先生たちの挑戦！！

子どもたちの笑顔あふれる授業にしたい
南信の先生方の実践から学びます。

子どもたちの笑顔につながること
教学半也９号「先生たちの挑戦」 -もくじ1. 【外国語】子どもが自然と英語で話す授業へ

～Ｔ小学校6学年の実践から～

２． 【社会】「わたしもその一人になりたい！」
３． 【国語】教師が「願い」をもつこと

P２

～N小学校S先生の挑戦 ～

P３

～Ｈ中学校3学年Ｓ先生の実践から～

P4

４． 【体育】 研修会で構想した保健体育の授業にチャレンジ！

～Ｔ中学校Ｋ先生の実践より～

Ｐ５

５． 【特別支援教育】PDCAサイクルが日常的に機能する授業づくり ～Ｉ養護学校中学部の挑戦～

Ｐ６

子どもが自然と英語で話す授業へ

～T小学校 6学年の実践から～

もっと英語を聞きたい時は「One
more time！」，聞いた内容に自信
がもてた時は「No, thank you!」
を遠慮なく言える子どもたち。
子どもたちが自然と英語を話して
いる教室。そこには「英語をもっと
話したい」という子どもの願いと，
「子どもが自然と英語で話す姿を
育てたい」という先生方の願いや
チャレンジがありました。
T小学校6学年の実践から学びます。
授業の導入のSmall Talk では「What did you eat last night?」のやり取りをしていました。
What did you eat
last night?
(うどん)

I ate curry udon.
What did you eat
last night?

(いため)

I ate vegetable itame.

二人の児童は昨夜食べたものを，自分の知っている英語を使って何とか伝えようとします。やり取り
の中で「I ate curry udon.」「I ate vegetable itame.」と言い合いながら，思わずクスクスと笑
い合う2人。日本語が混ざった料理名での会話に思わず笑ってしまったのです。
担任のH先生は，授業のはじめのTeacher’s
talkはもちろん，モデルの提示もアシスタントの
犬のぬいぐるみを使って，英語で子どもに語り
かけていました。授業の中の指示もほぼ英語。
子どもたちはH先生に目線をしっかり向け，
H先生の使った英語を手がかりに，自分の
知っている英語を組み合わせて工夫しながら，
楽しくやり取りしていました。
そんな英語があふれている，英語で話す
ことが当たり前になっている教室だった
からこそ，子どもたちはvegetable “itame”
に思わず笑ってしまったのでした。
授業をほとんど流暢な英語で進めたH先生。研究会ではまさかの一言。
私，自分の英語がJapanese Englishなのが悩みなんです。
それでも子どもたちが英語に親しめるように，自分の語彙を増やし，テンポよく英語で授業をし
たいと願ったH先生は，クラスルームイングリッシュ（授業の指示文や挨拶など）がまとめられたプ
リントを週案簿に貼り付けて，英語の授業だけでなく，他の教科の授業や朝の会等，使えそうな時
に英語をどんどん使うようにしたのだそうです。そのプリントは，外国語に熱心に取り組んでいる，
研究部会リーダーのN先生が，先生方のために作成してくださったものでした。
子どもたちのために努力を惜しまないH先生。研究の中心となり，先生方を支えるN先生。そし
て，H先生の使った英語を「自分も話してみたい」と願って取り組む子どもたち。
それぞれの願いがつながったからこそ，自然と英語があふれる教室がそこにありました。

「わたしもその一人になりたい！」
－ Ｎさんの心を動かした N小学校Ｓ先生の挑戦 －
伊那市与地地区に伝わる踊りに３２０年の歴史がある「与地の
伊那節」があります。Ｎ小学校の５・６年生の児童が毎年の運動
会で発表する等，子どもたちにとっても馴染みの深い踊りです。
社会科「のこしたいもの つたえたいもの」（小４）の単元で，
Ｓ先生は「与地の伊那節」を教材化し，代々踊りを引き継いでき
た人々の思いや願いにふれる学習を構想しました。

