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「
楽
し
い
」
に
、
手
を
伸
ば
す

広げた手を差し出す。そんなふうにして，こちらからちょっと距離を詰める。そして，反応をみ
る。差し出した手がしばらく空を泳ぐときもあるけれど，それもひとつの手応えだから，楽しい。
だから，何度でも手を伸ばしたい。時には練りに練った一言を大切に添えてみたり，時には実物
を見せてみたり。それはいつだってドキドキするけれど，ふいにあちらからぐっと手を伸ばしてく
ることもあるから，やっぱり楽しい。
手をかえ品をかえながら，互いに手を伸ばしている。さてさて，今度はどうかな。そうやって，
「楽しい」に手を伸ばす。

教学半也７号 「楽しい」に、手を伸ばす -もくじ１．歴史学習の「楽しさ」を味わう（社会）
２．つなぐ楽しみと広げる楽しさ（国語）
３．道徳教育における対話の可能性
４．家庭学習を考える④
５．話すこと［やり取り］の力をつける「指導と評価」（英語）
６．
「個別の教育支援計画」
・
「個別の指導計画」の振り返り
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「楽しい教室」「楽しい授業」
「楽しい」は，ふとした場所や
場面にあるのかも。教師も子
どもたちも，互いの間で，どん
なふうに「楽しい」に手を伸ば
しているのでしょう。

歴史学習の「楽しさ」を味わう
～「楽しさ」のカギは「見方・考え方」～
★ぐっと身を乗り出す

～S 中学校～

弥生時代の矢じりが，
縄文時代よりも大きく
なる理由を考える授業でした。
「弥生時代は
稲作が始まったよね」
「その結果，米や水を
めぐる争いが増えた」
「だから，村の周りに
柵や堀ができて…」
「それで，矢じりも…」
多くの生徒が身を乗り出し，
縄文時代と比較
して見つけた「生活の変化」を，因果関係
で結び付けながら追究していました。

比較したり因果関係を考えたりする

★既習事項に立ち返る

～K 小学校～

信長，秀吉，家康の３人の武将がどのように全国統一を成
し遂げたのかを考える授業でした。これまでに

学習し

た個々の政策を，グループで話し合いながら，内容や目的
に着目して分類していきます。
「検地は，収入を確かなものにするためだったね」
「鉱山
の支配も財力をつけるためだから，同じグループでいい
ね」
「楽市・楽座も財力に関係するよね？」
「あれ，そうだ
っけ？ 楽市・楽座の目的ってなんだっけ？」… 知識が
あやふやな部分があると，自ら教科書を開いて単元前半
に学習した内容を確認し，粘り強く追究している姿があ
政策の目的を振り返って確かめる

りました。

★自分の考えと比較しながら，
友の発表を聴く ～S 小学校～
学校の近くを通っている「鎌倉街道」が
作られた理由を考える授業でした。３つ
の資料を分担して読み取り，わかったこ
とを関連付けて考察していきます。発表
の場面では，他のグループの考察を，自分
たちのグループの考察と比較しながら聴
く姿があり，街道ができた理由だけでな
く，鎌倉時代の政治の特色に迫っていくこ
とができました。

自分たちの考察と比較しながら聴く

３つの授業に共通するのは，歴史的事象を，時期や推移などに着目して
とらえ，類似や差異などを明確にしたり，事象同士を因果関係などで関連
付けたりするという「歴史的な見方・考え方」を働かせていることです。
歴史学習の「楽しさ」は，ここにあるのではないでしょうか。
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学校訪問の様子から

つなぐ楽しみと広げる楽しさ
訪問１回目

研究部会で考える

友達の考えを聞いただ
けで終わってしまうよ
ね。どうしてかな。

さらに聞いてみたい
という必要感がもて
ないからかな。

子供たちが考えを
つなげて伝え合え
るといいなあ。

訪問２回目

～Ｍ小学校の実践から～

そこで

～訪問後の国語部会にて～

研究主任

国語「話すこと・聞く
こと」の単元で，この
問題を考えてみようと
思うのですが。

何か相談して決
めるなど，自分の考
えをつなげて考え
たくなるような課
題を設定してみて
はどうでしょうか。

授業を通して考える
１年国語「これは なんでしょう」の授業から
話型の提示

クイズのヒントを考える学
習ではなしあいの やくそく
（話型）を使ってみよう。
「話型を使えば，考えをつな
げて伝え合うことができるの
ではないか」

指導主事

このことを授業を通して，
全校に提案し広げてみよう。

同じのもあれば違
うのもあるね。
「人間の形をして
います」はどう？

「石でできています」
のヒントは答えがすぐ
にわかるから，最後に
出そうよ。

「南庭にあります」
は，３人とも考えた
ヒントだから，いっ
しょにできるね。

見えてきたこと
・話型を使わなくても，熱心に相談しながら決めていく姿が見られました。
・個々で考えたヒントをもとにクイズの３つのヒントを決めようという，子ども達にとって分か
りやすく必要感のもてる課題であったことが，伝え合う姿につながったようです。

