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〔Ⅰ〕はじめに・目次
全国学力・学習状況調査、神戸市学力定着度調査の結果をもとに、児童生徒の学力向上の成果、
今回の調査結果の分析及び今後の改善の取組等について、学識経験者、教科研究部代表校長、指導
主事等をメンバーとする「神戸基礎学力向上推進委員会」において専門的見地からご意見をいただ
きました。本冊子では、その内容をもとに、課題を踏まえた指導方法の工夫・改善のポイントをま
とめ、課題改善に向けた教材・授業アイデア等をまとめ、すべての神戸市の教職員のみなさんへ配
布しています。
「神戸市授業アイデア版」を手引書として、今後の授業改善に役立てていただきたいと思います。
また、調査に関するデータ分析につきましては、各校 1 冊配布しております「神戸市データ分析
版 ～児童生徒一人一人の学力・学習状況に応じた学習指導の改善・充実に向けて～」をご覧くだ
さい。
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〔Ⅱ〕全国学力・学習状況調査

調査の概要・調査結果の概要

１．調査の概要
・実施日
平成 31 年４月 18 日（木）
・調査内容 ①教科に関する調査（国語、算数・数学、英語）
英語調査は、本年度より実施 ３年に１回
②学習意欲や学習方法、生活の諸側面等に関する児童生徒質問紙調査
③学校質問紙調査
・調査に参加した学校数・児童生徒数
学校数
神戸市
児童生徒数
165 校
小学校６年生
12,258 名
85
校
中学校３年生
10,576 名
※ 小学校には、義務教育学校前期課程１校、分校１校、特別支援学校１校を含む
中学校には、義務教育学校後期課程１校、分校１校、特別支援学校２校を含む
２．調査結果の概要
（１）各教科区分の平均正答率

教科等

平成 31 年度(令和元年度)（今回）

平成 30 年度

本市

全国

比較

（全国比較）

国

語

63

64

－１

(A)－１
(B)－２

算

数

68

67

＋１

(A)±０
(B)＋１

国

語

73

73

±０

(A)＋１
(B)±０

数

学

62

60

＋２

(A)＋３
(B)＋２

英

語

58

56

＋２

小学校
６年生

中学校
３年生

(参考)

※中学校英語の調査結果は「聞くこと」「読むこと」「書くこと」の合計を集計。学校の PC 端末を利
用して実施した「話すこと」は、英語とは実施生徒数が異なるため、参考値（＝国公私立における
実施校平均正答率 30.8％）として集計。
（２）教科に関する調査結果概要
・小学校の国語は昨年度より改善したものの、全国平均より１ポイント低く、課題がある。
・小学校の算数は全国平均より 1 ポイント高い。
・中学校の数学・英語は、全国平均より２ポイント高い。
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〔Ⅲ〕 神戸市学力定着度調査 調査の目的・概要、調査結果の概要
１．調査の目的
児童生徒一人一人の学力の定着状況や学習に対する意識及び生活実態を把握し、調査結果を指導方法
や指導内容の改善に役立てるとともに、児童生徒一人一人に応じた確かな学力の向上を図る。

２．調査の概要
○実施期間
小学校（部）
・義務教育学校前期課程

平成 31 年４月 22 日（月）～25 日（木）

中学校（部）
・義務教育学校後期課程

平成 31 年４月 18 日（木）～23 日（火）

○調査の対象学年と調査に参加した児童生徒数・教員数、調査方法と調査教科・内容
調査の種類と対象学年等

学校数

調査に参加した児童生徒数

調査教科・内容

小学４年生

１６４校

１２，２９９名

国語・算数

教科に

小学５年生

１６３校

１２，５２９名

国語・社会・算数・理科

関する調査

中学１年生

８２校

１１，０７０名

国語・社会・数学・理科

中学２年生

８４校

１０，５８０名

国語・社会・数学・理科・英語

小学４年生

１６４校

１２，２８６名

小学５年生

１６３校

１２，５２８名

学習に対する

質問紙

中学１年生

８２校

１１，０７５名

意識・生活実態調査

調査

中学２年生

８４校

１０，５８２名

小１６４校

３，５５８名

児童生徒の学習状況・

中 ８４校

１，８９７名

学校教育活動に関する調査

教 員

※小学校、中学校とも義務教育学校１校を含む。小学校４年生については盲学校（小学部）１校および
中学２年生については特別支援学校（中学部）２校を含む。

３．結果の概要
○教科に関する調査
（１）教科に関する調査結果概要
・小学校４年生は国語、算数の教科ともに概ね定着している。
・小学校５年生理科、中学校１年生理科は、参考値に比べ３ポイント以上下回っており、課題が
見られる。
・中学校２年生では、全ての教科において全て参考値を上回り定着が見られる。特に数学に関し
ては、参考値を５ポイント以上上回り、良好な結果といえる。
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（２）各教科の平均正答率

（▼：マイナス

単位：％）

平成 31 年度（令和元年度）神戸市学力定着度調査
教科等

国語
小学
４年生
算数

国語

社会
小学
５年生
算数

理科

知識・活用

30 年度

教科全体

本市平均

参考値

比較

知識

69.4

71.3

▼2.0

活用

53.5

53.7

▼0.2

知識

80.4

80.2

0.1

活用

56.2

54.7

1.4

知識

73.9

76.6

▼2.6

活用

59.3

61.2

▼1.9

知識

55.7

57.7

▼2.0

活用

59.2

62.2

▼3.0

知識

68.7

71.8

▼3.1

活用

48.0

49.2

▼1.3

知識

67.7

73.0

▼5.4

活用

48.8

54.2

▼5.4

全体
比較

比較

68.1

▼1.6

▼2.3

75.0

74.6

0.4

▼1.0

71.3

73.8

▼2.5

▼0.5

56.4

58.5

▼2.1

▼2.5

64.6

67.3

▼2.7

▼1.2

63.4

68.8

▼5.4

▼5.1

本市平均

参考値

66.4

平成 31 年度（令和元年度）神戸市学力定着度調査
教科等

国語
社会
中学
１年生

数学
理科
国語
社会

中学
２年生

数学
理科
英語

知識・活用

30 年度

教科全体

本市平均

参考値

比較

知識

73.0

73.1

▼0.1

活用

60.8

61.5

▼0.7

知識

63.4

64.6

▼1.2

活用

58.1

58.5

▼0.4

知識

73.2

74.1

▼0.9

活用

64.3

64.2

0.1

知識

64.0

67.3

▼3.3

活用

43.0

48.3

▼5.3

知識

68.8

67.2

1.6

活用

66.0

63.8

2.2

知識

70.4

68.6

1.8

活用

51.8

51.7

0.1

知識

64.6

58.6

6.0

活用

41.2

34.2

7.0

知識

59.5

58.7

0.8

活用

60.4

58.4

2.0

知識

68.8

67.2

1.6

活用

48.7

47.4

1.3

全体

本市平均

参考値

比較

比較

70.1

70.4

▼0.2

0.1

62.5

63.6

▼1.1

▼2.3

71.2

71.9

▼0.7

▼0.7

57.4

61.4

▼3.9

▼5.4

68.2

66.4

1.7

3.1

66.4

65.0

1.4

2.7

59.9

53.7

6.2

8.2

59.8

58.6

1.1

3.5

63.0

61.5

1.5

8.8

※参考値…全受験者（12 万人程度 私立学校含む）の平均値。学習内容が定着しているかどうかを
判断する際の目安となる値として、±3%以内を「概ね定着している。」と表している。
※上記の表中にある「知識」「活用」とは、以下のような意味である。
・知識…基礎的・基本的な知識や技能を問う問題
・活用…知識や技能を活用する問題
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〔Ⅳ〕学力調査（全国・神戸市）全国平均との比較

7

H31

資料①

神戸市調査

学年別

6
5
4
3

全国平均

2
1
0
-1
-2
-3
-4
小４

小５

中１

国

8

資料②

神戸市調査

中２

算・数

同一集団 中２(H31) 中１(H30) 小５(H28)

6
4

全国平均

2
0
-2
-4
-6
５

小

１

国

※

社

中

算・数

２

中

理

神戸市調査における全国平均は、実施校の平均値。全国調査（小６，中３）は調査母
数や問題傾向が異なるためグラフには表していない。

○

資料①から、小学校５年生の学力が他の学年に比べて落ち込んでいる。中学校２年生の学力は良好
となっている。

○

資料②から、国語は学年が上がるに連れて上昇傾向にある。社会、算数・数学、理科
は、中学校１年生で落ち込み、中学校２年生では参考値を上回っている。
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H31年度 全国調査 教科別比較

資料③
2.5
2
1.5
1

全国平均

0.5
0
-0.5
-1
-1.5
国語

算数・数学
小６

2.5

全国調査

資料④

英語

中３

同一集団

小６（H28）・中３（H31）

2
1.5
1

全国平均

0.5
0
-0.5
国語

算数・数学
小６

英語
中３

※

H28 の小学校学力調査（国語/算数）AB の結果の平均値を算出し、比較している。

○

資料③から、中学校数学・英語の結果は全国平均より高く、中学校の学力は概ね定着
している。

○

資料④から、国語の学力は小６（H28）から中３（H31）にほぼ全国平均と同じ状況を維持してい
る。数学については、小６（H28）から中３（H31）にかけて上昇している。
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〔Ⅴ〕「力のつく授業－神戸方式－」について
教員の世代交代が急激に進む神戸市では、優れた実践の交流や次世代への継承が大きな課題となって
おり、「めあて→学習活動→ふり返り」のサイクルを大切にした授業の進め方や、学習規律、生活のき
まり等、教員間の共通理解や共通実践の必要性が高まってきています。これらの観点から、神戸におけ
る学習指導のスタンダードとして、
「力のつく授業－神戸方式－」を作成しました。

目標（めあて・ねらい）を設定する
POINT!

児童生徒が学習の見通しをもち、本時で何をどのよう
に学ぶのかが分かるようにする。

例えば…

○前時の学びをふまえ、本時の目標が導かれるようにする。
○資料などをもとに気付きや疑問を出し合わせ、児童生徒の思考の
中に問題が浮かぶようにする。
○生活体験と結び付いた問題場面を取り上げたり既習事項と結び付
けたりするなど、児童生徒の興味・関心を喚起するようにする。
○目標を板書したりノートに書かせたりするなどして、授業の中で
常にふり返ることができるようにする。
アドバイス

①
導
入

本時で児童生徒に付ける力は何か、学ぶ意欲をどう高めていくかを明確にすること
が、授業づくりの第一歩です。目標を達成した児童生徒の姿を具体的にイメージする
ようにしましょう。また、単元目標に基づく本時目標の設定や確認が重要です。

学習をまとめ、ふり返る
POINT!

本時で何を学んだのかが分かるように整理し、児童生
徒が自己の変容や学びを実感できるようにする。

例えば…

○本時の目標と対応した学習のまとめをする。
○学習したことを生かして練習問題を解く、自分の言葉で説明する
等の機会をもつ。
○児童生徒に、できたことや分かったこと、発見したことや考えが
変わったことなどを自分の言葉で書かせる。
○児童生徒に、まだはっきりしないことや次に確かめたいことを書
かせるなどして、次時の学習につなげる。
アドバイス

③
ま
と
め

本時の学習をふり返り、自己の変容や学び方のよさを実感させることは、学習内容
の確実な定着を促し、学習意欲の向上へもつながります。授業での学びを家庭学習に
つなげていくことも考えてみましょう。
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自分で考え、表現する（個の学び）
POINT!

一人一人の児童生徒が、目標（めあて・ねらい）に即して思考し、考
えを表現することができる場を設定する。

例えば…

○児童生徒が考えをもつための具体的な活動を提示する。

②

（ノートやワークシートに考えを書く・絵や図で表す・観察や実験をする・
資料を使って調べる・具体物を操作する

など）

○児童生徒が、既習の知識・技能を活用したり、教材を手がかりにしたりして、
問題解決の見通しがもてるよう支援する。

展
考えを交流する（協働の学び）

開

POINT!

お互いの考えを交流することで、考えを深めたり広げたりすることが
できる課題を用意する。

例えば…

（

○ペアやグループと、全体で、考えを交流する場を
設定する。（４人、３人横並びもあり）
○話し合うこと自体が目的ではなく、個人の思考を

過

深めたり広げたりするための活動を取り入れる。
（相手に自分の考えを説明する・互いの考えを比べる
・相手を説得するため根拠を示す、考えを整理してまとめるなど）
○グループから全体、全体からグループにフィードバックする等、児童生徒の

程

思考にゆさぶりをかけたり、他の考えとつなげたりして、再度話し合う機会
を持つなどの学習を深める。

）

アドバイス

児童生徒一人一人に、
「伝えたい、他の人の考えを聞きたい」と思え
る「自分の考え」をもたせる等、問題解決の見通しをもたせることが
大切です。学び合いにおいても、それは同じです。
児童生徒が考えをもつための学習活動は、これまでにたくさんの実
践が積み重ねられています。教員自身が多様な活動について情報を収
集し、児童生徒が意欲的に活動できる方法を提示できるようにしてお
きましょう。
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〔Ⅵ〕 力のつく授業推進プラン
平成 18 年度にスタートした「分かる授業推進プラン」は、各校における実践が積み重ねられ、
基礎学力の定着や授業力の向上等、確かな成果を残してきました。しかし一方で、優れた実践の交
流や次世代への継承等、新たな課題も明らかになってきています。そこで、平成 27 年度からは、
「個に応じた指導の充実」、
「授業の内容・質の向上」
、
「学校のチーム力の向上」の３つの観点を３
本柱とし、
「力のつく授業推進プラン」の推進を図っています。
このプランにおける「力のつく授業」とは、これまでの「分かる授業」の成果を発展的に継承し、
「分かった！できた！活かせる！」を目指した授業とし、PDCA サイクルでの検証改善を行ってい
きながら、子供たち一人一人の確かな学力の育成を目指していくものです。

“個に応じた指導を充実させましょう”
～知識・技能の定着のために～
１

理解の定着を図るための指導の時間を授業の中で確保しましょう。

２

授業の中で、実生活と関連づけた指導を図りましょう。

３

自分の考えの根拠を明らかにして発表ができるように指導しましょう。

“授業の内容・質を高めましょう”
～児童生徒が、その日の指導事項を身に付けるために～
１

単元冒頭の授業で、児童生徒が単元全体の見通しをもち、興味・関心を高められるような内
容を工夫しましょう。

２

授業のめあて、ねらいを伝えることと合わせ、授業の最後には次の学習に対する意欲につな
がるようなふり返りの時間を確保しましょう。

３

すべての教科で言語活動を取り入れ、指導の充実を図りましょう。

“学校のチーム力を高めましょう”
～学校全体の学力の傾向などを共通理解して授業に臨むために～

１

自校の学力の傾向や課題について、学年を越えて全教員で共通理解したうえで、授業をどう
組み立てるべきか工夫しましょう。

２

宿題の与え方等について、校内・学年の共通理解をしましょう。

「学校のチーム力」とは … 学力の傾向や課題を共通理解したうえで、児童生徒一人一人の「学びの
樹」を育んでいくために、教員が一丸となって取り組んでいく学校全体の組織としての力を指します。

9

10

東灘小

御影小

成徳小

若草小

妙法寺小

菅の台小

乙木小

東舞子小

西舞子小

竹の台小

夢野中

兵庫中

吉田中

東
灘

東
灘

灘

須
磨

須
磨

須
磨

垂
水

垂
水

垂
水

西

兵
庫

兵
庫

兵
庫

北

北

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

14

15

大池中

唐櫃中

校名

区

～教科横断的な視点から児童が

地域とともに

深め合う授業づくり」

支え合う 授業づくり

教科横断的な視点での学び合い、

12/6

(水)

11/13

主体的・対話的で深い学びを追究した授業づくり

支え合う授業づくり

をさまざまな角度から考えてみよう～

(水)

(金)

「図書館から広がる学習」 ～一つの出来事

協働的研究を通して～

す～学び合い育ち合う授業づくりと

確かな学力の定着と豊かなつながりを目指

～変わる変えるよ 授業で変える～

学び合い

つながり合う子～伝える力を育む～」

1/29

(金)

10/25

(水)

11/6

(木)

「豊かに表し、聴き合い、

等の学びのつながりを目指した授業づくり

11/28

ＩＣＴ機器の効果的活用を核とする、各教科

(火)

～自ら考え判断し、工夫して取り組む子の育成～

りを目指す特別活動

人間関係を築き、 よりよい学級・学校づく

～伝える力、受け取る力の育成～

1/28

(金)

11/22

(木)

「子ども同士がつながり、

～こんにちは！プログラミング～

(木)

11/28

プログラミング的思考を用いた学びの創造

子供が自主的に取り組む学習

学校司書と連携を図った、

プログラミング教育課程の編成

ＩＣＴ活用授業を通した

～チーム成徳で創る学校カリキュラム～

未来を切り拓く子供をめざして

なかまとともに

プログラミング教育へ

「楽しむ」から「深める」

「いきいき、のびのび」と学習できる単元構成の構築～

できる授業づくり

主体的、対話的で深い学びを実感することが

テーマ

1/30

実施なし

今年度

実施なし

今年度

(金)

2/21

(火)

1/28

(木)

