米が消

費者に届くまで、⑤農家の人が抱える課題

と解決方法の５つの側面から調べたこと

と考えたことを区別して、分かりやすくま

とめている。 

①～⑤の５つの側面

から調べたことと、

考えたことをまとめ

ている。 

 

①～⑤の５つの

側面から調べた

ことを、まとめて

いる。 

 

①～⑤の５つの

側面全ては調べ

ることができず、

完成しなかった。 

資料活

用 

資料(写真、グラフ、図表)を効果的に活用

して、全ての記事がとても分かりやすい内

容になっている。 

資料を活用して、全

ての記事が分かりや

すい内容になってい

る。 

資料を活用し、分

かりやすい内容

になっている所

もある。 

資料は使ってい

るが、記事の内容

と合っていない。 

伝え方 

(比較) 

今と昔（時間）、庄内地方と別の地域（空

間）の両方の視点で比較することで共通点

や違い、変化を分かりやすく伝えている。 

時間、空間の両方の

視点で比較をしてい

る。 

時間、空間のどち

らかの視点を比

較している。 

時間、空間、どち

らの視点でも比

較していない。 

 S A B C 

主 体 的

な学び 

課題解決のために見通しを

持ち、粘り強く学習に取り

組むことができた。 

課題解決のために見通しを

持ち、学習に取り組むこと

ができた。 

課題解決のために友達

や先生のサポートを受

けて学習に取り組むこ

とができた。 

課題解決に向け

て学習に取り組

むことができな

かった。 

対 話 的

な学び 

 

課題解決のために友達のよ

さを認めながら積極的に対

話することができた。 

課題解決のために積極的に

対話することができた。 

課題解決のために友達

や先生のサポートを受

けて対話することがで

きた。 

自分のことだけ

しか考えず、友達

と対話すること

ができなかった。 

深 い 学

び 

 

新しい気づきや問いをも

ち、課題の解決やこれから

の生活に活かすことができ

る学びがあった。 

新しい気づきや問いをも

ち、課題の解決に活かすこ

とができる学びがあった。 

新しい気づきや問い、考

えなどをもつことがで

きた。 

新しい気づきや

問い、考えなどを

もつことができ

なかった。 

*低・中学年の学び方のルーブリックは、右の QRコードから見ることが可能。 
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【図１ 道徳の振り返り】 

３ 研究の実際 

（１）第５学年 国語の実践から 

＜単元＞ 「和の文化について調べよう」 

＜単元のねらい＞ 

パンフレットを作ることを通して、目的に応じて集めた情報を関係付けて文章にまとめること

ができる。 

＜本質的な問い（注 1）＞ 

調べたことを報告するパンフレットを書くにはどうしたらよいか 

＜永続的な理解（注 2）＞ 

パンフレットを書くには、観点に沿って情報を収集・整理し、自分の伝えたいことと関連付け

ながら、文章に書くことが重要である。また、相手を惹きつけたり、説明の内容を分かりやすく

したりするためにどのような資料を活用するかを工夫するとよい。 

 ＜子どもの実態＞ 

    本やインターネットから情報を集めたり、集めた情報を使って新聞やレポート、プレゼンテー

ション等にまとめて発信したりするという学習をこれまで経験している。しかし、観点に沿って

情報を収集し、自分の伝えたいことと関連付けながら文章にまとめるということは十分にできて

いるとは言えない。また、自分の伝えたいことがよく伝わるようにするために、どの資料を使え

ばよいか判断するという力も育てていく必要がある。 

＜単元の学習計画＞ 

  本単元の学習計画を表３のように計画した。 

【表３ 学習計画】  （13 時間扱い） 

次 １(１) ２(５) ３(３) ４(３) ５(１) 

学習

活動 

学習の見通し

を立てる。 
パフォーマンス課題

ルーブリック

の提示 

「和の文化を

受けつぐ」を読

んで筆者の説

明の仕方を読

み取る。 

「和の文化」に

ついて説明す

る観点に沿っ

て調べ、情報を

集める。 

情報を整理して報告

の文章を書き、パンフ

レットを作る。 

成果物の相互評価 

単元を振

り返る。 

成果物の

自己評価 

 

  ＜課題の工夫＞ 

道徳の「伝統と文化の尊重、国や郷土を愛する態度」という価値項

目の学習をきっかけに、本単元への意欲を高めた。図１は道徳の学習

後の子どもの振り返りである。このように子どもは文化や伝統を大切

に守り続けるためには、そのよさを大勢の人に知ってもらうことが大

切だという考えを持っていた。 

単元の導入では、熊本県鹿本地方で作られている伝統的工芸品の

『来民うちわ』を見せ、子どもに値段を予想させた。一般的に売られ

ているうちわの値段と比較することで伝統的工芸品の値段が高いこと

に子どもは驚いていた。また、伝統的工芸品の生産額のグラフを提示

し、生産額が年々減少していることを伝え、「伝統的工芸品は必要なの

か。」という問いを投げかけた。ほとんどの子どもは必要だと答えた。

理由は「昔から長く続いてきたものだから残していかなけれ

ばいけない。」というものだった。必要無いと答えた子どもは

「値段が高いから買わないと思う。」というものだった。話し

合いをしていく中で伝統的工芸品が無くなったら、観光客は

その土地に対して魅力を感じないのではないかという話にな

った。伝統的工芸品は必要ないのではないかと考えていた子

どもも、話し合いを通して伝統的工芸品を未来に残していく

必要があるという考えに変わっていった。子どもの課題意識

が高まってきたところで、「多くの人に和の文化に興味をもっ

てもらうために、和の文化を紹介するパンフレットを作ろ 【図２ パンフレットの構成】 

*1 学問の中核に位置する問いであると同時に、生活との関連から「だから何なのか」が見えてくるような問い。  
*2 「本質的な問い」を問うことによって、個々の知識やスキルが関連付けられて総合された理解。 
 西岡加名恵，石井英真 『Q＆Aでよく分かる！「見方・考え方」を育てるパフォーマンス評価』明治図書 2018 
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【図４ 相互評価の可視化】 【図３ 相互評価の様子】 