訪問３回目

全職員で共有し，広げる

つながった姿

国語はもちろん，子供たちが考えをつなげて伝
え合いたくなるような課題や伝え合う場を設け
ることを大切にしたいと思います。
スピーチや話し合いの進行役などでは，話型
を使った方が話しやすくなるのでは…他の学年
で使ってみよう。
本校が目指す，「考えをつなげて伝え合う子供」の実
現に向けて，どのクラスでも取り組んでいくことが必要
ですね。
このようなことをどのクラスでも取組むとよいですね。
①「話すこと・聞くこと」の学習の中で，どの学年でどの
ような話型を取り入れて学習するか検討する。
②考えを伝え合う場を意図的に設けることで，国語で学習
した「話す・聞く力」を高めていく。
この２つを全校に広めたり来年度さらに深めたりして、
職員全員で取り組んでいくのはどうでしょう。
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他学年でも…
・２年の国語「みんなできめよう」
の学習では，司会が使う言葉を話
型にして示してみました。話型を
拠り所にしてスムーズに話し合う
姿が見られ，話型が有効であるこ
とが分かりました。
他領域でも…
・国語の物語文で，読み取ったこ
とを問題にして出し合うという
課題で，問題の出し方に話型を
使ってみました。
他教科でも…
・伝え合う場面を１時間に１回は
設けるようにしてみました。国
語で学習したことをいかしてい
きたいと思います。

県教委からの伝達，今年度の道徳教育推進校
からの実践発表，長野県立大学准教授 馬場智
一先生による演習が行われ，これからの道徳教
育について考え合う会となりました。演習では，
「道徳教育における対話の可能性」について，
対話体験を通した協議が行われました。

道徳教育における対話の可能性
道徳教育パワーアップ研究協議会

人はなぜ，いじわるをするのだろう？
対話のルール（一部抜粋）
・意見が違うところを掘り下げよう
・知識だけでなく，自分の経験にそくして話そう
・お互いに問いかけるようにしよう
・発言せず，ただ聞いているだけでもいい
・意見が変わってもいい
「問いを互いに出し合って深める（一部抜粋）
・「なぜですか」「どうしてそう言えるのですか」
・「具体例はありますか」
・「本当にそうですか」
・「どうしてそう思ったのですか」
・「もし〜だったらどうなりますか」

いじめとはちがうの？
関わりたいってことかな
嫌がることをわかっているよね
いじわるにレベルはあるのかな

「楽しい」が
対話から生まれる

＜先生方が感じた対話の楽しさ＞
・
・
・
・
・

「いじわる」の本質に迫って話し合っていくことができた。
「問い」を自分たちで決めたので主体的になって話し合えた。
多様な考えに触れることができる素晴らしい方法だと感じた。
話しながら広げたり深めたりしていく楽しさを実感できた。
グループによって視点や角度が異なっていて面白い。

経験に重ねて語った
り，違いに注目して聞
き返したりしながら話
題を掘り下げていく
と，対話が楽しくなっ
てきますね。

＜対話を道徳の授業に活用することの可能性＞
・ 「考えやすい発問」や「考えたくなる発問」があることがわかってきたように思う。
・ 自分たちで「問い」を見つけていくことが大切だと感じた。
・ 発達段階に応じながら，段階的に重ねていくことで生かしていくことができそう。
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全職員に働きかける
道徳教育推進教師・道徳係の姿

道徳教育を推進する立場として，献身的に道徳教育を全職
員に広げていこうとする先生方の姿がありました。これまで
係の先生方は，教科化された道徳科の評価について，迷われ
ている校内の先生方からの悩みや相談に応えることができ
るよう，課題をもって教育課程研究協議会や道徳パワーアッ
プ研究協議会に参加し，自己の研鑽にも努めてきました。
道徳教育推進教師のＳ先生は，道徳科の評価の在り方に
ついて，全職員へ理解を広げていくために校内研修会を計
画しました。そして，研修会実施に向けて担当指導主事と
何度も連絡を取り合い，研修内容や提示資料などについて
考えてきました。

