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知識・技能を活用する学習活動について

「活用」する学習活動の重要性「活用」する学習活動の重要性「活用」する学習活動の重要性Ⅰ
1　学力をめぐる背景
知識・技能を活用する学習活動（以下「活用」という）を考えるにあたっては、まず、学力をめぐって「活
用」が重視されてきた背景に目を向ける必要があります。学力問題として「活用」を提起したものとしては、
ＯＥＣＤ（経済協力開発機構）のＰＩＳＡ調査（2003年）があげられます。その調査結果からは、次のような
課題が指摘されました。

2　新教育課程の方針と「活用」する学習活動の実際
平成20年3月、60年ぶりに改正された教育基本法を踏まえ、「生きる力」の基本理念を継承し、知・徳・
体のバランスを重視した新学習指導要領が告示されました。『新学習指導要領解説　総則編』では、「生き
る力」をはぐくむ教育を展開する際に、指導の充実をバランスよく図ることを学校教育に求めています。

また、『新学習指導要領解説　総則編』では、上記の①、②の学習活動について、次のように示しています。

我が国の児童生徒については、思考力・判断力・表現力等を問う読解力や記述式問題、知識・技能を活

用する問題に課題が見られる。

このような我が国の児童生徒の課題を踏まえ、中央教育審議会答申（H20.1月）では、「21世紀は、新しい知
識・情報・技術が政治・経済・文化をはじめ社会のあらゆる領域での活動の基盤として飛躍的に重要性を増す、
いわゆる『知識基盤社会』の時代である」とし、「知識基盤社会」に必要な学力や、これまでその定義が常に議
論されてきた「学力の重要な要素」が以下のように示されました。

■ＰＩＳＡ調査で見られた課題

①基礎的・基本的な知識・技能の習得　　　　　　②思考力・判断力・表現力等の育成
③学習意欲の向上や学習習慣の確立　　　　　　　④豊かな心や健やかな体の育成

■学校教育に求められるバランス

各教科では、基礎的・基本的な知識・技能を習得しつつ、観察・実験をし、その結果をもとにレポート

を作成する、文章や資料を読んだ上で、知識や経験に照らして自分の考えをまとめて論述するといったそ

れぞれの教科の知識・技能の活用を図る学習活動を行い、それを総合的な学習の時間を中心に行われてい

る教科等を横断した課題解決的な学習や探究活動へと発展させることが重要である。

■「習得・活用・探究」の学習活動

○基礎的・基本的な知識・技能の習得

○知識・技能を活用して課題を解決するため

に必要な思考力・判断力・表現力等

○学習意欲

■学力の重要な要素

基礎的・基本的な知識・技能の習得とこれらを活用

する思考力・判断力・表現力等をいわば車の両輪とし

て相互に関連させながら伸ばしていくことが求められ、

このことは「知識基盤社会」の時代にあってますます

重要となる。

■「知識基盤社会」に必要な学力
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「活用」する学習活動で「活用」する学習活動で
　　　育てる資質・能力　　　育てる資質・能力
「活用」する学習活動で
　　　育てる資質・能力

Ⅱ

本県では、「基礎学力向上推進委員会」を設け、全国学力・学習状況調査の分析結果をリーフレットにまとめ
ました。教科・学年ごとの学力の定着状況については、平成19・20年度ともに、「Ｂ：主として活用に関する
問題」（以下、B：活用）に課題が見られました。また、平成20年度の「Ｂ：活用」と児童生徒質問紙とのクロ
ス分析の結果、自分の考えの理由がわかるように気を付けて書いている児童生徒や、学習したことを普段の生活
で活用できないか考えている児童生徒ほど、平均正答率が高い傾向が見られました。

①「基礎的・基本的な知識・技能」及び「思考力・判断力・表現力等」は子どもに身に付けさせるもの、

「習得・活用・探究」はそのための学習活動の類型を示したものである。

②各教科では、基礎的・基本的な知識・技能を「習得」するとともに、観察・実験をしてその結果をもと

にレポートを作成する、文章や資料を読んだ上で知識や経験に照らして自分の考えをまとめて論述する

といったそれぞれの教科の知識・技能を「活用」する学習活動を行う。それを総合的な学習の時間等に

おける教科等を横断した問題解決的な学習や「探究」活動へと発展させる。

③これらの学習活動は相互に関連し合っており、截然と分類されるものではない。

④各教科での「習得」や「活用」、総合的な学習の時間を中心とした「探究」は決して一つの方向で進む

だけではない（「習得→活用→探究」の一方通行ではない）。

⑤これらの学習の基盤となるのは言語に関する能力であり、そのために各教科等で言語活動を充実。

ここで示されているように、「活用」は学習活動の類型を表しています。大切なことは、そのような類型の学
習活動において、「基礎的・基本的な知識・技能をどのように活用すると、どのような思考力、判断力、表現力

の育成につながるのか」を考えて授業づくりを行うことです。

これらの「習得・活用・探究」の学習活動をどのようにとらえるのか、また、「基礎的・基本的な知識・技
能」や「思考力・判断力・表現力等」との関係はどのように考えればよいのかということについて、文部科学省
は、『小・中学校新学習指導要領Ｑ＆Ａ（H20.12月）で以下の5つのポイントを示しています。

■「習得・活用・探究」の学習活動のポイント

（グラフ内数値は平均正答率）
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設問

算数・数学の授業で学習した
ことを普段の生活の中で活用
できないか考えますか。

設問

国語の授業で自分の考えを書
くとき，考えの理由が分かる
ように気を付けて書いていま
すか。

【平成20年度全国学力・学習状況調査結果（平成20年12月　兵庫県教育委員会）】



「活用」する学習活動の創造「活用」する学習活動の創造「活用」する学習活動の創造Ⅲ

こうしたことから、「活用」する学習活動を一層充実させ、基礎的・基本的な知識・技能を活用することに
よってはぐくまれる思考力、判断力、表現力の中で、特に次のような資質・能力を育てる必要があります。また、
これらの資質・能力は、全国学力・学習状況調査の対象となった国語、算数・数学だけではなく、すべての教科
等で育てることが大切です。

○情報を正しく読み取る力　　　　○情報を分析・解釈し、まとめる力

○筋道立てて説明・論述する力　　○生活場面で応用する力

「活用」する学習活動で特に育てるべき資質・能力を、授業で育成するためには、「どのように学習活動を工
夫すればよいのか」ということを具体的に考えることが大切です。
本県では、全国学力・学習状況調査の結果（平成19年度）から分析される「Ｂ：活用」の課題に対応して、以
下のような学習活動を提案しています。

本書では、これらの学習活動をそれぞれテーマとして、その具体的な事例を示しています。
実際の指導に当たっては、「活用」する学習活動を意義あるものにするために、次の点に留意しながら授業づ
くりを行うことが大切です。

■「活用」する学習活動で特に育てる資質・能力

○知識・技能を「何のために」「何を」「どのように」活用するのかを意図する。

○児童生徒に知識・技能を活用することのよさを意識化させる。

①司会の能力を高める学習活動

②キーワードに着目し、理由や根拠を踏まえて記述する学習活動　

③字数や表現様式などの条件に応じて書く力を高める学習活動　

④複数の文章や資料を比較・吟味する学習活動　

■授業づくりの留意点

小学校国語の課題に対する学習活動の工夫

①自分の考えを相手に効果的に伝わるように書く学習活動　

②複数の資料を比較し、目的に応じて情報を活用する学習活動

③読み比べすることにより共通点や相違点に気付く学習活動

④作品の展開や心情の変化に着目しながら音読や朗読をする学習活動

中学校国語の課題に対する学習活動の工夫

①情報過多の問題を提起し、必要な情報を選択する学習活動

②他教科と関連した学習活動　

③学んだことを日常事象に活用する学習活動　

④式や図、文章により筋道を立てて説明する学習活動

小学校算数の課題に対する学習活動の工夫

①文字式を利用する良さを感得させる学習活動　

②数学的に表現したり日常的・社会的現象へ活用する学習活動　

③証明の意義を理解させ、相互に検討し合う学習活動　

④式・表・グラフのつながりを重視したり、説明する学習活動

中学校数学の課題に対する学習活動の工夫
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①　単元名・学年　司会者の役割を考えよう　6年 （学級討論会をしよう 〔教科書教材〕）  

④　展開例　（全6時間の第3・4時） 

②　学習活動のねらい 　
・司会者として場面に合った発言や進行方法を考えることができる。
・司会のポイントを活用して、目的に応じた話し合いをすることができる。  

③　学習活動の計画   
・模擬討論会の原稿を作成する。（1時間）
・教科書付属学習用ＣＤの討論会を聞き、気付いたことをまとめる。（1時間）
・話し合いによって、進行表をさらによりよいものにする。（2時間）
・討論会をする。（2時間） 

6

[司会者] 

評価の
観点  

●討論会での司会の仕方が分かり、場面に合った司会者の発言を考えることができる。 

【小学校国語】司会の能力を高める学習活動 

■ テーマについて ■
○司会の能力を高めるためには、次のような力を身
に付けさせる必要がある。
・話し合いの目的を考え、話したり聞いたりする力
・発言者の意図や理由を聞き分ける力
・意見を整理・要約する力      

■ 指導のポイント ■
○予想される問題点に対しての司会の発言内容や、
これまでの経験で学んだ司会のポイントなどをマ
ニュアルに書き込む。
○マニュアルを自分なりのポイント集として活用で
きるようにする。 

1　本単元の概要 

学習活動の概要  指導上の留意点 

◎学習用ＣＤを聞いて、気付いた
ことや話し合ったことを司会進
行マニュアルに書き込ませ、児
童なりの司会進行表を作成し
ていくことを伝える。
◎「話し合いの参考となるよう
に、質疑応答の場を活発にし
ようとしている言葉」や、「質
問を要約して言い直しをしてい
る司会者の発言」のヒントカー
ドを提示する。