【図  授業後の振り返り】 

【図６ 保護者からの感想】 

 

【図５ 授業後の振り返り】 

う。」というパフォーマンス課題を提示した。パフォーマンス課題を解決するために、４人グルー

プで協働してパンフレットづくりに取り組んだ。まずはグループで紹介する熊本の伝統的工芸品

を何にするか決め、その伝統的工芸品について、どのような観点で情報を集めていくのかを話し

合った。決めた観点ごとに役割分担をして、図書室の資料やインターネットを活用して情報を収

集していった。図２は調べた情報をもとにパンフレットの構成をロイロノートのシンキングツー

ルにまとめたものである。このようにグループの仲間と協働して課題解決に取り組んでいった。 

＜評価の工夫＞ 

    パフォーマンス課題を提示するのと同時に、表４に示したルーブリックを提示した。ルーブリ

ックの観点は内容（中身）と表現（見た目）の２つとした。内容については、調べて分かったこ

と（事実）と自分の考えを関連付けて文章に表現できているかどうかに重点を置いた。表現につ

いては、パンフレットに使う資料が効果的に活用されているかという観点で評価基準を作成した。

このルーブリックを意識して、子どもはグループの仲間と協働してパンフレットを作っていった。 

【表４ 成果物のルーブリック】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12時間目の授業では、子どもが作ったパンフレットを互いに相互評価する時間を設定した。子

どもは別のグループが作ったパンフレットを、ルーブリックをもとに評価していった。（図３）

評価にはロイロノートのアンケート機能を使い、結果をすぐに集計し、視覚化できるようにした。

（図４）相互評価後、自分たちの評価を分析し、改善する計画をグループで話し合い、ロイロノ

ートのシンキングツールを活用して改善計画をたて、より良いパンフレットになるよう工夫して

いった。図５は授業後の振り返りである。相互評価をもとに、よりよいパンフレットにするため

に改善点に気付いている。 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

＜実践の考察＞ 

伝統的工芸品について多くの人に知ってもらうことで、

伝統的工芸品を残していきたいという課題意識を持って単

元の学習に取り組んでいた。パフォーマンス課題と成果物の

ルーブリックを単元の導入で提示したことで、前半の教科書

の説明文の読み取りでも、自分がパンフレットを作る時に参

考にしようという、課題解決の見通しを持って学ぶ子どもが

多くいた。ルーブリックをもとに相互評価することで、自分たちが作った成果物を振り返ること

につながった。完成したパンフレットは保護者に配布し、感想を書いてもらった。(図６)保護者

からのフィードバックにより子どもは課題解決への達成感を感じていた。 

 S A B C 

内容 伝えたいことが、読み手によく伝

わるように調べたことと考えを

関連付けて、とても分かりやすく

文章にまとめている。 

伝えたいことが、読み手に

よく伝わるように調べたこ

とと、考えを関連付けて分

かりやすく文章にまとめて

いる。 

伝えたいことが、読み手に伝

わるように調べて分かった

ことを文章にまとめている。 

伝えたいこと

が読み手に伝

わらない。 

表現 資料を活用することで読み手を

ひきつけたり、内容がとても分か

りやすくなったりしている。 

資料を活用することで読み

手をひきつけたり、内容が

分かりやすくなったりして

いる。 

説明する内容に合った資料

を使っているが、読み手をひ

きつけたり、分かりやすくは

なったりしていない。 

説明する内容

と資料が合っ

ていない。 
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【図８ 取組例】 

【図９ プレゼンの構成】 

（２）第６学年 国語の実践から 

＜単元＞ 「町の未来をえがこう（町の幸福論-コミュニティデザインを考える）」 

＜単元のねらい＞ 

資料を基に自分たちの未来について考え、プレゼンテーションをすることができる。 

＜本質的な問い＞ 

町の未来について考えたことをプレゼンテーションするにはどうしたらよいか 

＜永続的な理解＞ 

自分の考えを相手に伝えるプレゼンテーションをするには、複数の資料を読み、必要な情報を

関連付け、目的に応じて活用する。また、説明内容に対応した写真や図表を配置し、資料を示す

タイミングや問いかける表現の工夫をすることが必要である。 

 ＜子どもの実態＞ 

    教科書や本、インタビューやインターネットから必要な情報を集め、それらを使って新聞やパ

ンフレット、プレゼンテーションにまとめて発信する学習をこれまで経験している。しかし、情

報を分析し、自分の考えを関連付けてわかりやすくまとめることは十分にできているとは言えな

い。また、相手に分かりやすく伝えるプレゼンテーションをするために、聞き手の反応を確かめ

ながら発表するなど、伝える力も育てていく必要がある。 

＜単元の学習計画＞ 

  本単元の学習計画を表５のように計画した。 

【表５ 学習計画】  （16時間扱い） 

次 １(１) ２(２) ３(４) ４(３) ５(４) 6（２） 

学

習

活

動 

地域のゲスト

ティーチャー

を招き、城南小

校区の現状と

課題を知る。 

学習の見通しを

立てる。 

パフォーマンス課題 

ルーブリックの提示 

｢町の幸福論｣を

読んで、コミュニ

ティデザイン（人

と人とのつながり）に

ついて学ぶ。 

城南小校区の未

来についてプレ

ゼンする観点に

沿って情報を集

める。 

情報を整理して

プレゼンを作成

し、中間発表を

する。 

成果物の相互評価 

地域の人向けにプ

レゼンテーション

をして、単元の振

り返りをする。 

成果物の自己評価 

 

