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　児童生徒が自立して社会で生き、創造性を伸ばし、豊かな人生を送るためには、「確かな

学力」「豊かな心」「健やかな体」をバランスよく育てることが大切です。特に「確かな学

力」の育成においては、新学習指導要領がめざす学力観である①基礎的・基本的な知識・

技能の確実な定着　②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・

表現力等の育成　③学習意欲や学習習慣など主体的に学ぶ態度の育成が重要です。

　国が実施した全国学力・学習状況調査の結果、本県児童生徒の学力の定着状況は全国の

公立学校と同程度の状況でしたが、調査結果を詳細に分析すると、説明や論述など基礎的・

基本的な知識・技能を活用する学習活動や予習・復習など学習習慣の確立に課題が見られ

ました。

　このため、県教育委員会では、平成１９年度から学識経験者や教員等からなる基礎学力向

上推進委員会を設置し、全県的な課題の分析や指導上の工夫を検討し、その結果をリーフ

レットにまとめるとともに学力向上シンポジウムを開催するなど、各学校における調査結

果を活用した検証改善サイクルの確立の支援や「学ぶ習慣の定着を図る学習タイム」の推

進等に取り組んでいます。

　一方、児童生徒の学力形成には、生活環境や学習環境など様々な要因が影響しているこ

とから、各学校においては、児童生徒の学力はもとより、学習や生活の状況把握に努め、

課題や改善策について共通理解のもと、より効果的な教育活動や指導方法の工夫改善を図

るとともに、学校全体として組織的・継続的な取組を充実させることが大切です。　

　こうしたことから、県では、都市部や郡部、小規模校や大規模校など、様々な教育環境

にある学校の取組を収集し、それらの多種多様な実践例から共通する効果的な取組を抽出

し、「個に応じた学習形態や指導方法の工夫」、「学び方や学習習慣の育成などの工夫」、ま

た、「組織的な指導による教育環境の工夫」、さらには「家庭・地域との連携や校内推進体

制の工夫」を観点としてとりまとめ、この実践事例集を作成しました。

　各学校におかれましては、本事例集に掲載した事例の中から、自校の課題解決に向けた

ヒントや新たな取組の創造に向けた参考例を見出していただき、今後の教育活動の一層の

充実に活用いただくことを期待します。

　最後になりましたが、本事例集の作成にあたりご協力いただきました市町組合教育委員

会、学校関係者の皆様方に感謝申し上げます。

　平成２２年（２０１０年）３月

兵 庫 県 教 育 委 員 会
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　児童生徒一人一人の個性や多様な能力を最大限に伸ばすためには、個に応じた指導の充実を図る
ことが大切です。特に、確かな学力の定着を図るためには、児童生徒の発達段階等を考慮しながら、
一人一人の学習内容の理解や学習状況に応じた効果的な学習集団の弾力的な編成など、分かる喜び
を大切にしたきめ細かな指導の工夫が重要です。
　こうした観点から、事例①では、指導体制を工夫し、１単元において一斉指導と課題別のコース
学習を組み合わせた少人数指導の取組、事例②では、同室複数指導において、教室のコーナーを活
用した協力的な少人数指導の取組を紹介しています。
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①ガイダンスの実施

②生徒のコース選択

③コース別少人数指導
　の実施

④単元末テストの実施

○単元末テストの解説とコース選択に向けたガイダンス
・誤答の多かった問題の解説を行い、既習内容の定着を図る
・コース選択のために次単元の学習内容を説明する
・授業の終わりにコース選択希望調査を行う

途中変更可
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①ガイダンスやアドバイスを充実させ、柔軟にコース選択・変更ができるようにする。
②１授業時間あたりの各コースの進度は同じとし、単元テストは同一内容で、同一時間に実施する。
③コース選択を重ねる中で、生徒自身が学習を振り返り、自分に適したコース選択ができるように
する。

○コース別学習についてのガイダ
ンスの充実
○生徒に優越感や劣等感を生じさ
せないなど実施上の留意事項

○生徒一人一人の個性や能力の伸長と学力の向上を図る
ため、課題別コースによる少人数指導を実施し、個に
応じたきめ細かな指導を推進する。

【教員】単元毎の学習の定着状況の把握
【生徒】学習状況の振り返りと今後の見通しの確認

基礎～発展コース 基礎コース
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　各学校で学習内容の習熟の程度に応じた指導を実施する際には、児童に優越感や劣等感を生じさ
せたり、学習集団による学習内容の分化が長期化・固定化するなどして学習意欲を低下させたりす
ることのないように十分留意する必要がある。また、学習集団の編成の際は、教師が一方的に割り
振るのではなく、児童の興味・関心等に配慮し、自分で課題や集団を選ぶことができるよう配慮す
ることも重要である。

「小学校学習指導要領解説総則編　第３章第５節６ ｣（Ｈ２０文部科学省）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※指導者Ａ：全体指導　指導者Ｂ：ミニ授業

①一斉指導による学習内容の説明（Ａ、Ｂ）

②学習活動の選択

③ミニ授業の実施　　　

④一斉指導による学習内容のまとめ（Ａ）　　　　　　　　　　　　
　※状況に応じて、つまずき内容の補足説明（Ｂ）

「今の問題をもう少し詳しく知りたい人はコーナーに集まりましょう」（Ｂ）

練習問題をする
Ａによる机間指導・
個別指導

希望しない児童は
自席で練習問題

希望した児童は教室
のコーナーに移動

ミニ授業
Ｂによるきめ細かな
指導

説明を求める児童はコーナーへ

理解できた児童は自席へ
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①「ミニ授業」は、児童自らの意志で自由に参加できるようにする。
②指導者間で達成目標や役割分担等を共有する。
③学力や学習状況に応じた複数の教材を用意する。

○１時間内の教員の役割分担など
協力的な指導の工夫
○ミニ授業を実施する学習内容や
教材の工夫

○同室複数指導において、指導者Ａの全体指導に並行して、
指導者Ｂが教室のコーナーを活用して「ミニ授業」を行い、
つまずきへの早期対応や学習内容の定着を図る。
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　学習指導を充実させるためには、指導目標と照らし、児童生徒の学習状況を的確に把握すること
が大切です。学習状況の把握にあたっては、事前・事後評価はもとより、一人一人の理解の状況や
進歩の様子等について評価するとともに、教員による評価と合わせて、児童生徒による自己評価等、
多様な評価方法を工夫し、指導の改善に生かすことが重要です。
　こうした観点から、事例①では、児童生徒にとっては学習の「見通し」や「振り返り」に役立ち、
また教員にとっては、次時の指導の改善につながる形成的な評価の取組、事例②では、友だち同士
で評価し合う相互評価を学習活動に取り入れた取組を紹介しています。
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【三角形の求め方】
①ワークシートを活用し、「振り返り」欄に、
各授業のねらいに応じた自己評価を書き込ま
せる。
②教員は、児童の学習の理解状況について指摘
し、コメントや具体的な改善点を示す。
③児童生徒の理解状況をもとに次時の指導を改
善する。
������

○三角形の面積を求める授業では、公式は理解して
いるものの、それをうまく説明できない児童が多
かった。
○このため、下のように三角形ＡＢＣ頂点から底辺
ＡＢＣに垂直に直線を引いた時にできる三角形を
色分けし、
　再度説明
　した。
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①「振り返り」欄に授業のめあてを入れるなどワークシートを工夫し、児童自身に到達目標を理解
させる。