◎「学級文庫の役割を考える」と
「学級文庫は、何のためにある
のか」を対比し、質問の意図を
はっきりさせて答えやすくして
いるということに気付かせる。 

◎書き加えたマニュアルを読むこ
とによって学習の成果を確認
させる。

１　学習用ＣＤを聞いて気付いたことを司会

進行マニュアルに付け加える。

①開会、役割の紹介
②話題の確認と会の流れの説明
③初めの主張
（肯定グループ、否定グループ）
④質問と答え 

２　出来上がった進行表の確認をする。

⑤最後の主張
（否定グループ、肯定グループ）
⑥判定
⑦結果の報告と閉会 

はい。肯定グループの人に質問します。主張では、
まん画を置くと、楽しい学級文庫になって、利用す
る人が増えるということですね。学級文庫の役割
を考えると、楽しいだけのまん画はよくないと思
います。どうですか。 

学級文庫は、何のためにあるのか。ということ
ですが、肯定グループの人、だれか答えてくだ
さい。 

ここで活用する

知識・技能

●自分 の立 場 や意 図を

はっきりさせて話すこと

●話し手の意図をつかん

で聞くこと

●意見や質問の要約をす

ること

●メモをとること

●計画的に話し合うこと
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２　学習活動の活動（「司会進行マニュアル」の活用） 

【司会進行マニュアル】 

  

 
 

討論会の進め方について説明します。はじめに、肯

定グループ、否定グループが、それぞれ初めの主

張をします。次に、聞いている人が二つのグルー

プに質問をしてください。両方のグループの人は

質問に答えてください。その後、最後の主張をし

てもらいます。最後に、聞いている人に判定をし

てもらいます。時間は、その時にお知らせします。

 

肯定グループと否定グループの主張 
 
 

肯定グループの人は、付け加えの意見はありませ

んか。ほかに質問がある人は言ってください。時

間が来たので、これで終わります。 

次に、否定グループの主張について、質問してく

ださい。 

みなさんが納得できる主張は、どちらでしたか。

『 』についての自分の考えも言ってください。

 

 
 
 
聞く人の意見をまとめます。『   』については、

～という意見がありました。また、～という意見

もありました。（～が共通点で～が相違点だという

ことがわかりました。）これでまとめを終わりま

す。両方のグループに拍手をお願いします。 こ

れで、学級討論会を終わります。 

「これから、討論会を始めます。今日の司会は○

○がします。記録は、○○さんです。よろしく

お願いします。」 

今日の討論会の話題は、『  』です。 

ここに

着目着目!!!!着目!!
○司会の能力を高めるためには、「常に話し合いの目的を念頭に置いて話し聞く力」「発言者の意
図や理由を聞き分ける力」「意見を整理・要約する力」を身に付けさせることが大切である。
○「マニュアルの工夫」において示したように、実際にシミュレーションをして、予想される問題点
に対しての司会の発言内容やこれまでの経験で学んだ司会のポイントなどを書き入れる。
○マニュアルを自分なりのポイント集として活用できるようにする。 

児童の活動 活用のための
指導の視点 

【司会進行マニュアルの活用】
マニュアルをもとに司
会を行う。 

順番を表す言葉を使っ
て、短い文章によって討
論会の流れを説明する
と、聞く人も分かりやす
いことを意識させる。 

質問や意見を司会者が言
い換えることは、討論内
容が話題からそれないよ
うにするためである。機
会をとらえてそのことを
確認していく。 

討論会では結論を出さ
ず、両方の主張を聞いて
自分の考えを深めたり、
新しい解決方法を見付
けたりすることが重要
であることを押さえて
おく。

【学習用CDの活用】
学習用CDから学んだ
ことをもとに司会の進
め方を工夫する。

【司会進行マニュアルの活用】
司会として大切だと思
う箇所に線を引いたり
、付け加えたりする。 

【場を想定した発言例】 
これまでの司会の経験
から導き出した話型を
活用する。

・○○○について意見
を言ってください。   
・今は、○○について
話し合っています。
後で言ってください。 
・○○と△△の意見が
出ています。他にあ
りませんか。 

（二重線の下線部分）

（二重線の下線部分）

（実線の下線部分） 

（実線の下線部分） 

討論会においては、お互
いの考えを尊重したま
とめ方になるように配慮
する。 （実線の下線部分）



①　単元名・学年　段落のつながりを考えよう　4年（「かむ」ことの力　〔教科書教材〕）

④　展開例　（全6時間の第3時）

②　学習活動のねらい 
・キーワードを見つけるコツ（観点）を考えさせる。
・段落ごとに理由や根拠をもってキーワードを含む大切な文を見付ける。 

③　学習活動の計画   
・文章を読んで初めて知ったことや大切だと思ったことをまとめ、キーワードを設定する。（1時間）
・段落の相互関係を図式化して意味段落の見出しをまとめるなどして段落ごとに大切な文を見付ける。（4時間）
・キーワードを元にして文章の要旨を要約させる。（1時間）
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評価の
観点  

●キーワードを見つけるコツ（観点）を考えることができる。
●キーワードを活用して根拠を示しながら、大切な文を選び出すことができる。

【小学校国語】
キーワードに着目し、理由や根拠を踏まえて
記述する学習活動

■ テーマについて ■
○筆者の主張が、どのような理由や根拠によって論
証されているかをとらえさせる指導をしっかり行
う。そのためには、中学年において、キーワード
を見付け、書き出させる指導が大切である。
○前後の文脈を押さえるだけではなく、段落と段落
の相互関係などを踏まえて、キーワードを意識さ
せて大切な文を選ばせたい。

■ 指導のポイント ■
○形式段落の要点をとらえさせるために「キーワー
ド」を意識しながら大切な文を抜き出す。
○文脈と照らし合わせ言葉による理由・根拠を示し
ながら文を吟味する。

1　本単元の概要 

学習活動の概要  指導上の留意点 

◎「本文中に何度も出てくる言葉」「タ
イトルに関わる言葉」「主題を言い
換えた言葉」などに着目させる。

◎前時で確認したキーワードを意識さ
せることによって文章や段落につな
がりを意識させる。

◎キーワードの前後の語句やそれを含
む文の前後関係から内容を再確認
し、根拠のある見直しをさせる。
◎グループの話し合いなどの交流によ
り根拠を明確にし、考えをまとめさせ
ていく。

１　段落ごとのキーワードに線を引く。

２　形式段落ごとに、キーワードをもと

に大切な文を選び出す。

３　選び出した文を吟味する。

ここで活用する

知識・技能

●段落相互の関係をとら

える力

●文章構成をとらえる力

（話題提示→説明→全

体のまとめ）

●要点を元に意味段落を

とらえる力
キーワードを意識して大切な文を抜き出そう。
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２　学習活動の工夫（キーワードに着目させるための授業展開）

ここに

着目着目!!!!着目!!
○「キーワードを見つけるコツ（観点）を考えさせる」「キーワードを手がかりに大切な文を抜き出
す」「抜き出した文を吟味する」などの活動は、どの学年においても重要である。

○本事例では、４年生の児童に「キーワードなど言葉を根拠にして大切な文を見つける」活動を紹
介した。ここでの学びを「読むこと」領域だけにとどめないで、「書くこと」などの他領域や他
教科などに活用することにより言語活動の充実を図りたい。

○4段落の大切な文を言いましょう。
Ａ　また、かめばかむほど、だえきもたくさん出てきます。
Ｂ　だえきがたくさん出ることは、消化を助けるだけでなく、歯
の健康にとっても大事です。

○ＡとＢのどちらが大切ですか？どちらも大切ですか。キーワード
や段落の関係を根拠に考えましょう。
・3段落にかむことで歯や骨などが強くなると書いてあるから、だ
えきがでることの文が大切だと思います。
・1段落に「よくかむと、どんないいこと」とかいてあるからだえ
きがでるだけでは、いいことがわからないです。だからＢの文
もいると思います。

○話し合いに出てきた言葉に根拠となった言葉に線を引きましょ
う。（根拠となる言葉の下に関連した言葉や思ったことなどを書
き入れましょう。）
○ＡとＢとをまとめましょう

根拠となる言葉や段落関係などにつ
いて理解を深めるために以下のよう
な活動を促したい。
・教科書本文に線を引く。
・接続語から文と文の関係を考え
る。
・関係性のある言葉を線で結ぶ。
・言葉から思ったことや考えたこと
を書く。

図などを示しながら、段落の関係を
考えさせたい。その際に根拠となる
言葉や文などに着目させる。段落の
関係については、既習教材である3
年生の説明文などで、「問い」「答
え」の文章の構造を想記させ、本単
元において活用させたい。

この形式段落のキーワードや関連す
る言葉に線を引かせ、段落内の関係
性をとらえさせる

●形式段落の要点を記述する手順①

●形式段落の要点を記述する手順②

●形式段落の要点を記述する手順③

①　一文を抜き出す。
②　二文を抜き出し、まとめる。
③　三文以上に着目し、キーワードをつなぎ合わせた文を作成する。

となる。本事例で②の「二文を抜き出し、まとめる」学習過程を以下に示す。

「本文中に何度も出てくる言葉」「タイトルに関わる言葉」「主題を言い換え言葉」

・形式段落ごとに、キーワードを含む文を抜き出す。
　形式段落によって、

キーワードを見付ける。

キーワードを含む文を取り出す。

キーワードに着目して、抜き出した文を吟味する。

【４段落の要点見直しの流れ】



①　単元名・学年　ビデオニュース「コウノトリ再び大空へ」を発信しよう　5年

　　　　　　　　　（ニュース番組作りの現場から　〔教科書教材〕）

④　展開例　（全16時間の第9時）

②　学習活動のねらい 
・ニュース番組がどのように作られるのか、放送用原稿の書き方の工夫など、伝えるための工夫を読み取
ることができる。
・放送用原稿の書き方の工夫を活用して、文章を書くことができる。

③　学習活動の計画   
・ビデオニュースを発信することを目標に学習計画を立てる。　　　 （1時間）
・ニュース番組の「特集」を作る取材・編集・発信の方法を読み取る。（5時間）
・ビデオニュース「コウノトリ再び大空へ」を取材・編集・発信する。（10時間）
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評価の
観点  