校内研修会を進行する道徳教育推進教師のＳ先生

研修報告・伝達をする道徳係のＫ先生

研修会当日は，担当指導主事もグループ協議に参加させていただきました。
研修会は，係のＫ先生による研修報告と，Ｓ先生による評価の在り方について
の伝達があり，学年ごとのグループ協議に移りました。
力を合わせ，職員集団の内側から活性化させていこうと働きかけていく，係
の真摯な姿がありました。

家庭学習の充実を考える④
自分の生活を“見通し”
，時間を自ら“管理”する
家庭での過ごし方に係る長野市立東部中学校の取
組を紹介します。東部中学校３学年では，これまで使
っていた「生活記録」から，
「スケジュール管理手帳」
（右図）に切り替えを行いました。写真のように，１
週間という長いスパンを見通し，家庭に戻ってから
の過ごし方を，時間と共に書き出すことで，自分の生
活をマネジメントする意識を高めている様子がわか
ります。
これまで，学校の中で“当たり前”に取り組んでき
たものの中に，少し視点を変えることで，学びの質の
向上につながる取組が見えてくる可能性がありま
す。子どもの主体的で，自律的な家庭学習を含む家庭
での学びのあり方について，今年度の成果と課題を
踏まえ，次年度のプランを検討していきましょう。
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話すこと［やり取り］の力をつける「指導と評価」
～中学校英語 指導と評価の一体化研修～
本研修では，新学習指導要領の 3 つの資質・能力の評価，生徒が力を発揮できるための
指導と評価のつながりなどについて，演習を通して研修を行いました。1 学期のパフォーマンス
テストで，以下のようなテストを出題する場合，１学期中にどのような指導が必要でしょうか？

1
「AI の進歩と私たちの生活」というテーマについて，友達の意見等をふまえた自分
の意見や感想を伝え合うことになりました。そこで，下の記事［Article about AI］の内
容に基づいてペアでやり取りをしてください。読む時間は３分です。

学
期
の
目
標

条件１：読んだことの英文を引用するなどしていること。
条件２：自分の考えたこと，感じたことやその理由を述べていること。
条件３：相手の考えを求めたり，話題を広げたり深めたりしながら会話を継続していること。
国立教育政策所「指導と評価の一体化」のための学習評価に関する参考資料 第 3 編 単元ごとの学習評価について(事例)より

1
学
期
か
け
て
育
成

評
価

条件 1 の「読んだことの英文を引用するなどして，自分の意見や感想を伝え合う」力を，
Lesson1 を通して，言語活動を行いながら，育成していきます。（条件 2：L2, 条件 3：L3）

言語活動
・生徒は，まず「伝え合う」こ
とに挑戦する。
・言語活動を行う際には，教
師は，活動前に，言語材
料（現在完了形等）や，
やり取りの型を板書で示
さない。
・「○○について友達の意
見を含めて自分の考えを
まとめるために」のように
目的を明確にする。

・
・

指導

中間評価
内容面
・何を言えばいいのか，わか
らない生徒
・内容が広がらない生徒
言語面
・言いたいことがあるのに言
えない生徒
・正確な英語を使用して い
ない生徒
本時の指導ポイントを，内
容面にするか，言語面にす
るか焦点を絞りましょう。

・「読んだことの英文を引用す
る」等して，考えを述べることを
指導
・「付け加えられそうなことは？」
等の問いかけや内容を広げら
れている生徒の例を示す。
・「つまりどんなことを言いたい
の？」等，既習表現を想起させ
る指導
・教師が正確な英語を繰り返し
聞かせ，生徒自身が間違えに
気付く指導

学期末のパフォーマンステストで，目的等に応じて，1 学期学んできたことを活用し，生徒が
思考・判断・表現して伝え合っているかを評価することで，「指導と評価」が一体となります。
「思考・判断・表現」を評価する際は，「目的・場面・状況に応じた内容の適切さ」を評価し，
「知識・技能」を評価する「英語使用の正確さ」とは分けて評価するよう留意しましょう。