S先生による「与地の伊那節」の教材化
S先生の学級では，地域の博物館等の見学を通して，生活の道具が時代の変化と共に移
り変わってきたことを学習してきました。地域の歴史にふれる中で，S先生は子どもたちと
「与地の伊那節」保存会の伊藤さんとの出会いの場を設定しました。
S先生自身が感じた「与地の伊那節」の魅力
保存会
・子どもたちにとって身近
会長：伊藤さん
・代々思いを引き継いできた２つの団体の存在
会員：１２名
・壁画と２つの石碑
←地区の公民館の塀を新しくした時に
つくられた。地区の子どもたちが塗り
直している。

伝承会
・毎月第４水曜日に，
子どもたちに踊りを
教えている。
・人が少なくなってお
り，今後続けていけ
るか心配している。

←１つは，１００年前に保存会の先代の唐澤さんが自らのお金で建てた。
もう１つは，唐澤さんの思いを受け継ぎ，現在の保存会の方々が公民館の前にもう一度
建てた。
➡地域の宝物として大切に受け継いできた「与地の伊那節」だが，このままだと無くなってしまうかも…。

S先生は，このように地域素材を教材化し，子どもたちと価値との出会いの場を設定しまし
た。そして，子どもたち自身に，伊那節を守り引き継いでいきたいという願いがうまれ，「自分
たちにできることがないか」を考えさせたいと願いました。
Nさんの学びを支えたS先生の姿
最初は，「与地の伊那節」が受け継がれてきた理
由として，「お祝いの時に踊る楽しいものだから」と
予想したNさんは，授業後の感想で，「古くから残る
ものを大切に守り伝えている人々がいる。わたしも
その一人になりたい！」と書きました。地域の方々が
受け継いできた思いと取組を自分事として受け止
めているNさんの姿が印象に残りました。Nさんの
心を動かした背景には，自らが問いをもち追究を楽
しんでいたS先生の存在があります。S先生は，自ら
足を運び，石碑や壁画を見たり，「与地の伊那節」
に関わる方々からの聞き取りを行ったりし続けまし
た。そしてその中で，子どもたちに触れさせたい「与
地の伊那節」の価値に出会いました。S先生の姿か
ら，「子どもと共にある教師」「子どもと共につくる
授業」の基盤となる「教師自身が問いをもつことの
大切さ」そして、「地域と共にある学校」について改
めて学ばせていただきました。

子どもたちが目を輝かせて生き生きと学ぶS先生の教室
すべての子どもたちが，自分の考えを友だちや先生に伝
えたくてたまらない様子でした！

教師が「願い」をもつこと
～国語科

H中学校３学年Ｓ先生の実践から～

S先生の願い
Ｓ先生は，生徒が筆者の言葉の使い方や文章構成といった説明の工夫を読み取り，
その工夫を「ワザ」と呼ぶことで，「自分が説明するときに，どのように伝えるか
説明の『ワザ』をいかしてほしい」と願って授業を構想しました。そこで…

なぜ説明文を学ぶのですか。
Ｓ先生は，こう問いかけてこの単元を始めていました。説明的な文章の学習で
「何が書いてあるか」だけでなく「どのように書いてあるか」を考えながら読み，
「説明する力」を身に付けることを願っていることがはっきりと分かります。
単元名：説明の『ワザ』を身につけよう（教材文：「月の起源を探る」光村図書３年）

学習問題：本文から学べる説明文の工夫は何だろうか。
＜本時の流れ＞
①教科書本文から，筆者の説明の工夫を読み取り，付箋に書き出す。
②グループで付箋を共有し，「説明の順序」「語句・表現」「見た目・形式」の３つの観点に整理する。
③観点ごとに整理した付箋をもとに，筆者の説明の工夫が分かるような「ワザ」に名前をつけて，共有する。
本文で確認しようと
教科書を開く生徒の姿
筆者は，どんな
工夫をしている
のだろう。
ああ，確かに。
それは「説明の順序」
になるかな。