●字数制限内で目的や意図に応じた放送用原稿を書くことができる。
●「書き方の技」を活用して推敲できる。　　　　

【小学校国語】
字数や表現様式などの条件に応じて
書く力を高める学習活動

■ テーマについて ■
○目的や意図に応じて情報を取り出し、条件に応じ
て書くことの指導が必要である。そのためには、
字数や表現形式などについて、様々な条件を設定
して書く力を高める学習活動を工夫することが大
切である。

■ 指導のポイント ■
○自分たちが見付けた放送用原稿の書き方の工夫の
条件を満すように、一人一人が工夫して文章を書
く。
○ペアやグループ学習の場において、書き方の工夫
を観点として原稿を吟味する。

1　本単元の概要 

学習活動の概要  指導上の留意点 

◎自分たちの発信したい場面を考える。

◎書く内容を把握しやすいように静止画（写真）
を用いる。
◎言葉を板書し、書くことへの支援とする。
◎「①巣立つ前の写真」について150～200字程
度で、「②巣立った後の写真」について150～
200字程度で、事実と感想を入れて書かせる。

１「ヒナの巣立ち」のビデオ

を見る。

２「ヒナの巣立ち」の静止画

（写真）について、放送用

原稿を書く。

・原稿を書くための言葉を
考える。
・ビデオを見ての願いや思
いを発表する。
・個人で原稿を書く。

◎原稿が教材文の書き方の工夫をどのように取り
入れているかどうかを検討の規準とする。
◎「書き方の技」の項目番号をつけることによっ
て、留意事項に着目させる。

３「書き方の技」を活用し、

ペアで原稿を交換し、推敲

する。

・推敲した放送用原稿に
「書き方の技」の項目番
号を付ける。

ここで活用する

知識・技能

●目的や意図に応じて書

きぶりを工夫して書く力

●事象と感想を区別して

書く力

●表現の効果について自

己 評 価 や 相 互 評 価 に

よって確かめる力

「書き方の技」を使って、放送用原稿に挑戦！！
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２　学習活動の工夫（「放送原稿の書き方の技」への着目）

ここに

着目着目!!!!着目!!
○自分たちの学習活動の目的のために主教材を目的的に読み、目的や意図に応じて教材か
ら情報と書き方の工夫を取り出す。その情報をもとに書き方の工夫を活用し、条件に応
じた書き換えを行う。
○このような指導の効果はすぐには成果が出ない。機会を見つけて、繰り返し指導を行い
たい。

放送用原稿の書き
方の技に直線や波
線を引いて、目に
見える形にする。 

○「放送用原稿の書き方の技」を活用し、ペアで推敲する。     

○放送原稿に入れるキーワード   

○2枚の静止画写真に個人で原稿を書く。 
 ①巣立つ前 ②巣立った後
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「放送原稿の書き方の技」 

・「2007年7月31日百合地の人口巣塔」 　 ・「巣立ち」   ・「羽ばたきジャンプ」 
・「孵化野生コウノトリのヒナの巣立ち」  ・「48年ぶり」　 ・「停空時間」 

①初めに結論を
言い、後でそ
の理由を述べ
るように書く。 

②主語と述語の
間をできるだ
け空けない。 

③耳で聞いただ
けで分かりや
すい言葉を選
ぶ。

④一文を短く。 ⑤驚きや伝えた
いことを書く。

・まず、「事実」と「感想・意見」とを分けて列挙する。
・次に「事実」と「感想・意見」をどう織り交ぜるかを考えながら構成する。  
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①　単元名・学年　「動物の体」の研究レポートをつくろう　5年（動物の体　〔教科書教材〕）

④　展開例　（全9時間の第7時～9時）

②　学習活動のねらい 
・教科書教材（以下、主教材）「動物の体」を、動物について述べられた他の資料（動物Ｑ＆Ａ）と比較
吟味し、環境に適応して生きる動物の体の仕組みを読み取る。

③　学習活動の計画   
・主教材の文章構成をとらえ、内容を読み取る。（4時間）
・主教材と他の資料の文を比較し、共通点と相違点を見付け出し情報カードにまとめる。（2時間）
・情報カードをもとに環境に適応する動物の体の仕組みを「研究レポート」にまとめる。（3時間）
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評価の
観点  

●主教材と資料との共通点や相違点を見付け、まとめることができる。
●筆者が意図に応じて事例を選択していることを理解し、レポート作成の際に活用することができる。  

【小学校国語】複数の文章や資料を比較・吟味する学習活動

■ テーマについて ■
○複数の教材を比較し、共通点や相違点を整理する
活動は、教材を理解する際に有効な学習活動であ
る。その際に、「内容」「書き方」などの比較す
る観点を明確にすることが重要となる。また、比
較吟味させる資料の選定も重要となる。

■ 指導のポイント ■
○複数の文章や資料を比較吟味するために、「内
容」「書き方」などの観点を示し、共通点、相達
点を明らかにする。

1　本単元の概要 

学習活動の概要  指導上の留意点 

◎教材文と他の資料とを比較し、共通
点と相違点を見付け出し、情報カー
ドに書き出す。
◎相違点を見付ける際に、「主教材にも
資料にも書いていること」「主教材
にはあるが、資料には書いていない
もの」「主教材にはないが、資料には
あるもの」に目を向けていくよう言
葉かけを行う。学習成果を踏まえて
筆者の意図や立場について考えさせ
る。

◎書きたい内容や事例によって情報
カードを選択し活用することを知ら
せる。
◎「文章構成」「接続語」「事例」「理
由」「比喩」「文末表現」など主教材
の書き方の工夫を活用させる。

１　主教材「動物の体」と他の資料の文

を比較し、情報カードにまとめる。

２　情報カードから、「動物の体研究レ

ポート」をまとめる。

ここで活用する

知識・技能

・複数の資料を比較しな

がら読む力

・必要な情報を得るため

に読む力

情報カードにまとめるコツ

●１枚のカードには１つの情報を！

●カードには見出しを！

●事実・意見などの区別を！
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２　学習活動の工夫（内容を比較・吟味するための「教科書と類似した素材」の提示）

ここに

着目着目!!!!着目!!
○本事例は、二つの説明的文章を比較吟味することにより、筆者による素材の取り扱い方
を明確にすることを意図している。複数の文章や資料を取り上げ、「書き方」「内容」
などの観点を設定して比較することは、文章を理解する際の有効な手立てである。
○「比較」の視点を伴った言語活動は、「読むこと」領域だけでなく、「話すこと・聞く
こと」「書くこと」領域においても取り組むことが大切である。

○複数の教材を比較する学習活動に取り組ませる際に心がけたいことは、比較する観点を示すことである。国語
科においては、特に「内容面」「形式面（書き方）」の両面から比較・吟味をさせたい。

○以下は、主教材の書き方を参考にしながら、「体熱の放散」について主教材と資料（動物のＱ＆Ａ）とを比較
したことをもとにしてまとめた作品例と、活用のための指導の視点である。

（他の資料を活用した記述部分）
・読者に「体熱の放散」をさらに分かりやすくするために、他の資料から「体熱の放散」の事例を取り出
し、さらに身近な動物である「イヌ」や「ネコ」などを取り上げ、説明している。
・この文章は、「内容面において、主教材文と他の資料を比較・吟味させる」→「書きたいことをもとに
熟考・評価させる」という２段階の指導を行うことによって生まれたものである。このような思考力・
判断力を伴った「熟考・評価」をする学習活動を重視したい。

（主教材文を活用した記述部分）
・主教材で取り上げている犬の事例に付け加えて人間の事例を取り上げ、書き加えている。
・「体熱をどのように放散しているか」というテーマについて、主教材文に書かれていることを取り出
し、自分の思いが伝わるように書き加えをしている。
・指導に当たって、「どのような主題（内容）で書くのか」という観点を持つよう支援したことにより、
この部分を引用するだけでなく、書き加えも行うことができている。「情報の取り出し（言葉・文を抜
き出す）」だけでなく、「熟考・評価」も加えた指導が大切である。

（
以
下
略
）



①　単元名・学年　意見文を書こう　１年

④　展開例　（全3時間の第2時）

②　学習活動のねらい 
・自分の思いや考え方を意見として整理し、相手に効果的に伝わるように書く。

③　学習活動の計画   
・テーマを決め、三段落構成（考え・意見―根拠・理由―まとめ）を用いた文章の組み立てを理解する。（1時間）
・集めた情報を活用し、自分の意見の根拠・理由を明確にして意見文を書く。（1時間）
・班において相互評価しながら発表し合い、「良いところ見付け」を行う。（1時間）
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評価の
観点  

●相互評価によるワークシートを参考に、自分の意見文を相手にわかりやすく伝えることができる。

【中学校国語】
自分の考えを相手に効果的に
伝わるように書く学習活動

■ テーマについて ■
○自分の考えが相手に効果的に伝わるように書くた
めに、三段落構成（考え・意見―根拠・理由―ま
とめ）を用いた文章の組み立てを活用する。その
ために、集めた情報を活用・引用し、自分の意見
の根拠・理由を明確にして意見文を書く機会を繰
り返し設ける必要がある。

■ 指導のポイント ■
○ワークシートを活用して筋道を立てた記述をさせ
る指導
・三段落構成（考え・意見―根拠・理由―まとめ）
を用いた文章の組み立てを活用するためのワーク
シートの工夫
・良いところを見付け合う相互評価の工夫

1　本単元の概要 

学習活動の概要  指導上の留意点 

◎日常生活を題材に意見文を書くこと
を確認させる。

◎日常生活の中からテーマを考えさせ
る。

◎筋道を立てて書くために三段落構成
にすることを確認させる。

◎集めた情報を活用・引用して300字
から400字で書かせる。
◎第2段落では特に自分の意見の根拠
を明確にする手立てを指導する。

１　本時の学習を確認する。

２　テーマを決める。

３　構成法を理解する。

４　意見文を書く。

　【テーマ例】
・「私がすすめるエコ生活」
・「学習と部活動の両立」
・「最近感動したこと」など
・日常生活を題材に意見文を書くこと
を確認させる。

ここで活用する

知識・技能

・原稿用紙の使い方

・自分の意見の根拠を明

確にし、筋道立てて書く

力

・集めた情報を取捨選択

し、活用する力

・自分の意見と他の意見

を比較し、評価する力
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２　学習活動の工夫（筋道立てた意見文を書くためのワークシートの活用）