②児童の学習の優れているところ、課題があるところとその改善点を的確に示す。
③以後の授業に生かす評価となるよう評価規準を明確にする。

○単元別評価の実施
○評価の在り方についての研修体
制の確立

○１単位時間毎にワークシートを使って形成的な評価を
行うことにより、児童生徒の学習状況を把握する。
○学習状況をもとに単元内における指導方法を改善する。

Ａ

Ｂ Ｃ
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　基礎的・基本的な知識・技能の確実な定着を図るとともに、これらを活用して課題を解決するた
めに必要な思考力・判断力・表現力等を育成するための指導を行うためには、評価の在り方が大切
である。いわゆる評価のための評価に終わることなく、児童一人一人の学習の成立を促すための評
価という視点を一層重視することによって、教師が自らの指導を振り返り、指導の改善に生かして
いくことが特に大切である

「小学校学習指導要領解説総則編　第３章第５節１１」（Ｈ２０文部科学省）
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○生徒の意見文を、相互評価させ、読みやすく分かりやすい文章にする。
　※準備物：事前に班ごとに、付箋を配布しておく
　※付箋を色分けし配布する→ア～ウの観点をもとに、それぞれ指定した付箋に記入する
　　ア　青色→表記や語句の用法について
　　イ　黄色→結論を導くための理由や引用の取り上げ方　　観点別に付箋に記入する
　　ウ　緑色→論理の展開の仕方

①　班内で意見文を発表する
　　　↓　※全員の意見文を拡大コピーしておく
②　意見文へ自分の意見を付箋に書き込み、貼り付ける
　　　↓　※自分の意見を相手に伝わりやすく付箋に書くよう指導する。
③　付箋に書いた意見について話し合う
　　　↓　※「○○さんの意見をよりわかりやすく説明するためには具体例として、○○○を

取り上げたらどうかな」など付箋をもとに３つの観点により話し合う
④　各自で意見文を修正する
　　　↓　※相手の意見を参考にして、自分の考えをまとめるよう指導する。
⑤　文集等を作成する
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①付箋の内容をもとに、付箋の根拠、理由などについて話し合いをさせる。
②他者の意見を参考にして、自分の表現等に生かすよう指導する。
③他者へ意見を書くとき、相手を中傷するようなことがないよう指導する。

○身に付けさせたい学力の確認
○学習形態や評価方法等の確認

○授業内で生徒相互に評価させることにより、学習内容の理
解を深化させる。
○他の生徒の意見を聞き、自分の意見をまとめ、説明する活
動を通して言語活動の充実を図る。
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　①　前時の確認プリント

　②　本時の授業（Ａ）　　　　　　　　 　　プリントの採点（Ｂ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※添削・記録

　③　練習問題をしているときに、プリントの返却（Ｂ）
　　　※配慮の必要な児童に個別指導

　④　特に誤答が多かった問題を中心に解説を行う（Ｂ）

　⑤　理解状況により、練習問題を宿題にしたり、昼休みや放課後に補充学習を行ったりし
　　　て、つまずきの解消に向けたきめ細かな指導を行う。

　中央教育審議会答申（Ｈ２０．１月）では、�基礎的・基本的な知識・技能の習得、�思考力・判
断力・表現力等の育成、�学習意欲の向上や学習習慣の確立、�豊かな心や健やかな体の育成のた
めの指導の充実をバランスよく図ることが求められています。特に学習意欲の向上については、指
導内容に応じて、個別指導やグループ指導など指導方法や指導体制を工夫することが重要です。
　こうした観点から、事例①では、１時間内に到達プリントの実施・添削・返却を行うなど児童生
徒のつまずきへの早期対応の取組、事例②では、役割分担を明確にした効果的なグループ学習の取
組を紹介しています。
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①指導者の役割分担を明確にし、より効果の高い指導方法を検討する。
②つまずきの誤答分析を行い、ヒントカードを事前に用意するなど、自主的な学習が進められるよ
うにする。

③宿題やプリントには、コメントを入れるなど、学習意欲を高める評価を工夫する。

○誤答分析によるつまずきの類型
化
○個人記録の集積・活用

○授業の始めに実施したプリントを授業時間内に添削し、
返却することにより、児童の学習面でのつまずきを早
期に発見し解消を図る。
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　各教科等の指導に当たっては、生徒が学習内容を確実に身に付けることができるよう、学校や生
徒の実態に応じ、個別指導やグループ別指導、繰り返し指導、学習内容の習熟の程度に応じた指導、
生徒の興味・関心等に応じた課題学習、補充的な学習や発展的な学習などの学習活動を取り入れた
指導、教師間の協力的な指導など指導方法や指導体制を工夫改善し、個に応じた指導の充実を図る
こと。

「中学校学習指導要領　第１章第４の２� ｣（Ｈ２０文部科学省）
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【「竹取物語」を学ぶ】
①班内で専門班Ａ～Ｅの役割分担をする
　ア　全グループの共通テーマ：｢かぐや姫の心情を考える ｣
　イ　専門班のテーマ例
　　Ａ ｢竹取の翁と媼とかぐや姫の出会い ｣Ｂ ｢かぐや姫の育ち（育て方）｣
　　Ｃ ｢貴公子からの求愛」Ｄ ｢帝（みかど）からの求愛 ｣
　　Ｅ ｢月の住人に連れ去られた後の翁と媼の様子 ｣
　※登場人物の心情や行動、情景描写などに注意して読み進めさせる。
　※４コマ漫画作成に当たり、難しい古語や用語等についてワークシートを用いて説明を加える。
②専門班Ａ～Ｅで、テーマをもとに、起承転結に注意して４コマ漫画を作成する。
③生活班において、専門班Ａ～Ｅで学んだことを物語の構成順に４コマ漫画により発表する。
④班内で質問コーナー等の時間をとる。
⑤「かぐや姫」の心情の変化について感想を書く。
⑥学級全体で感想文を発表する。

（専門班）　　　　　
A班○ ○ ○ ○ ○
B班● ● ● ● ●
C班□ □ □ □ □
D班■ ■ ■ ■ ■
E班△ △ △ △ △

（生活班）　　　　
１班○ ● □ ■ △
２班○ ● □ ■ △
３班○ ● □ ■ △
４班○ ● □ ■ △
５班○ ● □ ■ △

（学級全体）

１
班

２
班

３
班

４
班

５
班
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①専門班の ｢テーマ ｣設定を明確にする。
②グループ編成ごとに、説明や討論の内容を明確になるよう指導する。
③専門班の内容が確実に生活班に伝わるように、生徒にアドバイスする。