1/16

日程

１～６年 算数

１～６年各１クラス

各授業について

体育・音楽・生活・総合的な学習

岡部 恭幸氏

沖殿 典昭主事

教科指導課

各学年 2 学級及び特別支援学級

東

茂樹氏

馬塲 宏明氏

齋藤 智哉氏

岩田 一正氏

研修育成課

馬塲 宏明氏
東 茂樹氏

かわち学び座代表

【指導助言】成城大学教授 岩田 一正氏、

公開授業 ３・４校時 研究授業 ５校時

かわち学座代表 馬塲 宏明氏

【指導助言】成城大学教授

公開授業 ３・４校時 研究授業 ５校時

6 校時 研究授業

かわち学座代表

【指導助言】國學院大學准教授

公開授業 ３・４校時 研究授業 ５校時

研修育成課

【指導助言】日本大学 准教授 黒田友紀氏

研究授業 ５校時

全学級（全１５クラス）

公開授業 ３・４校時

公開授業

安部 恭子氏

各学年１クラス，特別支援学級１クラ

ス 分科会（３分科会）

公開授業

調査官

【講評・講演】文部科学省教育課程課教科

公開授業

【研究協力】松蔭女子学院大 根津隆男氏

福崎 統 一校長・ 本山第二小 薮木 忠司 校長

【指導助言】霞ヶ丘小 芝田 悦司 校長・ 雲中小

公開授業 ２年算数 ３年理科 ６年社会

安楽 真人主事

１,３,５年各 1 クラス

【講評・講話】 研修育成課

公開授業

公開授業 ４校時 研究授業 ５校時
【指導助言】
東京大学大学院教授
秋田 喜代美氏
東海国語教育を学ぶ会顧問 石井 順治氏

【講師】兵庫教育大学大学院教授 森山 潤氏

全体会

公開授業

【講師】神戸大学大学院教授

分科会

公開授業

主な内容

「力のつく授業」推進指定校一覧（授業公開等）

【教科横断型研究校（授業改善推進モデル校Ⅰ型）
】

令和元年度
垂
水

須
磨

桃山台中

竜が台中

随時

1/31

10/24

より効果的な学力向上の取組

した

ＩＣＴ（採点支援ソフト、学習支援ツール）を活用

～主体的に学習に取り組む態度の育成～

学び合い 支え合う 授業づくり

公開授業３・４校時 研究授業

西

西

垂
水

須
磨

中
央

中
央

東
灘

樫野台小

有瀬小

名谷小

西須磨小

雲中小

上筒井小

向洋小

校名

子供たちの「できる」をめざして
～書く力の向上～

11/19
(火)

目指した読みの授業づくり（国語）

自分の考えの広がりや深まりを

2/４
(火)

数) ～学び合い、分かる喜びをともにする授業づくり～

自信をもって、思いを伝え合う子を目指して(算

～理科授業の構築できる教師の育成～

に学ぶ喜びを味わう理科の学習を目指して

主体的に自然の事物・現象に働きかけ、仲間と共

～共有・共感する学びを通して～

子供の育成

不思議と出合い，科学的探究に喜びを感じる

算数科の授業づくり

伝え合い、学び合い、主体的に学ぶ力を育てる

道徳科の授業の充実

教科書をいかした、考え・議論する

テーマ

(木)

2/13

(木)

11/28

(木)

10/24

実施なし

今年度

(水)

1/29

日程

港島学園

公開授業

北

大沢小

大沢中

(火)

11/19

(木)

1/30

(木)

9/5

日程

～聴きあう力，表現力の向上をめざして～

健全育成と学力向上を目指して

小中連携による児童・生徒の

小中一貫カリキュラムの研究と実践

小学校教科型英語教育開始に向けた

多様な指導方法の展開

考え議論する（※対話する）道徳・質の高い

テーマ

須磨

３

東灘

北神

２

４

垂水

１

塩屋中

本山第二

白川小

有野北中

５校時
分科会

６校時（研究協議）

５校時３～６年各１クラス

５校時

15：00～

各授業分科会

2 年，4 年，6 年，7 年，8 年，9 年

角 素子主事

井吹西小４年
井吹の丘小６年

井吹台中１・２年

井吹東小５年

小2

小4

中1

分科会

講演会【講師】奈良教育大学教授 赤沢 早人 氏

教科指導課 白倉 聡子 主事

【指導助言】教科指導課 篠原 亮 主事

公開授業

【講演】神戸市外国語大学教授 横田 玲子 氏

公開授業

※井吹台中で６校時４校が公開授業

研究会

公開授業

主な内容

教科指導課 前田由紀子主事

【指導助言】夢野の丘小学校 中川 典之 校長

公開授業 ５校時

【講演会講師】京都女子大教授 水戸部 修二氏

公開授業

算数（4 年）
教科指導課 沖殿 典昭 主事

５校時
【指導助言】

公開授業

【指導助言】神戸大学大学院准教授山口悦司氏

公開授業

【指導助言】神戸大学大学院准教授 山口 悦司氏

支 理科

１・２年 生活科 ３～６年・特

「親切・思いやり」を主題とし、考え・議論
する授業実践

意欲的に取り組む家庭学習をめざして

一人一人が主体的に学ぶ授業づくり～めあての共有と完結で子供の満足を生む～

「基礎学力の充実を図る」
（数学）～「つかみきる」から「いかしきる」まで～

「主体的・対話的で深い学び」を実践した学力向上の取組(英･社)

【参考：学力ステップアップ実践校】
（授業公開はなし）

８

７

井吹の丘小

６

井吹東小

井吹台中

(前期後期)

井吹西小

西

中
央

校名

５

４

３

１
２

区

主な内容

ミニ研修会も実施可

５校時道徳・１～６年各１学級

見学随時

学習支援ツールの活用方法の工夫

採点支援ソフトの導入・活用支援

公開授業

【小中連携型研究校（授業改善推進校モデル校Ⅲ型）】

７

６

５

４

３

２

１

区

５校時

【指導助言】國學院大學教授 齋藤 智哉氏

【教科研究型研究校（授業改善推進校モデル校Ⅱ型）】

17

16

「検証改善計画書」

〔Ⅶ〕検証改善計画について（PDCA サイクルの確立）
小

学

校

○検証改善計画書とは、小学校から中学校まで継続的にＰＤＣＡサイクルを行うことで、児童生徒の資
質・能力の向上を図っていくためのものである。
○１年間のＰＤＣＡサイクルの流れ
前年度の検証改善計画書より
（４月）

Ｐ

…前学年の引継ぎや児童生徒を見て、計画を立てる。

（１学期）

Ｄ

…改善計画を基に実際に実行し、様子を見る。

（１学期末）

Ｃ

…１学期の結果を見とる。（方法：テスト、ノート、アンケート等）

（夏休み）

Ａ

…１学期の見とりや学力調査を分析し、授業改善に向けて情報収集。

（２学期始め）Ｐ

…分析した結果を基に、具体的な改善計画を立てる。

（２，３学期）Ｄ

…改善計画を基に実際に実行し、様子を見ながらさらに授業改善。

（３学期）

Ｃ

…２,３学期の結果を見とる。（方法：テスト、ノート、アンケート等）

（３学期末）

Ａ

…結果を分析し、児童生徒の資質・能力の向上を確認。
改善の手立ての結果や有効性、児童生徒の現状を記録する。
次の学年につなぐ

11

中

学

校

○検証改善計画書の見方
①学年内で、教科横断的に俯瞰して見る。
→学年全体の課題や教科全体で取り組むべきことを見つけることができる。
②検証改善計画書全てを俯瞰してみる。
→現在、学校として課題となる資質・能力は何なのかを見つけることができ、学校全体で取り組
むべき方向性が分かる。
（来年度の研修のテーマにもつながる）
③前年度からの傾向を見る。
→同じ課題が続くのであれば、手立てを大きく変えなければならない。
④他の学年の手立てを参考に見る。
→同じ課題の学年を見つけ、手立てを確認し、自分の学年の手立ての参考にできる。
○検証改善計画書の考え方
比較する（共通点や差異点を見つけ、分析する）
関係付ける（理由を考える）
条件制御（条件を絞って、手立てをうつ）
多面的に考える（出てきた結果だけでなく、生活習慣も含め多面的に考える）
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〔Ⅷ〕課題改善に向けた教材・授業アイデア（小学校）

国語

小学校

１．調査結果から見る課題
(1)必要な情報を得るために、話し手の意図を捉えながらインタビューをする場面が書かれた文
章を読み、目的を意識して自分の考えをまとめる記述問題で、課題が見られた。（３三）
(2)「調べたことを報告する文章を書く」という言語活動の中で、目的や意図に応じて自分の考
えの理由を明確にし、まとめて書く記述問題で課題が見られた。
（１三）
(3)前学年で学習した漢字を文中で正しく書くことに課題が見られた。特に、抽象的な意味の熟
語や、送り仮名を伴う訓読みの漢字を苦手とする傾向が例年通り見られた。
(4)言葉の学習についての知識・技能の定着に課題が見られた。

２．改善のための最重点項目（指導の工夫・改善のポイント）
(1)目的に照らして、自分の考えをまとめる学習過程を丁寧に指導する。

⇒ 「目的や意図に応じた」活動の重視
(2)事実と感想、意見などとを区別して書く、また、自分の考えを支える理由や事例を明確にし
て書くなど、「書き表し方の工夫」に関する指導を改善する。

⇒ 「考えの形成・記述」の系統的な指導
(3) 既習の漢字を生活の中で使いこなせるよう、漢字を習得させる方法や定着度を評価する方法
を改善する。

⇒

漢字の学習法の改善

(4)国語についての知識・技能がバランスよく身に付くよう、
「言葉の特徴や使い方に関する指導
事項」の全体像を確認し、反復的・継続的に復習する機会を意図的に設定する。

⇒

i プリの活用・学習用語の習得

３．授業におけるアイデア例
アイデア①

「目的に応じて 読む 書く 話す

聞く」活動を、授業に位置付ける

全国学力・学習状況調査の問題には、当該学年までに身に付けた力（指導事項）を活用して解答
する問題が、毎年出題されます。市販の月刊プリントのように、知識を問うことが中心の問題では
なく、それまでに習得した言葉の力をつかって思考・判断・表現をする言語活動の一場面が、問題
場面として切り取られて提示されます。私たちは、調査問題そのものからも、授業改善のポイント
を読み取っていくことができます。
そのような視点で調査結果を分析したとき、本市の課題の質が、数年来に渡り変わっていないこ
とに気が付きます。中でも注目したい課題は、「目的や意図に応じて」読んだり、書いたり、話し
たり聞いたりすることです。
では、
「目的や意図に応じて」読んだり書いたり、話したり聞いたりする力は、
「小学校学習指導
要領（平成 29 年告示）解説 国語編」には、具体的にどのように示されているのでしょうか。
また、今年度の調査問題の中で、「目的に応じて」言語活動に取り組む姿は、どのように設定さ
れていたのでしょうか。
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〔思考力、判断力、表現力等〕の「A 話すこと・聞くこと」
「B 書くこと」
「C 読むこと」のすべて
の領域において、高学年の指導事項に「目的や意図に応じて」という文言が含まれています（学習
指導要領解説 国語編 P202,204,206 参照）。つまり、高学年の国語の学習において、思考、判断、
表現をする上で求められる視点が「目的や意図に応じて」なのです。言語活動の中で、自分の考え
を形成する観点、使う語句や表現、収集した情報の中から情報を選択する視点は、目的が定まるこ
とによって明確になります。
全国調査の問題の中では、「目的や意図」はどのように設定されたか
例えば、今年度の大問３では、「広報誌に取り上げられていた畳職人の大谷さんを学級に紹介す
ること」という目的（言語活動）に向かって、
「大谷さんの意図を捉えながらインタビューをする」
場面が取り上げられ、小問三では、「インタビューで得た情報を整理して自分の考えをまとめるこ
と」が求められました（市平均正答率 62.4％）。
この問題における〔心に残る人物（大谷さん）を友達に紹介すること〕という言語活動は、「A
聞くこと」の指導事項「エ 話し手の目的や自分が聞こうとする意図に応じて、話の内容を捉え、
話し手の考えと比較しながら、自分の考えをまとめること」を身に付けるために設定されています。
【大問３で設定された言語活動】
①広報誌に取り上げら
れていた畳職人大谷さ
んを学級に紹介をする
という単元の目標を確
認し、単元の学習の見通
しをもつ

②広報誌を読み、紹介する内
容の中心を考え、インタビュ
ーの質問を準備する

③紹介したい内容について
必要な情報を得るために、
インタビューをする

④紹介する内容を整理して
まとめる

紹介したい
～と～について
聞こう

わが町の達人

⑤畳職人の大谷さんについ
て、学級の友達に紹介する

神戸市の児童は、どの過程でつまずいたか
＜小問三で誤答だった児童の予想されるつまずきポイント＞
①大谷さんの仕事への思いや考えが表れて
いる言葉に着目して【インタビューの様
子】を読むことが難しかった（インタビュ
ーの最後に伝えるためという目的意識×）

②インタビューには、丁寧な言
葉をつかうことがふさわし
いと判断できなかった

③決められた字数を意識して書くこ
とができなかった（字数を合わせる
ために言葉を置き換えたり精選し
たりすることが難しかった）

解答類型に注目すると、③だけのつまずきによる誤答はほとんど認められず、多くの場合、無解
答か①②でつまずく誤答でした。
【背景として考えられること】
・問題で問われている「大谷さんの仕事への思いや考え」を、どの質問で聞き出しているかについ
て、【インタビューの様子】から読み取ることが難しい。
・誰かを紹介するために必要な（目的を意識した）情報を、インタビューという手段で、直接聞き
出したり確かめたりする経験が少ないため、場に応じた質問の仕方やふさわしい言葉づかいなど
のイメージをもてない。

「目的や意図に応じて」思考や判断、表現をする言語活動の経験を
「インタビューをする」
「本や図鑑で調べる」
「友達と話し合う」などの言語活動には、児童が単
元を通して自覚できる目的意識を伴うことが大切です。誰に向けて（聞き手・読み手）、何のため
に（単元末の言語活動）などの目的を明確にすることで、それらの言語活動の内容や手順は明確に
なります。言語活動の質を向上させることは、当該単元で身に付けようとしている指導事項が確実
に児童に身に付くことにつながります。
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「目的や意図に応じて」とは

アイデア②

「書くこと」の「考えの形成・記述」の指導を、系統的に見直す

神戸市学力定着度調査、全国学力・学習状況調査の結果から、「書くこと」の課題を感じている
のは、神戸市のほぼ全ての学校と言っても過言ではありません。「書くこと」の課題を克服するた
めにどう取り組むかは、全市で共通理解すべき事柄です。
「書くこと」の誤答の傾向や背景は、学校によって違う
「『書くこと』の平均正答率が、全国平均に対して〇ポイント低い（高い）。」など、全体の結果
を確認した後、解答類型などを参考に自校の誤答の傾向を分析しましょう。
設問の意味は分かるけど、問題文のどこを関連
付けて読めばよいかが分からないのでは…

そもそも書く気がないか、時間が足りないのでは…

解答したい内容は捉えられたものの、記述す
る条件（字数や段落等）に対応できないのか
もしれない…

解答に必要な情報は探せたけど、どの
ようにまとめて書けばよいか、整理が
できないのでは…

誤答に至った背景に注目し、その校に合った改善計画を立てることが大切です。
「書く活動」を多く位置付けることで期待できる効果とは
各校から集めた検証改善計画書の国語の欄を見ると、「授業の中で書く活動を多く取り入れる」
という文言をよく見かけます。では、「書く機会を多くもつ」ことで期待できるのは、具体的にど
のような効果でしょうか。

「書くこと」の習慣化

「書くことって面倒くさい、難しい。」と抵抗感をもっている
児童が、「書いてみよう」という気持ちになる
書くスピードが速くなる

「書くこと」に慣れ、手早く書けるようになることは、「書くこと」自体に抵抗を示す子供たち
には、有効な手立てです。記述問題の無解答率の低下につながることも、期待できます。ただし、
書かせようとしている題材が、子供たちにとって「書きたい」と思えるものかどうかについては、
慎重に検討する必要があります。
「書く活動」の位置付けは、学校全体で共通理解

系統的、継続的そして具体的に

【アイディア例】 朝の 15 分間「作文チャレンジタイム」
〇ねらい
全校で継続的に書くことに取り組み、書くことに慣れさせるとともに、
各校の実情
６年間で身に付けるべき書くことの資質・能力の基本事項を習得させる。 に合わせて
取り組んで
〇方法
ください
①毎月、全校生で共通のテーマで短作文に取り組む。
（テーマ例）「自分のいいところ」
「なりたい自分」「家族のすてきなところ」「家族にお願い」など
②各学年の発達段階に応じて、書く条件を設定する。（下表は設定例）
低学年
中学年
高学年

・句読点を付けて書く ・考えと理由を書く ・「を・は」を正しく使う
・主語と述語を対応させて書く ・考えと理由を分けて書く
・習った漢字を使い、三文以上で書く
・主語と述語を対応させて書く ・考えと根拠と解釈を分けて書く
・習った漢字を使い、四文以上で書く

※条件は、学習指導要領を参照して決める。題材に合わせて変えたり、学期ごとにグレードアップし
たりしてもよい。
③条件を基に、自分の書いた文章を自己評価をする。
④書き上がった短作文は、友達と読み合い、感想を交流する。
⑤各学年の花丸作品は、校長先生（担任・国語担）のコメントつきで職員室前に掲示する。
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「B 書くこと」
の学習過程

①「書くこと」の過程を意識した指導をする
「書くこと」領域の単元では、右図のような「書くこと」の
学習過程を意識して、授業を組み立てることが大切です。
「書くこと」の指
導は、鉛筆をもって文章を書き始める記述から始まるのではありません。
「誰に向けて、何のために書くか」という読み手や目的の設
定、「書くための材料を、どのようにして収集するか」という取材や情報
検索などの過程、さらには、集めた情報から、目的に照らして必要な情報
を精査し、内容を組み立てる構成の検討などの過程をいかに充実させるか
で、書く内容の質は変わります。
文章の肝となる「自分の考え」については、表面的な感想に
終わらず、収集した複数の情報を根拠として関連付けながら、十分に自己
内対話や友達との対話を経た上で形成することが大切です。
必要に応じて前の過程に
戻って指導することもあ
ります。