ここに

着目着目!!!!着目!!
○現状に応じたテーマ設定ができ、考えや意見が書きやすい。
○ワークシートを活用することにより、三段落構成（考え・意見→理由・根拠→まとめ）
の形式が理解でき、筋道を立てた意見文を書くことができる。
○相互評価しながら自分の文章に役立てることができ、良いところを見つけたり、改善点
を指摘したりする学習活動が行いやすい。相互評価の際には、理由や根拠を挙げるよう
に指導すると、さらに深まった学習活動ができる。

主語と述語を明確にする。文体
（常体・敬体）をそろえる。

資料やデータを引用
する場合は出典を明
らかにさせる。

文章の構成の仕方を確認す
る。段落の役割を考えさ
せ、構成を工夫させる。第
一段落と第三段落の意見に
食い違いがないように気を
つけさせる。自分の意見の
理由や根拠を明確に書かせ
る。

班で話し合うことを通じて、考
えをまとめたり、広げたり、お
互いの考えを生かしたりする。
推薦する理由を明らかにするこ
とが大切である。

第1学年では日常生活の中か
ら、第2，3学年では社会生活
の中からテーマを決めさせる。

発展として「こうすればもっと良く
なる」というアドバイスを書かせて
も良い。アドバイスを参考に推敲す
る機会を持つのも効果的である。



①　単元名・学年　新聞記事を比較しよう ―相違点などの意味を考える―　2年

④　展開例　（全2時間の1・2時）

②　学習活動のねらい 
・複数の資料を比較し、その結果をもとに、根拠・理由を挙げて意見を書く。

③　学習活動の計画   
・複数の新聞記事を比較する。（1時間）
・新聞記事の比較結果をもとに、根拠・理由を挙げて自分の意見を書く。（1時間）
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評価の
観点  

●複数の資料の比較を通して、共通点・相違点を明らかにし、自ら考え、表現を工夫しながら、
　自らの意見をワークシートに記入している。

【中学校国語】
複数の資料を比較し、目的に応じて
情報を活用する学習活動

■ テーマについて ■
○複数の資料を比較して、共通点や相違点を整理す
る。その上で、自分の考えを発表させる。情報を
整理し、目的に応じて活用する力を身に付けさせ
ることをめざしている。

■ 指導のポイント ■
○新聞記事を活用して相違点を見付けさせる指導
・資料を比較するための教材開発の工夫
・資料の相違点を見つけ、その情報を活用するため
のワークシートの工夫

1　本単元の概要 

学習活動の概要時  指導上の留意点 

◎報道として大切にしているであろう
記事の構成要素（見出し・写真など）
とは区別させる。
◎記事Ａ・Ｂに共通して書かれている内
容に線を引かせる。なぜそれらが共
通して取り上げられているのか、その
理由を考えさせる。
◎線を引いた部分を消させたのち、
残った部分を比べさせる。残った部分
について、それぞれの記事における意
味・役割を考えさせる。
◎見出しにも着目させる。
　　　　　　
◎意見を書く上での立場をはっきりと
させ、「新聞記事の特徴」（前時１）
を根拠・理由にあげながら書かせ
る。
◎自分の意見と比較しながら発表を聞
かせる。

１　新聞記事が大切にしていること

を考える。

・速さ・正確さ・わかりやすさ
・読みたくなる工夫・中立の立場

１　前時２．における結果をふまえ、

自分はＡ・Ｂどちらの記事が良いと

思うかを書いて、発表する。

２　本授業で、気づいたこと・わ

かったことを書く。

ここで活用する

知識・技能

・表現や語句の意味や使

い方

・資料を比較しながら読み

取る力

・筆者の意図を読み取る

力

・資料に対して意見を持

ち、根拠・理由を明らか

にしながら書き表す力

《 ワークシート配付 》

２　記事Ａ・Ｂの比較により、共通

しない内容を見つけ、それぞれの

記事が伝えたい内容を考える。

（Ａ）北島選手優勝の事実
（Ｂ）北島選手優勝の喜び

《 資料（新聞記事）配付 》

1

2
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２　学習活動の工夫（ワークシートを活用した複数の資料の相違点についての考察）

ここに

着目着目!!!!着目!!
○線を引いたり、書き込みをさせたりして、試行錯誤のステップや思考の過程が分かりや
すい活動である。
○複数の資料を比較するだけでなく、根拠や理由を挙げながら相違点の意味をとらえるこ
とに意味がある。
○新聞記事を活用することにより、身近でタイムリーな教材が準備しやすく、自分の立場
を明確にしやすい。

まず、Ａ、Ｂどちらの記事を支
持するかを述べさせる。考えの
根拠や理由となる語句やセンテ
ンスを明確にする。

先に「共通する点」を線で消さ
せる。「共通しない点」に着目
させることで、表現の違いによ
る効果について考えさせる。

さらに発展として、「学校のこ
と」や「興味のあること」を、
Ａの記事・Ｂの記事をモデルと
して書いてみるのもよい。

Ａは事実を端的に述べているの
に対して、Ｂは心情を伝えてい
ることに気付かせる。



①　単元名・学年　グループで話し合いをしながら読み比べをしよう　1年（クジラたちの声〔教科書教材〕）

④　展開例　（全3時間の第2時）

②　学習活動のねらい 
・2つの文章を読み比べて違いを書き出す。

③　学習活動の計画   
・主教材①と②の通読、語句説明、文章構成の把握（序論・本論・結論）（１時間）
・主教材①と②の比較読み（１時間）
・主教材①②の違いをまとめ、書き換えの意図を考える。（１時間）
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評価の
観点  

●それぞれ二つの文章の違いを的確に書き出すことができる。
●グル‐プでの話し合いによって意見をよりよいものにしようとしている。

【中学校国語】
読み比べすることにより
共通点や相違点に気付く学習活動

■ テーマについて ■
○資料を読み比べすることにより、共通点や相違点
に気付かせる。そして、共通点や相違点の意味に
ついても考えさせる。

■ 指導のポイント ■
○ワークシートを活用して比較の視点を明確にさせ
る指導
・メモやカードを利用して意見を出しやすくする工夫
・教材文を比較するためのワークシートの工夫

1　本単元の概要 

学習活動の概要  指導上の留意点 

◎二つの文章の記述を比較することを
伝える。

◎大きな違いに着目するよう伝える。

◎どちらが文章構成や論の展開が整っ
ていたかを考えさせる。

◎より興味を持たせるため、結論を明
確にするため書き直したことを意識
付けさせる。

◎他のグループの発表を聞いて、気付い
たことを交流し合う。

１　「クジラたちの音の世界」（14年度

版の教科書教材）と「クジラたちの声」

（18年度版の教科書教材）の記述の比

較をする。異なる部分をマーカーで

チェックする。

３　グループで「比較シート（模造紙

大）」に付箋を貼り、異なる点を出

し合う。なぜ書き換えたのかも考え

てまとめる。

４　グループごとに発表する。

５　お互いの発表を評価し合う。

２　記述の異なる部分を付箋に書き出

し、どう違うかを書かせる。

・題名が変わっている。
・記述が具体的になり、興味を喚起
するようになっている。
・導入部が長くなっている。
・問いかけの形を強めている。
・結論部分の位置が変更されてい
る。等

ここで活用する

知識・技能

・語句の意味を考え使うこ

と

・語句や表現に注意して、

文章を比較して読む力

・相手の意見を聞いて、自

分の考えを深める力

・表現や語句の持つ効果

を考えて、推敲する力



グル－プでの比較シート                  （ ）組（  ）班  

 14年版

段落

番号

18 年版

段落

番号

【具体的な変更点】 【変更についてのコメント】

題

名  ＊  ＊

『クジラたちの音の世界』から

『クジラたちの声』へ

「声」のほうがインパクトが強い。

導

入 

部 

分 

１～２ １～４

コククジラの例が出ている。 具体例があってわかりやすい。

  

 

展 

 

開 

 

部 

 

分 

３～11 

  12 

５～14 鼻の奥に続く気道にあるいくつかの袋を

使った音の出し方が説明されている。

知覚方法としてエコロケーションをあげて

いる。

「…なったのだろうか。」という文末に

変わっている。

「すなわち」がなくなっている。

音の出し方がイメージしやすい。 

 

 

新しい言葉が出ていて、注目しや

すい。  

 

「考えてみよう」がなくなってい

る。読者に呼びかける感じ。 

結 

論 

部

分 

１２ １５ 結論部分が詳しくなっている。 

【比較してみた感想】 

・具体的例を挙げ、詳しく書き換えることで、読者に伝わりやすいように工夫してある。 

 

 

体の特徴を生かしながら伝達しあう様子が
書かれている。
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２　学習活動の工夫（「比較シート」を活用したグループでの協同的な比較）

ここに

着目着目!!!!着目!!
○異なる箇所をマーカーでチェックしたり、メモやカードを利用したりして、記述の比較
ができる教材である。
○根拠や理由を挙げて、どちらがわかりやすかったかなど、比較読みをすることにより、
作者が書き直した意図を理解するのに役立つ。
○さらに、文章構成や論の展開を把握し、この文章をモデルにした小論文を書くなど、発
展的な学習につなげることもできる。