○グループなど小集団学習を重視
した指導法の工夫
○単元の内容に応じた多様な学習
形態の工夫

○生徒一人一人が、学習内容を分担することで、責任を
持って活動に取り組むようにする。
○グループ編成の工夫により、多様な説明や討論が行え
るようにする。
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　全国学力・学習状況調査において、本県が行った児童生徒の学力と児童生徒質問紙とのクロス分
析の結果、児童生徒の学び方と学力とに相関関係が見られました。
　例えば、「問題の解き方や考え方が分かるようにノートに書いている」や「目的に応じて資料を
読み、自分の考えを話したり、書いたりしている」と回答した児童生徒ほど、学力が高い傾向が見
られたことから、児童生徒に学習方法を身に付けさせ、試行錯誤しながら問題を解決する楽しさや、
解決できた時の達成感を実感させるなどの指導の工夫が重要です。
　こうした観点から、事例①では、学習内容の理解を深めるためのメモやノートの取り方の指導、
事例②では、児童生徒が自らの考えを相手に分かりやすく伝えるための取組を紹介しています。
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【面積の求め方を考える】
①ノートの取り方やまとめ方の指導の工夫
　・授業の構成が分かるように、説明内容は１ページ以内とする。
　・線や矢印を用いて、思考過程がたどれるようにする。
　・余白をとったり、半分に分割したりして後に宿題や復習で書き込めるようにする。
　・図表等を使い、見やすい板書にする。
　・間違いは消さずに、赤ペンで修正するよう指導する。
②メモ（板書の他に書く事柄）の内容
　（内容例）・分からなかったこと　　　　　　・自分で考えたこと　　　　　　　　　　　　
　　　　　・イメージした具体物、具体例　　・友だちや先生に尋ねたいこと

（メモ事例） 

（メモ事例） 

�������	

①児童がメモを取る必要性を感じるように指導内容を工夫する。
�授業のねらいや授業の流れ（問題の解き方等）を分かりやすく板書する。
③一斉にノートを取る時間やメモをとる機会を設定する。

○学年段階に応じたノートやメモ
の取り方
○板書の在り方

○ノートに自分の考えを書く工夫やメモの効果的な取り
方について指導することにより、学び方を身に付けさ
せる。
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　各教科等の指導に当たっては、児童の思考力、判断力、表現力等をはぐくむ観点から、基礎的・
基本的な知識及び技能の活用を図る学習活動を重視するとともに、言語に対する関心や理解を深め、
言語に関する能力の育成を図る上で必要な言語環境を整え、児童の言語活動を充実すること。

「小学校学習指導要領　第１章第４の２� ｣（Ｈ２０　文部科学省）

�������	
①１時間の授業内や１単元の中で、事実、方法、理由のすべての事項があてはまるとは限らないた
め、時間毎に何を説明させるのか明らかにする。

②ワークシートを工夫し、説明や論述の仕方について指導する。
③方法の説明や理由の説明を指導する際、単発的な応答だけでなく「なぜそうなるのか」「なぜそう
思うのか」等、根拠を明確にした説明をするように指導する。

○理解させたい内容や説明させた
い内容などの確認
○説明などの言語活動を取り入れ
た指導計画の作成

○各教科等において、説明、論述等の言語活動の充実を図
るために、児童が理解したり、気付いたりしたことについて
事実、方法、理由を明確に説明する力を育成する。

��������

【台形の面積を求める】
○「説明」する学習活動

・身近な出来事や自分で調べた事柄について、説明したり、それを聞いたりする活動

　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　

①事実：分かっている数値は何か
　　例：元にする長さは何か

���

���

②方法：どうしたら、既習内容を使って台形の面積を求められるか
　　例：どうやってその値を求めたか
　　　　台形を２つ組み合わせて、平行四辺形を作って面積を求める

���

③理由：台形を組み合わせると平行四辺形になる理由、問題を解くこ
とができた理由を説明させ、なぜその方法（解き方）を使っ
たのかを説明させる

　　例：なぜそういう結論になるのか
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【家庭学習の手引きの作成・活用】　　
（内容例）
・児童の学習法
・家庭での学習支援
・学校での学習内容、指導内容　等
（活用例）
・情報誌（学校・学年だより等）
・ＰＴＡ総会等保護者が集まる会合
・学級・学年懇談会
・｢学習計画表 ｣による点検　等

　　　　　　　（略）

家庭学習の手引きの掲載事例
【児童の学習法】
・絵本の読み聞かせ
・ひらがなの練習　
・国語辞典を使った言葉の意味調べ
・知人への手紙　等
【家庭での学習支援】
・学習内容と関連した会話
・図鑑等の書物の紹介　等
【学習内容】
・学習計画や単元ごとの指導ポイント
・教科書に書かれている内容の要約
・身に付けさせたい力の明確化　等

・学習計画欄には学習したい教科や学習内容等に
ついて記入する。
・学習内容欄には実際に行った学習内容を記入す
る。
・一週間単位で計画をたてさせ、定期的に点検を
する。

学習内容学習計画

月　日

（　　）分（　　）分
����������������
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①学校の学習と家庭学習との関連性を明確にし、家庭学習の内容について具体的に指導する。
②家庭学習の手引きを一方的に配布するだけでなく、児童の学習状況の変化を共有する。
③家庭の状況に応じて個別にきめ細かな対応をする。

○児童の発達段階に応じた、具体
的な学習内容や学習時間の設定
○継続的な情報発信や取組の評価

○保護者に対し具体的に学習の仕方や学習支援の方法に
ついて連絡し、学習習慣の確立や学習意欲の向上を図
る。

　全国学力・学習状況調査の結果、家で自分で計画を立てて勉強している児童生徒の割合は、全国
と比べてやや低い状況が見られるなど、学習習慣の確立に課題が見られました。基礎的・基本的な
知識・技能の定着には、家庭学習を充実させるための適切な宿題を与えたり、予習・復習の学習方
法についてアドバイスを行ったりして、学習習慣を確立させることが重要です。
　こうした観点から、事例①では、予習・復習など児童生徒の家庭での自主的な学習を支援するた
めの取組、事例②では、家庭学習の出題・点検・評価を大切にし、学習習慣の確立を図る取組を紹
介しています。
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　児童生徒に予習・復習の仕方や苦手教科
についてアドバイスを行い、家庭で自ら計
画を立てて学習する態度を育成するなど、
家庭学習を充実させるための工夫が大切で
ある。

【毎日の課題例】
　①教科ごとに既習内容の中から基礎的・基本的
　　な内容を反復学習により定着させる。
　　例：国語　→漢字、語句の意味
　　　　数学　→四則計算、式と計算、図形
　　　　英語　→単語、連語、文法　等

　②教科ごとに課題を出題し、教科担当・学級担
　　任が評価・指導する。
　
【週末における課題例】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　①思考力・判断力・表現力等を養うために基礎
　　的・基本的な知識・技能を活用する課題を週
　　末に出題する。　

　②教科担当が評価・指導をする。

【週末における課題例】
・短作文や長文を書かせる。
・「読書タイム」と関連付けた感想文を書か
せる。
・グラフや図表の読み取りの考察、意見を書
　かせる。
・新聞記事の感想を書かせる。

【学習課題（宿題）に関する個別指導】
・毎週定期的に曜日を決めて、放課後や昼休
み等に学習会を開催する。
・生徒の自主参加とするが、配慮を要する生
徒へ教員から出席を促す。
・参加しやすい環境をつくる。

�������	

①学習課題（宿題）を通して、生徒に定着させたい学力を明確にし、課題内容を選定する。
②特に配慮を要する生徒に対して、組織的な対応をする。
③生徒の努力や成果をきめ細かく評価し、保護者と共有する。

