山口県教育委員会指定

令和３年度 授業力向上実践研究発表会 要項

〈研究主題〉
よりよい生き方を求める児童の育成
～課題解決に向けて生き生きと学び合う授業づくり～

令和３年１１月１９日（金）

周南市立岐山小学校
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研修にあたって

２１世紀の社会は、知識基盤社会である。近年では情報化やグローバル化といった社会的変化が、人々の予測
を超えて進展するようになってきている。子どもたちには「予測困難な時代でも、自分らしさを失わず変化に進
んで向き合うこと」
「絶対の正解のない課題に対して、他者と協働し、その状況や目的に応じた納得できる答えを
見出すこと」等が求められていると考える。
このような社会情勢を踏まえ、より充実した校内研修にしていくために、教職員で昨年度の１月に、「１０年
後、２０年後、岐山小学校の子ども達が幸せをつかむために必要な力とは何か？」というテーマでディスカッシ
ョンを行った。話合いで特に多かった意見は以下のようなものである。

（１） 自律、自立する力
（２） 課題解決に向けて他者と協働する力
（３） 多様な考えを受容し、自分に生かす力
（４） 自分を客観的に振り返り、目標に向かう力

これらの資質・能力を育成していくためには、
「何を知っているか」から「何ができるか」
、より詳細には「ど
のような問題解決を成し遂げるか」へと授業を転換していく必要がある。そして、学校教育の守備範囲を知識・
技能の習得にとどめることなく、それらを初めて出会う問題場面で効果的に活用する思考力・判断力・表現力、
さらに粘り強く問題解決に取り組む意志力や感情の自己調整力、直面する対人関係的困難を乗り越える社会スキ
ルの育成など学力観の刷新も求められている。
そこで、本校では、研修主題を「よりよい生き方を求める児童の育成」とした。問題解決する経験を繰り返し、
上記の４つの資質能力を高めていくことで、予測困難で唯一絶対の「正解」がない知識基盤社会の中でもよりよ
い生き方を求めていくことができるようになると考える。
また、研修副主題を「課題解決に向けて生き生きと学び合う授業づくり」と設定した。ここでの「課題」とは、
教師が一方的に示した課題ではなく、児童が自分事として捉え、主体的に思考を働かせる原動力となる課題であ
る。
「生き生きと学び合う」とは、①一人一人が主体的に課題解決に取り組む姿②協働して学び合う姿③粘り強く
取り組む姿の３つの児童の姿をイメージしている。子ども達が課題解決に向けて生き生きと学び合う授業を実践
していくことが「よりよい生き方を求める児童の育成」へとつながると
考え、研修主題・副主題をこのように設定した。

研修主任
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小林 大樹

これまでの研修の歩み
月 日
４月２１日（水）

研修内容
第１回

①研修主題、副主題の設定理由 ②授業提案と感想交流
③令和３年度授業力向上実践研究指定校公開授業について
④ラウンドスタディ テーマ「こんな研修にしたい！」

６月 ９日（水）

第２回

①研修主題・副主題の確認

②読書会

③研修主題に沿った水泳学習指導について
④グループ協議
「課題解決授業を成立させるための秘訣」
～子どもが前のめりになって授業に取り組むためには～
６月３０日（水）

第３回

①授業提案
②グループ協議
「きっとここで子どもたちは前のめりになるだろう」
④指導案の型について

７月２６日（月）

第４回

７月２７日（火）
８月２４日（火）

第５回

指導案協働作成
・低学年 国語科

・中学年

体育科

・高学年 算数科

・特別支援 自立活動

指導案検討会
【指導者】

８月２５日（水）

第６回

国語科

山口市立大歳小学校

教頭

体育科

下松市教育委員会 指導主事

西嶋 智

様

河村 貴之 様

算数科 山口大学教育学部附属光小学校

教諭

兼安 陽一朗 様

特別支援 周南市立菊川小学校

教諭

吉永 裕子 様

①外国語研修「新しい教科書による授業づくりや評価の在り方」
②人権教育
講師

周南市教育委員会人権教育課

藤本 哲雄 様

「ハンセン病について」
８月２７日（金）

第７回

①特別支援研修
講師

周南市立菊川小学校 吉永 裕子 様

「学級経営のコツ」
「教育相談の在り方」
②教育課程の復伝
９月 ８日（水）

第８回

第１回授業のお悩み相談会（部会別）

９月２２日（水）

第９回

第２回授業のお悩み相談会（部会別）

第１０回

第１回校内プレ公開授業・研究協議会

１０月 ６日（水）

・２年 国語科
１０月２０日（水）

第１１回

・５年 算数科

第２回校内プレ公開授業・研究協議会
・３年 体育科
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・特別支援 自立活動