題材の設定
↓
情報の収集
↓
内容の検討
↓
構成の検討
↓
考えの形成
↓
記述
↓
推敲
↓
共有

②「書くこと」の指導事項の系統を押さえて指導する
国語科では、「話すこと・聞くこと」「書くこと」「読むこと」の全ての領域において、学習
過程に対応した指導事項が、低中高学年ごとに示されています。
書く内容の質を向上させるには、身に付けるべき指導事項を低⇒中⇒高学年と順次習得して
いくことが必要です。つまり、系統性を押さえた指導が求められます。
例えば、
「書くこと」の指導事項の中でも、
「考えの形成・記述」の系統は次のように整理さ
れています。
低学年
ウ

語と語や文と文との続き方に注意
しながら、内容のまとまりがわかるよ
うに書き表し方を工夫すること。

【例えばどの単元で付ける力？】
１年下
「しらせたいな みせたいな」
２年下
「おもちゃの作り方をせつめいしよう」

中学年
ウ 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、書き表
し方を工夫すること。
【例えばどの単元で付ける力？】
３年下
「食べ物のひみつを教えます」
４年下
「伝統工芸のよさを伝えよう」

高学年
ウ

目的や意図に応じて簡単に書いた
り詳しく書いたりするとともに、事実
と感想、意見とを区別して書いたりす
るなど、自分の考えが伝わるように書
き表し方を工夫すること。
エ 引用したり、図表やグラフなどを用
いたりして、自分の考えが伝わるよう
に書き表し方を工夫すること。

書き表し方の工夫が、学年が上がるにつれて難しくなっていくことが分かります。教師がこ
の系統を把握していないと、低学年に対して中学年程度の書き表し方の工夫を求めたり、逆に、
高学年に対して低学年程度の工夫しか指導せず、高学年で身に付ける事項を指導しなかったり
する実態が生じてしまいます。それでは、中学校１年生の指導事項につなげることはできませ
ん。
このように、指導事項の系統を踏まえず、教師の好みや児童の実態だけに合わせた指導をし
てしまうことがないかどうか、振り返ってみることが大切です。
③様々な文種を書く言語活動を設定する
教科書の「書くこと」単元で扱われる言語活動には、次ページの表にあるように、観察記録
文・調査報告文・意見文・提案文・推薦文・鑑賞文など様々な種類があります。それらの文種
には、それぞれ特徴の異なる情報収集や内容の検討の方法があります。また、文種に応じた文
章構成や特有の語尾や表現などもあります。児童が、目的に応じて、それぞれの特徴を捉えた
文章が書けるように、指導をしていかなければなりません。
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書く内容の質を高めるには

文種に応じた指導の工夫例
文 種

特 徴

指導のポイント

観察文

＊あるものを見たり、聞いたり、触ったりして観
察することによって分かったことを記録した
文章
➡１年「しらせたいな、みせたいな」
➡２年「かんさつ名人になろう」

・観察した日付、曜日、天気、「いつ」「どこで」
「何を」「どうやって」観察したのかを書く。
・絵や写真を添えることが多い。
・観察するものの「大きさ」
「形」
「色」
「数」
「音」
「触った感じ」
「におい」
「味」など、五感を働
かせて書くことで詳しい記述になる。

説明文

＊事柄の内容や理由、意義などを分かりやすく述
べた文章
＜構成例＞
尾括型：序論－本論－結論
頭括型：序論・結論－本論
双括型：序論・結論―本論―結論
➡４年「伝統工芸のよさを伝えよう」

・自分の意見を伝えるために、はじめ（序論）・
中（本論）・おわり（結論）など、内容の区別
をして書くことで、筋道を立てて書く。
・理由や例を挙げているまとまりが読み手に伝わ
るように気を付けて書く。

意見文

＊事実や根拠に基に考えたことを書いた文章
＜構成例＞
問題提起－意見の提示－意見の根拠－結論
➡５年「あなたは、どう考える」

・相手を説得できるように、意見を支える根拠を
複数選ぶ。
・実際にあったことやそれらの記録（具体例・引
用）と、自分の考えを区別して書く。
・異なる立場からの反論を想定し、それに対する
考えも入れて書く。

調査報告文

提案文

紹介文

推薦文

＊調べて分かったことを報告するために、
・調べた情報から、伝えたいことのために必要な
まとめた文章
ものとそうでないものを整理する情報の整理
＜構成例＞
テーマ設定の理由－調べ方－調べて分かった
が大切。
こと－まとめ
・効果を考えて表やグラフを活用。
➡３年「仕事のくふう、見つけたよ」
＊具体的な事実や考えをもとに、誰かに提案した
・現状や問題点を整理することで、提案の理由を
いことを訴える文章
＜構成例＞
明確にする。
提案のきっかけ（現状や問題点）－提案（具 ・提案内容は、具体的に示す方が読み手に伝わり
体的な内容と提案が実現したときの期待され
やすい。
る効果）－まとめ
・提案が実現したときの効果を示すことで説得力
➡５年「あなたは、どう考える」
が増す。
➡６年「私たちにできること」
＊物事を人に知らせたり広めたりするために書
・紹介したい相手を設定することで、紹介する内
く文章
＊紹介したい理由を添えることで、紹介したい内
容や方法が明確になる。
容が伝わる工夫をする。
・相手の心を動かすよう、問いかけたり、呼びか
➡１年「ともだちのこと、しらせよう」
けたりする表現を用いたりする。
➡３年「これがわたしのお気に入り」
＊多くの人に知ってもらいたいと思う人や物、事 ・誰に推薦するかを明確にする。
柄のよさを他の人に紹介するために書く文章
・具体的な推薦理由を、項目立てて挙げることで、
➡５年「この本、おすすめします」
説得力が増す。

※学年と「教材名」は、令和２年度使用の光村図書の教科書を参考にしています。
単元構想の際には、その単元で言語活動としてどの文種を扱うか、そして、その言語活動をする
中で、「題材の設定・情報の収集・内容の検討」➡「考えの形成・記述」➡「推敲」➡「共有」の
どれを焦点化して指導するかを、十分に検討します。
焦点化する過程を定める際には、既習の学習や課題となる書く力を見極め、言語活動の特徴も考
慮します。例えば、「情報の収集」や「内容の検討」が文章の質を大きく左右する調査報告文など
では、その過程に焦点化して指導を展開するのが妥当でしょう。
このように、様々な言語活動の経験を通して、児童に学習過程に応じた力をバランスよく付けて
いくことを、学校全体で共有していくことが求められます。
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各校の漢字の学習法を確立させる

・学力調査の結果から見える漢字の定着についての神戸市の傾向は、毎年同じです。

漢字の課題

・漢字の「読むこと」に対して、「書くこと」に課題がある。
・特に、送り仮名を伴う書き取りが苦手である。
・同音異義語の問題で、正しい選択ができない。
今年こそ改善！
学校全体で改善！

□新出漢字は、なるべく効率的に教える（学年に応じて時間は調整する）。
□とめ・はらいに気を付けるなどの書写的な指導も大切だが、字形についての指導に終始し
ないよう配慮する。
□漢字ドリルや i プリ等を活用し、なるべく意味を考えながら書く機会を増やす。
□既習の漢字の中で間違えやすい同音異義語については、取り立てて指導する。
□「漢字の広場」（文脈の中で前学年の漢字を復習する小単元）は、一回きりで終わらせず、
家庭学習の中でも繰り返し取り組ませる。
□短時間学習や家庭学習では、漢字を「書いて形を覚える」だけの学習に留まらないよう、
「意
味や使い方を覚える」学習も視野に入れて計画を立てる。

アイデア④

教科書で扱われる学習用語は、繰り返し授業の中で扱う

・
〔知識及び技能〕に挙げられる指導事項の定着についても、毎年課題が見られます。
教科書小単元のように取り立てて指導する機会を入り口にし、それ以降も、
「話す・聞く」
「書く」
「読む」の領域の単元の学習の中で、これらの知識・技能を活用できるように仕組むことが大切
です。
他教科で活用できそうな知識・技能もあります。学習や生活場面で、何度も使う中で、自分の
知識・技能になっていきます。
〔国語科の 知識・技能〕

「主語・述語」「修飾語・被修飾語」「敬体・常体」「敬語」
「ローマ字」「接続語」「国語辞典・漢和辞典の使い方」
活用する

活用する

話す・聞く

活用する

読む
日常生活

その他の教科

書く
〔国語科の 思考・判断・表現〕

４．その他
令和２年度から、
「ことばひろがる よみときブック」が 10 年ぶりに改訂され、
「かいてまとめる
よみときブック」に生まれ変わります。複数資料を関連付けて読む力をつけながら、自分の考え
を書く力を鍛える教材として、ご活用ください。３～６年生対象で、年間 16 教材。解答例、解説
つきで、自学対応型教材です。各校で、来年度の帯タイムや週末宿題、国語の時間等の予定に、
「よ
みときブック」への取組を、計画的に位置付けてください。
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アイデア③

社会

小学校

１．調査結果から見る課題
(1) 資料を正確に読み取り、そこから言えることを考える設問である「安全なくらし（消防・警
察のはたらき）」
「健康なくらし（水）」に課題があった。
(2) 記述問題については、無解答率も高く、課題が見られる。
【課題が見られた具体的な問題例】
（５年生実施 学習する学年３年生、４年生）
１(1)火事がおきたとき、各機関がどのような活動をするのかを調べ，次のような表にまとめまし
た。この表からわかることを、次の１～４から１つ選びなさい。
火事の通報を受けると、現場に近い消防署や消防団、病院、警察署、
通信司令室
電力会社やガス会社などに一斉に連絡をする。
通信司令室からの連絡を受けると、直ちに出動し、消火活動や救助活
消防署 消防団
動を行う。
火事の現場からけが人などが運ばれてくるかもしれないので、受け入
病院
れの準備をする。
警察署
火事によって現場の交通が混乱するので、交通整理のために出動する。
電力会社
電線が燃えたり、ガス爆発をしたりすると危険なので、火事の現場近
ガス会社
くの電気やガスを止める
１ 火事が起きたとき、すぐに火を消す必要があるため、警察署や電力会社も消火活動を行
っている。
２ 火事が起きたとき、できるだけはやく消火し、火事にあった人を助けるために各機関は
協力して活動している。
３ 火事が起きたとき、現場に出動する必要があるかどうかを、各機関がそれぞれ判断して
活動している。
４ 火事が起きたとき、できるだけはやく消火し、火事にあった建物をかたづけるために通
信司令室が各機関に連絡している。
（出題のねらい）火災発生時、関係の諸機関が相互に連携して、緊急に対処していることを示した
資料を読み取り考えることができる。
下線部の混乱が見られる。表を手がかりに考えて答えることに課題があると考えられる。
４(２)①図中のアの施設の工夫について正しく説明しているものを次の１～４から１つ選びなさ
い。
１ ごみを燃やす日を週に 1 回にして、灰の
出る量を減らしている。
２ ごみをもやしたときに出るガスは、その
まま外に出している。
３ ごみを低い温度で燃やして、人の害にな
るものを減らしている。
４ ごみを燃やした時に出る熱を、発電など
に利用している。
（出題のねらい）廃棄物の処理の工夫について理解している。
１と３の誤答が多い。環境への配慮について感覚的な理解にとどまっているおそれがある。
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（中学１年生実施

学習する学年６年生）

１(1)織田信長が行ったこととして正しいものを、次の１～４から選びなさい。
小 学 校社 会

１ 娘を天皇と結婚させ、天皇の親戚となることで、朝廷での実権をにぎった。
２ ２０歳以上の全ての男子に対して、軍隊に入ることを義務付けた。
３ 拠点である安土城の城下町では、だれでも自由に商売ができるようにした。
４ 関東地方から勢力をのばし、関が原の戦いで対立する大名達を破った。
（出題のねらい）織田信長の政治について理解している。
４と答えた子が多く、信長の業績についておおまかな理解にとどまっていると考えられる。

２．改善のための最重点項目（指導の工夫・改善のポイント）
(1)

学習の目標を明確にして問いを深める授業を設計していくことで、興味･関心をもって社会
科の学習に臨んでいけるようにする。

⇒

(2)

⇒

「出し合う」「調べる」「話し合う」なかで、見えるもの（事実）から見えな
いもの（人々の工夫や努力）へと問いが深まっていく学習過程を目指す。

資料をきちんと読み取り、考えを深めていけるよう資料で考える楽しさを味あわせていく。

資料活用の３つのステップ（確かめる・見つける・考える）を徹底する。

(3) 板書とノート指導を一体のものとして、書きながら考えたりまとめたりする機会を増やし、
書くことで知識・理解の定着を図っていく。

⇒

学習問題が明確にわかる板書と、自分の考えを書いてまとめる学習活動を取り
入れる。
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３．授業におけるアイデア例
アイデア① 「出し合う」「調べる」「話し合う」なかで、見えるもの（事実）から見えな
いもの（人々の工夫や努力）へと問いが深まっていく学習過程を目指す
【３年 安全を守る人びととわたしたちのくらし】
１１９番のしくみ（第２次第３時 ６/８）
※「KOBE-ONE」も参照のこと
目標

管制室の仕事を調べ、火災時には近くの消防署や関係諸機関が、連携しながら確実で素
早い消火活動や救助活動を行っていることに気づく。

●119 番がどこにつなが
るか予想を出し合う。

●管制室の仕事を調べ
る。

・消防車？

・火災の様子を正確につかむ。

・近くの消防署？

・消防署に指令を出す。

・市役所？

・次々に指令を出す。

・管制室とは、どんなとこ

・関係機関に連絡する。

●様々な場所に連絡が
いく理由を話し合う。
・協力することで、より安全
に、救助ができる。
・燃え広がらないように、少
しでも早く消火できる。

ろか。
全て管制室につながるとい
う意外な事実から、問題意
識を膨らませていく。

発 問 管制室では
どんな仕事をして
いるのだろう？

様々な関係機関と
連絡をとりながら、
消火にあたること
をおさえる。

資料からわかる、管制室の仕事
（事実）

発問 なぜ消防署以
外にも、連絡をするの
だろう？

119 番の仕組みの
工夫

【６年 信長・秀吉・家康と天下統一】
長篠の戦いと信長・秀吉・家康 （１／５）
目標

３人の年表や長篠の戦いを調べ、新しい時代を切り拓く信長の人物像に関心をもつ。

●３人の武将の年表か
ら，気付きや疑問を
出し合う。

●長篠の戦いを調べ、信長
の戦い方について話し
合う。

・信長だけ殺されている。

・敵の馬を柵や堀で防いでいる。

・戦いが得意

・信長・秀吉・家康の 3

・きちんと鉄砲隊を並べている。

・新しい方法を取り入れる

・地形や場所も、うまく利用

・鉄砲を手に入れる行動力

人共，長篠の戦いに参
加している。

●信長の人物像につい
て自分の考え予想す
る。

がある

している。

長篠・桶狭間・関が 人物年表を活用し、時
原などは地図で確か 代の流れとともに３人
め、辞書も活用する。 の業績をおさえる。

資料からわかる，戦いの様子
（事実）

発問

武田軍と

「他の戦国大名とどこ

比べ、信長の作戦

が違うのか」という意識

をどう思う？

を高める。

時代を切り拓く
人物像
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アイデア②

見
つ
け
る

① 表題など

119 番のしくみ
・どこが管制室か
・どこに連絡がいっているのか

☆全体と部分をながめて
・それぞれ、どんな連絡がいったのか
（指でたどってみるのも効果あり）
・連絡を受けた側は、どうしたのか。
・連絡するのはたいへんではないのか。

☆たちどまって
考
え
る

小 学 校社 会

確
か
め
る

資料活用の３つのステップ（確かめる・見つける・考える）を徹底する。

～事実の向こうの「なぜ」を考える～

・なぜ、119 番はすべて管制室にかかるのか
（たいへんなのに… 多いのに… ）
・なぜ、管制室は、さまざまなところに連絡しているのか
（たいへんなのに… 関係なさそうなのに…）

アイデア③

学習問題が明確にわかる板書と、自分の考えを書いてまとめる学習活動を取り
入れる。

「学習問題」ははっきりと板書、ノートにも書かせる。

「学習問題」に対する自分の考えを、授業の最後にノートにしっかりと書く。
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算数

小学校

１．調査結果から見る課題
(1) 十進位取り記数法の仕組み、数の多面的な大きさのとらえ方の理解につ
いて課題が見られる。
(2) 図形の性質の理解や、その性質・構成要素に着目して測定したり作図を
したりすることに課題がある。
(3) 自分の考えを筋道立ててまとめ、説明する問題に対して無解答率が高い
傾向にある。
(4) 多くのデータが混在するものの中で、適切なデータを用い問題解決をす
ることに課題がある。

２．改善のための最重点項目（指導の工夫・改善のポイント）
(1) 具体物、半具体物の操作を通して、数に対して多面的な見方・とらえ方
ができるようにする。

⇒ 数と計算領域の基礎を培う指導
(2)図形の定義を基にそこから見えてくる図形の性質を理解していく。また、
その定義、性質を生かしながら図形の構成要素に着目し、図形を描いた
り必要な角，長さ，面積等を測定したりすることができるようにする。

⇒ 実感を伴った図形指導
(3)自分の考え方を伝える際に「考え方」と「やり方」を区別し、式や図、
数直線、説明を行き来しながら数学的に説明することができるようにす
る。

