令和元年 12 月 23 日
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素材と，題材と，課題と，考えと，気持ちと，相手と，そして，自分自身と…

教学半也６号「むきあう」 -もくじ１．生徒や研究,授業,そして,今の自分と「むきあう」先生たち

Ｐ２

～教育課程研究協議会 授業校インタビュー～

２．授業づくりの想いに「むきあって」!!
３．外国籍等の子どもたちの笑顔に「むきあう」ために
４．複式学級の在り方と“向き合う”平谷小学校の先生方
５．家庭学習を考える③
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「むきあう」対象は様々。
私たちは，対象とむきあうことで，
その先の変化や動きをイメージした
り，そこから何かをキャッチしよう
としたりしています。しかし，それは
同時に，自分自身ともむきあってい
ることになるのではないでしょうか。

教育課程研究協議会 授業校インタビュー【Vol.3】

生徒や研究，授業，そして，
今の自分と「むきあう」先生たち
富士見町立富士見中学校
たまがき

理科教科会

まさひろ

玉垣 政博

ゆ だ さ か

先生（授業者）

たく

湯田坂 拓

先生

白熱電球とＬＥＤ電球の明るさが
同じことを示す玉垣先生

「電球の電力の大きさと，明るさや発熱との関係」を考える授業を提案した，富士見中学校の理科教
科会。日常的に，生徒や研究，授業について語り合いながら，身近な生活にある白熱電球とＬＥＤ電球
を教材とした授業を構想しました。

生徒の実態と「むきあう」

教材と「むきあう」

――研究のスタートは？

――特に，
「明るさ」については，教材

玉垣：電気の領域を苦手とし

研究を深めましたよね？

ている生徒が多いので，
「電力

という３つの条件のうち，何
を揃えれば生徒が説明できる
のかを考えました。

っておもしろいな」と，電気

湯田坂：考察で何が書ければ

を身近に感じてもらう授業を
目指しました。単元の中に，

玉垣：
「電力」
「明るさ」
「発熱」

白熱電球

ＬＥＤ電球

山小屋での電気の利用を位置

湯田坂：生活の中でよく使わ

付けたのもそのためです。

れている白熱電球を選択し，

湯田坂：計算があるので，や

まずは，電球の「発熱」を考

はり難しいと感じるようです。 えました。
玉垣：そして，大きさや形が
自分たちの学習が，
「生活の中
の，こんなところに生かされ

白熱電球と似ていて，同じ
「明

ているんだ」と関心をもって

るさ」になるＬＥＤ電球を探

ほしいと思いました。

しました。本当にたくさんの

―この授業で，どのような生徒の姿を

２種類の電球の「明るさ」を

目指しましたか？

確かめました。

玉垣：考察の場面で，実験結

よいのか，生徒の思考の着地
点をとにかく考えました。

授業での生徒の様子から，
今の自分と「むきあう」
――これから，どんな授業づくりをし
ていきたいですか？

玉垣：
「明るさが同じだから電
力も同じ」
「明るさが一緒で温
度が違うっておかしくない？」
など，ねらいに迫っていく発
言が多くありました。生徒の
日常と結び付く問題解決の学
習を，これからも大切にして

果を使って説明する力が課題

いきたいと思いました。

だと感じていました。この単
元では，
「白熱電球もＬＥＤ電
球も明るさが同じなのに，白
熱電球の方が電力が大きい」
それは，
「白熱電球は電力が熱
にも使われているから」と説

熱を出して光ることを確かめる生徒

湯田坂：同じ電力の電球でも，

明できることを目指しました。 ＬＥＤ電球の方が，視覚的に
明るく見えるのです。また，
そのためには，
「電力」
「明る
さ」
「発熱」に関心をもてるよ

ＬＥＤ電球の光は，電球の上

うな導入をすることや，結果

方向に進みますが，白熱電球

がはっきりと分かる教材を扱

の光は全方向に進むので，見

うことが大切だと考えました。 方によって感じる「明るさ」
が違いました。２つの電球の
「明るさ」が同じになる状況
をつくり出したかったのです。
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考察を友と交流する生徒

湯田坂：説明を伝え合い，仲
間の考えを取り入れながら，
より確かな考察につなげるこ
とができました。今後も，よ
り確かな考察ができる授業を
つくっていくために，教材研
究を深めたいと思います。
（聞き手

宮下卓也）

授業づくりの想いに「むきあって」!!