○反復学習で身に付けさせたい基
礎的・基本的事項の確認
○時間的なゆとりの中で身に付け
させたい事項の確認

○家庭での時間を有効に活用させ、適切に家庭学習を出
題・評価・指導をすることにより学習習慣の定着を図
る。

している どちらかといえば、している あまりしていない 全くしていない 

23.1小学校 

中学校 

30.4 32.6 13.9

10.7 24.9 39.9 24.5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100（％） 

Q　家で自分で計画を立てて勉強していますか 

小学校　算数B

59.5

57.3

53.0

46.6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
  （％） 

中学校　数学B

65.2

62.4

57.8

50.7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
  （％） 

※帯グラフは、各質問ごとの本県小・中学生の割合を表し、その他、無回答を省略しているため計１００％にならない場合があります。

※横棒グラフは、縦軸に各質問紙の選択項目、横軸に正答率をとり、選択肢項目ごとの平均正答率を比較し、質問紙と学力調査の平均正答率との相
　関関係を表しています。以下同様に表しています。
※質問紙と学力との相関は、基本的に「Ｂ活用」のグラフを掲載していますが、特に説明がある場合を除き、「Ａ知識」も同様の傾向となっています。

「Ｈ２１全国学力・学習状況調査結果」（兵庫県教育委員会）
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①振り返りカードを工夫する。
※振り返りカードの設問を明確化、単純化す
　ることにより短時間で振り返りを行う。
※振り返りカードでは、授業態度だけでなく、
　指導のポイントを項目として立てる。

②児童の振り返りの記録をファイリング等に
　より蓄積し、児童の学習意欲や学習の充実
　に結びつける。

③定期的に担当教員が振り返りカードを点検
　する。また、振り返りカードから授業の課
　題を明確にし指導改善に繋げる。

振り返りカード
　月　日（　）　年　組　番氏名（　　　　）

◎今日の授業を振り返ってみよう
自己評価ａ：よくできた　　　　ｂ：できた
　　　　ｃ：あまりできなかった　 ｄ：できなかった

感想・反省点自己評価項目

a-b-c-d
①授業の用意等忘れ
物はなかったですか

a-b-c-d
②分数の通分はでき
ましたか
（　、　）

a-b-c-d
③大きい分数を答え
られましたか
（　、　）

a-b-c-d
④分数の足し算はで
きましたか
（　＋　）

⑥授業で分からな
かった内容について
書いてください
（教員のコメント）

１　１
－　－
３　５

１　１
－　－
３　５

１　１
－　－
３　５
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①単元の目標をスモールステップに分けて児童に理解させる。
②児童が学習のめあてや見通しを持てるようにコメントを記入する。
③児童の振り返りカードを通じて授業を省察するとともに、次時に助言やコメントを記入し返却す
る。

○振り返るポイントの明確化
○計画的・継続的な評価の充実○児童が学習の見通しを立てたり、学習したことを振り

返ったりする活動を計画的に取り入れることにより、
主体的に学ぶ態度を育成する。

　児童生徒が知的好奇心や探究心をもって主体的に学習に取り組む態度を養うためには、児童生徒
が、見通しを立てたり学習したことを振り返ったりする活動を計画的に取り入れるとともに、体験
的な学習や問題解決的な学習を充実することが必要です。
　こうした観点から、事例①では、自己評価カードを工夫し、学ぶ見通しをもたせる取組、事例②
では、生徒の主体的な学習をはぐくむために、「探究」を重視した総合的な学習の時間の取組を紹
介しています。
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【テーマ『学校から社会』中学校１年生の事例】

留意点主な学習内容「探究」の流れ

・８００字程度
○働く目的
　・「なぜ働くのか」作文

�
課　題
設　定

・図書室、インターネット等調
　べ方を指導

○様々な職業調べ
　・｢様々な職業調べ ｣グループごとに調べる職業を決める。
｢工場（製造業）、農業、専門小売店（地元商店等）、コンビニ
（大手チェーン等）、福祉関係 ｣の５群から選択

�

情　報
収　集 ・会社や商店等へ事前に教員が

　連絡をとる

○身近にある事業所調べ
　・調査する内容を整理する（仕事の様子（何を生産、販売等、）、
　　地域との関連等）・会社名、地理的な位置（交通経路）等

�

・自分たちの生活との関連につ
　いて整理する

○事業所訪問
　・③で整理した調査内容に基づいて行う。

�

・比較・分類・整理する指導
○事業所訪問の資料作成
　・図表や写真等を使って分かりやすい説明資料を作成する。

�
整　理
分　析

・まとめ方の指導
・発表の仕方を指導
・校区から招聘する

○発表会
　・事業所からお世話になった人を招き発表会を開催する。
　・調べたことを発表し、事業所の方から助言をしてもらう。

�
まとめ
表　現

・各自で将来像を考える時間と
　する

○まとめ ｢将来つきたい職業について ｣考える
※２年生の職場体験 ｢トライやる・ウィーク ｣に繋げる。

�
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①課題を見付け、考え、判断し問題解決する力や探究活動に主体的に取り組む態度等、生徒に身に
付けさせたい力を明確にする。

②生徒が現代社会の課題を知り、それを踏まえて自分の生き方を考えられるようにする。
③多様な情報を活用したり、異なる視点から考えたり、また、力を合わせたり交流したりして協同
　的に学ぶ学習活動を工夫する。

○教科を中心とした「習得・活用」と
総合的な学習の時間における「探究」
との関連

○小学校から中学校までを見通した総
合的な学習の時間の指導計画の作成

○生徒が主体的に課題を見付け、課題選択能力や問題解
決能力を育て、自己の生き方を考えることのできるよ
うにする。

�������	�


　授業の冒頭に当該授業での学習の見通しを児童に理解させたり、授業の最後に児童が当該授業で
学習した内容を振り返る機会を設けたりといった取組の充実や児童が家庭において学習の見通しを
立てて予習をしたり学習した内容を振り返って復習したりする習慣の確立などを図ることが重要で
ある。

「小学校学習指導要領解説総則編　第３章第５節４」（Ｈ２０文部科学省）
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①読みたい本のランキングの提示、「読書月間」、「読み聞かせ」等を実施し、読書への興味・関心を
高めるよう工夫する。

②学習タイムにおいて進級テスト等を実施し、学習の成果が見えるよう工夫する。
③漢字・計算タイムは、授業で学習中の単元との関連を図った内容を中心とする。

　全国学力・学習状況調査結果では、全県的な課題として、予習・復習などの習慣が確立していな
いなどの課題が見られたことから、基礎的・基本的な知識・技能の確実な定着や学習習慣の育成を
図るため、１０分間程度をモジュールとする「学習タイム」の時間を設定し、計算や漢字、英単語等
の反復学習などに取り組むことが大切です。
　こうした観点から、事例①では、読書活動と反復学習を組み合わせた取組、事例②では、新学習
指導要領にも示された学習タイムを年間授業時数に算入する取組を紹介しています。

○学習タイムで身に付けさせたい力
の明確化
○読書好きな子どもをつくるための
家庭と連携した読書指導の在り方

○読書活動により読書の習慣化を図る。
○「反復学習」により基礎的・基本的な学習内容の確実
な定着や学習習慣の確立を図る。

【取組内容】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○週４日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○８：２５～８：３５