  ＜課題の工夫＞ 

    城南校区は地域との関わりが強く、子どもたちが参加できる行    

事も多くある。しかし、今年度はコロナ禍の影響でほとんどの地域行事

が中止となり地域との関わりが減ってしまっている。単元の導入では、

このような状況を地域の方に話してもらい課題意識を持たせた。（図７）

「楽しみにしていた町民体育祭が中止になり残念だった。」「お年寄りの

方々が外に出る機会が減り、元気がないことを知った。」「早くコロナが

なくなって元に戻ってほしい。」と、残念に思う感想がほとんどで、

自分たちが何とかしようという意識にはなっていなかった。そ

こで、昨年度総合的な学習の時間で取り組んだ、お米を育てて

そのお米を一人暮らしの方に配った学習にふれ、自分たちがお

米を配ることで、お年寄りの方が涙を流して喜ばれたことを振

り返らせた。自分たちの取組が、地域の方々を元気にすること

ができた経験を思い出すことで、子どもたちの意識が、人任せ

にするのではなく、自分たちでなんとかしようという意識に変

わっていった。そこで「城南小校区の未来について考えを広げ、

地域の人に伝わるようにプレゼンテーションをしよう。」という

パフォーマンス課題を提示した。 

    パフォーマンス課題を解決するために、まずは、図８のよう

に具体的にどんな取組を発表したいか考えを出し合った。発表

内容に合わせてグループを作り、協働してプレゼンづくりに取

り組んだ。決めた観点ごとに役割分担をして、地域の方へのイ

ンタビューやインターネットを活用して情報を収集していった。

図９は調べた情報や自分たちの考えをもとにプレゼンの構成を

ロイロノートのシンキングツールにまとめたものである。 

【図７ 地域の方の話を聞く】 



6 
 

【図 12 提案の発表】 

【図 13 地域の方からの感想】 

【図 11 振り返り】 【図 10 評価、アドバイス】 

＜評価の工夫＞ 

    パフォーマンス課題を提示するのと同時に、表６に示したルーブリックを提示した。ルーブリ

ックの観点は内容（中身）と表現１（資料活用）表現２（発表）の３つとした。内容については、

地域の人の願いや努力に加え、自分の考えを書けているかということに重点を置いた。表現につ

いては、効果的な資料の活用を行い、説得力が増しているか、聞き手の反応を確かめながら、問

いを投げかける工夫ができているかの 2点を意識させるようにした。 

【表６ 成果物のルーブリック】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13時間目の授業では、子どもが作ったプレゼンテーションを互いに相互評価する時間を設定し

た。ロイロノートのアンケート機能を活用し、１組と２組が相互にプレゼンテーションを成果物

のルーブリックをもとに評価した。よりよいプレゼンテーションにするためのアドバイスを書く

欄も作成し、子どもの意見を書けるようにした。（図 10）隣のクラスと評価をし合うことによっ

て発表に対する緊張感が生まれ、自分のクラスだけでは気付かなかった新しい発見や学びがあっ

た。相互評価後、アドバイスや評価をもとに自分たちのプレゼンテーションを分析し、改善する

箇所をグループで話し合った。図 11は相互評価後の子どもの振り返りである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜実践の考察＞ 

子どもたちは、コロナ禍の中、地域の行事ができなくな

ってしまったことに対して、課題意識を持ち、感染拡大防

止対策を考えながらどのような行事ができるかを自分事と

して考えることができていた。15 時間目の発表後には、地

域の方からたくさんのご意見や感想をいただくことができ

た。（図 12、13）その約 1ヶ月後、子どもたちの提案の１つ

であった「地域の方と一緒に“逃走中”を行う」が地域行

事として実施された。自分たちの提案が城南校区の地域の

大人たちに影響を与え、実際に行事が開催されたことに、

子どもたちは達成感を感じていた。３学期は、総合的な学

習の時間と関連付けて、子どもたちの提案の１つであった

「城南地域をもっとよく知るためのアプリ」を作成してい

く。 

 

 