⇒

数学的に表現し伝え合うことができる指導

(4) 複数の情報が混在する場面から、必要な情報を整理・関連づけて考察し、
見通しをもって課題を解決できるようにする。

⇒ 必要な情報を児童が見出し，選択して活用できる
ようにする指導
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３．授業におけるアイデア例
アイデア①数と計算領域の基礎を培う指導
例１

２年

＜目標＞

１０００より大きい数をしらべよう

記数法、位取りのしくみについて理解することができる。

いくつですか。数字で書きましょう。

10
10

まとまり
の個数を
で示し、お
さえる。

1000 が

○○だから

２だね

10
10
10
10
10

1000
1000

千のくらい
２

百のくらい
０

十のくらい
５

1
1
1
1

空位を意識
させる。

一のくらい
４

ここの３者の行き来を丁寧に指導する。

二千五十四は２０５４と書きます
命数法：位の漢字を〇で囲むなど、位に目を向けさせる。

解説
位取り表に具体物、〇、数字を並べて表示することで、３者の関係を明らかにする。カードが何枚
あるかというときに、それを〇で表し、何個あるかということに重点を置く。３者を繰り返し丁寧
に行き来することが大切。命数法については、各位を〇で囲んだり、位の間に線を入れたりするな
どして数字と位を明確にすることを意識して指導する。まとめ・振り返りで時間を取り、同様の適
用題を複数題させてやりたい。
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小 学 校算 数

カードの種類別に並べさせる。

例２

３年

＜目標＞

数の表し方やしくみを調べよう

数を多面的にとらえ、数直線や式を用いて表したり説明したりすることで、数の概念理
解を深める。

2.8 はどのような数か調べよう。
既習事項を基に考え、解決の見通しをもたせる。
前に学んだことで、使えることはないですか。
２８０は、どんな数でしょう。
0

100

200
0

100

80

200

280
20

300
0

280

200

300

A200 と 80 を合わせた数です。
3
200＋80

300

B300
より 20 小さい数です。
3
300－20

280
300

200

100

3

C10 を 28 こ集めた数です。

10

同じような考え方で 2.8 はどんな数か調べましょう。
A、B、C の考えを基に自力解決をする。
1

0

2.8

2

数直線や式から考えを説明したり読み取ったりする。

A の考えを基に・・・
0
B の考えを基に・・・

２．８＝２＋□
1

2.8

3

0.8

２．８＝３－０．２
1

0

□の数字を言いましょう。

2

2

3

2

2.8

0.2 3

3

C の考えを基に・・・

式や図をもとに、考えを説明しましょう。
1

0

0.1

2

2.8

3

0.1 をもとにすると、２．８はどんな数だといえますか。
0.1 を 28 こ集めた数です。

自分の考えだけでなく、自分以外のものを読解したり説明したりすることで理解を深めることが大切。
板書では、整数の場合と小数を含む場合の数直線を上下に並べ、考えを参照できるようにする。

解説
一の位と 1/10 の位を合わせた数と見たり、０．１がいくつ分と見たり、整数を基準としてどれだ
け大きい、小さいと見たりするなど、小数も整数と仕組みが同じであることを感じさせ、多面的な
見方ができることを押さえることが大切。また、普段から他人の考えを説明したり、それを用いて
解決できたりするようにしたい。
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アイデア② 実感を伴った図形指導
例１

４年

＜目標＞

四角形の特徴をしらべよう

図形の定義を基に辺の長さや角の大きさに目をつけ、図形の特徴をまとめることで、そ
の性質を理解する。

平行四辺形の特ちょうを見つけよう
どこを調べたらいいか、視点を焦点化して調べさせる

向かい合う辺の長さ

４つの角の大きさ

何種類かの平行四辺形
を配布、提示するのも
よい。
児童に調べさせる。

かな。

コンパスや分度器を使って向かい合う辺の長さや
向かい合う４つの角の大きさに目をつけて調べましょう。

A

D

H

E

長さを写し取る道
具としてコンパス
を使っていること
をおさえる。

B

C

F

G

平行四辺形の定義“向かい合った２組の辺が平行である“と性質“向かい合った角の
大きさ、辺の長さが等しい”とを教師は明確に意識しておく。

平行四辺形の特ちょう
・向かい合った辺の長さが等しい
・向かい合った角の大きさが等しい
どんな平行四辺形についてもあてはまること
をおさえる。

他の図形を調べるときにも，同じような
しらべ方ができるのだろうか。
振り返りで適応題をし、理解を確実にする。

A
5㎝

D

□㎝
140°

「向かい合った辺の長さ」
「向かい合った角の大きさ」が等しいこと
を常に意識させる。

□㎝

B

40°

７㎝

C

解説
図形の定義は、約束事として決められていることを確認したい。その定義を基に判明してくるもの
を性質としてとらえさせる。児童には視点を焦点化して、「今、自分は何のためにどこを測定して
いるのかを常に意識させるようにする。同種類で形が異なる図形を調べさせ、その性質が共通して
いることで一般化をはかり、適応題で理解を定着させたい。調べるための視点は、他の種類の図形
を調べる際にも生きてくることに気づかせることも大事。
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小 学 校算 数

どこに目をつけて調べたらいいでしょう。

例２

４年

＜目標＞

垂直，平行と四角形

図形の定義・性質に目をつけ、作図をすることができる。

平行四辺形をかきましょう
A

D

あと、どの頂点が決まればよいでしょう。
頂点 D を決めるには、どうし
たらいいだろうか。

3㎝
70°

B

C

5㎝

頂点 D を決める方法を、ペアで話し合わせるなどして
課題を意識させる。

平行四辺形の定義や性質を使って頂点 D を決める
A：向かい合った辺がそれぞれ平行になるようにかこう。
B：向かい合った辺の長さがそれぞれ等しくなるようにかこう。

A の考え方

４
1

３

２

４

1

平行な辺を引いている
ことを意識させる。

B の考え方

３

２

どの定義や性
質を生かして
作図している
のかを常に意
識させる。

向かい合う辺の長さをコンパ
スで写し取っていることを意
識させる。

２

２

1

1

解説
作図においては、単なる機械的な作業ではなく、その作業がどんな目的で、何を測定し、何をかい
たのかを児童に常に考えさせることが重要。角度や長さを変えて繰り返し体験させたい。
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アイデア③ 数学的に表現し伝え合うことができる指導
例１

５年

＜目標＞

図形の角を調べよう

四角形の内角の和を、三角形の内角の和を基にして求め，その求め方を説明することが
できる。

四角形の４つの角の大きさの和を求めよう
A

D

既習事項を使って求めることに焦点化する。

B

C

三角形の３つの角の大きさの和を
使えそうだ。

対角線 AC を引けば、２つの三角形に分けられる。だから・・・・・
A の考え

A

D

B

対角線で２つの三角形に分ける。

C
１８０×２＝３６０

三角形の３つの角の大きさの和は１８０°
四角形 ABCD には、２つの三角形があるか
ら、角の大きさの和は１８０×２で３６０°

図と言葉で行き来しながら説明することが
重要
B の考え

２本の対角線で４つの三角形に分ける。

A

D
三角形の３つの角の大きさの和は１８０°

E
B

C

１８０×４－３６０＝３６０

四角形 ABCD には、４つの三角形があるか
ら、角の大きさの和は１８０×４で７２０°

でも、E の周りの角４つの大きさは必要ない
ので引かなければならない。３６０°を引く。

解説
図を分割するという活動を通して既習事項を活用しながら課題を解決する。考えを説明するときは
角の大きさ，和，頂点など，数学的用語を用いながら，図を指し示しながら話すなど，図や式を行
き来しながら説明させることが重要。
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小 学 校算 数

今まで学んできたことを使えないで
しょうか。

アイデア④ 必要な情報を児童が見出し，整理して活用できるようにする指導
例１

５年

＜目標＞

比べ方を考えよう(２)

(学習のしあげ)

日常の問題から必要なデータを選択、利用し課題を解決することができる。

【問題】
あるパン屋チェーン店のいつものパンのねだんは次の通りです。
Ⓐ１５０円 Ⓑ１８０円 Ⓒ２００円
特売日に本店では、すべてのパンが２割引きで売られています。また、駅前店では、いつものね
だんが２００円未満のパンは３０円引き、いつものねだんが２００円以上のパンは５０円引きに
なっています。
特売日にⒶ、Ⓑ、Ⓒのパンをそれぞれ 1 個ずつ買うと、どちらの店の方が安く買えますか。また
は、どちらの店で買っても同じですか。

それぞれの店のパンのねだんがいくらになるか整理して求めましょう。
店ごとのそれぞれのパンの値段で整理することに焦点をあてる。

〈本店〉Ⓐ１５０×０．８＝１２０

Ⓑ１８０×０．８＝１４４

Ⓒ２００×０．８＝１６０

〈駅前店〉２００円未満のパンは・・・ⒶとⒷ➡３０円引きだから
Ⓐ１５０－３０＝１２０
Ⓑ１８０－３０＝１５０
２００円以上のパンは・・・Ⓒ➡５０円引きだから
Ⓒ２００－５０＝１５０
Ⓐ、Ⓑ、Ⓒそれぞれ 1 個ずつ買うと
１２０＋１４４＋１６０＝４２４
〈駅前店〉Ⓐ、Ⓑ、Ⓒそれぞれ 1 個ずつ買うと
１２０＋１５０＋１５０＝４２０
だから
〈本店〉

４２４円かかる。
４２０円かかる

特売日では、駅前店で買う方が安く買える。

店，パンの種類に分けて表にすることも考えられる。

解説
児童は、長文やデータの種類が多い場面の問題を敬遠したり、苦手意識をもったりしがちである。
整理する項目を児童が導き出せる目的をもって、児童とともに確認しながら課題解決の過程を踏ん
でいくことを意識したい。また、データを選択して関連付けることのよさにも気づくことができる
ようにしたい。
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① 【導入】
〇考えたことを絵や図、式、吹き出しなどを使って、できるだけ分かりやすく表現させ
る。
〇導入時の振り返りは、できるだけシンプルに。本時で使う考え方は、復習したときに、
個の学びの段階でいつでも見られるように、黒板に残したり、教室に常掲しておいた
りする。
〇とにかくシンプルに、子供に言わせて間違っていて、訂正してなどとなると、苦手な
子供にとっては、はじめから混乱する。指導者が分かりやすい図と共に示してもよい。
そうすることで、3 分から 5 分で導入する。
② 【展開(個の学び)】
〇個の学びの時間が始まった時に、どの子もすぐに始められるよう、見通しをもたせて
おく。個の学びの時間が始まった時に、5 人の子供が止まっていたら、先生が 5 人目
を見てやれるまで何分かかるだろうか？それまで、考える意欲をもち続けられること
は難しい。苦手な子は、この段階であきらめてしまう。
〇全員が解決できるまで待つのではなく、どこまで分かってどこが分からないのか，そ
れがわかるだけでもよい。図形を切り取る、動かす、簡単な数字にする、線を引く、
線分図や数直線で表す、絵を描く等、方向性を見つけるだけでもよい。
〇個の学びの時間は、長時間にしない方がよい。苦手な子供にとって、個の学びの時間
が長時間になることはしんどい。
②【展開(協働の学び)】
〇学ばせたいことをシンプルに学び合う時間。
〇ペアやグループで話し合うときもある。
〇そのためには、考え方とやり方を明確に分けるなど，話し合いの焦点化を図る。
③ 【まとめ】
〇学習したことを、評価問題などをして振り返り、確かめる。
〇分かったことは、自分の言葉でまとめる。
〇まとめでは、全員がやってみることが大切。
〇やってみて初めてわかること、感じることがある。
〇自分でやってみたものの方がその後も頭に残る。
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理科

小学校

１．調査結果から見る課題
(1) 温度計の使い方等の観察技能の習得や理科用語の定着に課題が見られる。
(2) 問題解決する過程の中で、自分の考えを伝えたり、説明したりする記述問題に課題が見られ
る。
(3) 問題解決する中で得られた知識と日常生活との関連を問う問題に課題が見られる。
（児童質問
紙調査においても、理科の有用性について他教科より約１０％低い。）

２．改善のための最重点項目（指導の工夫・改善のポイント）
(1) 基礎的な理科知識や観察・実験技能の習得を確認する時間を意識して位置づける。

⇒ 理科における知識・技能の確実な習得、定着
(2) 児童が問題を解決する問題解決能力の向上を意識した授業づくり。

⇒

問題解決活動を意識した授業展開の確立

(3) 導入や単元終了後に日常生活との関連を意識したり、考えたりする場面を意識的に作る。

⇒

日常生活につなげる場面の位置づけ

３．授業におけるアイデア例
アイデア①理科における知識・技能の確実な習得、定着
○単元末のテストのみではなく、単元途中の振り返りテストによる知識・技能の習得を確認。
＜知識の確実な習得、定着のために＞
・児童一人一人の習得度合を見るための振り返り小テストを適宜実施。
（振り返り小テスト…用語集、ｉプリ、アシストカードの SHooT 等）

【用語集】

【ｉプリ】

【アシストカード SHooT】

※用語集は、およそ１、２分でできるので、少しの時間でできる朝の時間、掃除後、授業前や
授業後すぐなどに適している。また i プリやアシストカードはおよそ５、６分かかるので、一
つの問題解決後や単元末、宿題等で扱うのに適している。
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・振り返り小テストを実施するタイミング(例)
単
元
導
入

単元の前
【用語集】

問題解決

問題解決

学習直後
【用語集】

問題解決後,宿題等
【i プリ】【アシスト】

振り
返り

問題解決

振り返り 単元後
【i プリ】【アシスト】

（教科書のコピーに、チェック欄を入れたもの）
気体検知管の使い方
準備する

気体検知管の両端チップフォルダでおる。
G マーク側に、カバーをつける。
「→」の矢印が指す側を、期待採取気に差し込む。

調べる

写
真

カバーをつけた側を、調べる気体の仲に入れる。

ハンドルと本体の赤い印を合わせ、カチッと音がするまで

決められた時間まで待ってから、目盛りを読む。

※器具の扱い方を指導する上で、「なぜそうするのか」を考えることも大切。
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＜観察・実験技能の確実な習得のために＞
①環境整備
・全員観察・実験を経験できるための器具をそろえる。
（基本は、２人に１つ…経験回数を増やす為や使い方(技能)のチェックがしやすい。）
②全児童に身に付けさせる観察・実験技能を整理し、確実に習得させる。
学年
全児童に身に付けさせる観察・実験技能
巻末「フムロウ
（※R2 年度より使用する教科書のページ）
博士の資料室」
３年
記録カードの書き方、ノートのまとめ方、棒グラフの書き p165～p175
方、虫めがねの使い方(p11)、遮光板の使い方(p85)、方位
磁針の使い方（p89）
、温度計の使い方(p95)、台ばかりの使
い方(p153)
４年
記録カードの書き方、ノートのまとめ方、折れ線グラフの p187～p197
書き方、簡易検流計の使い方(p34)、星座早見の使い方
(p55)、実験用ガスコンロ等の加熱器具の使い方(p119)
５年
記録カードの書き方、ノートのまとめ方、平均の求め方、 p173～p187
解剖顕微鏡、双眼実体顕微鏡の使い方（p35）
、メスシリン
ダーの使い方（p138）、顕微鏡の使い方(p66)、電子てんび
んの使い方(p137)、電流計の使い方(p164)、電源装置の使
い方(p165)、上皿てんびんの使い方(p184)
６年
ノートのまとめ方、割合、帯グラフの使い方、気体検知管 p199～p211
の使い方（p16）
、ピペットの使い方(p94)、リトマス紙の使
い方(p99)、コンデンサーの使い方(p177)
・よく使う器具の正しい使い方や名称が書かれたものを常時児童が見られる所にセ
ットしておくことや２次元コード（QR コード）を活用すると良い。
・用語集(下左図)や教科書の器具の使い方の部分をコピーしてチェック欄を入れた
シート(下右図)を作るなど、二人でチェックし合いながら観察・実験を行う。

アイデア②問題解決活動を意識した授業展開の確立
問題解決の過程を意識し、児童が科学的に問題を解決することが大事で、それは実証性(考え
られた仮説が観察・実験などによって検討することができる)、再現性(人や時間、場所を変えて
複数回行っても同一実験条件下では、同一の結果が得られる)、客観性(実証性、客観性を満足す
ることにより、多くの人々に承認され、公認される)が求められ、児童も意識できるようにした
い。
問題解決の過程

１

導入

・身近な現象に着目し、児童が差異点や共通点が見つけやすいように、比較
することができる活動を意図的に仕組む。

２

問題

・導入での気づきや疑問から、児童が解決できる問題を取り上げる。

予想・仮説 ・既習の内容や生活経験から、根拠のある予想をたてる。
検証計画

・予想や仮説を確かめるための観察・実験方法を児童が考える。(実証性)
その方法は、妥当な実験かを吟味。
（条件制御！実現可能！安全面！）

観察・実験 ・児童が正しく器具を扱えるように、技能は正しく指導する。
安全面、事故が起きたときの対応策は児童と共有する。
結果

・分かりやすく記録できるように指導する。
（３、４年生）。
適切に（図、表等を選んで）記録できるように準備、指導する。
（５、６年
生）そして、クラスみんなで結果を共有する場を作る。（再現性）

考察

・事実（観察・実験結果）と解釈（問題についての自分の答え）を書く。
考察から結論へ行くとき、みんなが納得しなければ、再予想・再実験。

結論

・クラスみんなの考察から、クラスの総意で、問題に対する答えを導き出す。
(客観性)
新しい問題(

３

２ ) を繰り返す

知識・技能の更新と活用、生活につなぐ

＜ノートから見る問題解決活動を意識した単元展開例（新教科書(啓林館)を使って）＞
まず、４月の授業開きで、理科の学習は自分たちで問題を見つけ、解決していく教科であること
を知らせ、問題を解決する手順を紹介し、ノートの書き方を指導しましょう。
単元の流れを整理すると(上記、問題解決の過程参照)