○「漢字・計算タイム」
　「漢字タイム」：水曜日
　「計算タイム」：木曜日

○「読書タイム・読み聞かせ」
・「読書タイム」：火曜日
・「読み聞かせ」：金曜日
・読み聞かせは地域のボランティアの協力
　を得て学年ごとに実施する。

○指導上の工夫
・「漢字・計算タイム ｣では独自に教材を作成し、
段階的に級別で構成する。
・毎月一回 ｢漢字・計算タイム ｣の進級テストを
実施することにより、学習成果を確認する。
・進級テストで配慮を要する児童へは担任を中心
として、昼休みや放課後等に個別指導で対応す
る。
・本が好きになるように、多読者の表彰やおもし
ろかった本のランク別表示等も併せて実施する。
・読み聞かせの教材については地域のボランティ
アと協力して選定する。

金曜木曜水曜火曜月曜

読み聞かせ計算タイム漢字タイム読書タイム全校朝会
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【取組内容】　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○週４日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○８：２５～８：３５

①実施教科
　数学：水曜日、金曜日
　英語：火曜日、木曜日
②学習内容
　・既習内容の復習を中心に実施する。
③教科担当が教材の作成、準備、評価を行う。
④実施教科ごとの学習タイムの時数を計算し、
　年間総授業時数に含める。

金木水火月

学習タイム
数学

学習タイム
英語

学習タイム
数学

学習タイム
英語

　

分
間

１０

（参考）
○年間を通して、一定の要件のもと同一教科を実
施し週時程表の１コマとすることも可能である。
※１０分／日×５日＝５０分（１単位）
○学習内容は授業に関連させて、単元ごとに１０分
間で取り組める教材を用意する。
○教科担当が指導内容の決定、教材の作成、評価
　を行う。

　学習内容例（中学校３年数学）
・既習内容の復習、平方根を含む式の計算、
　式の範囲、因数分解、二次方程式
　関数の表・式、グラフ等

�������	

①学習タイム全体の指導計画を立て、単元ごとの学習内容について教材を選定し、系統的に実施す
る。

②時数管理の仕方や評価方法について校内で共通理解を図り実施する。
③学習タイムによる学習状況や教育効果を家庭に伝える。

○学習内容の選定、教材の作成、評価に
ついての組織的な取組

○教科担任・学級担任の役割の明確化、
年間指導計画の立案、評価方法の確認

○数学の各単元の基礎的・基本的な学習内容につい
て、反復学習により継続的に指導することにより、
学力の確実な定着や学習意欲の向上を図る。

�������	
��

　１０分間程度の短い時間を単位として特定の教科の指導を行う場合において、当該教科を担当する
教師がその指導内容の決定や指導の成果の把握と活用等を責任をもって行う体制が整備されている
ときは、その時間を当該教科の年間授業時数に含めることができる。

｢中学校学習指導要領　第１章第３の３ ｣（Ｈ２０文部科学省）
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①全児童を対象に参加者を募る。
※配慮を要する児童には事前に参加を促す。
※参加者の保護者にも事前に連絡し理解を
　得る。
②週に１日、曜日を指定し実施する。
③学年ごとに学力や学習状況に応じたグル
　ープをつくる。
④複数教員で指導する。
⑤基礎的・基本的な内容を重点的に指導す
　る。

☆今、習っているところを、もっと勉強したいな
☆今日勉強したところが、ちょっとわかりにくかった
　な
☆今までの勉強で分からないところがあって、ちょっ
　と心配だな

など、自分がチャレンジしたい学習の時間としてどん
どん利用してください。たくさんの人の参加を待って
います。（参加する時はお家の人に参加することを伝
えておきましょう。）

※自分のチャレンジしたい課題が終わればいつでも帰
　れます。

チャレンジタイムの案内文例

場所日時学年

○○教室水曜日 (終わりの会終了後～ 2:45)1 年

△△教室水曜日 (終わりの会終了後～ 3:45)2 年

◇◇教室木曜日 (終わりの会終了後～ 4:00)3 ～ 6 年
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①分かる喜びや学習の楽しさを実感できるように教材等を工夫する。
②参加した児童に劣等感を抱かせないよう配慮する。
③下校時間などの安全対策について家庭や地域との協力体制をつくる。

○参加児童の学習状況の把握
○個々の児童の到達目標や適切な
教材と指導方法の在り方

○個々の学習課題に応じた指導により、基礎的・基本的
な知識・技能の確実な定着や学習意欲の向上を図る。
○放課後の時間帯を活用し、児童の学力や学習状況に応
じた指導を行う。

　児童生徒が安心して学校生活を送るためには、学習のつまずき、学校生活や家庭生活における問
題等を早期発見、早期対応することが大切です。そのためには、教員が一人一人の児童生徒と個別
に面談したり、補充学習を行ったりする中で、児童生徒の思いや考えを把握し、自ら問題を解決さ
せたり保護者と連携して支援したりすることが重要です。
　こうした観点から、事例①では、全教員で指導する放課後補充学習の取組、事例②では、全校で
一斉に実施する教育相談週間の取組を紹介しています。
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　児童生徒理解に当たっては、行動などの現象や結果だけで判断したり決めつけたりするのではな
く、その背景や原因を正しくとらえ、児童生徒の立場になって、その内面や課題を十分に把握する
ように努める。その手だてとして児童生徒と話し合うことを大切にしたり、日記や生活ノートを交
換したりすることも考えられる。

「人権教育の指導方法の在り方について［第二次とりまとめ］」

（Ｈ１８人権教育の指導方法等に関する調査研究会議）

①一週間程度を教育相談週間として設定する。（各学期１回）

②生徒の対人関係や学習面のつまずきなどに関する事前
　アンケートを実施し、資料を作成する。

③教育相談週間の期間中は、職員会議、生徒会活動や部
　活動などに配慮しながら、全教員が昼休みや放課後な
　どを活用し全校生と面談を行う。
※面談時間：一人１０～１５分程度
※事前アンケートの内容によっては、スクールカウンセ
　ラーや部活動顧問が面談を行う。

④教育相談週間終了後に、教員間で生徒の悩みごとや解
　決方策の共有化を図る。

【事例】
ケース①
・学級内での交友関係のトラブ
ルから、関係者に事情を聞き
｢いじめ ｣を未然に防ぐこと
ができた。

ケース②
・普段担任とあまり話す機会が
少なかった生徒と信頼関係を
深めるきっかけができた。

ケース③
・部活動を続けることへの悩み
を打ち明けた生徒について、
学級担任と部活動顧問が連携
を図り、活動への意欲を取り
戻すことができた。

�������	
①一人一人の個性に配慮しながら、じっくりと話を聞くことで、生徒の内面理解を深める。
②担任を基本に面談するが、内容により、養護教諭、スクールカウンセラー、部活動顧問等の協力
　を得る。
③教育相談週間終了後も、配慮を要する生徒とは保護者とも連携しながら個別相談を継続し、解決
　を図る。

○全教員で指導に当たる際の適切
な役割分担
○生徒の悩みや解決方法の共有

○教員が、生徒のもつ悩みや思いを理解し、心の安定を
図るとともに信頼関係を築く。
○学習のつまずき、生活上の問題を早期に発見・対応し、
学校生活の安定を図る。
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①家庭や学校の出来事、友だちのことな
　どについて、８０～１６０字の作文を書く。