 S A B C 

内容 地域の人の願いや努力に加

え、自分の考えを関連付け

てわかりやすくまとめてい

る。 

地域の人の願いや努力に

加え、自分の考えを関連

付けてまとめている。 

地域の人の願いや努

力が文章にまとめて

いる。 

地域の人の願いや努

力が文章にまとめて

いない。 

表現

1（資

料活

用） 

効果的な資料を活用するこ

とで、説得力が増したり読

み手をひきつけたりしてい

る。 

効果的な資料を活用する

ことで、読み手をひきつ

けている。 

内容にあった資料を

活用している。 

説明する内容と資料

が合っていない。 

表現

2（発

表） 

聞き手の反応を確かめなが

ら、問いを投げかけるなど

の工夫をしている。 

聞き手を見て、問いを投

げかけるなどの工夫をし

て話している。 

相手に聞こえる声で

発表することができ

る。 

相手に聞こえる声で

発表することができ

ていない。 

・早口で少し聞こえにくい人がいたのでそこを改

善するといいと思います。グラフや資料をもっと

使ったり、拡大したりするといいと思います。 

・問いかけを入れたほうがいい。効果的なグラフ

を使っていたのが良かった。 
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【図 14 振り返り】 

【図 15 紹介内容の構成】 

（３）第３学年 国語の実践から 

＜単元＞ 「外国のことをしょうかいしよう」 

＜単元のねらい＞ 

グループで調べたことを、聞き手に伝わるように、話の組み立てを考え、話し方を工夫するこ

とができる。 

＜本質的な問い＞ 

言葉の抑揚や強弱、間の取り方を工夫して、調べたことを基に話すためにはどうしたらよいか 

＜永続的な理解＞ 

聞き手に伝わるような間の取り方や興味を持ってもらうような声の大小や強弱、調子を工夫し、

調べた情報を比較したり分類したりして取り上げる事柄を順序よく簡潔に整理し、話の中心が明

確になるように構成を考えるとよい。 

 ＜子どもの実態＞ 

    社会の「くまもと市をしょうかいしょう」等、グループで調べて発表する活動は意欲的に取り

組むことができ、また、外国語活動に取り組む中で、様々な国について興味を抱いている児童が

多い。課題について調べることはできるが、発表するために互いが調べた事柄を十分に整理した

り、聞き手を意識して調べたことをわかりやすく伝えたりする力が十分身に付いているとは言え

ない。 

＜単元の学習計画＞ 

  本単元の学習計画を表７のように計画した。 

【表７ 学習計画】  （10時間扱い） 

次 １(１) ２(３) ３(２) ４(２) ５（１） ６(１) 

学

習

活

動 

学習の見通

し を 立 て

る。 

パフォーマ

ンス課題 

グループご

とに計画を

立てて調べ

る。 
ルーブリックの

提示 

話の構成や説明

の仕方を考える。 

発表の仕方につ

いて確かめる。 

よりよい発表

にするために、

再構成したり

説明の練習を

したりする。 

「調べた外

国しょうか

い」をする。 

単元を振

り返る。 

成果物の

自己評価 

   

＜課題の工夫＞ 

本単元前に学習した「パラリンピックが目指すもの」で、子ども

は興味・関心を持った競技の調べ学習を行った。障がいに対する理

解とそれを乗り越えて頑張る選手やインクルーシブ的視点について

理解を深める中で、諸外国への関心を高めていた。（図 14）また、外

国語活動でも、国によって挨拶の言い回しや数の数え方にも関心を

高めていた。 

単元の導入では、他教科でも関連ある諸外国の国旗を見せ、その

国名を当てるクイズから行った。国名は分かるが、文化や言語につ

いてはわからないため、外国について、もっと詳しく知りたいと思

うようになってきた。 

子どもの課題意識が高まってきたところで、「調べた外国のことを

友だちに紹介しよう。」というパフォーマンス課題を提示した。この

課題を解決するために、初めに各自が紹介したい項目を決め、それ

らを持ち寄って、より分かりやすい紹介にするために情報を精査す

る活動をした。紹介する内容の構成を視覚的にしたシンキングツー

ルが図 15 である。このようにしたことで、紹介する全員が「誰が」

「何を」について理解することができるだけでなく、課題解決への

見通しを持つことができ、お互いの調べ学習の進捗状況も確かめ合

いながら活動する協働的な学びとなった。 
＜評価の工夫＞ 

    グループごとに伝える内容がまとまり、役割分担ができたことを

確認した後、表８に示したルーブリックを提示した。ルーブリック
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【図 19 単元最後のふり返り】 

 

の観点は話し方と説明の工夫の２つとした。話し方については、聞き取りやすさを意識できるよ

うにした。説明の工夫は、聞き手の興味を引くことができているかという観点で評価基準を作成

した。さらに、デジタル教材の発表モデルを見せることで、実際の発表と評価基準を照らし合わ

せていくようにした。 

このルーブリックを意識して、子どもはグループの仲間と協働して発表の練習に取り組んでいた。 

【表８ 成果物のルーブリック】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９時間目の授業では、ルーブリックをもとに、自分たちの発表を確認していった。1 人ずつ説

明を練習し、グループみんなで評価・アドバイスをしていくようにした。（図 16）ルーブリック

を活用することで、何を意識したらよいかを具体的に伝え合うことができた。（図 17）改善点を

明確にしたことで、聞き手を意識した工夫が見られるようになった。図 18 は授業後の振り返り

である。相互評価をもとに、聞き手に分かりやすく発表するための改善点に気付いている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜実践の考察＞ 
これまでは「調べたことは自分が分かっていればよい」とい

う思いが強い傾向にあったが、「誰に調べたことを伝えるか」と

いう相手意識を持たせたこと、学習を進めながら自らよりよく

しようとするためにルーブリックを指標としたことで、意欲を

高めながら学習に取り組むことができた。また、相互評価によ

り子ども自身が、聞き手を意識できるようになったことが、図

19の振り返りの記述「聞き取りやすいことを気にしていきたい

です。」からも分かる。さらに、この単元での学びが他教科での

学びにも生かされ、総合的な学習の時間での成果物を発表する

際には、自分が調べた郷土のよさを聞き手を意識しながら表現できるようになるなど、教科を横

断した学びへと発展させることができた。 

今回の実践を通して、知りたいことを調べることで、学びが自分事になった。また、ルーブリ

ックを活用することで、自らの学びをよりよくできることがわかった。さらに、毎時間の自己評

価で自分を正しく見つめ、定期的に相互評価を行うことで、聞き手を意識する学びへとつながっ

た。 

 S A B C 

話 し

方 

聞き取りやすい声の

大きさで、声の強弱・

速さ・間の取り方に気

をつけて発表できて

いる。 

聞き取りやすい声

の大きさで、声の強

弱・速さに気をつけ

て発表できている。 

聞き取りやすい声

の大きさで発表で

きている。 

聞き取りやすい声

で発表することが

できていない。 

説 明

の 工

夫 

資料を見せる時や、発

表をつなぐ時の言葉

をきちんと入れてい

る。 

さらに、聞き手の興味

を引くような工夫を

している。 

聞く人の方を見て

説明することがで

きている。 

資料を見せる時や、

発表をつなぐ時の

言葉をきちんと入

れている。 

聞く人の方を見て

説明することがで

きている。 

聞く人の方を見な

いで説明をしてい

ない。 

【図 17 相互評価の様子】 【図 16 子どもたちの発表の様子】 【図 18 授業後の振り返り】 
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【図 21 アンケート結果】 