Ⅱ授業実践
（１）第１年学年

国語

「のりもののことをしらべよういろいろなふね」
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本時案
（１） ねらい

「きゃくせん」と「フェリーボート」の文章を比較して考えることを通して、文章構成を捉
えることができる。

（２） 展 開（５／１４時間）
学習活動 ・学習内容
主な発問と予想される児童の反応
１ 前時の学習を振り返 ○きゃくせんとフェリーボートのす
り、本時の学習のめあ
ごいところはどこでしたか。
てをつかむ。
・きゃくせんは、たくさんのきゃくし
つがあります。
・
「きゃくせん」と「フェ ・フェリーボートは、車をはこぶこと
リーボート」の特徴
ができてすごいです。

○教師の働きかけ ※評価
○前時の振り返り（船のすごいと
ころ）を発表することで、船の特
徴をつかむことができるように
する。
○幼稚園の年長児に乗り物カード
を渡すことを再確認し、分かり
やすい文を書くための秘密を見
付けようという意欲をもつこと
ができるようにする。

かきかたの ひみつを見つけよう。
２ 「きゃくせん」と「フ
ェリーボート」の説明
文を並べる。
・
「客船」についての文章
のまとまり
・
「フェリーボート」につ
いての文章のまとまり

○客船とフェリーボートの説明をし
ているカードを並べよう。
・○
えと○
あと○
おのカードは、客船につい
て書いてあります。
・○
うと○
かと○
いのカードは、フェリーボ
ートについて書いてあります。
あ～○
（※６枚の船のカードを○
かとし
ています。
）

○ペア学習を行うことで、自分の
考えを見いだせない児童も友達
の考えを手掛かりにして課題に
取り組みやすくし、発言するこ
とに抵抗のある児童も自信をも
って発表ができるようにする。

３

文章の共通点を確認
し、構成をつかみワー
クシートに書く。
・書き方の共通点
（「ための」「ふねの中に
は、」「人は、」）

○並べたカードを見て、書き方の秘密
を見付けましたか。
あ と○
・○
かが、なかまです。理由は、ど
ちらも「この船の中には」があるか
らです。
・○
えと○
うがなかまです。理由は、船の
名前が書いてあるからです。

○「□と△がなかまです。理由は、」
という定型文を与えることで、
文章の共通点に着目し、考えの
根拠を説明することができるよ
うにする。

・文の意味
（「役目」
・
「つくり」
・
「で
きること」
）

○ぞれぞれのなかまを、一言でまとめ
るとどうなりますか。
・船の名前
・船の中
・人がすること

○文の意味をまとめる際には、書
き方の共通点を確認したり、
「役
目」
「つくり」
「できること」の選
択肢から選んだりするなど学級
の状況に応じて行うことができ
るようにする。
○ワークシートを大型モニターに
投影し一緒に書くことで、書く
場所や言葉など見通しをもって
全員が取り組むことができるよ
うにする。

４

○今日見付けた書き方の秘密を使っ
て、トラックの文をみんなで考えて
みましょう。
・トラックは、荷物を運ぶ車です。
・「ための」があった方がわかりやす
いと思います。

○本時に学んだ「役目」
「つくり」
「できること」を使ってトラッ
クの文章を書くことで、今後の
乗り物カードの文章構成に生か
すことができるようにする。

本時で学んだ文章構
成を使って、トラック
の文章を書く。
・トラックの役目
・トラックのつくり
・トラックのできること
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※文章の仲間分けや共通点を見付
ける活動で、自分たちの意見の
根拠や理由を説明しようとして
いるか。
（学びに向かう力、人間性等）

Ⅱ授業実践
（２）第４年学年

体育

ボールを床に落とすな！（ネット型キャッチバレーボール）
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本時案
（１） ねらい 相手チームより多く点をとる方法について、チームで試行錯誤することを通して、
「位置」
「スピ
ード」などについて考えることができる。
（２） 展 開（第三次 ７／９時間）
学習活動 ・学習内容
１ 課題別練習をする。

２ めあての確認をす
る。

主な発問と予想される児童の反応
○教師の働きかけ ※評価
○課題に合うのはどんな練習かな。
○実際のコートと同じ大きさの練
・打つのが苦手な人が多いからトスを上げ
習の場を用意しておくことで、
てアタックしよう。
ゲームに生かすことができるよ
・いつも守りが固まってしまうから落とさ
うにする。
ない練習をしよう。
○なぜボールが落ちないか考えてみよう。 ○なぜボールが落ちないのか子ど
・ゆっくりなボールは取りやすい。
もの意見を共有することで、本
・山なりのボールは取りやすいよ。
時の課題につなげることができ
・相手がいるところにアタックしている。
るようにする。
たくさん点をとるには、どうすればいいかな。