②作文に他の児童が次々に短作文を書き、
　最後に教師がコメントを書く。

③一人一人のよさやちがいが認められる
　ようにするため学級通信や文集などで
　クラス全体に紹介する。

�������	

①相互に良さを認め合う内容を記述し、集団としての高まりが感じられるようにする。
②相手を中傷する文面にならないよう指導する。
③学級集団づくりの様子を保護者にも伝え、協力を得る。

○人権尊重の精神に立った学校経
営の推進
○学年、学級経営の方針や具体的
な取組の共有

○友だちが互いに良い点を評価することにより、他者理
解を深め、よりよい集団を育成する。

（児童Ａ）
○○くんが自分でごはん
をつくるなんて、すごい
と思いました。
わたしも、おかしは作り
ますが、ごはんも作って
みたいと思いました。

（児童Ｂ）
ぼくは、土よう日に家で
ハンバーグを作りました。
かたちを作るのがむずか
しかったけど、とてもお
いしかったです。

（担任）
○○くんがごはんを作っ
てくれて家の人もうれし
かったでしょうね。
他のみんなも家でりょう
りをしているようすがよ
く分かりました。

（作文）

（短作文） （短作文） （コメント）

　児童生徒にとって、「人の話が聞ける」「認め合い、励まし合える」「協力できる」などの学級の
雰囲気や人間関係が、学習意欲などに影響を与えると考えられます。
　このため、一人一人の考え、意見の違いやよさが認められるような学級経営の工夫や、日常的な
教育相談による児童生徒と教員の間の信頼関係づくりが大切です。
　こうした観点から、事例①では、短作文を利用した集団づくりの取組、事例②では、日常的な相
談体制を確立する個人ノートの取組を紹介しています。
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　児童生徒の人間感覚の育成には、体系的に整備された正規の教育課程と並び、いわゆる「隠れた
カリキュラム」が重要であるという指摘がある。（中略）　例えば、「いじめ」を許さない態度を身
に付けるためには、「いじめはよくない」という知的理解だけでは不十分である。実際に、「いじめ」
は許さない雰囲気が浸透する学校・学級で生活することを通じて、児童生徒は、初めて「いじめ」
を許さない人権感覚を身に付けることができるのである。だからこそ、教職員一体となっての組織
づくり場の雰囲気づくりが重要なのである。

「人権教育の指導方法等の在り方について［第三次とりまとめ］」
（Ｈ２０　人権教育の指導方法等に関する調査研究会議）

①学級担任を中心に、個人ノート
　の取組を全校で実施する。
②生徒指導上の問題がある内容の
　場合、本人に事実関係などを確
　認した後、教員間で対応策を共
　有し、必要に応じて家庭へ連絡
　する。
③個人情報に注意しながら、学級
　通信などで心あたたまる話を紹
　介するなど、個人ノートの記入
　への意欲を高める工夫をする。

【ノートを出さない生徒について】
○個別に教育相談を行ったり、
　個人ノートにできそうな学習
　課題を貼ったりするなどの配
　慮が不可欠である。

教員のコメント

個人ノートによる取組事例
※コメント記入により、リアルタイムで児
　童生徒の悩みなどに応えることができる
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①教育相談体制の一つとして位置付け、日常的な活動として機能するように努める。
②継続して生徒の願いや悩み事などを受け止め、生徒が相談しやすい雰囲気をつくる。
③生徒と信頼関係を深めるとともに、家庭との連携が密になるように工夫する。

○心の通い合う学校運営の在り方
○人間的なふれあいに基づく生徒
指導の在り方

○個人ノートの継続により、個々の生徒の学習のつまず
きや問題行動の早期発見・早期対応を図る。
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①具体的な授業改善プランを作成し、中間評価でプランを見直し、教育活動に反映させる。
②学力調査、授業記録、ビデオ、児童・保護者アンケートなどの多面的な分析により実態を把握す
る。

③授業参観の視点を明確にし、記録をもとに、評価・改善を行う。

　児童生徒の学力向上を図る機能的な指導体制を確立するためには、管理職のリーダーシップのも
と、教職員はもとより家庭や地域と教育目標や指導方針等を共有するとともに、児童生徒の学力や
学習状況の的確な把握に基づく学習指導や生徒指導の改善など「検証改善サイクルの確立」が大切
です。
　こうした観点から、事例①では、ＰＤＣＡサイクルに基づく授業改善の取組、事例②では、ＰＴ
Ａと連携した学習習慣を定着させる取組を紹介しています。

○日々の授業の多面的な分析によ
る授業改善プランの策定
○公開授業等を通して、授業改善
プランに基づく指導法の共有

○授業改善プランを策定し、公開授業、グループ研究で
指導法を具体的に共有することにより「分かる授業」
づくりを推進する。

【わかる授業推進委員会（仮称）の設置】（校長・教頭・研究担当、専科・学年より各１）。　
　指導体制・指導方法の工夫改善、教材の開発、評価を生かした指導の改善を協議（月１回）

（内容）
①年間計画の作成　（�）Plan
　・実態把握：学力調査、授業記録、ビデオ、個人記録、児童・保護者アンケート調査
　　　　　　　地域・学校評議員アンケート　等
　・年間指導計画、授業改善プラン作成

②「分かる授業」の推進　（�）Do
　・公開授業（月１回）授業参観メモを作成
　・職員会で授業実践等について情報の共有化

③中間評価（年３回）　（�）Check
　・学力の定着状況の把握（学力テスト、生活実態調査）、教師の自己評価
　・授業改善プランの見直し：教材、指導方法の改善

④改善プランの実施　（�）Action
　・年度末評価と改善計画
　　定着状況を把握するための学力調査の実施
　　授業記録（ビデオ）による分析評価
　　学識経験者等による外部評価
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　「学校評価システム」は、各学校の様々な取組について、目標・計画（Plan）、実践（Do）、自己評
価（Check １）、自己評価の結果の公表と意見の聴取（Check ２）、次年度への反映（Action）という
一連の活動を通じて、各学校における教育活動を適切に評価しようとするものである。
　このシステムを活用し、自己評価の結果を保護者や地域住民に公表し、意見を求めるなど、説明
責任を果たしていくことによって、「開かれた学校づくり」を一層進め、保護者や地域住民の支援・
協力を得て、学校・家庭・地域社会が一体となったよりよい学校づくりを推進することが求められ
ている。

「学校評価ハンドブック」（Ｈ１６兵庫県教育委員会）

【ＰＴＡ学びの定着委員会の設置】
①構成等
　ＰＴＡ学びの定着委員（１０名程度）をＰＴＡ役員
　及び保護者（各学年１名）から選出

②開催回数
　年間６回程度

③取組
・ＰＴＡが主催する子育て座談会を開催
　（自由参加）
・学校が作成する学力向上に関する資料をもとに、
　ＰＴＡ学びの定着委員会で家庭学習のポイント
　を作成し、保護者や地域へ提供

④子育て座談会（年間２回程度）
・放課後、児童生徒と保護者がペアになり、児童生徒の学習する様子を見せ合う。　
・その後、児童生徒は自主学習をし、保護者は家庭学習の状況について協議する。

【家庭への啓発資料について】
①学校の授業時間以外に１日当たりど
れくらいの時間勉強していますか
②家や図書館で１日当たりどれくらい
の時間、本を読みますか
③朝食を毎日食べていますか
④毎日同じくらいの時刻に寝ています
か
⑤毎日同じくらいの時刻に起きていま
すか
（全国学力・学習状況調査「児童生徒
質問紙」より）