～第４回授業づくり研修会より～

11 月 15 日(金)諏訪地区 1111
月月2815
日(木)上伊那地区
日諏訪，11 月 28 日上伊那
特別支援学級で“日常生活とつな
がる授業をしたい”と思いつつも，
どうしたらいいのだろう…。

悩みに
むきあって！

教科書の問題は今やっているよ
うに扱っていていいのかな…。

道徳の授業には苦手意識があって，
授業がうまくできない…。
道徳では「教えよう」
「伝えよう」とい
う気持ちが強く出過ぎていて，
“分かって
いる”ということでも聞いていて，しつこ
かったかもしれないな。

今やっているように進めていいことが分か
った。子供たちが混乱しないように，より内
容の定着が図れるようにしていきたい。

子供の視点で
特別支援学級では，活動の
中に自然を取り入れ，何度も
繰り返し，
“できた”を感じて
“もっとやりたい”につなげ
られるようにしていきたい。

校内の先生方と
むきあって！

むきあって！

先輩の先生から教わる中で，その先生が大事にされてい
ることや子どもへ向かう姿勢なども聞いておきたいな。
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外国籍等の子どもたちの笑顔に「むきあう」ために
～第２回外国籍等児童生徒指導研修会～
在籍学級で学ぶ外国籍等の子どもたちには，日本語教室や在籍学級で，どんな支援が
必要なのでしょうか。箕輪中部小学校における，国語授業の取組を紹介します。

Ａ児を通した
三者の連携

日本語教室の担任
在籍学級で積極的に授
業に参加できるための、週
11 時間の取り出し指導の
内容決め。

保護者

・母語での会話。
・母語での読み聞かせ。

担任同士の連携

Ａ児の個別の指導計画
測定した日本語の力と保護者
の願いから，個々の子どもに応
じた指導計画を作成。

在籍学級での学習内容
の共有。
外国籍児童が在籍
する他のクラスでも同様
に国語の授業ができる学
年内の連携。
在籍学級の担任

在籍学級では

家庭との連携
保護者

の願い

・ ブラジル人としてのア
イデンティティを持ち
続けること。
・ 日本語もポルトガル語
も話せる子どもに。

日本語教室では

学習内容のイメージがも
てるように，写真を活用。

日常的なグループ
学習や友の自然な支
援。友と関わることで
日本語の獲得に。

への依頼

取り出しの学習を
活用して，母語で学習
した知識を利用。Ａ児
にも分かる日本語で
の会話を大切に。

Ａ児に限らず，多様な
考えを認め合えるクラ
スの雰囲気。
安心して学習に取り
組む姿に。

学習内容の理解
を支えるため，日本
語の辞書と母語の
辞書を併用。

外国籍等の子どもやその家庭，学校担当者が一人で悩まないために，学
校全体で外国籍等の子どもについて共通理解を図りましょう。
◆CLARINET（海外子女教育，帰国・外国人児童生徒教育に関する HP）
外国人児童生徒受入れの手引（改訂版）ダウンロード可
◆かすたねっと（帰国・外国人児童生徒教育のための情報検索サイト）
平成３０年２月１日リニューアル https://casta-net.mext.go.jp/
教材・文書検索ツールや多言語の学校支援ツールが複数掲載
4

在籍学級での学
びを支えるため，当
該学年の教科書を
使った先取学習。

子どもたちの主体的な学びを実現するための 教師の『わたり』とは
－来年度以降の複式学級の在り方と“向き合う”平谷小学校の先生方－
平谷小学校では，来年度から複式学級の授業となることを見据え，
「わたり※」の授業の在
り方について日々研究を進めています。子どもが自分たちで解決できるようにするために，
「わたり」のタイミングや前後の指示，問いかけはどうしたらよいかを追究しています。
また，子どもたちが安心できる教室環境（机の配置）
，自主的に学習を進めることができる
ための学習リーダーガイドやタイマー，付箋紙，封筒といったアイテムを考え，日々試行錯
誤しながら取り組んでいます。
※「わたり」…教師が学年間を交互に移動して指導すること
《子どもの主体的な学びの実現に向けた支援》
支援