【図 20 食改善委員の話を聞く様子】 

（４）第４学年 国語の実践から 

＜単元＞ 「ふるさとの食を伝えよう」 

＜単元のねらい＞ 

リーフレットを作ることを通して、自分の考えとそれを支える理由や事例との関係を明確にし

て、文章を書くことができる。 

＜本質的な問い＞ 

   おすすめしたいものを紹介するリーフレットを書くにはどうしたらよいか 

＜永続的な理解＞ 

    リーフレットでおすすめしたいものを紹介するには、自分の考えとそれを支える理由や事例と

の関係を明確にし、書き表し方を工夫するとよい。 

 ＜子どもの実態＞ 

    教科書や本、インターネットを使って調べたことを整理し、新聞や紹介文、プレゼンテーショ

ンなどで伝えるという学習をこれまでに経験している。しかし、自分の伝えたいことを理由と事

例を関係づけながら文章にまとめるということは十分にできているとは言えない。また、集めた

資料からそのまま文章を写すのではなく、内容を十分に理解し、相手に伝わるような表現にする

力も育てていく必要がある。 

＜単元の学習計画＞ 

  本単元の学習計画を表９のように計画した。 

【表９ 学習計画】  （９時間扱い） 

次 １(１) ２(１) ３(２) ４(４) ５(１) 

学

習

活

動 

学習の見通し

を立てる。 

パフォーマンス

課題 

ルーブリックの

提示 

教科書のモデル

文を読んで、リ

ーフレットの特

徴や書き表し方

の工夫を読み取

る。 

「おすすめする

郷土料理や特産

品」について説明

する観点に沿っ

て調べ、情報を集

める。 

情報を整理して、

おすすめするもの

よさを伝える文章

を書き、リーフレ

ットを作る。 

成果物の相互評価 

単元を振

り返る。 

成果物の

自己評価 

 

  ＜課題の工夫＞ 

まず、地域にお住まいの食生活改善推進委員さんの話を聞く

ことをきっかけに、本単元への意欲を高めた。図 20 は、食生活

改善推進委員さんの話を聞いている子どもの様子である。郷土

料理のよさや地産地消の大切さを知るとともに、今、郷土料理

などのふるさとの食を食べる機会が少なくなっていることを知

り、郷土料理をこれからも残していきたいという気持ちを持つ

ことができた。 

また、子どもから「お家の人がどれぐらいふるさとの食のこ

とを知っているか確かめたい。」という意見が出たので、子ども

と一緒に質問内容を考え、ロイロノートでアンケートを

作成し、回答を保護者に依頼した。図 21 は、保護者へ

のアンケート結果の抜粋である。アンケートから「郷土

料理を作ったり食べたりしない」、「作り方を知らない」

という回答が半数以上いることが分かり、子どもに「こ

のままではいけない。ふるさとの食のよさを伝えて、私

たちが残していきたい。」という思いをもたせることが

できた。子どもの課題意識が高まってきたところで、「熊
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【図 23 理由と事例の整理】 【図 22 学習の計画】 

【図 24 相互評価の様子】 

【図 25 子どもの振り返り】 

本県のふるさとの食のよさが伝わるリーフレットを作ろう。」というパフォーマンス課題を提示

した。パフォーマンス課題を解決するために、紹介したいふるさとの食を何にするか決め、同じ

ものを選んだ人たちで３人グループを作った。 

図 22 は子どもと一緒に考えた学習の計画

である。自分たちで立てた計画をもとに、見

通しをもって学習に取り組むことができた。

紹介したい食べ物について、グループで役割

分担をしながら、図書室の資料やインターネ

ットを活用して情報を収集し、おすすめする

理由やそれに合う事例を整理していった。

（図 23）このようにグループの仲間と協働し

て課題解決に取り組んでいった。 

＜評価の工夫＞ 

    パフォーマンス課題を提示するのと同時に、表 10のルーブリックを子どもと一緒に考えた。ル

ーブリックの観点は内容と表現の工夫の２つとした。内容については、理由と事例が結びついて

いるかどうかに重点を置いた。表現の工夫については、理由や事例を表す言葉が活用されている

かという観点で評価基準を作成した。このルーブリックを意識して、子どもはグループの仲間と

協働してパンフレットを作っていった。 

【表 10 成果物のルーブリック】（Ｓの太字の部分は、子どもが考えた文言である。） 

 S A B C 

内

容 

おすすめする理由をはっきりさ

せ、理由と事例が結びついている。

また、調べたことを読む人に分か

りやすい言葉で書いており、読む

人がほかの人にすすめたくなるよ

うなリーフレットになっている。 

おすすめする理由を

はっきりさせ、理由に

合った事例をあげる

ことができている。ま

た、調べたことを意味

が分かる言葉で書い

ている。 

おすすめする理由と事例を

あげることはできている

が、理由と事例が結びつい

ていない。また、集めた資

料からそのまま文章を写し

ており、意味が分からない

言葉がある。 

おすすめす

る理由と事

例を書くこ

とができて

いない。 

表

現

の 

工

夫 

教科書の例だけでなく、自分で考

えた言葉を使って理由や事例を表

すことができている。また、レイ

アウトや写真の工夫をしている。 

教科書の例をまねし

て、理由や事例を表す

ときの言葉を使うこ

とができている。 

理由や事例を表すときの言

葉のどちらかを使ってい

る。 

理由や事例

を表すとき

の言葉を使

っていない。 

 