①
１

見つける
（導入）

→

②
２

調べる
→
（問題～結論）

③
３ 振り返る
（知識の活用、生活につなぐ活動）
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例；６年生の「ものが燃えるしくみ」の学習の流れ
【単元の始めに】
これから学習する単元のめあての確認（何を学習するのか）をする。
（「ものを燃やして、ものが燃えるしくみについて、調べよう。」）
【考えてみよう】を使って、学習前の自分の考えを書く。

１① 見つける（導入）

←

考え方

「比較する」(３年)

比較するような体験活動を仕組もう。

＜ノート展開例＞

小 学 校理 科

児童が問題解決できる
問題になっているか？

２② 調べる（問題～結論）
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※ノートには、問題解決の過程や児童の考え（思考の流れ）が分かるように書くこと。
※感想には、友達とのかかわりなどを振り返ったり、新しい疑問を出したり、生活へのつながり
を考えたりと意識をもって感想を書かせましょう。
考え方 「条件制御」 (５年)

＜板書例＞

考え方

「関係付け」(４年)

児童が、
「何を書けばよいのか(書き方)」
や「児童が考えるときの根拠」となるも
のが明確になるように板書しよう。

考え方

「多面的に考える」 (６年)

＜問題を解決する中で、覚えるべき大事な理科用語＞
新しく出てきた理科用語（字が大きく、太字）
は、確実に習得させること。つまり、ノートには
この言葉は覚える必要がある大事な言葉であるこ
とが分かるようにする必要がある。
理科用語は、自分の考えを説明するときに使う
言葉であり、聞く側も知っておかなければ対話が
成立しない。そのためアイデア例の（１）にあるように、大事な言葉が出てきたときは、用語集等
を活用し繰り返し確認する機会を作って、確実に習得させる必要がある。

＜友達の考えや他の班の結果を記録することも大事・・・他者とのかかわり＞
(例)・○○さんの予想・・・自分と違う予想を知り、考えることで、多面的に考えることができる。
・○班の結果・・・自分の班の結果だけにこだわらず、他者とかかわり、自分の考えが実証性
や再現性の観点から正しいかどうかを自分で考えることが大切である。その
結果、自己の考えを調整し、より妥当な答えを作り出すといった問題解決の
力が身につく。
・○○さんのなるほど理由・・・なかなか自分では思いつかないことも友達の考えを聞くこと
で根拠を見つけることができる等の視点が明確になってくる。
など
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３③ 振り返る（知識の習得確認、活用、生活場面へつなぐ）

※「もう一度考えてみよう」で、単元終了後の自分の考えを書く。単元始めの自分の考えと比べる
ことで、自身の成長を感じることができ、また教員は児童の成長を確認することができる。
（３）日常生活につなげる場面の位置づけ
○単元の流れの中で、日常生活につなげる場面を意識して作る。
・見つける（導入）の場面
児童を取り巻く日常生活からの導入を意識
・一つの問題を解決した後の感想の場面
○単元終わりに振り返る場面（上記（2）③振り返る 参照）
（４）参考資料
○授業展開例
①平成 30 年度授業アイデア版（全教員に配布済み）
②平成 30 年度 全国学力・学習状況調査 授業アイデア例 小学校
（https://www.nier.go.jp/jugyourei/h30/index.htm）
③全国学力・学習状況調査の調査結果を踏まえた理科の学習指導の改善・充実に関する
指導事例集（http://www.nier.go.jp/sci_lead/index.html）
…ＤＶＤ有、各校に配布済み
④理科映像指導事例集（国立教育政策研究所）を動画配信サイト「YouTube」の文部科学省
公式チャンネルにて、令和２年３月配信予定
⑤神戸教育情報ネットワーク イントラネットの授業動画配信
○授業アシスト資料 （随時更新中）
①問題解決カード（問題、予想、…など）
②言語アシストカード（だろうか、なぜなら、…など）
③用語集
④アシストカード（新指導要領対応ではないため、使う時は要注意）
⑤理科実験ガイドブック 等
（データ保存場所）教育委員会事務局イントラ
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→

教科指導課

→

小学校

→

理科

小 学 校理 科

＜たしかめよう＞
理科用語の習得確認
＜活用しよう＞
本当に知識が習得さ
れたかを理科用語を
使って説明すること
で、知識の習得確認
＜つなげよう＞
教科書に例が載って
いるが、そのほかにも
ないか自分で考えて
みることで自分と生
活がつながる。
※「活用しよう」や「つ
なげよう」では、対話
的な活動がポイント。

外国語（外国語活動）

小学校

指導のポイント
① 言語活動を通して
外国語の授業における言語活動とは、
「自分の考えや気持ちを伝え合う」ことです。単元末に英語で
伝える必然性のある目的・場面・状況を設定した上で、考えや気持ちを伝え合う言語活動を通して
コミュニケーション活動をする授業を積み重ねていくよう単元計画を立てましょう。

② インプット⇒アウトプット
言語活動を行うために、インプットとしてチャンツやゲーム等のアクティビティを位置付け、慣れ
親しんだ語句や表現を使ったアウトプットにつなげましょう。

③ めあてに対する振り返り
単元末の目指す姿に向けて単元や本時でのめあてを児童と確認し、振り返る時間を設定しましょう。

④ アルファベット
外国語活動（３・４年生）文字の認識
外国語科 （５・６年生）活字体の大文字・小文字を読む、４線に書く
５・６年生の外国語科では、アルファベットの大文字・小文字を読み書きする活動を設定し、アル
ファベットの定着を図りましょう。
※語彙や表現については、音声で慣れ親しんだ簡単な語句や文を書き写す。

⑤ 評価について
外国語活動（３・４年生）文章による表記
外国語科 （５・６年生）３観点５領域（A,B,C）と評定（1,2,3）による評価
外国語活動の評価は、児童にどのような力が付いたかを文章で端的に記述します。
外国語科は、授業中の見取り（児童の発言、ペア・グループ活動等での行動観察）、ポートフォリオ
（ワークシート、 振り返りカード、授業中の作品等）、パフォーマンス評価等をもとに「知識・技能」
「主体的に学習に取り組む態度」の３観点で５領域を評価します。
「思考・判断・表現」
単元全体で５領域の中の１及び２程度の領域を評価します。１年間を通して５領域を見取ることが
できるようにします。
日々の授業では、形成的評価を行い、学習改善や授業改善につなげましょう。

授業におけるアイデア例
アイデア① 単元の出口を設定する

ー

バ
ッ
ク
ワ
ド
デ
ザ
イ
ン

①目標と評価
・単元の最後にどんな英語を使って、どんな言語活動をするのか。
・概ね満足できるとする評価規準を決めておく。
②言語活動を通して慣れ親しむ
目的・場面・状況が必要
・どんな言語活動を積み重ねると目標に到達するのか。
・指導と評価（各授業のめあて（指導）と評価（形成的評価等））を繰り返す。
③導入
・児童が意欲と見通しをもつ導入は？（ALT とのデモンストレーション等）
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アイデア② 授業（45 分）の基本の流れ
○Smile
○Eye Contact
○Clear Voice
○Gestures
○Response

①Greetings（あいさつ）
②Warm up/ Review（ウォームアップ/復習）
③Activity 1（アクティビティ１ インプット）
④Activity 2（アクティビティ２ アウトプット）
⑤Reflection（振り返り）
アイデア③ Small Talk(スモールトーク)（高学年）

Small Talk とは、高学年で設定されている活動です。２時間に一回程度、帯活動で、 あるテーマ
のもと、指導者のまとまった話を聞いたり、ペアで自分の考えや気持ちを 伝え合ったりします。
目的

①既習表現を繰り返し使用できるようにしてその定着を図る。
②対話を続けるための基本的な表現の定着を図る。

Basic（主に５年生）指導者の話を聞く⇒児童も巻き込む

Yes, I do.

下につづく

Advanced

I like soccer.

Oh, you like soccer. That’s nice!

（主に６年生）指導者の話を聞く⇒児童を巻き込む⇒児童同士ペア
（インプット⇒アウトプット）

How about you, Kazuki?

I like swimming.

Swimming! Great!
Let’s talk with friends.

Yui, what sports
do you like?

I like volleyball.

That’s nice. I like volleyball, too.
Really? Can you play volleyball well?
How about you, Kazuki?
What sport do you like?

Yes, I can.

I like swimming.

Why?
Oh, yes. It’s great!

It’s fun!

①学習中の単元より前の単元で学習した言語材料を繰り返し使用する機会を保障する。
②対話を続けるための基本的な表現の定着（That’s good./Really?/Me, too.など）
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I like tennis. I play tennis.
I like Kei Nishikori.
Do you like sports?

（インプット中心）
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〔Ⅷ〕課題改善に向けた教材・授業アイデア（中学校）

国語

中学校

１．調査結果から見る課題
(1) 記述の無解答率が 10％台に減少したが、正答率はまだ全国平均に達していない。
(2) 話す・聞く分野で、話し方の工夫や司会者の工夫を聞き取ることに課題がある。
(3) 話す・聞く分野で、自分の考えをまとめて記述することに課題がある。
(4) 読む分野で、説明文の文章の構成をとらえることに課題がある。
(5) 読む分野で、読み取りの根拠を文章中に求めることに課題がある。
(6) 複数の領域で、共通して「書く」活動に課題がある。
※「話す・聞く」はリスニングではない為、文章読解や資料活用の問題として捉えた。

２．改善のための最重点項目（指導の工夫・改善のポイント）
(1) 何のために、どのような内容を、どのような条件で書くのかを確認し、制限された時間内で記入
することができるようにする。
⇒
目的や条件を明確にした書く指導
(2) 文章の構成や展開をとらえることができるようにする。
⇒
文章の構成や展開をとらえる指導
(3) 自分の考えを形成し、記述することができるようにする。
まず単元観の形成。つ
⇒
考えの形成を促す指導
けさせたい力を明確
(4) 説明文の内容や、小説における登場人物の心情描写等に対し、
にし、単元目標や評価
文章中にある根拠を示すことができるようにする。
規準、指導計画を立て
⇒
根拠を明確にした読み取りの指導
ましょう。

３．授業におけるアイデア例
※教科書（「現代の国語１２３」三省堂）を教材とした「単元」を提案します。
※アイデア①～④としていますが、これは上記「改善のための最重点項目」との対応であり、実際
は一つの単元の中で、①～④の指導が複合的に行われています。

アイデア①

目的や条件を明確にした書く指導

「目的や意図、条件節が含まれた課題に取り組む力を育てる」ことは、昨年も改善のポイントでした。
「誰に何の為に書くのか」を意識して課題に取り組む姿勢を育てましょう。

○単元名 「お世話になった事業所の方に、トライやる・ウイーク発表会の案内を書こう」
～ 感謝の気持ちと開催に関する情報が、正確に伝わるように工夫する ～
○教材名
わかりやすく、心をこめて書く「手紙」（「現代の国語２」196～199 頁）
○単元の目標
・敬語の働きについて理解し、文章の中で適切に使うことができる。〔知識及び技能〕(1)カ
・手紙の形式を踏まえながら、相手に伝わるように構成や表現を工夫し、文章を整えることができる。
〔思考力、判断力、表現力等〕Ｂ(1)エ
・表現の工夫とその効果などについて、自分の文章の良い点や改善点を見い出すことができる。
〔思考力、判断力、表現力等〕Ｂ(1)エ
・言葉がもつ価値を認識するとともに、読書を生活に役立て、我が国の言語文化を大切にして、思いや考
えを伝え合おうとする。
〔学びに向かう力、人間性等〕
※特に重点的に指導し評価する内容（重点指導事項⇒年間計画表の◎）は、Ｂ(1)エ
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○単元の評価規準
知識・技能

思考・判断・表現

主体的に学習に取り組む態度

・敬語の働きについて

・自分の立場と伝えたい事柄や気持ちを明確にし

・自分やグループのメンバーの文章につい

理解し、文章の中で

て、手紙の形式をふまえながら構成を工夫して

て、良い点や改善点を積極的に見出し、

書いている。

伝えたい事柄や気持ちがわかりやすく伝

適切に使用してい
る。（(1)カ）

（Ｂ(1)エ）重点指導事項

わるように工夫して、推敲している。

・相手や目的に応じて、事柄が正しくわかりやす
く、気持ちが十分に伝わる書き方になるように

〔態〕⇒「主体的に学習に取り組む態度」

推敲している。（Ｂ(1)オ）

○単元の指導計画（３時間扱い）
時
１

主な学習活動

指導上の留意点

・単元の課題を知る。
・手紙の形式を踏まえ、伝える内容を明確にして
構成を工夫し、下書きをする。

２

３

評価基準（方法）

・誰に何の為に書くのか、目的や意図、
条件を明確に伝える。

ワークシート①
下書き用紙・観察

・内容を整理し可視化する。

〔B(1)エ〕〔態〕

・下書きをグループで読み合い、事柄や気持ちが

・グループで読み合う際、確認事項と意

下書き用紙・観察

十分伝わる書き方になっているかを確認したり

見交換のポイントを絞って、推敲にス

ワークシート②

意見を交換したりした後、下書きを推敲する。

ムーズに取り組むことができるように

〔B(1)エ〕〔態〕

（※「現代の国語２」学習指導書 p.271 参照）

する。

〔知・技(1)カ〕

・手紙文を清書し、封筒に宛名を書く。
・グループで、清書と宛名に表記の間違いがない

・宛名の形式を確認し、字形も整えて書

かを確認する。また、下書きと清書を比較して、 ・自己やグループのメンバーの文章の変
推敲の効果を確認し合う。
・単元を振り返る

清書用紙、封筒
ワークシート③

くようにさせる。

観察

容を確認し、推敲の効果を実感できる

〔B(1)オ〕〔態〕

ようにする。

〔知・技(1)カ〕

時間
導入

学習活動

指導上の留意点

・本単元の目標、流れの確認。

・目標と学習の流れを提示する。

・相手と目的、伝えたい内容を

・ワークシートに整理させ、文章を書きながら随

評価規準・評価方法等

5分
展開①
10 分

確認する。
・手紙の形式を確認する。

時確認できるようにする。
・教科書 198 ページのモデル文を参考に形式を確
認させる。

展開②

・下書きを作成する。

・下書き用紙には、手紙の形式にならい前文から

〔思考・判断・表現〕
下書き用紙
ここでは、手紙の形式を
ふまえ、伝えたい事柄と
気持ちが明確になってい
るかを確認する。

後付けまでの各構成要素を枠で囲んで記入しや

25 分

すくする。
・机間巡視し、課題や工夫の見られた表現をまと
めておく。
まとめ
10 分

・課題や工夫の見られた構成、
表現を聞いて参考にする。
・ワークシートに工夫した点を
記入し、本時を振り返る。
・次時の確認

・机間巡視の間に見つかった課題や工夫の見られ
た構成、表現等を全体に紹介する。
・下書き作成の際の工夫だけでなく、紹介された
構成、表現からの気づきがあれば記入させる。
・次時までに、授業者が下書きに校正と助言を加

〔主体的に学習に取り組
む態度〕
ワークシート
ここでは、自分の文章を
読み直し、良い点や改善
点を積極的に見出してい
るかを確認する。

えることを伝える。
※他に単元のアイデアとして、３時間目「清書」を書写とすることも考えられる。
「中学書写 一・二・三年」光村図書 60～63 頁 参照

こんな指導をしていませんか？

～とにかく「完成」が目的？～

・目的や意図が十分に伝わらないまま、伝えたい情報や気持ちを整理させる時間もとらず、推敲を
経ずに、手本をほぼ丸写しで完成させる。
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○本時の目標（１／３） ⇒ アイデア①のみ「本時」をつけています。
・手紙の形式を踏まえながら、相手に伝わるように構成や表現を工夫し、下書きを書くことができる。
（関連：〔思考力、判断力、表現力等〕Ｂ(1)エ）
○本時の展開

「H30 実践事例報告集」（神中研国語部）より
p.42

アイデア①関連事例

１年「変わり身の上話」
～表記や語句の用法を工夫し、分かりやすく伝わる文章を書く～

p.83～84 ２年「こんな本あります①②」～本を勧めるポップを作ろう～
↑ 改善のための最重点項目ごとに

薄いピンク色の表紙

関連している事例を紹介しています

の冊子

アイデア②

文章の構成や展開をとらえる指導

○単元名 「小見出しに着目し、その意図や効果を考えよう」
～ 内容をまとめた言葉を手がかりに、文章の構成や展開をつかむ ～
○教材名 「フロン規制の物語―<杞憂>と<転ばぬ先の杖>のはざまで」 （「現代の国語３」84～95 頁）
○単元の目標
・抽象的な概念を表す語句の量を増すとともに、語感を磨き、語彙を豊かにしている。
〔知識及び技能〕(1)エ
・小見出しに着目して文章の構成や展開をつかみ、表現の効果について確認することができる。
〔思考力、判断力、表現力等〕Ｃ(1)ウ
・言葉がもつ価値を認識するとともに、読書を通して自己を向上させ、我が国の言語文化に関わり、思い
や考えを伝え合おうとする。
〔学びに向かう力、人間性等〕
○単元の評価規準
知識・技能