☆家庭生活と関連の深い項目を抽出し
啓発資料としてＰＴＡだよりとして
配布している。
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①保護者の参画・協働により家庭学習の改善が具体的に図られる取組を進める。
②学校・ＰＴＡの双方にとって、効果的な情報収集、情報発信をする。
③家庭において学習についての話し合いの時間をとることや保護者同士が情報交換できる場を設定
　する。

○校内における全国学力・学習状
況の詳細な分析
○家庭学習に関する有益な情報の
提供

○学校とＰＴＡが協力して、全国学力・学習状況調査に
おける学習や生活の課題を検討し、家庭学習のポイン
トや生活の在り方等を啓発する。
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①毎月１回、１週間の授業参観ウィークを
　実施し、互いの授業を参観（自由参観）

②授業参観ウィークの前に授業者は、授業
　のポイントなどを作成し全教員に配布す
　る。
　※内容・子どもにつけたい力
　　　　・指導で力を入れていること
　　　　・指導で助言を得たいこと
　　　　・気になる子どもへの対応　等

③教員が参観し、その後「授業一言感想カ
　ード」を記入し、授業者へ渡す。

④全体または学年でテーマをもって事後検
　討会を開催し、効果的な教材や指導法に
　ついて共有を図る。

　教員としての資質や実践的指導力等の向上を図るためには、授業研究等の校内研修の充実が不可
欠ですが、一方で、教員が子どもと向き合う時間の確保が大切であり、それらを両立させる計画的・
効率的な研修の立案が必要です。また、「授業づくりの組織化」「研究協議の活性化」「各自の実践
の共有化」など教員が日常的に授業づくりについて情報交換をし、指導方法を継承する工夫が必要
です。
　こうした観点から、事例①では、授業参観ウィーク・参観カードによる相互授業参観の取組、事
例②では、経験豊かな教員が講師となり若手教員等に実践を伝授するミニ学習講座の取組を紹介し
ています。

授業参観メモ
（事前に全教員へ配布）

感想カード
（授業者へ手渡す）
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①授業の視点を明確にして、互いの授業を参観する。
②教員が自らの学級経営や授業のあり方について「振り返る」機会とする。
③共通の課題を共有し、互いに議論することで改善策を明確にする。

○授業参観のために作成する資料
の精選
○事後検討会の協議内容の焦点化

○普段の授業を互いに参観することにより、指導方法の
工夫改善を図る。
○学習指導、生徒指導の課題の改善策などについて協議
し、指導力の向上を図る。
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　教職員には、子どもにかかわる新たな教育課題等に適切に対応し、自信をもって子どもたちの教
育にあたれるよう、実践的な研修等を通じて教職員一人一人が資質向上に努めるとともに、心身の
健康を保持することが求められている。

「ひょうご教育創造プラン」（Ｈ２１　兵庫県教育委員会）

【ミニ学習講座】
①講師　経験豊かな教員（管理職含む）

②年間８回程度開催

③講座（テーマ）は、講師の教育実践の中から
　専門性の高い分野を講師自身が設定する。

④研修会への参加については、若手教員だけで
　なく全職員を対象に自由参加とする。

⑤研修内容（ミニ学習講座）
　講座例
　　「学級経営１０カ条・児童生徒理解１０カ条」
　　「問題行動を繰り返す児童生徒への指導法」　
　　「教材開発のポイントと学習指導の工夫」
　　「地域を知るフィールドワーク」　　等

○地域を知るフィールドワーク
※講師が案内役となり校区内を巡るツ
アー。
※地域の地場産業や伝統芸能、校区の危
険箇所等の理解とともに、地域教材と
して活用できるよう巡るポイントを工
夫する。
①地域の産業について
　・農業、漁業
　・地場産業（商工業の変遷）　等
②歴史（名所旧跡）
　・伝統芸能の伝承活動
　・校区内に残る道しるべ
　・地域に伝わる偉人　等
③伝承・言い伝え等
④地域の危険な箇所（不審者情報の多い
箇所等）
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①研修は、教員のニーズに応じた効果的な学習指導、生徒指導、学級経営などについて、具体的な
　教育実践を継続する。
②若手教員や転入した教員とも、地域や学校の状況を具体的に共有する。
③教員の自主的自発的な雰囲気で研修に参加できるように配慮する。

○互いの専門性等を生かした研修
の創造
○指導力を向上させるための校内
研修の体系化

○経験豊かな教員が他の教員へ教育実践等を伝授するこ
とにより、専門性や指導力を高める。
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【教科通信の活用】

①学習内容や学習計画について事前に知
　らせる。
　※学習の到達目標
　※予習、復習の仕方
　※自己点検表　等

②教科に関する興味・関心を高めるトピック
　等を紹介する。

③生徒へ多様な学習方法を紹介する。
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①生徒の学習への理解の深まりや学習習慣の確立を図る内容とする。
②生徒を対象とした通信であるが、学校と家庭をつなぐ取組をあわせて実施する。
③個人情報や著作権などに留意する。

数学の教科通信
（吹き出しにワンポイントアドバイ
スを掲載するなどの工夫をする）

○学校から家庭への効果的な情報
の発信
○発信内容や教育効果の共有

○生徒への継続的な教科通信により、自主的・自発的な
学習態度をはぐくむ。
○家庭との連携を密にし、生徒の学習を支える家庭環境
を依頼する。

　全国学力・学習状況調査結果において学校公開日を設けている学校は児童生徒の正答率が高い傾
向が見られるなど、学校と家庭・地域との強い信頼関係は学力向上の重要な要素の一つです。地域
の実態を考慮しながら、基本的な生活習慣や学習習慣の大切さを家庭や地域に通信などで示すこと
から、地域住民の協力を得た体験学習まで工夫することが大切です。
　こうした観点から、事例①では、学校での学習内容や家庭での学習方法などを伝える教科通信の
取組、事例②では、学校とＰＴＡが協力して企画し、地域人材を講師に招聘するセミナーの取組を
紹介しています。
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　学校が様々な教育課題に適切に対応し、充実した教育活動を展開するうえで、学校と地域の連携
体制を構築し、地域による学校支援の取組を推進することが求められている。このため、保護者や
地域住民、社会教育団体等の教育関係者、企業等が、子どもたちの成長にかかわる当事者としての
自覚と責任を共有するとの認識のもと、学校運営や教育活動に積極的に協力し、参画することが期
待される。

「ひょうご教育創造プラン」（Ｈ２１　兵庫県教育委員会）

①学校とＰＴＡが連携し、地域人材を活用したセミナーなどを立案する。
　参加対象：児童とその保護者（参加は自由）
　※放課後や休日に参加者を募集して開催する。
②ＰＴＡが中心となり各セミナーの講師の選定や参加者の募集案内を行う。
③学校は会場提供、参加者募集チラシ配布、参加児童の集約などで協力する。