７時間目の授業では、子どもが作ったリーフレットを互いに相互評価

する時間を設定した。子どもは別のグループが作ったリーフレットを、

ルーブリックをもとに評価していった。（図 24）直接リーフレットに気

付きを書き込み、それをもとに互いにアドバイスをし合った。アドバイ

スされたことや自分たちの気付きを確認し、よりよいリーフレットに

なるように工夫していった。 

＜実践の考察＞ 

ふるさとの食のよさについて色々な人に知ってもらうことで、ふるさ

との食を残していきたいという課題意識をもって単元の学習に取り組ん

でいた。食生活改善推進委員さんの話を聞くことや保護者へのアンケー

トを単元の導入で行ったことで、教科書の読み取りも、受け身ではなく、

自分のリーフレット作りに取り入れようという主体的な姿が見られた。

中間発表という形で、相互評価の時間を設けたことで、対話的な学びを

深めることにもつながったと考える。図 25の子どもの振り返りでも、「中

間発表もしたので、見た人からの気持ちも知ることができました。友達

と話し合いをすることによって良いものが出来るということも知りまし

た。」という感想が見られた。完成したリーフレットは保護者に配布し、

感想を書いてもらった。「よさがすごく伝わるリーフレットになってい

る。」といった感想をもらった。子どももふるさとの食のよさが伝わり満足げであった。 
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（５）第１学年 国語の実践から 

＜単元＞ 「のりものの ことを しらべよう」 

＜単元のねらい＞ 

乗り物図鑑作成を通して、事柄の順序など考えながら、内容の大体を捉え、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。 

＜本質的な問い＞ 

乗り物の３つの視点【やく目】【つくり】【できること】を伝えるためには、どうしたらよいか 

＜永続的な理解＞ 

事柄の順序などを考えながら、内容の大体を捉え、文章の中の重要な語や文を考えて選び出す

とよい。 

 ＜子どもの実態＞ 

本学年の子どもは、6月に国語の「どうやってみをまもるのかな（説明文）」において、事柄の

順序に気をつけて、大事な語や文を考えながら読む活動に取り組んだ。教科書の資料から学級全

体で【動物の特徴】【どうやって身を守るのか】という２つの視点をもって大事なことを見つけ

る学習をしている。 

教科書以外の資料を使って、一人で視点をもって調べるという学習は、本単元が初めてのこと

である。 

＜単元の学習計画＞ 

  本単元の学習計画を表 11のように計画した。 

【表 11 学習計画】  （13 時間扱い） 
次 １（５） ２（１） ３（本時３/５） ４（２） 

学

習

活

動 

教科書から読み取ったこ

とを、カードにまとめる。 

 

 

学習の見通しを立

て、意欲を高める。 

調べる乗り物を選び、乗り

物カードを作成する。 

作ったカードを発表しあい、感想

を述べあい、単元を振り返る。 

 

  ＜課題の工夫＞ 

子どもたちは、「いろいろなふね」説明文を読み、他の乗り物についても知りたいと関心を持

っていた。そこで、乗り物図鑑を作ることにした。 

事前の準備の段階で、使用する乗り物図鑑の精選を行った。

１年生が自分の力で調べる活動は今回が初めてのことにな

る。膨大な情報量の中から自分の調べたいことを探し出すの

は、非常に困難となる。そのため、図書館にある乗り物図鑑

の中から、図 26 のように乗り物の写真があり、その近くに

様々な機能が書かれてあるページを選び、上に述べた乗り物

の３つの視点【やく目】【つくり】【できること】を調べやす

いようにした。調べる乗り物１０種に絞ったオリジナルの図鑑

を教師が作成し、ロイロノートで子どもたちに配布した。 

パフォーマンス課題を提示した際に、子どもの意欲が高まる

よう、次の 2点を工夫した。 

1点目は、ゴールを示したことである。図 27 のシートを子ど

もに見せ、最終的にこのシートに書くことを伝えた。1 年生に

とって、写真や色がついていることは、非常に意欲を高めるこ

とになる。シートを見せたことで、「早くやりたい」というつ

ぶやきを聞くことができた。 

2 点目は、完成した図鑑は、校内の図書館に置かれ城南小学

校のたくさんの人が見ることになると伝えたことである。「た

くさんの人が見るんだよ。どう思いますか。」と尋ねると「ち

ゃんと書かなきゃ。」という声が子どもから多く返ってきた。相手を意識した学習につながった。 

【図 27 乗り物図鑑用シート】 

成果物の交流会 

パフォーマンス課題 成果物の 

自己評価 

【図 26 乗り物図鑑 】 

ルーブリックの提示 
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【表 12 成果物のルーブリック】 

【図 29 相互評価の様子】 

【図 30 乗り物図鑑】 

＜評価の工夫＞ 

    パフォーマンス課題とともに、まずは、教師がルーブリックを作成した。ルーブリックの観点

は内容（中み）と表現（見た目）とした。表 12を見てわかるように、「やくめ」「つくり」「でき

ること」が書かれており、吹き出しが自分の言葉で書いてあれば、花丸評価となる。１年生の子

どもたちにこのルーブリックをどう提示するかを考えた。子どもが理解しやすいルーブリックと

なるように、今回は、チェックシートという形で子どもに提示した。（図 28） 

９時間目の授業では、児童が作った乗り物カードを互いに相互評価する時間を設定した。その

際、成果物のルーブリック（表 12）をもとに作成した「チェックシート」（図 28）に記入しなが

ら相互評価を行わせた。（図 29） 

    