この学習活動をもとに、生徒が
以前に書いた文章の推敲をさせ
てみるのもよい。

表現を比較させる。印象の違いや効果
等についてだけでなく、削除・加筆さ
れた理由について考えさせる。

付箋やメモを利用して、
表現がどう変更されたか
をまとめる。

マーカーを使った
り、線を引いたりし
て、変更箇所を明ら
かにする。

具体例がどのような働きをして
いるのかを考えさせる。

説明文では、段落ごとに「事
実」の部分と「意見（考え）」
の部分を明確にすることが大切
である。



①　単元名・学年　登場人物の心情を読み取ろう　2年（走れメロス〔教科書教材〕）

④　展開例　（全6時間の第1～6時）

②　学習活動のねらい 
・作品の展開や心情の変化をとらえ、朗読を通して作品を読み味わう。

③　学習活動の計画   
・朗読を行うために、作品の展開と登場人物の人物像・心情をとらえ、どういう読み方をするかをワーク
シートに書き込む。（4時間）
・ワークシートをもとに、班ごとに朗読を工夫し発表する。根拠・理由と朗読の関係について「良いとこ
ろ見付け」を行う。（2時間）
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評価の
観点  

●ワークシートを用いて、着目した根拠・理由をもとに、工夫した朗読ができる。

【中学校国語】
作品の展開や心情の変化に着目しながら
音読や朗読をする学習活動

■ テーマについて ■
○文学作品を味わうためには、音読や朗読を通し
て、作品の展開や心情の変化に着目させる方法も
有効である。
○ただ音読や朗読させるだけでなく、着目した根
拠・理由をもとに朗読をするには、どのような工
夫をすればよいかを明らかにすることが重要である。

■ 指導のポイント ■
○心情の変化の根拠や理由に着目し、朗読させる指導
・心情の変化に応じた朗読をするためのワークシー
トの工夫
・朗読力を高め合う授業形態（グループ学習）の工夫

1　本単元の概要 

学習活動の概要  指導上の留意点 

◎メロスと王を対比すること
で、二人の人柄や考え方の相
違をつかませる。
◎メロスの葛藤を中心に、ワー
クシートに書き込ませる。
◎メロスや王の生き方について
自分の考えを発表させる。

あらすじや登場人物の人物像・心情

をとらえ、その生き方について自分

の考えをもつ。

・メロスと王の対比
・王城、王城への道、再会の場面

ここで活用する

知識・技能

・声の大きさやテンポ等

を意識した朗読をする

こと

・登場人物の心情や展開

を考え、根拠・理由に

基づいた朗読をする力

・作品の展開と登場人物

の人物像・心情を読み

取る力

４

時

間

◎グループごとに朗読場面や分
担を決める。
◎朗読の着眼点をもとに、朗読
の仕方を話し合わせる。
◎文体の特色、文の長短等も朗
読により体感させる。
◎朗読発表を通して、「良いと
ころみつけ」を行う。

情景や心情に着目し、ワークシートを

もとに朗読を工夫し、発表し合う。

・グループ単位で朗読
２

時

間
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２　学習活動の工夫（ワークシートを活用した登場人物の心情変化の考察）

ここに

着目着目!!!!着目!!
○ワークシートを利用することによって、心情の変化の根拠や理由がとらえやすい。心情
をとらえることにより、朗読の工夫に役立つ教材である。
○グループ学習を取り入れることにより、朗読力を高め合える授業形態（良いところ見付
け）に役立つ。
○朗読に生かすだけでなく、心情を根拠に表現を理解したり、表現を根拠に心情に迫った
りすることのできるワークシートである。

登場人物の言動に着目させ、心
情を読み取らせる。

読み取った心情をもとに、効果
的な朗読の仕方を考えさせる。
心情だけでなく、場面について
も配慮させる。

朗読のテンポや音量、
間の取り方にも気を付
けさせたい。

発展として、グループごとの朗
読を、お互いに評価する活動を
取り入れてもよい。

場面ごとにあらすじをとらえ
る。登場人物の考え方を対比さ
せて考えさせる。



①　単元名・学年　面積5年

④　展開例　（全14時間の第13時）

②　学習活動のねらい 
・既習の面積公式をもとに、三角形・一般四角形・平行四辺形・台形・ひし形の面積を工夫して求めたり、
公式を作ったりすることができる。

③　学習活動の計画   
・単元全体の課題把握（1時間）
・三角形・一般四角形・平行四辺形・台形・ひし形の面積の求積方法と求積公式（9時間）
・いろいろな三角形の面積の求積方法（2時間）
・バーチャルマップの面積の求積（複合図形の面積の求め方）（2時間）
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評価の
観点  

●いろいろな方法で面積を求め、それぞれの方法の理由（根拠）を明らかにして、合理的な
　求積方法を選択することができる。
●自分の考えを説明することができる。

【小学校算数】
情報過多の問題を提起し、
必要な情報を選択する学習活動

■ テーマについて ■
○必要な情報を選択し、その情報をもとに筋道立てて考
え、結果を式などを使って説明する活動を取り入れる
ことが大切である。
○ここでは、既習の知識をもとに、面積を求める際、必
要な長さを測ることやよりよい考え方を見付け出す学
習活　動を設定し、情報を選択する力を養う。

■ 指導のポイント ■
○公式を適用するのに必要な情報を選択して使うこ
とができるための指導
・バーチャルマップを用いた求積

1　本単元の概要 

学習活動の概要  指導上の留意点 

◎バーチャルマップを掲示し、本時の課題
である複合図形の形を明らかにする。

◎既習の面積の公式を使うこと、必要
な辺のみ計測することを指示する。
◎求積に必要な辺の長さを実測させ
る。辺の長さを見通しにくい児童には、
方眼入りの図形を与える。
◎活動が止まっている児童には、一般四角形の
求積（三角形に分割）を想起させる。
◎求積方法の中から、自分なりの求積方法を
考えさせ、それぞれ方法の理由（根拠）も
ワークシートに書かせる。  【方法の記述】
◎どのように分割したか、どの辺の長さを使っ
たかを明確にしながら発表させる。
　　　　　　　　　　　　　　  【表現力】
◎分割の仕方と求積に必要な辺の長さに着目
し、より簡単・便利・早い等の観点で納得で
きる方法を見付けさせる。       【探究力】
◎選択した方法で再度求積することで、学
習内容の定着を図る。             【定着】
◎学習の振り返りをし、総面積を算出する
という次時の課題を明確にさせる。

１　学習課題をつかむ。

２　個人で考える。

３　集団で考える。

４　選択した方法で再度求積する。

５　振り返りをし、次時の課題を

もつ。

（１）自考えた方法を発表する。
（２）自求積方法の仲間分けをし、

自分なりに納得できる方法を
見付ける。　

ここで活用する

バーチャルマップ

知識・技能

次の面積の公式を用いた

求積

・長方形

・正方形

・三角形

・平行四辺形

・台形

・ひし形

2つに分割
3つに分割

4つに分割

台形に変形

空き地の面積の求め方を考えよう
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２　学習活動の工夫（バーチャルマップを用いた求積）

ここに

着目着目!!!!着目!!
○単元を通して実物に近い地図を使用することにより、児童は意欲的に取り組むことがで
きる。この実践のような学習活動が情報選択能力を養うために必要である。
○自分の考えたことを記述し友だちに説明する活動を通して、既習の内容を活用しながら
新しい知識や方法を生み出すことになる。このような学習経験を生かして、総合的な学
習の時間では様々な探究的な学習活動が可能となる。

●地図という多くの情報が盛り込まれている課題を与えることで、底辺や高さといった必要な情報を選択して問
題解決する力を育てることができる。
●地図を使うことで、面積を「知りたい」「使いたい」といった動機付けを誘発することができる。
●学習内容を定着させる適用題としても、地図の図形を活用することができる。
●求積が終わるたびに、地図上の1区画（多角形）の求積を個人やグループに配分していく。配分された面積の
中で、建物を建てたり公園を造ったりすることによって、単元終了時には街が出来上がることも考えられる。
他教科や総合的な学習の時間と関連させた発展性のある学習が可能である。

【本時で予想される児童の考え】

ワークシート

考えた方法を友だちに説明



①　単元名・学年　単位量あたりの大きさ　6年

④　展開例　（全9時間の第9時）

②　学習活動のねらい 
・グラフから読み取ったことを、自分たちの生活と結びつけて説明することができる。

③　学習活動の計画   
・比べ方を考えよう（課題設定）（1時間）
・単位量あたりの大きさ （3時間）
・速さ （3時間）
・単元のまとめ（1時間）
・人口密度を比べよう　 （1時間）

24

評価の
観点  

●グラフの特徴を読み取り、自分たちの生活と結びつけて説明することができる。

【小学校算数】他教科と関連した学習活動

■ テーマについて ■
○グラフから単に数量の大小を読むだけでなく、全
体的な特徴や傾向を読み取る活動を取り入れる。
○ここでは、自分たちの住む市の人口密度を取り上
げ、グラフ化することを通して、グラフから情報
を読み取る力を養う。

■ 指導のポイント ■
○生の資料を扱うことにより数処理の意味を実感さ
せる指導
・人口密度を社会科的な見方や考え方から分析

1　本単元の概要 

学習活動の概要  指導上の留意点 

◎身近な事柄を取り上げ、興味を持た
せるとともに、自分たちの郷土に愛
着を感じさせる。【興味・関心】

◎今までに獲得した知識や技能から、
使える事柄を見付けさせる。　　　
　　　　　　　　　　　【探究力】

◎自分たちの生活と結びつけさせるこ
とで、より深く人口密度の意味を理
解させる。【実感を伴った理解】

◎グラフから読み取ったことを数値と
ことばで説明させる。【表現力】

◎自分たちの読み取ったことを整理さ
せる。【表現力】

１　合併前の龍野市と合併後のたつの

市の人口密度に興味を持ち、課題に

対する予想を発表する。

２　自分たちの得た情報から、人口密

度を計算し、それをグラフ化する。

３　新たつの市と旧市・町の人口密

度のグラフからわかることを説明

する。

４　今日の学習のまとめをする。

ここで活用する

知識・技能

・単位量あたりの大きさ

の比べ方

・人口密度の求め方

・集めた情報をグラフ化

する

市町名 面積 (km2) 人口（人）

たつの市

龍野市

新宮町

揖保川町

御津町

210.93

69.75

99.55

23.66

17.97

81,872

40,227

16,918

12,895

11,873

合併後

合併前
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２　学習活動の工夫（ICTを活用した社会科の視点からの資料分析）