思考・判断・表現

主体的に学習に取り組む態度

・抽象的な概念を表す語句の量

・文章の構成や論理の展開、表現

・小見出しに着目して文章を読み、また文

を増すとともに、語感を磨

の効果について、評価している。

章を読み取った上で小見出しが作られた

き、語彙を豊かにしている。

（Ｃ(1)ウ）

経緯を確認し、それをもとに文章の構成

重点指導事項

（（１）エ）

や展開をつかもうとしている。〔態〕

○単元の指導計画（４時間扱い）
次

時

１

１

主な学習活動

指導上の留意点

評価規準（方法）

・単元の見通しを持つ。全文通読。

・小見出しの役割を知り、
「もう一度読ん

ワークシート

・小見出し（95 頁）を読み、その役割を

で確認したい」という、読みに対する意

〔知・技(1)エ〕

欲が高まるようにする。

理解する。
・新出漢字、語句の確認
２

１つの項目を複数のグループが担い、内

ワークシート

まとめ、文章のどこをもとにして見出

容のまとめに偏りがないようにする。

観察

しが作られているかを確認し合う。

小見出しの言葉を用いて、文章の構成や

〔Ｃ(1)ウ〕

・各項目の内容のまとめをもとに、文章

論理の展開を可視化した板書を作るよう

２

・各項目をグループに振り分け、内容を

３

の構成や論理の展開をつかむ。
４

・タイトルや小見出し、文章中の表現に
ついて、その効果を確認する。
・グラフや図、写真などの補助資料の役
割を確認する。
・単元の振り返り

にする。
・科学的な読み物に故事成語を用いる

観察

確認するようにする。

〔Ｃ(1)ウ〕

・補助資料から伝わることを話し合い、
記述させて、言語化する。
・３行で後書きを考える課題により、著
者の意図を探るようにする。

こんな指導をしていませんか？

ワークシート

等、語彙の選択の意図や表現の効果を

～説明文の指導は機械的！？～

・説明文は、段落の順番に内容を確認して、丁寧に板書してまとめ、生徒は写すだけで終わる。
・説明文は、文章が主体であり、写真やグラフの読み取りまでは十分に時間をとっていない。
・定期考査では、空欄の穴埋めや、字数制限の抜き出し、記号選択の出題が主である。
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〔態〕

「H30 実践事例報告集」(神中研国語部)より アイデア②の関連事例
・p.44～45

１年「クジラの飲み水」ワークシート

・p.54

２年「動物園でできること」

・p.104～105 ３年「握手」目標「時間の流れ（回想）に注意して小説の構成を捉える」
・p.119

３年「フロン規制の物語」① <杞憂>と<転ばぬ先の杖>のはざまで

・p.120

３年「情報社会を生きるーメデイア・リテラシー」内容のまとめ

・p.123

全学年「ちょっと立ち止まって」（光村図書「国語１」段落より構成を捉える）

アイデア③

考えの形成を促す指導

○単元名 「自分なりの視点で作品を見つめ、読書感想文を書こう」
～ 作品を理解し、自分の考えをまとめる ～
夏休みの読書感想文の
○教材名 「空中ブランコ乗りのキキ」（「現代の国語１」54～64 頁）
事前指導も兼ねる。
○単元の目標
・学年別漢字配当表の漢字を書き、文や文章の中で使うことができる。
〔知識及び技能〕(1)イ
・場面の展開や登場人物の相互関係、心情の変化などについて、描写を基に捉えることができる。
〔思考力、判断力、表現力等〕Ｃ(1)エ
・文章を読んで理解したことに基づいて、自分の考えを確かなものにすることができる。
〔思考力、判断力、表現力等〕Ｃ(1)オ
・言葉が持つ価値に気付くとともに、進んで読書をし、我が国の言語文化を大切にして、思いや
考えを伝え合おうとする。
〔学びに向かう力、人間性等〕
○単元の評価規準
知識・技能

思考・判断・表現

主体的に学習に取り組む態度

・学年別漢字配当表の

・場面の展開や登場人物の相互関係、心情の変化など

・作品に対する自分の考えをまと

について、描写を基に捉えている。 （Ｃ(1)エ）

め、構想メモにしたがい、感想文

章の中で使ってい

・文章を読んで理解したことに基づいて、自分の考え

を書こうとしている。〔態〕

る。（１）イ

を確かなものにしている。 （Ｃ(1)オ）重点指導事項

○単元の指導計画（７時間扱い）
次

時

１

１

主な学習活動
・本文を通読し、登場人物の関係を
捉える。
・新出漢字や語句の意味を知る。

指導上の留意点
・物語全体を俯瞰して捉えることができるよう
に、人物関係を整理する。
・新出語句などの理解が読みを深める一助とな

評価規準（方法）
・漢字ノート
〔知・技(1)イ〕
・ワークシート

るようにする。
２
３

・場面展開に沿って、登場人物の心
情を捉える。

・より丁寧に心情を読み取る中で、共感できる
部分、疑問を持つ部分など、自分の考えを持

・観察
・ワークシート

つきっかけを作るようにする。
４

・登場人物の役割や、象徴されてい
るものの意味、表現の効果について
考える。

２

５

６

・自分なりの視点（テーマ）を決め、

・前時までとは異なる観点から作品を見つめ、

・観察

新しい発見や自分の考えを深めることがで

・ワークシート

きるようにする。

〔Ｃ(1)エ〕

・構想メモで自分の考えを整理してまとめてい

・観察・構想メモ

構想メモを書き、読書感想文の下

く過程（考えの形成）が重要であることを伝

・下書き

書きをする。

える。

〔態〕

・読書感想文を完成させる。

・読み直して自分の考えが伝わる文章になって
いるかを確認できるように時間を調整する。

・清書用紙
〔知・技(1)イ〕
〔Ｃ(1)オ〕

７

・小グループで感想文を読み合う。

・書き手の考えが伝わるかどうかにポイントを

・清書用紙

・代表の作品の範読を聞き、共有する。

置いて読み、自分の考えについても振り返る

・ワークシート

・単元を振り返る。

ようにする。

〔態〕
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漢字を書き、文や文

※夏休みの課題「読書感想文」の事前指導も兼ねる場合、ある程度の量は書かせたい。（400 字詰原稿用紙 2 ～4 枚）
そのため、構想メモには、作文の構成パターン（例 Ａ.頭括型 Ｂ.総括型 .尾括型、冒頭の工夫例）等を提示し、
ある程度決まった型から選択するなど、書きやすい工夫が必要となる。
○この単元における、他のアイデア例
・教科書 63 頁「学びの道しるべ」学びをひろげよう より
Ａ

問いを選んで、理由と共に自分の考えをまとめ、グループやクラスで話し合おう。
「おばあさん」はどのような役割を担っているか。「白い大きな鳥」は何を表しているのか。

こんな指導をしていませんか？ ～読書感想文の指導は、家庭の仕事？学校司書の仕事？～
・夏休みの課題である読書感想文は、選書の段階から家庭にお任せする。
・感想文を書く学習活動は大変。授業中に指導する時間はないので、家庭学習とする。
・学校図書館司書に全てお願いして、お勧め本の紹介や感想文の書き方を指導してもらう。
・毎年提出できない生徒だけ残して、個別指導で本を読ませ、感想文を書かせている。
・指導する教員自身が読書感想文を書くことはない。

「考えの形成」について

～新学習指導要領解説国語編より～

新学習指導要領では〔思考力・判断力・表現力等〕全領域に「考えの形成」が設定されている。
以下は新学習指導要領解説国語編における,「考えの形成」に関わる記述である。
（話すこと）自分の立場や考えが明確になるように話の構成を考えること通して，自分の考えを形成していることを示し
ている。(p.28) 考えを形成することについては，第 1 学年では，互いの発言を結び付けて，第 2 学年では，結論を導
くために，第 3 学年では，合意形成にむけて，考えをまとめたり広げたり深めたりすることを示している。(p.29)
（書くこと）第 1 学年では，根拠という概念があることを理解した上で，根拠を明確にしながら，第 2 学年では，根拠が
自分の考えを支える上で適切かどうかを考えながら説明や具体例を加えたり，表現の効果を考えて描写したりするなど，
第 3 学年では，表現の仕方を考えたり資料を適切に引用したりするなどして記述することを示している。(p.33)
（読むこと）「考えの形成」とは，文章の構造と内容を捉え，精査・解釈することを通して理解したことに基づいて，自
分の既有の知識や様々な経験と結び付けて考えをまとめたり広げたり深めたりしていくことである。第 1 学年では，自
分の考えを確かなものにすること，第 2 学年及び第 3 学年は，考えを広げたり深めたりすることを示している。(p.37)
「H30 実践事例報告集」（神中研国語部）より アイデア③関連事例
・p.11 １年「少年の日の思い出」ワークシート⑤

エーミールの立場で文章を書く

・p.37 １年「三角ロジック」

・p.38 １年「国語（玄関扉）アクティブラーニングシート」

・p.39 １年「玄関扉」三角ロジック

・p.40 １年「玄関扉③」

・p.43 １年「意見文を書こう①」

・p.87 ２年「主張文を書こう！」～構想メモ～

アイデア④
○単元名

根拠を明確にした読み取りの指導
「メロスはなぜ走るのか？グループで追究しよう。」
～ 文章中の手がかりをもとに、主人公の行動を読み取る ～
走れメロス（「現代の国語２」160～177 頁）

○教材名
○単元の目標
・学年別漢字配当表の漢字を書き、文や文章の中で使うことができる。〔知識及び技能〕(1)イ
・文章中から適切な情報を得て主人公の言動の意味について考え、内容を解釈することができる。
〔思考力、判断力、表現力等〕Ｃ(1)イ
・言葉がもつ価値を認識するとともに、読書を生活に役立て、我が国の言語文化を大切にして、
思いや考えを伝え合おうとする。
〔学びに向かう力 人間性等〕
○単元の評価規準
知識・技能

思考・判断・表現

主体的に学習に取り組む態度

・学年別漢字配当表に示されてい

・文章中から適切な情報を得て、主人公

・文章を丁寧に読み取り、登場人物の

る漢字を書き、文や文章の中で

の言動の意味について考え、内容を解

行動の根拠を見つけようとしてい

使っている。（１）イ

釈している。(Ｃ(1)イ)重点指導事項

る。 〔態〕
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○単元の指導計画（6 時間扱い）
次

時

１

１

・本文を通読する。

全体の構成が単なる時系列ではなく主人公の

ワークシート

２

・全体の構成、場面の確認する。

心の動きや行動と関わっていることに気付き、

〔Ｃ(1)イ〕

・新出漢字や語句の意味を知る。

漢語や文章のリズムの効果も知るようにさせ

漢字ノート

・課題を知る。

る。

〔知・技(1)イ〕

・各グループで場面ごとに主人公

根拠の示し方を確認する。一つの場面を複数グ

ワークシート

が走る理由（根拠）を探す。

ループが担当し、答えが偏らないようにする。

観察〔態〕

・場面ごとにグループ発表

グループで異なる意見が出た場合や想定外の

ワークシート・観察

・根拠が納得できるものであるかど

箇所が出された場合、ある程度の調整をしてい

〔態〕〔Ｃ(1)イ〕

２

３
４

主な学習活動

指導上の留意点

く必要がある。

うかを全体で確認する。
５

評価規準（方法）

・まとめ

走る理由をまとめていくことで、この作品が伝

（学習過程として必要

・単元を振り返り。走る理由から

えたいこと（主題）を考えるようにさせる。

な時間だが、単元の評

作品の主題を考える。

価は行わない。）

神中研国語部「H30 実践事例報告集」より 関連事例
・p.12

１年「少年の日の思い出」ワークシート

・p.13

１年「少年の日の思い出

２」

・p.14

１年「少年の日の思い出

３」

・p.38

１年「玄関扉」

・p.97

２年「小さな手袋」

・p.103 ３年「握手」ルロイ先生の指ことばに込められた意味を読み取ろう

・p.119 ３年「フロン規制の物語」①－<杞憂>と<転ばぬ先の杖>のはざまで

４．その他
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(1) 平成 31 年度（令和元年度）全国学力・学習状況調査の結果を踏まえた「授業アイディア例」中学
校（以下 全国版「授業アイディア例」）と、神戸市の改善点との関係
P.3～4 「説明的な文章を読み、書き手の工夫を見付けて交流しよう」
～文章の構成や展開、表現の仕方について自分の考えをまとめる～
⇒ ２．改善のための最重点項目 (2) (3) が該当する。
P.5～6 「『話合いのデザインシート』を用いて話し合おう」
８月末配布
～話合いの話題や方向を捉えて自分の考えをもつ～
ブルー系の表紙
⇒ １．調査結果から見る課題 (2) が該当する。
※〔Ａ話すこと・聞くこと〕の「考えの形成」として参考になる。
P.7～8 「読み手を意識しながら、意見文を書く」～自分が伝えたいことについて、根拠を明確に書く～
⇒ １．調査結果から見る課題 (2) が該当する。
※〔Ｂ 書くこと〕の「考えの形成」として参考になる。
(2) 今年度「神戸市授業アイデア版」で取り上げなかった課題について
・
「話す・聞く」の「司会者の工夫を聞き取る」は、昨年度に引き続き、今年度も課題が見られ、改善され
たとはいえない状況であった。昨年度の「授業アイデア版」19～23 頁を参考に、教材研究や授業改善に
取り組んでいくことが望まれる。
・第１学年の言語事項、漢字の読み書きや文法が課題として挙げられている。
例年この課題は、第２学年では改善されている。第１学年における言語事項の指導が的確であることの
表れであり、今後も継続していくことが望まれる。
・韻文や古典分野は出題されていなかった為、「神戸市授業アイデア版」の対象となっていない。
改善のための最重点項目は同じであり、授業改善のための工夫が望まれる。
(3) 今後、望まれる改善策について（補足）
・結果分析の際、正答率や無解答率だけでなく、
「解答類型」に着目し、どの段階でつまづきが生じている
かを確認し、改善策を立てる。
・「話すこと・聞くこと」の「対話を学ぶ」
「対話で学ぶ」学習内容に関しては、年間計画の際、全学年で
重点単元として位置づけ、積極的に取り組む。
・生徒の論理的思考力、思考スキルを鍛えるという意識を持つ。校内で重点目標に設定したり、教科を越
えてこの課題を検討することで望ましい。
ィア例
例」
を実践し、その結果について協議する。
・研究授業等で、全国版「授業アイディア

社会

中学校

≪１年生：地理的分野≫
１．調査結果から見る課題
(1) 地理的分野に関しては、資料を読み取り、その特色を把握する設問である「緯度
と経度」「西アジアや中央アジアの産業」に課題が見られる。
(2) 記述問題については、無解答率も高く、課題が見られる。
【課題が見られた具体的な問題例】
１(3)この地図の説明として正しいものを、次の１～４から１つ選びなさい。
１ この地図では、0 度に近い緯線や
経線ほど、実際より長く表される。
(反応率 13.4%)
２ この地図では、本初子午線に近い
場所ほど、面積が大きく表されて
いる。
(反応率 12.9%)
３ この地図では、ある地点から見て
真北の方位は、必ず真上に示され
る。
(正答：反応率 39.5%）
４ この地図では、２つの地点を最短
で結ぶ経路は、必ず直線で表させ
る。
(反応率 33.7%)
（出題のねらい）緯線と経線が直角に交わる地図について、その特色を把握することが
できる。
３(2) 右の資料ア中の

は、西アジア・中央アジアにおける

重要な産業と関係が深い、あるものの広がりを示しています。
（資料ア）
についての説明として正しいものを次の１～４から１つ
選びなさい。
１
はパイプラインを示しており、これを使って，豊富に
産出される石油や天然ガスを、工業地帯や港に運んでいる。
(正答：反応率 62.5%）
は鉄道を示しており、これを使って、豊富に産出され
２
る石炭や鉄鉱石を、工業地帯や港に運んでいる。
(反応率 19.7%)
３
は運河を示しており、これを使って内陸にある製鉄所
や化学工場に原料を運び入れ、製品を運び出している。
(反応率 10.5%)
４
は高速道路を示しており、これを使って、内陸にある
電気機械や精密機器の工場に原料を運び入れ、製品を運び出している。
(反応率 6.8%)
（出題のねらい）西アジアや中央アジアの産業について、資料をもとに把握することが
できる。
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２．改善のための最重点項目（指導の工夫・改善のポイント）
(1) 地図やグラフ等、複数の資料を活用し、その資料から分かることを自分の言葉
で説明したり、文章でまとめたりする活動を授業の中に積極的に取り入れる。

⇒ 複数の資料を比較・関連付けたり、多面的・多角的に考察し,公正に
判断できるようにする。
(2)

グループ学習などの活動の中で、自分の考えを相手にしっかりと伝えたり、書

いたり、まとめたりするような学習活動を行う。

⇒ 自分の考えを広げたり、深めたり、まとめたりする指導
(3) 学習のまとめとして、学んだことを自分の言葉で説明したり、文章で表したり
するような活動を取り入れる。

⇒ 考えたことや学んだことを自分の言葉でまとめ、適切に表現する
言語力の充実
３．授業におけるアイデア例
第３章 世界の諸地域
第５節 南アメリカ州
３ 開発の進行とその影響
単元を貫く問い
「ブラジルでは森林の耕地化が進んだ結果、どのような問題が生じているのか」
アイデア①