 
     （花丸） ◎ 〇 △ 

内容の

工夫 

「やくめ」「つくり」「できる

こと」を繋げて大切なことを

短くまとめて書いている。さ

らに、自分の言葉で吹き出し

を書いている。 

「やくめ」「つくり」

「できること」の意味

を大切なことを短く

まとめて書いている。 

「やくめ」「つくり」

「できること」を見つ

けてそのまま書き写

している。 

「やくめ」「つくり」

「できること」を見つ

けて書くことができ

ない。 

表現の

工夫 

 見た目が丁寧で、字の

間違いがない。 

見た目がまあまあ丁

寧で、字の間違いが少

しある。 

見た目が丁寧でなく、

字の間違いが多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜実践の考察＞ 

子どもを豊かな学び手に育てる「プロジェクト学習」を 1 年生では、どのように実践するか。

まずは「経験を積む」ことが重要だった。自ら学びを進められるようになるには、繰り返し経験

を積むことが必要になる。今回は、繰り返し行い経験を積んでできるようになったことが多い。 

例えば、調べる活動。自分で調べることも、1 年生にとって初めての経験だった。教科書の教

材文「いろいろなふね」から、乗り物の３つの視点【やく目】【つくり】【できること】を探す経

験を積んだ。繰り返し行うことで、調べ方がわかり、進んで調べることができるようになってい

た。乗り物図鑑（図 30）を作成する頃には、児童が進んで調べて書くことができていた。 

次は、相互評価。上のチェックシート（図 28）での相

互評価も、繰り返し行った。チェックシートの見方や方

法も理解し、単元の最後のほうには、落ち着いて友だち

のシートを見ることができるようになっていた。 

しかし、チェックシートでの相互評価は、再考すべき

だった。ベンジャミン・ブルームの「教育目標分類学」

によると、「評価」は、高度な学習過程である。1年生に

とって、評価することは大変難しいことだ。子どもが作

った図鑑を紹介する対話活動のなかで、評価につながる

活動ができればよかったと考える。 

自分の図鑑を友だちに話し、友だちは感想を述べる。

このような「対話」の方が 1年生にとって充実した活動になり、次の学びへの意欲となる。対話

活動が評価につながるようなものを模索していきたい。 

 

【図 28 チェックシート】 



13 
 

（６）第２学年 国語の実践から 

＜単元＞ 「たからものをしょうかいしよう」 

＜単元のねらい＞ 

自分の宝物を友達に紹介するという活動を通して、話す事項の順序を考えて、紹介したいこと

が聞き手に伝わるように話すことができる。 

＜本質的な問い＞ 

  事柄の順序を考えて、自分の宝物を紹介するには、どうしたらよいか 

＜永続的な理解＞ 

話す際には、聞き手のことを念頭に置いて、話の構成（はじめ・中・おわりの組み立て）や話

し方（声の大きさ・話す速さ・相手を見ながら話す）を工夫するとよい。 

 ＜子どもの実態＞ 

    体験した出来事について、丁寧な言葉を使って話したり、順序に気を付けて説明したりするこ

との学習を経験してきている。しかし、聞き手を意識して、発声や発音、話す速さに気を付ける

ことは十分にできているとは言えない。また、相手に伝わるように、行動したことや経験したこ

とに基づいて、話す事項の順序を考えて話す力も育てていく必要がある。 

＜単元の学習計画＞ 

  本単元の学習計画を表 13 のように計画した。 

【表 13 学習計画】  （7時間扱い） 
次 １(１) ２(２) ３(本時 1/1) ４(２) ５(１) 

学

習

活

動 

学習の見通しを立

てる。 

パフォーマンス課題

ルーブリックの提示 

話の組み立てに気

をつけて、みんな

の前で話すことを

考える。 

内容のルーブリック 

2 人一組で話す練習を

して、よかった点やわ

かりやすかった点を

伝え合う。 

話し方のルーブリック 

声の大きさや話す速

さに気をつけて、みん

なの前で話す。 

宝物発表会 

単 元 を 振

り返る。 

成果物の

自己評価 

 
  ＜課題の工夫＞ 

単元の導入では、教師の宝物を実際に見せながら、教師が

話し、紹介のモデルとして子どもに示したことで、見通しを

持たせた。教師の宝物紹介を、子どもは興味深く聞いていた。

（図 31）その後、「みんなに伝わるように、たからものについ

て話そう」というパフォーマンス課題を提示した。最後はク

ラスのみんなの前で自分の宝物を紹介するという目標を設定

したことで、意欲を高めた。単元の前半では、「思い出がある

もの」「頑張って手に入れたもの」など宝物を選ぶ理由を具体

的に提示することで、紹介する宝物をイメージしやすいよう

にした。次に、宝物について話す構成として、「始め」「中」「終

わり」それぞれで話すことを確かめて、メモを書かせた。教

室に持ちこめない宝物があったので、タブレットを自宅に持

ち帰らせ、宝物の写真を撮ってくることで、言葉だけでなく

写真を提示して、みんなに紹介することできた。本時では、「話

し方がもっとよくなるためのアドバイスを友だちにしよう」

というめあてを設定した。聞き手によく伝わるように話すに

は、どのように話せばよいかを話し合い、出た意見をもとに

ルーブリック評価にある「話す時のポイント」の３つを示し

た。2人組になって話す練習では、様々なアドバイスや気付き

を知ることができるように、隣同士だけでなく、ペアの相手

を変えるなど、場の工夫を図った。また、話す練習の回数を

重ねていくことで、友達からのアドバイスを受けて、その場で改善している子どもも見られた。

図 32 は、タブレットを使って、友達と話す練習をしているところである。このように、友達と協

力してアドバイスや感想を伝えることで、自分のできているところ、改善する必要があるところ

に気付くことができた。 

【図 31 教師の宝物紹介 】 

【図 32 友達と練習している】 
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【図 34 自己評価の様子】 