ここに

着目着目!!!!着目!!
○自分たちの住んでいる地域の資料を教材化することにより、興味深く取り組め意欲も持
続し、知識の定着が期待できる。
○算数科での既習知識を他教科で活用することにより、その知識は更に深まり、確かなも
のとなり、探究力や表現力などの育成が期待できる。

○人口密度のグラフからわかることを説明することで、自分の収集した情報を意味付けたり、みんなで意見を
共有しながら検討したりすることができる。【探究力・表現力】

○ICTの有効な活用によって探究力を
高めることができる。この授業で
は、次のようなICTの活用により、
探究力・表現力を育成することがで
きる。

【探究力・表現力】
○情報を収集する場面

＊インターネット等による市町合併の
データの収集
＊人口密度を調べるという目的に応
じた情報の選別
＊適切な方法での情報の蓄積
○情報処理する場面

＊収集した言語情報の数値化
＊パソコンを用いた数値情報のグ
ラフ化
＊説明に適したグラフの表し方の
考察

○合併によって変化した事柄をグラフ化し、興味関心を高める。

《説明する活動の重視》

○算数で学んだことを自分たちの生活と結びつけることで、社会科的なものの見方や考え方につながり、そ
のことでさらに算数の理解も深まっていく。

※小学校の社会科では、人口密度自体は扱わないが、ここでは社会科で身についた社会科的なものの見方や
考え方を使って人口密度の特徴を読み取っている。

《他教科で身に付いたものの見方や考え方との関連を図った学習》

《ＩＣＴの活用》《身近な事象のグラフ化》

＜社会科の既習事項を使った活動＞

新たつの市の地理的な状況

＜算数＞
・単位量あたりの
　大きさ

＜算数＞
・人口密度の求め方
・グラフ化

0

100

200

300

400

500

600

700
（人／km2）

たつの市

合併後 合併前
龍野市 新宮町 揖保川町 御津町



①　単元名・学年　比例　6年

④　展開例　（全10時間の第3時）

②　学習活動のねらい 
・身の回りから、比例関係になっていると予想される2つの量を見付け、実際に比例関係になっているこ
とを確かめることができる。

③　学習活動の計画   
・比例するってどんなこと？（5時間）
・式やグラフで表そう（3時間）
・比例の考えを使って身のまわりのことを予想しよう（2時間）
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評価の
観点  

●伴って変わる2つの数量の変化の様子を表に表し、比例の定義や性質に基づいて、表を使い
　比例関係にあるかどうかを調べることができる。
●グループで協力しながら、課題に向かって既習の考え方を手がかりに探究し解決することができる。

【小学校算数】学んだことを日常事象に活用する学習活動

■ テーマについて ■
○身の回りから算数に関わる事柄を見付ける活動を
取り入れ、一人一人に興味を持って取り組ませる
ことにより、より深い理解を目指す。
○ここでは、比例すると予想した事象を、実際に確
かめさせる活動を設定する。  

■ 指導のポイント ■
○身の回りの事象から課題を見付け、探究させる指
導
・確かめたい事象ごとにグループで検証

1　本単元の概要 

学習活動の概要  指導上の留意点 

◎前時に出し合った課題の中から自分が
確かめたいことを決め、実験できるよ
うに準備させておく。

◎課題別にグループを編成し、実験の
方法やデータの採り方に気を付けさ
せ、意欲的に実験できるように助言
する。

「役割を決めて協力し合おう。」

「うまくいかなければやり方を工夫しよう。」等

【関心・意欲】【実験活動】
◎予測や結果に基づいて自分たちの意
見が発表できているか、発表者の考
察した意見（内容）で比例している
といえるかどうかを話し合わせる。
【表現力】

１ 比例するかどうか確かめたい課題

について確認する。(27Pの子ども
たちから出た課題参照)

２ グループごとに、課題について実

験し考察する。

（１）データを表にまとめていく。
（２）比例しているといえるかどう
か話し合う。

３　考察した結果を発表する。

・みんなで確かめ合う。
　「2倍、3倍になっているから比例
　しているといえる。」
　「少しデータがずれているところ
　があるが、比例していると言え
　るのかな。どうかな。」

ここで活用する

知識・技能

・比例の定義

・比例の性質

（一方の量が2倍、3倍…

になると、もう一方の

量も、2倍、3倍…にな

る。）

2 つの量が比例するか実験してみよう
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２　学習活動の工夫（確かめたい事象を検証するための実験）

ここに

着目着目!!!!着目!!
○既習の知識を、生活や学習の様々な場面で活用することによって、算数のよさを感じと
る。この実践のように学習過程で実験を取り扱うことによって、学習が意義あるものと
なり、実感を算数のよさを実感を伴って味わうことができるようになる。

◎前時に、身の回りの事象について比例するかどうか話し合い、確かめたい課題を決め、
実験の準備をさせておく。

課題②

課題④

課題⑦
バネにつるしたおもりとバネののびの長さ

ボールがはねる
高さを測る

一輪車が進んだきょりを測る

バネののびを測る

子どもたちから出た課題 

実験結果と児童の意見の例 

ボールを床に落としたときの、ボールをはなす高さとはねる高さ

児童A「はじめは比例していた。」 
児童B「あとの方は増えるだけで比例していない。」

一輪車の車輪の回る回数と動いた距離 

児童（多数）「ちゃんと(2倍、3倍になって)比例している。」
児童Ｃ「少しずれているところもあるけれど比例している。」

児童Ｄ「おもりの数が10こまでは比例したがそのあとはしなく
　　　  なった。10こまでをもう一度くわしく調べ直したい。」 

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

窓の開いている部分の横の長さと面積

ボールを床に落としたときの、ボールを

はなす高さとはねる高さ

水をアルコールランプで温めたときの、

時間と上昇した温度

一輪車の車輪の回る回数と動いた距離

同じ紙を重ねたときの厚さと枚数

正方形の一辺の長さと面積

バネにつるしたおもりとバネの伸びの長さ

同じ面積の長方形の縦と横の長さ

バケツに水を入れたときの水のかさと

全体の重さ

一円玉の個数と重さ

漢字練習の回数と漢字テストの点数

時間と秒針の回る回数

同じ時刻での棒の長さとかげの長さ

鶴を折るときの個数とかかる時間 



①　単元名・学年　分数のたし算とひき算　6年

④　展開例　（全9時間の第5時）

②　学習活動のねらい 
・式や図を用いて友達に自分の考えを伝える。

③　学習活動の計画   
・等しい分数（4時間）
・分数のたし算とひき算（3時間）
・学習内容の自己評価（2時間）
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評価の
観点  

●通分の意味について、式や図などを用いて自分の考えを分かりやすくまとめることができる。
●自分の考えを友だちに分かるように説明することができる。また、友だちの考えのよさを認め
　ることができる。

【小学校算数】
式や図、文章により筋道を立てて
説明する学習活動

■ テーマについて ■
○児童が問題解決を進める過程や振り返りの段階
で、ことばの式や図を用いて説明する活動を取り
入れることで表現力を養う。
○既習事項を活用して自力解決をする場面と、授業のま
とめとしての振り返りの活動を通して探究力を養う。

■ 指導のポイント ■
○図示などのより思考過程を確認できるノート指導
・ノートによる個人思考と「なっとくタイム」での
集団思考
・ヒントコーナー、ヒントカードの活用

1　本単元の概要 

学習活動の概要  指導上の留意点 

◎課題を提示し、学習の見通しを持たせる。
◎分母が違うので、このままでは計算できない
ことに気付かせる。

◎友だちに自分の考えが分かりやすく伝えられ
るようにノートに考えを書かせる。【表現力】

◎考えがまとまらない児童へのヒントコーナー
を開設する。
　「分母を一緒にする方法はないだろうか」
◎ヒントカードを活用し個別指導する。
◎一人の児童の考えから意見をつなぎ、みんな
で納得できるように支援する。【探究力】

◎分かり合う学習を通して出てきた児童の言
葉を大切にしながらまとめていく。
◎児童のノートに赤丸をつけながら、児童の気
付きや頑張りを認めていく。【関心・意欲】

◎自分や友達のよさ、クラスの頑張りを伝
え合う。【表現力】

１　学習課題を知る。

３　練習問題をする。

４　学習の振り返りを発表する

２　課題について考える。

（１）自分の考えをノートに書く。
（２）お互いの考えを伝え合う。
・式を使って
１/２＋１/３＝３/６＋２/６＝５/６
　　　　　　　　　　５/６ℓ
・面積図、液量図を使って
・単位分数１／６が何個分
（３）まとめをする。

ここで活用する

知識・技能

・通分

・最小公倍数

・等しい分数

・同分母分数の加法分母の違う分数のたし算の仕方を考えよう

◯のいれものに１／２ℓ、◯のい
れものに１／３ℓ入っています。
あわせると何ℓですか。

あ い

分母の違うたし算は、分母をそろえ
るために通分してから計算する。
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２　学習活動の工夫（筋道立てて説明するように自分の思考を振り返らせるノート指導・ヒントコーナー）

ここに

着目着目!!!!着目!!
○個人思考時に自分の考えを整理していく上で、ノートの利用が有効である。この時、消
しゴムを使わせないなどの約束をし、思考過程を残させることが大切である。ある程度
考えがまとまった段階で、発表ボードを併用、図や式など解法のポイントを大きく簡潔
にかかせることで、集団思考の伝え合いが深まり、まとめやすくなる。
○このような問題解決型の学習を丁寧に継続することで、思考力・判断力・表現力が養われる。

○本時の児童の振り返り（例）

○自分の考えを書けなかった児童へのヒントコーナー及びヒントカード

○自分の考えを書かせるためのノートの使い方

今日の授業のなっとく度　100％！
　私は、1/2ℓと1/3ℓを図でかきながら説明してくれたのが分かりやすかったです。
分母を12にしても計算できるけれど、後で答えを約分しなければならないので、分母は
最小公倍数の6で計算することが簡単にできると思いました。