３ 作戦を選択し、練習
をする。
・アタックする位置
・アタックする強さ
・パスのスピード

○作戦を選んで練習してみよう。
・アタックするときに強く打って、ボール
のスピードを速くするのはどうかな。
・相手がいないところをねらって、アタッ
クするといいと思うよ。
・パスのスピードを速くして、相手が準備
できる前に攻めよう。
４ ゲーム①をする。
○作戦を生かすことができるかな。
・考えた工夫の実行
・練習したことがゲームでできれば、楽し
・ボールを「落とす」お
いな。
もしろさ
・相手に打つ場所がばれているから落とせ
ないぞ。
・もっと落とすには、相手のコートをよく
見ないといけないな。
５ ゲーム①の振り返り ○もっと点をとるにはどうすればいいか
をし、練習を行う。
な。
・自チームの分析
・作戦を組み合わせて工夫してみよう。
・気付きの共有
・相手のコートをよく見て、いろんな作戦
を使えるようにしてみよう。
６ ゲーム②をする。
○相手のコートも見ながらゲームしてみよ
「位置」
「スピード」を
う。
視点とした工夫の選択 ・みんなで考えたことがうまくいくと気持
ちがいいな。
・他のチームが使っていた作戦をやってみ
よう。
・もっと練習してたくさん点を取りたい
な。
７ 本時の学習を振り返 〇今日うまくいったことや次にがんばりた
る。
いということはありますか。
・もっと練習をして、作戦がいつでも決ま
るようにがんばりたい。
・ボールを落とすためには、相手がいない
ところにアタックしたり、みんなで協力
したりすることが大切なんだな。
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○作戦を選択するように促すこと
で、課題解決の視点を明確にし
てゲームに臨むことができるよ
うにする。
○ネットの高さを１６５㎝にする
ことで、より相手のコートに落
としやすくする。
○ローテーションでポジションを
変えるようにすることで、アタ
ッカーやレシーバーなど様々な
役割を経験できるようにする。
○「相手がいないところ」という
キーワードを共有することで、
練習やゲームに目的をもって取
り組むことができるように す
る。
〇ゲームや練習中、子どもの動き
を見取り、
「どうしてそこにアタ
ックしたの？」
「ボールを持って
いないときはどこにいくと い
い？」などと具体的な問いかけ
や助言を行うことで、児童がめ
あてをもって活動し続けること
ができるようにする。
〇「位置」
「スピード」のキーワー
ドを視点に振り返り、学習内容
を次時に生かすことができるよ
うにする。
※どうすればボールを落とせるか
について、
「位置」
「スピード」を手
がかりにプレーしている。
（思考力、判断力、表現力等）

Ⅱ授業実践
（３）第６学年

算数 比例と反比例
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本時案
（１）ねらい くぎの本数や用紙の枚数を求める活動を通して、比例の関係にある２つの数量を見いだすこと
ができる。
（２）展開（第二次 第 10 時）
学習活動・学習内容
１