複数の資料を比較・関連付けたり、多面的・多角的に考察し,公正に判
断できるようにする。

【導入】
(1) 教科書 P100１、２の写真を取り上げ、これが何かを考える。（ICT 活用）

アイデア②

自分の考えを広げたり、深めたり、まとめたりする指導

【展開】
(3) グループで、教科書 P100 の３、４ の資料をもとに「アマゾンの開発がどのよ
うに進められているのか」を考え、意見交換する中で、アマゾンで交通網の整備や
農地の開発が進められていることに気付く。
(4) グループで、教科書 P100～P101 の記述や教科書 P101６、７、地図帳 P161３「世
界のおもな産物」のグラフをもとに、「なぜ、アマゾン川流域で森林破壊が進んで
いるのか」を考え、意見交換する中で、アマゾンで大規模な開発が行われ、ブラジ
ルが世界有数の農業生産国になっていることに気付く。
→人口が増加している地域では、食料の生産量を増やすことが必要であることや国
の経済を発展させるためには、農産物の輸出により利益を上げることが重要であ
ることにも気付かせる。
(5)グループで、
「アマゾンの開発の進展によるメリットとデメリットは何だろうか」
という問いを考え、意見交換、発表し、クラス全体で確認、共有する。
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※２枚の写真が同じ場所であり、縮尺からアマゾンで広大な森林が破壊されてい
ることに気付かせる。
(2)「アマゾンの開発の進展によるメリットとデメリットは、何だろうか」という問
いを立てる。

アイデア③

考えたことを自分の言葉でまとめ、適切に表現する言語力の充実

【まとめ】
(6) 「もし、あなたがブラジル政府の一員だとしたら、今後のブラジルの発展をどの
ように進めていくか」をアマゾンの開発の進展によるメリットとデメリットを基に、
自分の考えをワークシートに記入する。また、時間があればそれを発表する。
→持続可能な開発に関する視点を持たせる
（思考・判断・表現）

≪２年生：歴史的分野≫
１．調査結果から見る課題
(1) 歴史的分野に関しては、複数の資料から共通点を見出し、その特色を説明する
「奈良時代の様子の背景」（記述問題）に課題が見られる。
(2) 記述問題については、無解答率も高く、課題が見られる。
【課題が見られた具体的な問題例】
７

まさあきさんは、中学校の社会科でこれまでに学んだ

ことをもとに、さらに調べ学習を進めることにしました。
次の問いに答えなさい。
(3) まさあきさんは、図書館の本で奈良時代の様子を調べて
いて、右の資料オを見つけ、とても不思議な印象を受けま
した。そこで、まさあきさんは、資料オの内容について、
さらに詳しく調べました。その結果、奈良時代にこれをつ
くらせた称徳天皇の考え方には、３代前の天皇である聖武
天皇と共通点があることに気づきました。その共通点とは、
どのようなことですか。まさあきさんがつくった次の資料
カの年表を参考にして、「仏教」
「混乱」という２つの語句
を用いて書きなさい。
(資料カ)

ひゃくまんとう

（資料オ）百万塔
称徳天皇は 764 年ごろか
ら 6 年がかりで、高さ 20～
60cm の木製の塔を 100 万個
だ ら に

つくらせ、中に陀羅尼 （仏
教の呪文）を印刷した紙を
へいじょうきょう

入れて、平 城 京 周辺の 10
か所の寺院に納めた。

（正答例）仏教の力で世の中の混乱をしずめようとしたこと。(反応率 43.0%)
(無解答率 33.3%)
（出題のねらい）奈良時代の様子の背景について、複数の資料から共通点を見い出し、
その特色を考察することができる。
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２．授業におけるアイデア例
第３章 開国と近代日本の歩み ２節 明治維新 ２ 明治維新の三大改革②
単元を貫く問い
「明治政府の諸改革によって、どのように社会が変わったのだろう」
【導入】
(1) 前時の学習（学制・徴兵令）を振り返る。
(2) 明治維新の三大改革の１つの地租改正について、「なぜ、明治政府は地租改正を
行ったのか」という問いを立てる。
アイデア①

複数の資料を比較・関連付けたり、多面的・多角的に考察し、公正に判
断できるようにする。

【展開】
(3) 「江戸時代に百姓は、どのような税をどのくらいを納めていたのか」を教科書
P114～P115 で調べ、ワークシートの江戸時代の税制の表にまとめ、発表する。
(4) 教科書 P163 の６の地券の資料から、グループで書かれている内容を読み取り、
ワークシートに記入し、発表する。
(5) 地券から読み取った内容や教科書 P163 の記述を基に、ワークシートに地租改正
の内容を記入し、江戸時代の税制との比較表を完成させ、発表する。
(6) 江戸時代の税制の比較表と教科書 P163 の７のグラフから「地租改正によって明
治政府の収入は江戸時代と比較してどうなったのか」をグループで考えるとともに、
「地租改正後の人々の税負担はどうなったのか」についても考え、発表する。
(7) 地租改正が人々にどのような影響を与えたのかを地租改正後の人々の税負担や
教科書 P163 の６の地券、８の資料などを基にグループで考え、発表する。
→地租改正後の人々の税負担が、江戸時代の年貢とほとんど変わらなかったため、
負担の軽減を求めて各地で地租改正反対一揆が起こったり、明治 10 年
（1877 年）
には、税率が３％から 2.5％に引き下げられた。
自分の考えを広げたり、深めたり、まとめたりする指導

(8) グループで、「なぜ、明治政府は地租改正を行ったのか」という問いを考え、意
見交換、発表し、クラス全体で確認、共有する。
→財政を安定させるため、米の収穫量に左右されない、一定の収入を得られるよう
にするため。
→国家の財政を安定させることが、日本の近代化を進めるためには必要であったこ
とにも気付かせる。
→次時の富国強兵、殖産興業につながるようにする。
アイデア③

考えたことを自分の言葉でまとめ、適切に表現する言語力の充実

【まとめ】
(9) グループでの意見交換や発表を基に、「地租改正は、明治政府にどのような影響
を与えたのか」を考え、ワークシートに記入する。また、時間があればそれを発表
する。
（思考・判断・表現）
→一定の収入が得られるようになったことで、財政が安定し、様々な近代化政策を
行うことができるようになった。

50

中 学 校社 会

アイデア②

数学

中学校

１．調査結果から見る課題
(1) 簡単な連立二元一次方程式を解くこと、反比例の表から式を求めること、簡単な事例につい
て確率を求めること、資料を整理した表から最頻値を求めることについて、改善の傾向が見ら
れる。
(2) 証明の問題において、結論が成り立つための前提を捉え、新たな条件に利用し、説明するこ
とに課題がある。
(3) 資料の傾向を的確に捉え、どの代表値を用いることが適切であるか考え、問題解決の方法を
数学的に説明したりすることに課題がある。
(4) 記述式の問題における無解答率が高い傾向にある。

２．改善のための最重点項目（指導の工夫・改善のポイント）
(1) 基礎的な技能の習得を継続しつつ、概念の一般化や拡張、技能の活用へとつなげる。

⇒ 数学的な概念の一般化や拡張、技能の活用へつながる指導
(2) 図形の証明問題を通して、条件を変えたとき、反例を用いて命題が常に成り立つとは限らな
いことを示したり、成り立つ場合と成り立たない場合を比較したりする活動を通して、共通す
る性質を見いだしたり、それを基に説明したりするなど、定理・公理の活用をする中で、幅広
く証明をとらえる。

⇒ 図形の証明を多面的に活用する指導
(3) 資料の活用について、集めたデータを整理して、それを基に分布の傾向を読み取り、事象に
ついて批判的に考察したり、協働学習を通して特徴を捉えて説明したり、代表値を用いて説明
したりできるようにする。また、解釈や判断を振り返る場面を設定し、多面的に吟味しよりよ
い解決や結論を見出そうとする態度を養う。

⇒ 資料の活用では、考察や分析の場面を重視する指導
(4) グループワーク等授業形態の工夫により、多面的に吟味し、粘り強くよりよい解決や結論を
見出そうとする態度を養い、また解釈や判断を振り返る場面を設定する。

⇒

授業形態等の工夫により、数学的活動を取り入れた授業を行い、
「数学的活動のよさや数学の楽しさ」を実感させる指導。

~小集団学習を効果的に活用する~
① 日頃から演習問題等でグループ学習を行い、教え合い・学び合いの場を提供する。
（主体的で対話的な学習、生徒の関係性を意識した学習集団の構築）
＜評価＞小テスト等により、学習内容の定着をはかる。
② 「内容のまとまり」や単元のまとめの時間を利用して、課題探求学習の時間としてグル
ープでの共同学習を行う。
「日常生活や社会の事象」「数学にかかわる事象」について、数
学的活動を通して、数学の楽しさやよさを実感する。
・②の学習について振り返りの場面を設定する。
「自分の取組の様子」
「人の意見を聞い
てどうだったか」など、共同学習を意識した振り返りを入れる。
・個人→集団→個人の学習を意識し、③の振り返りを生徒だけでなく教師の授業改善へ
とつなげる。
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３．授業におけるアイデア例
アイデア① 数学的な概念の一般化や拡張，技能の活用へつながる指導
＜目標＞
例１

数学的な概念や技能について理解し，様々な事象にあてはめて考えることができる。
（第１学年 「４章 比例と反比例」）

次のような３つの文章があります。(1)、(2)、(3)の２つの空らんについて、それぞれ関数
関係にあるといえますか。理由も考え、話し合ってみましょう。

(1)

110 円の飲料を（ア）本買ったときの代金を（イ）円とする。

(2)

（ウ）歳の人の靴のサイズを（エ）cm とする。

(3)

自然数（オ）と５の最小公倍数を（カ）とする。

解説

２つの変数について、互いに関数関係があるか考え、関数の概念を形成する問題。具体的に

数値を入れながら、関数の定義に照らし合わせ、関数関係があることを見いだす必要がある。自分
の考えをまとめ、お互いに説明しあうなどの学習を通して、主体的に関数概念を獲得したい。
また、
（ア）→（イ）だけでなく（イ）→（ア）についても考えたい。
予想される生徒の反応例
①について
②について
③について

○本数が決まると代金も決まるから、イはアの関数
○代金が決まると本数が決まるから、アはイの関数
○年齢が同じでも靴のサイズが同じとは限らない。逆も同じ。
よって、ウとエは互いに関数でない。
○自然数が決まると最小公倍数は決まるから、カはオの関数。
●最小公倍数が決まると自然数は決まるからオはカの関数。
→反例 最小公倍数：20、自然数は 5 または 20
○最小公倍数が決まっても、自然数は１つに決まらない。オは
カの関数ではない。

発展２つの変数について、関数である・関数でない事例を挙げてみよう。

上記の問題は、「StudyaidD.B. 中学数学 2018 データベース」ソフト内に収録されて
いるものを利用しました。（授業プリント例集 中学校 数学１ P36）その他、授業アイ
デアが多くありますのでぜひご活用下さい。（数学プリント例集１～３を各校に送付済み）
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身近な題材について、比例（反比例 他）の関係を見いだして、次のことができるか
どうかをみる。（関数の概念）
⇒与えられた条件から、比例（反比例他）の関係を見つけて数式的に解釈すること。
⇒比例の式等を活用して身近な関係を考察し、論理的に説明すること。
＜１年生 比例・反比例の利用＞ ＜２年生 一次関数の利用＞
＜３年生関数 y=ax2 の利用，色々な関数＞

アイデア② 図形の証明を多面的に活用する指導
＜目標＞ 図形に関する証明問題について、条件の一部を変えることで新しい性質を発見したり、
結論の真偽を意識し、条件の違いについて考察したりしながら証明問題に取り組むことができる。
（第２学年 「５章 三角形・四角形」）
例２

線分 AB 上に点 C をとり、AC、CB を

それぞれ１辺とする正三角形△ACD、
△BCE を AB の同じ側につくると、
AE＝DB
である。
(1) 次の空らんを埋めて、上の問題の証明を完成しましょう。
証明

△ACE と△DCB で、
△ACD は正三角形だから、
AC＝DC …①
△BCE も
だから、
CE＝
…②
正三角形の１つの内角は 60°だから、∠ACD＝∠
…③
③の両辺に∠DCE を加えると、
∠ACE＝∠
…④
①、②、④から、２組の辺とその間の角が、それぞれ等しいので、
△ACE≡△DCB
よって、
AE＝DB （結論）

(2) 点 C について、
「線分 AB 上にある」を
「線分 AB 上にない」に変えたとき、
AE＝DB が成り立つかどうか考えましょう。
解説・(1)の証明を理解し、条件が変わっても同じ証明が成り立つかどうかを考える。
常に成り立つとは限らないことを示すために反例をあげて確認する場面を設定する。
・条件を変えながら証明を考えることによって、その結論が成り立つための条件は何かを考え、見
いだした性質をもとに事柄を説明する場面を設定することが大切である。
予想される生徒の反応例
∠DCE の角度が変化するものの証明には影響がないため成り立つ。
発展 (2)以外に、「△ACD、△BCE は正三角形である。」「点 D、E は直線 AB の同じ側にある。」
という条件をいろいろと変えて、新しい問題を作り、AE＝DB が成り立つかどうかを考えましょう。

予想される生徒の反応例
○「正三角形である。」を「正方形である。」に変える。
●「点 D、E は直線 AB の同じ側にない。」に変える。
→点 C が線分 AB（もしくは DE）上にある場合のみ成り立つ。
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アイデア③ 資料の活用では，考察や分析の場面を重視する指導
＜目標＞ 箱ひげ図を使って分布を比較し、それらの特徴を踏まえた上で、分かることを話し合い、
分析・考察・判断する力を身につける。（第２学年 「７章 データの分布」）
例３

箱ひげ図をかいて比べて見よう。

※2020 年度 移行措置

A、B、C の３人で 10 点満点のダーツ（的当て）のゲームを 10 回ずつ行った。
下の表は、A、B、C の３人のゲームの結果です。
回
Aの得点
Bの得点
Cの得点

1
5
2
4

2
4
8
8

3
7
6
5

4
5
9
3

5
7
6
9

6
4
5
7

7
6
9
9

8
8
3
4

9
7
3
5

10
7
8
5

また，次のヒストグラムは，３人の得点の分布を表します。
(1) （上の表から）下のヒストグラムを見て、わかることは何ですか。

予想される生徒の反応例
○A の最頻値が 7 である。B は 2～9 に散らばっている。
○A の平均は 6.0、B、C の平均は 5.9 である。など
(2) A、B、C の結果について箱ひげ図をかいてみよう。また、２つの箱ひげ図を比べてわかる特
徴や傾向を挙げてみよう。
A,B,C 3人のダーツ結果（箱ひげ図）

箱ひげ図は、
複数のデータ
比較に有効

「分析から考察へ」つな
げていくことが大切
Aの得点

Bの得点

Cの得点

(3) 「B が一番成績がよい」という分析は正しいといえるでしょうか。特徴や傾向をふまえて分析・
考察を行い、班で意見をまとめてみましょう。
予想される生徒の反応例
＜特徴・傾向＞
＜分析・考察＞

○中央値は A が一番高い。A の方が最大値、最小値の差が少ない。
○A より B、C のほうがリスクは高いが、高得点ができる。
○B、C の方がちらばりが大きく、A の方が低い点のリスクが少ない。

解説・事象について、批判的・多面的に考察し判断する機会を設ける。
・
（箱ひげ図を比較して）特徴や傾向をとらえることと、分析・考察することを分け、段階的
に考える必要がある。（分析・考察のために利用する。）
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10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

理科

中学校

１．調査結果から見る課題
(1) 基礎的な知識や基本的な技能の定着に課題が見られる。
(2) 見通しを持って観察実験を行うことや実験結果を適切に整理・分析すること、科学的に考察を行
い説明することなどに課題が見られる。
(3) 日常生活への関連や理科を学ぶことの有用感に課題が見られる。

２．改善のための最重点項目（指導の工夫・改善のポイント）
(1) 基本的な観察実験の技能については、全員が習得できるよう、理科室を積極的に利用して指導を
はかる。また，振り返りの場面を設定したり、家庭学習や放課後学習の機会を設定したりして、
基礎的な知識の定着をはかる。

⇒ 学習支援ツールの活用による知識の定着と継続的な指導による観察実験の技能の定着
(2) 実験の結果から法則性を見いだすために、グラフ化などの科学的なデータ処理を身に付けるよう
指導する。また、作図やモデル化の指導を通して、不可視の概念を可視化できるよう繰り返し指
導する。結果の考察のみならず、仮説の立て方や観察実験条件の制御など、探究の過程を重視し
た観察実験を行う場面を設定する。

⇒

探究の過程を重視した観察実験の展開と結果の分析・考察の実施

(3) 学習する内容が、既習事項（学校・学年段階，他教科）とどのようにつながっているか、また日
常生活や社会の中でどのようにつながっているかを指導する場面を積極的に設定する。また、理
科を学ぶことの有用感を高めるため、学習内容に関わる知識や技能が、科学技術の歴史や先端科
学技術にどのようにつながっているかを示す場面を意識的に設定する。

⇒

授業時に内容の広がりやつながりを意識した指導の実施

３．授業におけるアイデア例
アイデア①継続的な指導による観察実験の技能の定着と学習支援ツールの活用による知識の定着
【技能の定着】・・・全生徒に身に付けさせたい観察実験操作の技能
→ 観察実験の場面で，輪番制にしたりパフォーマンステストを実施したりする。
学年 全生徒に身に付けさせる観察実験操作の技能〔指導内容〕
（教科書のページ）
１年

２年
３年

スケッチの仕方（ｐ6）、観察レポートの作り方（ｐ6）、ルーペの使い方（ｐ12）
双眼実体顕微鏡の使い方（ｐ12）、顕微鏡の使い方（ｐ13）、プレパラートの作り方（ｐ13）
火山灰にふくまれる鉱物の観察（ｐ76）、ガラス器具の扱い方（ｐ114）、薬品のとり方（ｐ115）
ガスバーナーの使い方（ｐ116-117）、気をつけたい実験操作（ｐ118-119）
電子てんびんの使い方・上皿てんびんの使い方・メスシリンダーの使い方（ｐ132）
ろ過の仕方（ｐ152）、温度計の目盛りの読み方（ｐ162）
乾湿計の使い方（ｐ87）、電気分解装置の使い方（ｐ134）
電流計の使い方（ｐ191）、電圧計の使い方（ｐ195）、電源装置の使い方（ｐ200）
記録タイマーの使い方（ｐ157）
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【知識の定着】・・・
学習支援ツール（「みんな
の学習クラブ」）の活用
・家庭学習や放課後
学習等での反復学
習による弱点補強
と定着
・前時の学習内容の
定着をはかるため
の振り返りテスト
（小テストや単元
テスト）の実施