今年度中に，国立教育政策所から示される「指導と評価の一体化」のための学習評価に関する参考資料
第 3 編 単元ごとの学習評価について(事例)を参考に，各校で現在行っているパフォーマンステストの評価
規準や言語活動，中間評価について，教科で情報共有しておきましょう。
この「Bridge」は，中学校外国語補助教材です。R2 年度の中１・中２の
生徒分が各学校に配布されました。現行学習指導要領には含まれていな
い新たな内容（感嘆文，仮定法，現在完了進行形等）を，全面実施に向け
て，コミュニケーションを通して理解できるような構成となっています。ぜひ，
ご活用ください。
https://www.mext.go.jp/a_menu/kokusai/gaikokugo/1414459_00002.htm
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「個別の教育支援計画」
・「個別の指導計画」の振り返り
指導・支援の引継ぎ
今回の学習指導要領の改訂では，

【新学習指導要領総則編より】

特別支援学級在籍の児童生徒や通級指導
教室で指導を受ける児童生徒は，「個別
の教育支援計画」や「個別の指導計画」
の作成と活用が義務付けされます。
それは，障がいのある児童生徒など一人一人に対
するきめ細やかな指導や支援を，先生方みんなで行
うために，重要な役割を担っているからです。
先生方も，これら２つの計画の作成や活用が有益
であると実感されているのではないでしょうか。

小学校 P24～

中学校 P25～

（抜粋）特別支援学級に在籍する
児童（生徒）や通級による指導を
受ける児童（生徒）については，
個々の児童（生徒）の実態を的確
に把握し，個別の教育支援計画や
個別の指導計画を作成し，効果的
に活用するものとする。

学期末になりましたので，これら２つの計画を基にし
た指導・支援の振り返りをされることでしょう。
下の例を参考に，振り返りや引継ぎを進めましょう。

共有と引継ぎをチームで
○進級・進学に伴って，担当者が変わってもこれまで積み上げ
てきた指導・支援ができるように，特別支援学級の先生だけ
でなく，児童生徒に関わる先生方や関係者みんなで，振り返
りと次年度の指導・支援の方向を共有しておきましょう。
○進学については，特別支援教育コーディネーターの先生と連
携して，プレ支援シート等の書類での引継ぎを行いましょ
う。また，小中連絡会，中高連絡会で必要な指導・支援の情
報を伝えることも大切です。
○幼保小・小中・中高の双方の園や学校関係者が集まった支援
会議等で，指導・支援の情報の引継ぎを行いましょう。

【参考】
P38～P51 には，
「個別の指導計画」
P52～P58 には，
「個別の教育支援計画」
の情報を掲載
しています。

※様式や詳細については，右上の本もご活用ください。

授業や生活の様子を

合理的配慮に関する記

見てもらう機会もあ

録も残して，継続した

るといいな。

支援ができるようにし
原学級の先生も

ておこう。

個別の教育支援計画
は，本人や保護者とも

参加してもらう

共有しておくといい

と心強いな。

かな。
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参考資料
通常の学級に在籍する障がいのある児童生徒については，義務ではありません
が，
「個別の教育支援計画」と「個別の指導計画」の二つの計画を作成し，活用に
努めていく必要があります。
また，障がいの診断がないけれども，学習面や生活面で困難さのある児童生徒
についても，計画，振り返り，引継ぎがあることで，先生方の支援の方向が明確になります。
児童生徒がより安心して楽しく生活できる状況づくりに努めたいものです。

通常の学級で，
○障がいの診断のある児童生徒，支援が
比較的少ない児童生徒
○特別支援学級と通常の学級との連携
を必要としている児童生徒
○通級指導教室と在籍学級との連携を
必要としている児童生徒
を対象とする「個別の教育支援計画」や「個
別の指導計画」の作成
ポイントや記述例等が，右の
『特別支援教育学習指
導要領サポートブック』
の第３章に掲載されて
います。
通常の学級の先生方
も日々の支援の振り返
りや継続した支援にご
活用ください。

「特別支援教育教育課程学
習指導手引書」小学校・中
学校編
【H22.１】

【参考】
P154～P167 には，上記
のように，参考となる様式や
記入例を掲載しています。
総合教育センターのホーム
ページからダウンロードでき
ます。
（下の QR コードをご
利用ください）
その他に，
「個別の教育支援
計画」
・
「個別の指導計画」に関
する情報は，主に左に示した
冊子も参考にしていただくと
よいでしょう。
様式等については，総合教
育センターのホームページか
らダウンロードできます。
また冊子の必要なページ
は，長野県教育
委員会のホーム
ページからダウ
ンロードできます。
上の QR コードをご利用くだ
さい。

特別支援教育シリーズ第２集
「一人にひかり みんなのか
がやき」
【H20.１】
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