【図 33 授業後の振り返り】 

＜評価の工夫＞ 

    ２年生という発達段階を考えると、複数のルーブリックを一緒に提示すると理解が難しい。そ

こで、観点は 1時間の授業の中で１つずつ提示するようにした。（表 14）内容の観点については、

単元前半の学習で話の構成を考える際に教師がルーブリックを意識して指導を行った。話し方の

観点については、宝物がみんなに伝わるにはどのような話し方をすればよいかという観点で評価

基準を作成した。このルーブリックを意識して、子どもは話す練習に取り組み、友達からアドバ

イスを受けて、話し方を工夫し、宝物発表会に臨んだ。 

 

【表 14 成果物のルーブリック】 

話す時のポイント ①聞く人に聞こえる声の大きさで話す  

②ゆっくり、はっきりと聞きやすい速さで話す ③聞く人を見て話す 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５・６時間目の「宝物発表会」では、事前に練習した

ことによって、自信を持ち、堂々とはっきりした声で発

表することができた子どもが多く見られた。また、いつ

もは声が小さい子どもが大きな声で発表することができ

ていた。図 33 は宝物発表会後の振り返りである。「紙を

あんまり見らずにできて、話し方のポイントをぜんぶで

きたのがうれしかったです。」「れんしゅうの時に、友だ

ちにもっと大きな声で言ったほうがいいよと言ったら、

発表会では声が大きくなっていました。」「おぼえたとこ

ろは、紙を見らずにできました。きんちょうしたけど、

早口で言わないでできた」などと書かれていた。また、

学び方のルーブリックをもとに自己評価をすることで、

自分ができたことや成長に気付くことができた。（図 34） 

    

＜実践の考察＞ 

自分の宝物について、みんなに伝わるように話すとい

う課題意識を持って単元の学習に取り組んでいた。パフ

ォーマンス課題を提示する際に、教師が宝物を実際に見

せながら話し、紹介のモデルとして子どもに示したこと

で、課題解決の見通しを持つことができた子どもが多く

いた。成果物のルーブリックをもとに相互評価すること

で、自分の話し方をよりよくしようという意識が高まっ

た。また、振り返りカードの記述には自分の学びや成長

を実感しているものが多く見られた。話し方のポイント

は、生活科の「もっとなかよしまちたんけん」で分かったことを伝え合うときにも活用すること

ができ、子どもも話し方のポイントを意識して伝えることができた。国語で学習したことが他の

教科に活かせる教科横断的な学習に繋がった。 

 

 S A B C 

内容 「中」には、思い出や気

に入っているところな

どから、２つ選んで話す

ことができた。また、メ

モに書いていない言葉

を加えて話すことがで

きた。 

「中」には、思い出

や気に入っていると

ころなどから、２つ

選んで話すことがで

きた。 

「はじめ」・「中」・

「おわり」の組み

立てで話すことが

できた。 

「はじめ」・

「中」「おわり」

の順で話すこ

とができなか

った。  

話し

方 

話すときのポイントが

３つできた。 

話す時のポイントが

２つできた。 

話す時のポイント

が１つできた。 

話す時のポイ

ントが１つも

できなかった。 
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４ 研究の成果と課題 

（１）成果 

プロジェクト型学習を軸にした研究を学校全体で取り組んだことにより、子どもが学びとる授業の在

り方について職員全体で学ぶことができた。パフォーマンス課題、ルーブリックを様々な教科や単元で

活用するようになり、学校全体で授業の形が少しずつ変化してきている。研究授業では、教師が子ども

に教える時間をできるだけ少なくして、子どもたちが互いに学び合うことができるよう工夫していった。

授業研究会も、45 分の授業における教師の発問や指示、支援の話だけではなく、単元全体を通しての子

どもの学びがどうであったかということが話題になるようになった。本研究を通して、私たち教師の授

業観をアップデートすることにつながったと考えている。 

子どもたちも様々な教科、単元でプロジェクト型学習に取り組み、学び方のルーブリックを活用した

振り返りを積み重ねてきたことで、問いを持ち、友達と協力しながら、自ら学びとるという学び方を身

につけてきている。学習で創り出された成果物を様々な形で発信し、相手からフィードバックをもらう

ことで、達成感を感じ、学習意欲の高まりにもつながっている。このような学習経験を今後も積み重ね

ていくことで、子どもたちを豊かな学び手へ育てていくことができると考える。図 35 は、毎年 12 月に

実施している学校評価の「先生方は ICT 機器を使ってわかりやすい授業をしていると思いますか」「授業

はわかりやすく楽しいですか」という２つの質問に対する同一母集団の３年間の変容を表したものであ

る。２つの質問に対して「そう思う」「どちらかといえばそう思う」と肯定的に回答した子どもの割合は

年々増加していることが分かる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図 35 学校評価における同一母集団の変容（6年生 41名）】 

（２）課題 

プロジェクト型学習において、教師が教えなければいけない内容と、子どもに学びとらせる内容

を精選していくことが必要である。1 時間の授業だけではなく、その単元全体で子どもたちにどの

ような力をつけたいのかというゴールを明確にして、単元全体の学びをデザインしていかなければ

ならない。そのためには、教師の教材研究がとても重要である。 
子どもを豊かな学び手に育てるためには、今年度取り組んだことを、職員が変わっても継続して

いくことができるようにしていく必要がある。そのためにカリキュラムマネジメントは必須である。

今年度の実践記録や教材、子どもの成果物を整理し、共有することで継続して取り組みやすくなる

と考える。そうすることで、次年度以降も持続可能な研究にしていきたい。 
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