既習の掲示物を見て説明させな
がら、児童が課題に取り組める
手がかりを探る。

「液量図のヒント」「式化のヒント」とい
う2種類のヒントカードを使って、解き方
を説明する手がかりをつかませる。

①日付 ④まとめ

④練習問題・適応題を数問

⑤ふりかえり

集団思考

②課題

③考え

個人思考

『どうするタイム』での自分の考えを

『なっとくタイム』で

 話し合ったことで大切なことを



①　単元名・学年　式の計算　2年

④　展開例　（全11時間の第8時）

②　学習活動のねらい 
・文字式利用の必要性や利便性に気付く。

③　学習活動の計画   
・式の計算　式の加法、減法 (4時間)
・式の計算　単項式の乗法、除法 (2時間)
・文字式の利用(3時間)
・基礎の確かめ・章末問題(2時間)
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評価の
観点  

●実際の問題を式化(数学化)して解決することができる。
●文字式利用の必要性や利便性に気付く。

【中学校数学】文字式を利用する良さを感得させる学習活動

■ テーマについて ■
○事象の中に数量の関係を見い出し、それを文字で表す
ことで一般化できる文字式の良さを感得させたい。
○具体的なものから帰納的に考えさせ、文字式を利
用して一般化へ導くようにすることが大切であ
る。それによって、文字式を利用する必要性・利
便性を感じとらせたい。

■ 指導のポイント ■
○一般性に気付かせ、文字式の必要性を感得させる
指導
・意外性を体感させる教材提示・導入の工夫

1　本単元の概要 

学習活動の概要  指導上の留意点 

◎結果の意外性を感じさせ、興味・関心を持
たせる。【興味･関心】
◎具体的な数を示して計算させる。
◎円周率は3.14で計算させてもよい。
◎星や宇宙の話題により、図を示しながら興
味を引きつけ、予想する意欲、計算する意欲
を起こさせる。【興味･関心】

◎具体的な数を示して、計算せる。
◎同じ結果が出てくることに気付かせ、他
の星でも同じではないかという予想を立
てさせる。
◎それを確かめるのはどうしたらいいのかを
考えさせる。【探究力】
◎式の計算の途中で半径ｒが消えてしまい、
結果は半径とは無関係であることに気づか
せる。【探究力】
◎文字を使って計算することですべてての場
合が説明できることや計算の簡便さに気付
かせる。【式のよさ】

１　地球の赤道の周りに地表から

１��離して道路を作ることを仮

定して、「道路と赤道の長さは

どちらがどれだけ長いか」を予

想する。

２　計算して、長さの違いを確認

する。

３　他の惑星や太陽ではどうなる

かを予想し計算で確かめる。

４　星の赤道半径をｒ��とし、円

周率をπで計算する。

５　結果は赤道半径に無関係で

あることに気付く。

ここで活用する

知識・技能

・円周の求め方

　(小学校で既習)

・４桁の数×３桁の数　

などの筆算の技能

　(小学校で既習)

・文字字式の計算にお　

ける分配法則、同類　

項の計算の技能

　(中１で既習)
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２　学習活動の工夫（文字式の一般性に気付かせるための教材提示）

ここに

着目着目!!!!着目!!
○本事例では、板書を工夫し、地球・木星・太陽の大きさを実感させ、興味を喚起させる。
○実際に具体的な数字で計算させて説明のための見通しを持たせる。さらに、文字を用いること
によって一般化でき、文字式を利用するよさ(利便性)を感じさせることが大切である。
○事柄が成り立つ理由を説明する際に、文字式を利用することの必要性を感じ取らせるこ
とも大切である。 

・誇張した図を示して、結果の意外性を感じさせ、興味・関心を持たせる。

ア　数値での計算

■地表上１㎞にある道路の長さ ■赤道の長さとの差
（地表上１㎞）
（赤道）

イ　文字式での計算

(ｒ＋１)×２×π－ｒ×２×π＝２π(ｒ＋１)－２πｒ
← 分配法則

＝２πｒ＋２π－２πｒ
← 同類項の計算

＝２π

十の位の数をａ、一の位の数の数をｂとすると
（10a＋b）＋（10b＋a）＝11a＋11b

＝11（a＋b）←必ず11の倍数になる。

○意外性を感じさせる教材の提示

○一般性・利便性への気付き

・具体的な数値での計算と文字式の計算とを比較することで、文字式の利便性とその必要性に気
づかせることができる。
・具体的な計算では，計算を苦手としている生徒にも配慮し，計算の仕方をていねいに指導する。

・文字式の計算も，分配法則や同類項の計算をていねいに確認することで、文字式の計算を苦手
とする生徒にも対応できる。

※ 〔参考〕文字式を利用する良さを感得される教材の例
※　数の性質(2桁の数で、元の数と十の位の数と一の位の数を入れ換えた数の一定の性質)の説明に文
字式を利用する。

6379
×　　　2
12758

12758
×　　　 3.14

51032
12758   
38274　  
400060.12

40060 .12
-  40053 .84

6 .28



①　単元名・学年　二次方程式と自然界のふしぎ　3年

④　展開例　（全11時間の第10時）

②　学習活動のねらい 
・数学は自然界や芸術と密接な関係があることに気付き、得られた情報を整理し、数学的に解釈したり自
分の考えを数学的に表現したりすることができる。

③　学習活動の計画   
・二次方程式 （6時間）
・二次方程式の利用 （3時間）
・自然界に存在する数の並び方の規則性（1時間）
・黄金比の美しさ（1時間）
・基礎のたしかめ・章末問題(2時間)
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評価の
観点  

●得られた情報を整理し、数の並び方の規則性を発見できる。
●自然界との関連を通して、数学の神秘性、美しさに気付く。

【中学校数学】
数学的に表現したり日常的・社会的事象へ
活用する学習活動

■ テーマについて ■
○実生活の中で問題解決の場面を設定し、生徒自身
が与えられた情報を表、図やグラフ等に表して整
理し、説明できる表現力を意図的・計画的に育成
させたい。
○自分で解決する見通しのつかない生徒に、教師が
実際に式を作って試行して見せたり、図や表のヒ
ントを適切に与えたりして、一歩一歩考えていく
ことで自信を持たせたい。

■ 指導のポイント ■
○自然界に存在する規則性に着目させる指導
・実物投影機の効果的な活用による教材提示の工夫
・自然界に存在する数量の規則性にふれさせ、日常
に存在する数に興味を持たせる。

1　本単元の概要 

学習活動の概要  指導上の留意点 

◎単細胞生物（アメーバ、ミドリムシなど）
の写真を見せて動機付けをする。
                                【興味・関心】
◎時間毎の細胞数の求め方が理解でき
るよう支援する。【数学化（探究力）】
◎数の並び方の規則性に気付かせる。
　1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 …

　　　　【規則性（探究力）】
◎花手毬やコスモスの花弁を数えさせ
る。
◎各々の成長期における枝の本数には
規則性があることを確認する。
　　　　　　　　　　　  【活用する】
◎2の学習活動で扱った数のとなり合う
2数の比について考えさせる。
                                      【探究力】

１　生物の細胞分裂

　「ひとつの子ども細胞は1時間経
つと親の細胞になり分裂可能とな
る。その親細胞は、親細胞と子細
胞に分裂する。このように分裂を
繰り返すと細胞の数はどのように
増えるだろうか。」
（１）時間毎の細胞数を数える。
（２）これはどのような規則に従って

並んだ数字だろうか。

２　自然界に存在する数量の並

び方の規則性を知る。

　・枝の成長過程を図に書く。

３　となり合う２数の比は、どの

ような値に近付くか計算する。

ここで活用する

知識・技能

・偶数、奇数

・連続する整数の性質

（中２の既習内容）

・図、表の利用

（小学校の既習内容）



木の枝の伸び
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２　学習活動の工夫（自然界に存在する数量の規則性に関する教材の提示）

ここに

着目着目!!!!着目!!
○アメーバの細胞数から、容易に数の並び方の規則性を予想させることができる。その事
実を説明させる際には、図を描かせ親細胞の数に注目させることが重要である。
○となりあう2数の比が黄金比に近付く事実は、数学の美しさを体感させることができる。
※ここで扱かったような規則的な数の並び方を「フィボナッチ数列」という。

１.　時間毎の細胞数を数える。

２.　花びらの並び方の規則性（実物投影機の活用）

3.　となり合う２数の比を計算しよう。

０時間 1時間 2時間 ３時間 ４時間 …

細胞数 １ １ ２ ３ ５ …

◎ ◎ ◎ ◎○

○ ○ ○

○子ども細胞◎ ◎

◎ ◎親細胞

○

８本
５本
３本
２本

｝１本

となり合う２数の比
1 : 1 .6

2＝約 5 : 8２数の比の値

黄金長方形「ミロのヴィーナス 「ピラミッド」等」

黄金角 「木の枝 「ひまわり 「オーム貝 「松笠」等」 」 」

＊最も効率のよい回転数は、360度×黄金比 (約0.62)＝約223.2度

（あるいは 360－223.2＝136.8度）である。

(各正方形の１辺を半径にした1/4の弧を順に描く)↑「オーム貝の螺旋」

花手毬の
花弁5枚

コスモスの
の花弁8枚

メランポジュームの
花弁13枚

・黄金比の美しさ（１時間）

1
1

3
2

2
1

5
3

8
5

13
8

21
13

34
21

1 1.52 1.67 1.6 1.63 1.62 1.62

黄金比



①　単元名・学年　図形の性質と証明　2年

④　展開例　（全17時間の第9時）

②　学習活動のねらい 
・仮定と結論の意味を正しく理解して、証明を組み立てることができる。グループ内で、また、全体でで
きた証明について、互いに検討することができる。

③　学習活動の計画   
・二等辺三角形、直角三角形の合同（6時間）   
・平行四辺形の性質、平行四辺形になる条件、平行線と面積（7時間）
・円周角の定理（2時間）
・まとめ（2時間）
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評価の
観点  