アイデア②探究の過程を重視した観察実験の展開と結果の分析・考察の実施
【探究の過程を重視した授業の展開】

※2「見通し」と「振り返り」は、学習過程全体を通してのみならず、必要に応じて、それぞれの学習過程で行うことも重要である。
※3 全ての学習過程においては、今までに身に付けた資料・能力や既習の知識・技能を活用する力が求められる。
※4 意見交換や議論の際には、あらかじめ個人で考えることが重要である。また、他者とのかかわりの中で自分の考えをより妥当
なものにする力が求められる。
※5 単元内容や題材の関係で観察・実験が扱えない場合も、調査して論理的に検討を行うなど、探究の過程を経ることが重要である。
※6 自然事象には、日常生活に見られる事象も含まれる。
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※1 探究の過程は，必ずしも一方向の流れではない。また、授業ではその過程の一部を扱ってもよい。

【探究の過程を重視した授業実践

板書と連動した理科ノートの例】

（沖縄県教育委員会）

板書と連動した理科ノートの例

正対

（平成 31 年度版「問い」が生まれる授業サポートガイド） https://www.pref.okinawa.jp/edu/gimu/gakuryoku/toisapo/toisapo.html

【観察実験における条件制御 （仮説の立て方）】
４Qｓ（The Four Question Strategy）を活用した仮説の立て方（上越教育大 小林辰至教授）

① STEP１は与えられた課題の表記から、変化する事象を従属変数として簡潔に記述する。
② STEP２は従属変数に影響をおよぼす独立変数を考えさせる。
③ STEP３はSTEP２で挙げた独立変数を実験条件として、どのように変化させるのかを考えさせる。
④ STEP４はSTEP１で挙げた従属変数を数量としてあらわす方法、つまり測定方法を考えて記入させる。
⑤ 最後にSTEP３とSTEP４とを関連付けて、例えば「…すれば、…は…になる。」というような表現で仮
説を文で記述させる。
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【 グ ラ フのか き 方 の指導 】
・・・教科書を用いてグラフのかき方を指導し、マイノートや実験カード（１
年教科書 ｐ164・212）を活用して反復練習を行うことで定着をはかる。

・・・平成 30 年度及び平成 27 年度の「全国学力・学習状況調査の結
【 授 業 アイデ ア 例 を活用 し た 授業改 善 】
果を踏まえた授業アイデア例（中学校）」（国立教育政策研究所）を活用して、授業改善に取り組む。
→すべてを実施することが目的ではなく、授業改善に取り組む際の手立てとして活用する。

中 学 校理 科

（平成 30 年度中学校理科）http://www.nier.go.jp/jugyourei/h30/idea-06.html
（平成 27 年度中学校理科）http://www.nier.go.jp/jugyourei/h27/idea-06.html
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【授業展開例

（３年生

電池の単元を例に）
】
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アイデア③授業時に内容の広がりやつながりを意識した指導の実施
【副読本（Science & Technology in Kobe）を活用した学習の広がり】・・・関連分野の学習時に、授業等で活用する。
テーマ名
学年
領域（分野）
神戸医療産業都市

2･3

生命

「生きている」仕組みをひも解く：発生・誕生から老化まで

３

生命

スーパーコンピューターと「計算の計算による計算のための科学」

全

広領域

腸内フローラって何？

2･3

生命

世界中のアスリートのために

1･3

ｴﾈﾙｷﾞｰ

最も身近な金属

1･2

粒子

電車の自動運転（ポートライナー）

３

ｴﾈﾙｷﾞｰ

暮らしを支える「金網」のウンチク話

３

科学技術

ゴム，ウレタン，プラスチックの話

３

科学技術

こうべバイオガス

３

環境

地震に備える

１

地球

防災情報システム

１

地球

大雨への備え～ナウキャスト情報と危険度分布～

２

地球

賢い医療用新素材・ハイドロゲル

３

生命

宇宙からの電力

３

地球

身近な音について考えよう

１

ｴﾈﾙｷﾞｰ

血液検査の目的・検査の方法（令和２年度副読本より新規）

２

生命

「より豊かで安心・安全な未来型 ICT 社会の実現を目指して」

全

広領域

【教科書を活用した学習の広がり】
・・・教科書の各マークを参照
学年内・学年間のつながり
日常生活や社会とのつながり
「ふり返り」
「つながるページ」
「日本の技」
「伝統文化」
「校外施設」
「部活ラボ」
「科学偉人伝」「先人の知恵袋」
他教科とのつながり
「はたらく人に聞いてみよう」
「○○と関連」

４．その他
生徒の学びの質を高め，「資質・能力」を育成するために

60

中 学 校理 科

（１）「指導と評価の一体化」
“生徒の学習改善につながる評価の実施”と“評価（調査結果）に基づいた指導の改善”
（２）「カリキュラム・マネジメントの確立」
①生徒の実態に応じた指導を実施する…定着に課題が見られる項目は繰り返し指導を行う等、教
育内容や時間の適切な配分を行う。
②日常生活や他教科との関連を図る……学習の定着を図り、内容の理解を深めるために、他教科と
関連する内容や学習時期を把握し、教職員間で相互に連携
しながら、学習内容や系統性に留意し、学習活動を進める。
③校内外の人的・物的資源を活用する…教職員間や地域との連携、外部施設や人材の活用等を指導
計画に位置付けることは学習活動を進める上で効果的で
あり、生徒の実感を伴った理解を図ることができる。
（３）「主体的・対話的で深い学び」
「主体的・対話的で深い学び」の視点に立った授業改善を行うことで、学習内容を深く理解し、
資質・能力を身に付け、能動的に学び続けるようにする。
※ 本アイデア版（中学校理科）については、授業改善に活用できる「ツール」を紹介しています。
必要に応じて活用し、生徒の学びの質を高め、「資質・能力」の育成を図ってください。

英語

中学校

１．調査結果から見る課題
・「聞くこと」「読むこと」
必要な情報を抜き出す、聞き取ったり読み取ったりした情報をもとに考えて答えを引き出す、複数
の情報を統合して答えを引き出すといったことには対応できていない面がある。どんな情報を得る
べきか目的を持って文章を聞いたり読んだりすることにより、要点を把握する力をつけるよう指導
の工夫を行う必要がある。
・「書くこと」
語彙や語法等の言語材料の定着を図りながら、聞いたり、読んだりしたことについて話す、書くな
ど、４技能（５領域）の統合を意識した言語活動を充実させた授業を行う必要がある。インプット
とアウトプットの行き交う授業を展開し、学習事項を、使用場面を設定した言語活動で繰り返し使
用することで定着を図る必要がある。

・
「話すこと」
情報や考えなどを即興でやり取りしたり、相手の発話の内容を踏まえて、それに関連した質問
や意見を述べたりすることに課題がある。また、与えられたテーマについて考えを整理し、ま
とまりのある内容を話すことに課題がある。

２．改善のための最重点項目（指導の工夫・改善のポイント）
・「聞くこと」
目的・場面・状況に応じて、どのような内容を聞き取るべきか、考えながら聞き取ることができる
ようになるための指導の工夫を行う。
・「読むこと」
まとまりのある文章を読んで、説明文の大切な部分を理解する力、書き手の一番伝えたいことを読
み取る力を身に付けるための指導の工夫を行う。
・「書くこと」
自分の考えや気持ちなどを正しく伝えるために、正確に文を書くことができるようになるための指
導の工夫を行う。
・「話すこと」
情報や考えを即座にやり取りしたり、相手の発話の内容を踏まえてそれに関連した質問や意見を述
べたりして、会話を継続させる力を身に付けるための指導の工夫を行う。

４技能（５領域）の統合を意識した言語活動を充実させた授業を行う
授業そのものを英語を使った実際のコミュニケーションの場とする
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３．授業におけるアイデア例
アイデア① 「言語活動→指導」の一例：全体指導の場面での、教師と生徒との対話
【ねらい】 ・質問をしたり、質問に応答することで対話を展開させる。
・質問に答える際に、自分の考えや意見を述べて対話を発展させる。
・間違うことを恐れず、積極的にやり取りしながら会話を継続させる。
（T=教師、S=生徒）
T
I live in Suma. I come to school by train. Where do you live, S1?
S1

I live in Sumiyoshi station.

T

I live NEAR Suma park. You live･･･?

S1

I live near Sumiyoshi station.

T

S2

教師自身が感
想や意見を述
べ、対話を発展
させる姿を示
す②

例を示し、正確さ
の指導をする①

Great! You live near Sumiyoshi station. There are many nice shops around Sumiyoshi station.
How about you S2?
随所で褒めの声掛け（ただし、会話を止めることにならないように）③
Where do you live?
I live near ABC park.

他の生徒へも会話をつなぐ④

クラス全体に呼びかけ⑤

T

Do you? I sometimes go to ABC park. I like visiting there very much. Who lives near ABC park?
（挙手のジェスチャー）Wow, so many!
How do you come to school, S2?
ジェスチャーを使い、既
S2 歩き！
習表現を引き出す⑥
T

I see. You（歩く動作をして）･･･?

S2

I walk school.

T

Oh, you walk to school. That’s nice.
How do you come to school, S3?

S3

I come to school by bus.

T

Is that so?

to school に修正 ただし、発話
は無理強いしない⑦

他の生徒へも会話をつなぐ④

Everyone, how do you come to school?

クラス全体に呼びかけ⑤
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～指導のポイント～
・学習事項を、使用場面を設定した言語活動で繰り返し使用することで定着を図る授業を展開する
・正確さを求めすぎないようにすることが指導上大切 ⑦
・正確さを「求めすぎない」ことと「求めない」こととは違う ①⑥⑦
・「言語活動を通して指導する授業」においては、言語活動の後に行う指導が重要 ①③⑥⑦
・教師自身が対話を展開させる姿を示す ②③④⑤
・クラス全体への指導であることに留意する ④⑤
・「何を」「いつ」「どのように」「どれ程」指導するか指導観をしっかりと持つことが必要
・一人ひとりの生徒に応じて、具体的なヒントを与えるか、示唆的なヒントを与えるかなど、支援
の方法を工夫することが大事

アイデア② 「会話を広げよう」指導の一例
【ねらい】 ・どうすれば会話を継続させることができるかに気付く。
・コミュニケーションを継続させ、楽しむ姿勢を育む。
（１）クラス全体で、次の 2 つの対話をそれぞれ提示し、対話Ａと対話Ｂの違いに気付かせる。
対話Ａ
対話Ｂ
A: Do you like soccer?
B: No, I don’t.
A:
?
B: I like baseball.
A: I like baseball too.

A: Do you like soccer?
B: No, I don’t.
A: I see.

?

①対話Ａのやり取りを示し、感想を述べさせる。
②対話Ｂの空所に入れるのに適当な表現を考えさせる。
③なぜ対話Ａはやり取りがすぐ終了し、対話Ｂはやり取りが継続するのかを考えさせ、意見を述べ
させる。
④ペアで対話Ｂをロールプレイさせる。
（２）対話において、つなぎことば、相づち、質問等をすることによって会話が広がることに気付かせ
た後、役立つ表現を指導する。
(NEW CROWN New Edition2 p.48 より)
つなぎことば：Well, / Let’s see, / Let me see. / Ah, / Uh, / I mean, / You know,
相づち：
Me too. / Oh, yes. / Really? / Wow! / Oh, no! / Cool! /
That’s a good idea. / Is that so? / I didn’t know that. / I think so too. / How
exciting!
質問：
Do you often go to the shop? / Is it in front of the station? /
What kind of curry do you like? / Do you know any other shops?
（３）グループで会話の流れを考えさせる。
①「～会話を広げるコツ～」を示す。
対話Ｃ
②対話Ｃの会話のどの部分がコツに
相当するか考えさせる。
A : Do you like soccer?
③対話Ｃの会話がどのように続くか
B: No, I don’t. But I like baseball.
考えさせる。
A: Really? Do you like playing baseball or
④完成させた対話Ｃのやり取りを練
watching games?
習させた後、発表させる。
B: I like both. How about you?
A: I don’t play baseball, but I like watching
baseball games. ABC is my favorite
～会話を広げるコツ～
team. I often watch their games on TV.
例えば･･･
B:
A: 質問する
A:
B: 答える+自分の意見を加える
B:
A: 反応する+関連する質問をする
A:
B: 答える+相手の意見をたずねる
A:自分の意見を言う+他の情報を付
け加える

～

（４）ペアで“Do you like ～ ?”で始まる会話を 1 分間自由に続けさせる。
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アイデア③ 「適切に応じるために聞く」指導の一例
【ねらい】 ・聞いた内容について適切に応じ、即時に話したり書いたりして自分の考えや意見を伝える。
学習の流れ
① 聞く目的を把握する
・日常的な話題や社会的な話題について、聞かせる前に聞いた後に何をすべきかを明確にさせる。
・この段階で、生徒とのやり取りを通して、聞く内容に関する情報を示せるとよい。
② 内容を聞く
・1 回聞き、情報を把握するよう促す。
③ 情報を整理する
・ペアやグループで、短時間で聞き取った内容を確認させる。その際、主な意見をクラス全体で共
有するために提示し、考えを深めさせるとよい。
④ 再度聞く
・2 度目の聞き取りは、生徒同士で話し合った内容が、正しいかどうかを確認するために聞かせる。
生徒の実態に応じて、途中で区切ったり、ヒントを与えたりしながら聞かせてもよい。
⑤ 聞いて得た情報を基に、既習事項を活用して自分の考えや意見を書く
・日常的な話題については、事実や自分の考え、気持ちなどを整理し、まとまりのある文章を書か
せ、また、社会的な話題については、考えたことや感じたこと、その理由などを書かせて、コミ
ュニケーション力の向上を図る。
・生徒が書いた内容についてのフィードバックを、教師や ALT がコメント等の形で与える。また、
生徒自らが文章のエラーに気付いて訂正できるようヒントを与え、学習意欲の向上につなげる。
～指導のポイント～
・聞いた後に何をしなければならないか、目的をもって聞くことを日常的に繰り返す。
・できるだけ 1 回で聞き取れるように指導する。
・適切に応じるために英語を聞き、内容を理解する活動を繰り返す。生徒の実態に応じて、指導上の
支援を減らしていき、最終的には、聞いてすぐ話したり、書いたりすることができる姿を目指す。

アイデア④ 「書き手の伝えたいことを読み取る」指導の一例
【ねらい】 ・まとまりのある文を読んで、書き手の一番伝えたいことを読み取る。
学習の流れ
① おおまかな内容をとらえるために黙読する
・どのような内容が書かれているかを把握させる。
② 大切な内容をとらえるために再度黙読する
・書き手が伝えたいことは何かを把握させるため、大事だと思う文に線を引かせる等して読ませる。
③ 読んで得た情報について確認する
・グループで大事だと思うところをお互いに確認させる。その際、なぜ大事だと思うか、その理由
も共有させる。その後、クラス全体で主な意見を共有させる。
④ 得るべき情報について検討する
・クラス全体で共有した大事だと思う文について検討させ、一番大事な文を選ばせる。また、その
理由を共有させる。
⑤ 教師が内容についての説明、まとめを行う
・一文ずつ解説しながら理解させるのではなく、生徒の活動を引き出しながら指導する。
～指導のポイント～
・一語一句の意味理解のみにとらわれることなく、話の全体像をつかむことができるような活動の工
夫を行う。
・読む内容に応じて、読むための手がかりとなる表現や語彙、文構造について提示する工夫を行う。
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参照：平成 31 年度全国学力・学習状況調査の結果を踏まえた授業アイディア例中学校（国立教育政策研究所教育課程研究センター）

〔Ⅸ〕授業改善に関するサポート (1)学習支援ツール
学校のパソコンを使ってインターネットにアクセスし、学習プリントの作成
やアニメーション解説を利用することができる。

マウス操作でプリントをつくる
○ 主な機能

算数・数学
基礎トレーニングプリント

漢字

用例プリント
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プログラミング教育との連携を検討中
○スクラッチ
・スクラッチのホームページへのリンク
・使い方動画の掲載
○その他
・神戸に即したプログラミング的思考を育む問題の搭載
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〔Ⅸ〕授業改善に関するサポート (2)ICT 活用
★

ICT の活用で授業改善に役立てましょう！！
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ICT 活用例
発
話

情報
提示

焦
点
化

板書
併用

令和元年度

全国調査（学校質問紙から）

教員が大型定時装置（プロジェクター、電子黒板など）などの ICT を活用する
学習活動を，１クラス当たりどの程度行いましたか。
ほぼ毎日

小６

0%
神戸市
兵庫県
全国（公立）

中３

神戸市
兵庫県
全国（公立）

週1回以上

20%
20.6

月１回以上

40%

月1回未満

その他・無回答
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37.0

80%

100%

27.9

36.4
37.1

44.4
43.7

37.6
45.0
43.3

47.1
40.3
37.5

68

14.5
14.6
14.6

4.6
4.4

11.8
3.5
11.8
2.6
12.9
6.2

〔Ⅸ〕授業改善に関するサポート (3)授業動画
１．学校イントラページ（http://intra2.sch.ed.city.kobe.jp/top2/）を立ち上げる

２．「授業動画配信」
をクリック

３．「29 年度動画配信」
の「幼稚 5 歳 前半」を
クリック

４．再生ボタンをクリック
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平成
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