自分が読み取った説明の工夫を共有し合うことで，共感の笑顔が生まれた
「見た目・形式」の観点
で図を使って説明してい
るし，本文にも「図１」
と書いてある。

いきなり説明す
るのではなく，
月について話し
てから本題に
入っているから
頭に入ってきや
すい。

どの図を見ればいいのか
分かるので，「ガイド」と
いう意味で「ガイ図」とい
うワザ名をつけました。

他グループの考えた説明の工夫と名付けたワザ名を聞き，納得の笑顔が生まれた
生徒の振り返り
説明文は難しいと思い込んでいたから，こうやって読むと工夫がいろいろあることがわかる。筆者はがんばっている。

生徒の笑顔がたくさん見られた授業でした。それは，グループ追究で自分の考えと同じ工夫を発表する
友達の説明に共感したり，全体追究で自分たちが考えなかったワザ名に納得したりと，常に「言葉による
見方・考え方」を働かせて学ぶ楽しさを感じることができたからだと思います。
教師が「生徒にこの力を付けたい」という願いをもって授業を行うことで，追究の見通しが明確になり，
工夫（ワザ）に名前を付けることで，表現の工夫がより印象深くなったからこそ，生徒が笑顔で学ぶ姿に
つながったのだと，Ｓ先生の授業から学びました。

研修会で構想した保健体育の授業にチャレンジ！
～

第３回・第４回の授業づくり研修会に参加されたＫ先生の実践より

授業づくり研修会での単元・授業の構想

～

手本となる動き

(Plan)

Ｔ中学校のＫ先生は，第３回（７/28），第４回（11/10）の研修会で

P① 授業のゴールイメージの明確化（学習課題の設定）
P② 生徒が技についての自己課題を発見できるような工夫
P③ 生徒の振り返りを板書し，次時につなげる振り返りの場面の設定
の３点を意識して単元や授業の構想をしました。そして，１月に中学校
１学年,保健体育「器械運動」の授業場面で実践しました。

研修会と実際の授業のつながり

Ｒ３．1.22

(Do)

Ａ 生
〈図１〉Ａ生の動き(タブレットの画像)

K先生は，「タブレット端末を使って，技の完成度を高めよう」と学習課題を設定（P①）しました。手
本となる動きを示した図をラミネート加工し，タブレット端末と重ね合わせることで，自分の動きと手本
となる動きをすぐに見比べることができるように工夫（P②）しました〈図１〉。Ａ生は，跳び前転を大
きく行いたいというめあてをもち，自ら行った跳び前転の様子をタブレット端末でB生に撮影してもらい，
グループで見合いました。すると，試技を行ったＡ生と撮影をしたＢ生は，Ａ生の体を前へ投げ出すとき
の腕の振り方が，手本となる動きと異なることを発見し，ジェスチャーを交えながら「こんな感じだ」と
確認し，追究する姿が見られました。
Ｋ先生は，自己課題を発見したものの自分の動きを手本となる動きに近
づけるための方法がわかっていない生徒に対しては，実際に示範をして見
せたり，着手や着地時の動き等，部分的な動きを取り出して追究できるよ
うにセーフティーマット等を準備したりして支援しました。
振り返りの場面で，「自分の倒立を見てみたのだけれど，意外に足が上
がっていないのがわかった。次回は今よりも勢いをつけて倒立をしたい」
という次時へのねがいをもつことができたC生もいました（P③）〈図２〉。

授業を振り返って

Ｃ＆Ａ

(Check & Act)