わたり

教室環境
板書の構造化
付箋紙
封筒

取組

効果

両方の学級の進行状況を見ながら 学習の進行状況を確認し，より的確
タイミングよく学年間を移動
な支援ができる
子どもは次に先生が来るまでに何を
指示の明確化
しておけばよいかがわかる
学年間の仕切りの移動黒板の
子どもの安心感，教師の間接支援に
取り除き
つながる
教師も子どもも習慣化する
板書の形式を学年間で統一
学習問題（ピンク）
，学習課題
子どもが見通しをもって取り組める
（黄）
，まとめ（青）と色分け
ヒントカード，練習問題の解答
個のペースで学習できる

「わたり」やすく，子どもが安心する教室配置

黒板

封筒
付箋紙

タイマーに手を添え，学習リーダー
ガイドを読み上げるＡさん
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Ｕ先生「今日の学習問題は
分かりましたね。それでは，
学習リーダーさん，お願い
します」

①【課題設定の場面】
リーダー「全員で問題を考えるために
何を使えばよいか考えましょう」

②前の時間に使った(2 位数)×(1 位数)
の筆算の考え方が使えそうだよ。
④Ａ生「ちがいます。
十の位は 0 を 1 個，百
の位は 0 を 2 個つけた
方がいいと思います」

③【学び合いの場面】
リーダー「
『学び合い』
をはじめましょう。まず
私から発表します（発表
後）いいですか？」

⑥〔Ｂ生のまとめ〕
２けたから３けたに
変わっても(２けた)×
(１けた)のやり方を使
って計算できた。

⑤【まとめの場面】
リーダー「今日の学習で
わかったことを青い紙に
書きましょう」
⑦リーダー（Ｂ生のまとめを見て）
「いいね。
これ今日のまとめになりそうだね」

３・４年複式授業 算数「かけ算の筆算」の学習場面

研究主任のＯ先生は，他校の複式学級を参観し，机の配置，学習リーダーガイド，
「わたり」の後に子どもたちが自分たちで解決するためにどういう指示を出せばよ
いかを追究しています。3 年担任のＵ先生，4 年担任のＫ先生は，互いに授業者を
交代しながら，
「わたり」のタイミングや板書の工夫等について追究しています。
9 月と 11 月の 2 回の訪問で，子どもたちからの「先生！」という声が激減しま
した。先生の「わたり」の回数が減り，タイミングもよくなり，子どもの主体的な学びの姿をたくさん見
ることができました。その背景には，
「子どもにとって学びやすい環境は何か」を常に念頭に置き，継続
的に複式学級の授業の在り方を考え，改善を重ねてきた先生方の努力があります。
来年度以降の複式学級指導という現実と向き合いながら，子どもたちにとってよりよい授業づくりを考
える平谷小学校のさらなる挑戦は続いていきます。
（文責：板倉 新一）

家庭学習の充実を考える③

質問紙調査と教科の調査結果をクロスしてみると…

下のグラフは、長野県の平成 31 年度（令和元年度）中
100%
学校全国学力・学習状況調査における生徒質問紙と英語調
査のクロス分析の結果です。このことから、
「家で、自分で
80%
計画をたてて勉強している」と肯定的に回答している生徒
の方が、英語の平均正答率が高い傾向が見られます。ま
60%
た、国語や算数・数学においても同様の傾向が見られま
す。
40%
今年度の「質問紙調査報告書」には、この他にも、学習
にかかわる質問において、
「読書が好き」
、
「新聞を読んで
20%
いる」などと回答している児童生徒の方が、教科の平均正
0%
答率が高い傾向が見られることが報告されています。
家庭学習を含む家庭での学びに係る児童生徒質問紙調査
と学力のクロス分析にも注目し、取組の改善につなげていき
ましょう。
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「当てはまらない」
と回 答 した 生 徒の
平均正答率

60.1 55.7
51.5 49.2

「当てはまる」
と回答した生徒
の平均正答率

英語