前時の学習を復習す
る。
・比例関係を利用した
全体の枚数の求め方

主な発言と予想される児童の反応
○ベニヤ板のおよその枚数はどの
ように求めましたか。
・全体の厚さと一枚の厚さを調べ

○教師の働きかけ ※評価
○前時の学習内容をテレビ画面に映し
出し、視覚的に確認しながら振り返
りができるようにする。

れば、およその枚数を求めるこ
とができた。

２

くぎのおよその本数

○くぎ１本の重さでは軽すぎて調

○比例の表を提示することで、１本あ

の求め方を考える。

べられません。どうしたらよい

たりの重さではなくて別の数量でも

・まとまったくぎの本

でしょうか。

比例の考えを利用して、全体の量を

数の重さで考えるよさ

・１本でだめなら、本数を増やし
て測ればいいんじゃないかな。

求められることに気付けるようにす
る。

比例の関係を使って、工夫して考えよう。
３

用紙のおよその全体
の枚数を求める。
・比例の関係にある２
つの数量
・まとまった数量を用
いた全体の枚数の求め
方

○枚数を求めるために、どんな数
に注目して調べたいですか。
・用紙の厚さや重さに注目すれ
ば、よさそうだ。

○活動１、２で学習した考え方を振り
返ることで、求め方の道筋を共有す
るようにする。
○班での話し合い活動を取り入れるこ

○これまでに学習したことを生か
して、考えてみましょう。

とで、全員が課題解決に向かうこと
ができるようにする。

・1 枚だとはかりで重さが調べられ

○班ごとに用紙やはかりを用意するこ

ないから 10 枚にまとめて調べて

とで、自分の考えに合った方法を選

みよう。

択して調べられるようにする。

・調べた数を表に書いて、考えを
整理してみよう。

○求めることが難しい班には、調べた
数を表に整理するように声をかける

・比例の関係だから、何倍なのか
分かれば求められそうだ。

ことで、比例の関係に気付けるよう
にする。

○およその枚数を求めるためにど

※１あたりでは直接調べることが難し

のような考え方をしましたか。

い場面において、別の数量を見出し

・何枚かのまとまりにした。

て考えることができる。

・1 枚の重さが分からなくても比例

(思考力、判断力、表現力等)

の関係から求められた。

○各班の考えをテレビ画面に映し出す
ことで、お互いの考えを比較したり
共有したりしやすくする。

４

学習の振り返りをす
る。

・日常の中で比例の関係を使え

○それぞれが考えた求め方のよさを認

ば、およその枚数を予想するこ

めることで、自分の考えの良い点、

とができそうだ。

改善点に気付けるようにする。
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Ⅱ授業実践
（４）特別支援

自立活動（合同学習） モルックすルック
～よりよい人間関係を築こうとする子どもの育成を目指して～
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本時案
（１）ねらい
前時の自分を振り返り、目標をもって試合に参加することを通して、みんなでゲームをより楽しむた
めには周りの人とどのように関わればよいのか考え実践することができる。
（２）展開（第二次 ７／１４時間）
学習活動・学習内容
主な発問と予想される児童の反応
教師の働きかけ※評価
1． 前時の試合でどのよ 〇みんなでゲームをより楽しむために 〇前時のよい言葉かけを紹介する
うに人と関わったか
はどうしたらよいかな。
ことで、望ましい姿をイメージさ
を振り返り、本時の ・前回はチームの友達に声をかけるこ
せやすくする。
自分のめあてを立
とができなかったから、今日は自分 ○めあての例をいくつか提示し、そ
て、チームの友達に
から声をかけよう。
の中から自分のめあてを選択さ
紹介する。
・前回よりも自分にとって少し難しい
せることで、ねらいに沿っためあ
・よりよい関わり方
めあてに挑戦してみよう。
てをもつことができるようにす
・本時で目指す自分の姿 ・△△さんは、今日これをがんばろう
る。
としているんだね。
2． 役 割 分 担 を 確 認 す
る。
・自分の役割を果たすこ
との重要性

〇みんなで試合をするときにどんな係
があったらよいかな。
・みんなのためにぼくはこの係をする
よ。
・友達をよく見て、自分から係の仕事
をしよう。

〇自分たちで必要な役割を確認し、
チームごとに分担を決めさせる
ことで、自分の役割を果たそうと
する気持ちをもち、最後まで活動
に参加することができるように
する。
※ア

3． 試合をする。
・友達と関わる楽しさ
・チームのメンバーとし
ての連帯感

〇チームの人と協力して試合をしよ 〇各チームに指示棒を用意するこ
とで、チーム内で次にねらう的
う。
を共有できるようにする。
・次はどの的をねらったらいいのか
○児童が立てためあてに関わるよ
な。
うな声かけや行動をしている姿
・今□点だから、次にねらう的はここ
が見られたらその都度価値付け
がよさそうだね。
ることで、児童が目指す姿に近付
・すごいな。
いている自分に気付くことがで
・失敗しても大丈夫だよ。次は上手く
きるようにする。
いくといいね。
※ア
・みんなで考えた作戦がうまく行った
ら嬉しいね。

4． 本時の学習を振り返
る。
・自分の成長や課題
・友達の良い点や頑張り

〇自分や友達の良かったところを振り ○本時の児童のめあてを掲示して
おくことで、勝敗や技術にこだわ
返ろう。
った振り返りではなく人との関
・前回よりも、自分から友達に声をか
わりの視点で振り返ることがで
けることができたよ。
きるようにする。
・なかなか上手く投球できなかったけ
○互いに友達の良いところやがん
ど、チームの友達と相談しながら取
ばっていたところに目を向け合
り組むことができたよ。
い発表させることで、周りの人の
・△△さんが「～～。」と言ってくれた
良さや友達から認められる喜び
から、安心して投げることができた
に気付くことができるようにす
よ。
る。
※イ

※評価
ア：周りの人とどのように関わればよいのか考え実践している。
イ：周りの人との関わり方について自分の姿を振り返り、次時の目標をもつことができる。
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