〈図２〉生徒の振り返りを板書する
Ｋ先生

〈第４回授業づくり研修会から授業までを通してのＫ先生の振り返り〉
私自身，もっと授業をよくしたい，不甲斐ない授業では生徒たちに申し訳ないという思いでいました。
しかし，研修で指導主事の先生にみていただくのは敷居が高く感じていたところがありました。実際に
授業づくり研修に参加し，的確なアドバイスをいただき大変勉強になりました。本当に受けてよかったと
思った研修でした。研修で教わったこと，考えたこととして，ねらいを達成した子どもの姿から授業を構想す
ることや，資料を印刷したものをタブレット端末のカバーにすること，課題の設定や振り返りの場面を設定し
たことが成果であると思います。
〈授業後のＫ先生の振り返り〉
「授業後，Ｋ先生は「授業の流れとしてはできてきたのだけれども，どうしても生徒の動きが停滞してし
まうときがある。そこで声をかけるだけではなく，もう少し手だてを考えていきたい。」と話していました。
〈これからの授業実践に向けたＫ先生の思い〉
実際に授業を見ていただいて，場の工夫や技の組み合わせなどの器械運動の授業改善の面や，声のか
け方，生徒との関係づくりや，取組に困難さのある生徒をどう動かしていくか，次のバスケットボール
の単元の進め方についての私の質問にも答えていただきました。生徒たちのために次に生かしていきたい
と思います。 」
南信教育事務所では，Ｋ先生のように授業づくり研修会で考えたことを具体的に学校で実践す
るためのサポートを行っています。校長先生や教頭先生と相談の上，指導主事を要請していただ
ければご要望にそって訪問いたします。来年度も「授業づくり研修会」を複数回予定しています。
目の前の子どもたちのために，共によりよい授業を計画・実践していきましょう。

ＰＤＣＡサイクルが日常的に機能する授業づくり
～生活単元学習「観点シート」・「単元シート」を活用して～
生活単元学習の充実のために，Ｉ養護学校（以下Ｉ校）中学部の先生方も，生徒の興味・関心や願いを丁寧
に捉え，生徒の得意なことから活動を決めだすことや，首尾よく活動できるようにと「できる状況づくり」を
整え，生徒の願いが達成できることを大切にしています。
Ｉ校中学部の先生方は，個別の指導計画（Ａ表・Ｂ表）に基づいて，生徒一人一人にその単元における
「観点シート」と「単元シート」を作成して活用する取組を行っています。

【観点シート】＜Ｐ＞「キャリア発達」シートより
個々のねらいや評価の目安及び期待される育ちを一覧
表で示して，単元を通して付ける力を明確にする。

「自立活動」・「教科」に加えてＩ校で大切に
している「キャリア発達」の３つの視点で作成
しています。

【単元シート】＜Ｄ＞
授業を行い，生徒の願い，個々のねらいに沿った取組
の様子，支援の引き継ぎ等を記録する。

取組の状況を毎時間書ける範囲で記録します。
生徒の取組のよい姿を捉えて記録することを
心がけています。

【作成した「単元シート」の活用の工夫】＜Ｃ・Ａ＞
Ｉ校中学部の先生方は，次の点を工夫しています。

○「単元シート」の記録を３つの視点で色分け
記録した生徒の姿が，「観点シート」の３つの視点で
どのような育ちがあり，力が付いているのか，視点別に
色分けをして，捉えやすくしています。

○「単元シート」の振り返りの場の設定
記入者だけでなく，学級や作業班の先生方，みんなで共有
できるように，部研究や学年会の時間の中で振り返る時間を
設定しています。
＊振り返りは，単元終了後だけでなく，一定期間のまとまり
でも行い，次時以降の授業や支援の改善に生かします。
※３つの視点以外にも，必要に応じて，
生徒のよい取組の姿があれば記録します。
それが，「可能性の芽」や「教育課題」
見直しにつながります。
※記録は，前時までと同様の記述や，文章
でなくキーワード等でもよいこととして
います。
・毎回の授業の終末で，

こんなよさが
ありますよ！

生徒の学習カードより

生徒自身が感じた取組の
よさや先生が捉えたよさを対話や学習カードで共有し，
「単元シート」にも記録を残します。

・「観点シート」があることで，先生方にとって「自立活動」・「教科」・
「キャリア発達」の視点で，本単元での個々のねらいが明確になります。
・「単元シート」の日々の記録と「観点シート」及び「個別の指導計画」とを
照らし合わせて振り返ることで，指導と評価の一体化がはかれます。
★「各教科等を合わせた指導」（日常生活の指導・遊びの指導・生活単元学習・作業学習）の評価に
ついては，右冊子を参考にしてください。

サポートブック
P102

青本
P64