●演繹的な考え方（仮定と結論の意味、推論の進め方）を理解できる。
●友だちの証明を互いに検討し、表現力を高めることができる。

【中学校数学】
証明の意義を理解させ、
相互に検討し合う学習活動

■ テーマについて ■
○論を正しく進めるためには、仮定と結論の意味を
しっかり理解させることが大切である。
○学習形態を工夫して、各自の証明を検討し合う場
を設け、証明の構造を理解させ、よりよい証明の
表現方法を身に付けさせることが大切である。

■ 指導のポイント ■
○仮定と結論の意味をグループ学習で協同的に考察
させる指導
・課題設定、教材提示の工夫

1　本単元の概要 

学習活動の概要  指導上の留意点 

◎授業形態（1班3・4人のグループ）

◎いろいろな図形が想像されるが、四
角形に絞って考えさせる

◎安全性や安定感を持たせるためにど
のような形の工夫がなされているか
気付かせる。【関心・意欲】

◎描いた四角形が平行四辺形であると
予想させる。
（平行四辺形の定義、性質を思い出さ
せる。）

◎図形の性質から平行四辺形であるこ
とに気付かせ、魔法のカーペットの
形状の工夫を理解させる。

◎仮定、結論の意味を正しく理解さ
せ、証明のしくみを理解させる。
【証明する（数学的な思考・考え方）】
【表現力】

１　遊園地にある魔法のカーペット
の写真を見せて、安全性を保つた
めにどのような形状になっている
のかを考える。

２　上図のような四角形ＡＢＣＤを
描いてみる。

　　この図の中で、明らかにわかっ
ていることがらは何か考える。

　・各自ノートに書く。（個人思考）
　・各班で検討する（集団思考）
　・全体で確認する。（一斉）

３　考えた条件を仮定とし、平行四辺
形を結論とする証明を組み立てる。
　・各自ノートに書く（個人思考）
　・各班で検討する（集団思考）
　・全体で確認する。（一斉）

４　本時のまとめ

ここで活用する

知識・技能

・定規とコンパスを使って

の作図

　（中１で既習）

・命題の逆

・平行線の性質

・三角形の合同条件

・平行四辺形の定義と性質

・仮定と結論

　（中２で既習）
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２　学習活動の工夫（仮定と結論の意味を理解させるための学習形態等の工夫）

ここに

着目着目!!!!着目!!
○説明すべきことがらの根拠を記述する際には、仮定と結論を理解させること。（本事例では、安
全性を保つ条件（仮定）を考えさせ、平行四辺形であること（結論）を意識させている。）

○証明する際には、証明するための方針に基づいて筋道立てて考えることが必要である。
まず、生徒それぞれに作図をさせ、分かっている条件を図の中に表し、証明するための
方針を考えさせる。
○学習形態を工夫して、互いに意見交換をする時間を設定する。そして、証明を見直した
り評価したりして、的確で分かりやすい説明の仕方を工夫させる。

○相互に検討する授業形態（グループ学習等）の工夫
・少人数のグループに分け、互いに自分の考えを発表する
・それぞれの考えについて、グループ内で検討する
・各グループの考えを全体で発表して、検討する。
・生徒同士が互いの証明を評価し合い、よりよい記述や表現のしかたを考えて、証明の学習に取り
組むようにする。
・実物投影機を利用して、生徒の証明の流れをスクリーンに映し出し、視覚的に確認する。

○図形に書き込む際の工夫

※身近にある題材の提示例

・仮定や結論を言葉や記号で確認する。
・条件を図に書き込む際に仮定は色分けして、また、途中でわかったことがらも色分けして記入さ
せる。
・結論はあえて記入させない。（結論は未知のことがらであるので、記入しないことにより、根拠
として誤用することを防ぐ。）
・証明を書くだけでなく、友だちの証明を「読んで理解する」活動を授業の中に位置付ける。

■最初に分かっていること 
　　仮定：ＡＢ＝ＣＤ（青）
　　　　　ＢＣ＝ＤＡ（緑）
　補助線：ＡＣ＝ＣＡ（共通）（黄）

■合同（△ABC≡△CDA）によってわかったこと
　　∠ＢＡＣ＝∠ＤＣＡ（赤）
　　∠ＡＣＢ＝∠ＣＡＤ（赤）
　結論：ＡＢ　ＤＣ　　ＡＤ　ＢＣ‖ ‖

高さを予想しよう！
ちょうど2倍になるのは不思議だね。
三角形の合同を示して証明しよう。
（△GIA≡△AED示すと
　　　　　　GI＝AE＝ABになる）

Ａ Ｄ
・

・
Ｂ Ｃ

・買い物かごにある三角形の合同



①　単元名・学年　一次関数　2年

④　展開例　 （全17時間の第16時）

②　学習活動のねらい 
・事象の中から一次関数を見い出し、式・表・グラフを用いて一次関数の性質を考察し、論理的に説明・
表現することができる。

③　学習活動の計画   
・一次関数とグラフ（9時間）
・一次関数と方程式（3時間）
・一次関数の利用 （5時間）
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評価の
観点  

●実測したデータを数学的に考察し、燃え尽きる時間を予測できる。
●根拠にした事柄や、考察した内容を他の人に説明することができる。

【中学校数学】
式・表・グラフのつながりを重視したり、
説明する学習活動

■ テーマについて ■
○関数の指導においては、式・表（対応表）・グラ
フのつながりを重視する必要があり、実験や観察
を通して得られたデータを単純化し、式・表・グ
ラフを用いて特徴を考察する活動を積極的にとり
入れることが大切である。
○数学的に説明する力も必要であるので、論理的に考え
を進めて記述し、自分の考えを説明・表現する力を意
図的・計画的に育成することが大切である。

■ 指導のポイント ■
○具体的なデータから徐々に論理的考察へ発展させ
る指導
・実際に線香を燃やす実験によって、興味・関心を
引き出す工夫

1　本単元の概要 

学習活動の概要  指導上の留意点 

◎線香を実際に燃やすことで興味、関心を持
たせたい。【興味･関心】

◎最初に火をつけた直後の線香の長さを最初の
長さとするよう注意させる。（次頁参照）

◎実際に燃え尽きるまでのデータはあらかじ
めとっておく。
【データの整理（数学化）】

◎データの中には誤差が伴うことをおさえる。

◎表・グラフなどを活用するよう促す。【表現力】

◎式のよさ、表のよさ、グラフのよさを感じ
取らせる。
【実感を伴った理解】

◎どんなことを考察したのかを記述し発表さ
せる。【表現力】

１　線香に火をつけて、燃え

尽きるまでの時間を数学的

に予測する。

・２人１組での活動
・最初の5分間のデータを
とる。

２ 予測した時間とその根拠に

ついて 考え、自分の意見とし

てまとめる。

　・表・グラフ・式
　・比例の考え方
　・変化の割合

３　考察した内容を互いに発

表し、予測が正しいことを

明確にして検証する。

４　まとめ

ここで活用する

知識・技能

・与えられた数値を表に

表すこと

・グラフに表すこと

（小学校で既習）

・ｙをｘの式で表すこと

・比例

（中１で既習）

・傾き

・切片

・変化の割合 

（中２で既習）
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２　学習活動の工夫（実感を伴った理解や様々な考察を引き出すための実験）

ここに

着目着目!!!!着目!!
○あえて誤差を含む測定値を用いて線香が燃え尽きる時間を予想させ、様々な方法で考察
させることで、数学的な探究力の育成が期待できる。
○燃え尽きる時間を説明するためには、「用いるもの」と「その用い方」を説明させこと
が大切である。
○実際のデータを数学化することによって、表・式・グラフの三者の関連を実感を伴って
理解することができる。

○実験の概要
●線香を見せ、（写真①）燃えつきるのにどれくらいの時間を要するかを直
感的に予想させる。  ※事前に燃え尽きる時間を計測しておく  
●数学的な考察の必要性について説明する。
●数学的な考察に必要なものは何かを考えさせ発表させる。（時間と長さの
データ）
●こうした実験では、誤差をともなうためその扱いに注意が必要である。身
近な事象に関する資料やデータを教師側から提示する方法もあるが、ここ
ではあえて、実測させることにより生徒の興味、関心を引き出したい。
●実測しやすいように線香をスケールと並べて固定したものを用意してお
く。（写真②）
 （発泡スチロールに定規と線香をさして立てれば簡単）
●最初の5分間実測させ、燃え尽きる時間を考えさせる。（写真③）
●実証的なデータを得るため、線香が安定して燃えるようになってから実測
させる。
●燃え尽きるまでの時間は、今回使用した線香では約30分であった。ちょう
ど授業時間の終盤に燃え尽きることから、5分以降はかくしておいて、最
後に見せるのもよい。 （写真④）

○予想される生徒の考え方

その他の教材提示例

ア　1分間に4㎜ずつ減っていくので、
　　125÷4＝31.25　　　　　　　　　31分15秒
イ　表を順に埋めていき線香の長さが0になる時間
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  約31分
ウ　右のグラフをかいて、グラフがｙ軸と交わる
　ところのχ座標を読み取る。　　　　　 約31分
エ　一次関数の式を求め、ｙ＝0になるχを求める。
　ｙ＝－4χ＋125　χ＝31.25
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 31分15秒

※ペットボトルに小さな穴を開けそこから水を出していく時の時間と、ペットボトルの水の量
（高さ）の関係を調べる実験。

線香の長さ13㎝　燃え始めたときの長さ12.5㎝
燃え尽きるのに要した時間…31分

0 1 2 3 4 5 ?経過時間（分） …

12.5 12.1 11.7 11.3 10.8 10.5 0線香の長さ(㎝) …

写真①

写真②

写真③

写真④
y

15

0
15 30

7.5

x



知識・技能を活用する学習活動に関する指導事例集

編集発行　兵庫県教育委員会

所 在 地　〒650-8567 神戸市中央区下山手通5 丁目10 番1 号

電　　話　（078）341−7711（代表）

20教T2-012A4



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