〈昆虫セミナー〉
　地域から講師をお迎えし、虫の取り方や虫のいるポイントなどを教えてもらってから、中庭へ出て実際に虫取
りをしました。よく目にする小さな虫や、捕った虫を大画面の電子黒板に映しながら名前や特徴を説明してもら
い、親子で釘付けになってお話を聞きました。また、普段じっくり見ることのない小さな虫やセミの抜け殻にも
触れ、新たな発見をした参加も多かったようです。
〈音読セミナー〉
　地域で２０年以上音読指導をしている方を講師として招き、音読セミナー（親子）を開催しました。子どもた
ちにとっては慣れない正座でのスタートで緊張感もありましたが、パワフルな講師の音読を参加者たちは聞いて、
難しい古文や有名な小説の一部を元気いっぱい音読していました。家庭で同じような発声は難しいかもしれませ
んが、リズムを大切にして音読してみるのも楽しいと思います。
〈学校図書館ツアー〉
　読書週間初日、校内の図書室で地域から読書ボランティアグループの皆様による大型紙芝居や読み聞かせをし、
児童へ、読書が好きになるような講話などをしてもらいました。

（ＰＴＡだよりから抜粋）
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①児童の興味・関心や学習意欲の向上につながる取組を実施する。
②学校地域支援本部事業の関係者などと連携し、地域の人材や教材を活用する。
③学校とＰＴＡが相互に効果のある取組として実施する。

○学校の教育活動と関連性づけた
ＰＴＡ活動の企画
○保護者などの参画と協働による
学校教育の基本的な考え方

○学校がＰＴＡと連携し、「セミナー」などを開催するこ
とにより学習意欲を高める。
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　全国学力・学習状況調査は、各教育委員会、各学校が児童生徒の学力や学習状況を把握し、学習

指導や生活指導の改善に役立てることを目的に実施され、本県では、基礎学力向上推進委員会を設

置し、調査結果について、全県的な学力の定着状況や児童生徒の学習・生活に関する意識等の状況

について、総合的な分析を行ってきた。

　そこで、調査結果の周知を図るとともに、各学校において、調査結果を踏まえた今後の指導体制・

指導方法の工夫改善を図り、本県児童生徒の確かな学力の定着に資するために平成２１年１２月１７

日（木）にシンポジウムを開催した。
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　　　　　　授業者　姫路市立太市小学校教諭

　　　　　　　　　　　　　　　　　　長谷　浩也

　　　５年生児童１５名

○「マラソン大会でがんばったこと」について書か

れた対話文例について、①具体的に質問しよう、

②分かりやすく具体的に答えよう、③話を進めよ

う（転換）の３つの観点から修正し、修正点を意

識してペアトークを行った後、代表児童２名が対

話を発表する。

○「次につなげる言葉を具体的に言う」「自分の経験を交えることが大切だと思う」などの児童の感想

をもとに、指導者が「相手のことを考えながら言葉を選んで使っていくことが大切である」と対話の

ポイントについてまとめる。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　発表者　姫路市立太市小学校教諭　長谷　浩也

①　現行学習指導要領で重視され、新学習指導要領でも継続された ｢伝え合う力 ｣の育成について、Ⅰ

「相手を受け入れ、心が通じ合うことを基盤とした『受けとめる』」、Ⅱ ｢話題を深め広げる力として

『質問する・応答する』｣、Ⅲ「話を進めたり、まとめたり、対話の運営に関する力として『話を進め

る』｣をあげ、『対話能力系統表』を作成している。

②　作成した『対話能力系統表』をもとに、全校で系統的、組織的に指導するため、｢対話、音読、朗

読 ｣などのモジュール学習を国語科の授業時間として位置付け毎朝１５分間実施している。 朝の学習

により、焦点化した指導や段階を踏まえた指導の時間を確保することができる。
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参考（姫路市立太市小学校　対話能力系統表）

高学年中学年低学年
･相手を尊重する。
･論理的に話し合うことの価値がで
きる。
･自分の意見に対する批判を冷静に
受け止める。　 …①
・問題意識を持って粘り強く対話す
る。

・相手を尊重する。
･自分と異なる考えや経験の持ち主
と交流する大切さと難しさを知る。
･新しいことを知るために進んで聞
こうとする。　　 …①
･たくさんの友達と対話をしようと
する。

･自分から積極的に話題を見つけて
話そうとする。
･相手を尊重し、協調して話し合う。
 …①
･率直に自分を開示する。　 …②

受けとめる

①すばらしい意見をありがとう。考
えてみるよ

①～さんは、すごいね。ぼくには、
考えつかなかったよ。

①なるほど、すごいね。
②ぼくもそう思うよ。

言葉例

・相手の発言内容を一般化する。
 …②
･相手の発言内容を詳しく言い換え
る。　 …③
･相手の話のあいまいな点を明確に
する。　 …④
･相手の話に自分の経験などを付け
加えて返す。　 …⑤
･話を転換し、違った視点をだす。
 …⑥

・理由や根拠を尋ねる。　　 …②
･自分の表現で言い換える。　 …③
･まとめたり、補足したりする。
 …④
･相手の考えをふまえて自分の考え
を話す。　 …⑤
･話の中に賛成、反対を表す …⑥

･分からないことや詳しくしたいこ
とを尋ねる。　 …③
･関連した情報を話す。　　　 …④
･大事だと思ったことを確認する。
　　　　　　　　　　　　　　…⑤

くわしく質問
くわしく答える
（応じる・運ぶ）

②～を一言で言えば
③～は、○○ということを言いかえ
たら
④～の部分をもう少し詳しく説明し
て下さい。
⑤～は、～のことがありました。だ
から⑥～について～を考えてはど
うでしょうか
～について～の見方から考えると～
もし～だったらどうなるのかなぁ

②～の理由は何ですか。
どこから～いうことが分かるのです
か。
③～ということは、つまり～ですよ
ね。
④～をまとめると～ですよね。
⑤～の意見に加えて、ぼくは、～も
あると思います。
⑥～の意見に賛成して、～の考えは
なるほど思いました

③どうして～ですか。～について教
えて下さい。
④～と言えば～だね。
⑤～が大切にしたことだよね。

言葉例

･目的を考え、軌道修正できる。
 …⑦
･論点がずれないように話せ、聞け
る。　 …⑧
・話の内容を深めるように話せ、聞
ける。　 …⑨
･途中で、それまでの対話の過程を
　まとめながら話せる。　 …⑩

･目的や主題を意識して話す。…⑦
･話のパターンを予測して話す。
 …⑧

･主題からそれないで話す。　 …⑥
･対話のやりとりを繰り返す。 …⑦

話を進める

⑦～まで考えると話がそれますね。
⑧間が少しあいたのは、これから話
そうとすることがずれていないか
考えていてからかな？○さんの発
言を詳しくみてみよう。
⑨○○さんの発言は、これまでの話
の流れでいけば、○○という発言
になるかと思いますが、それでは
なくて、○○と内容を深めていま
すね。
⑩○○さんは、これまでのみんなの
発言をまとめて話してますね。

⑦題にもどることができたね。どう
して○○という発言をしたの？
⑧○○さんの○○の発言は、次にこ
んな話が続くということを予想し
て発言しているね。

⑥題と話が合わないときもありまし
たが、○○さんの○○の発言で題
にもどることができたね。
⑦話がとぎれないで続いたね。うけ
とめや工夫した質問ができていた
からだね。みんなでどこが良かっ
たかもう一度対話を聞いてみよう
か。

言葉例
評価例

･話の内容を分類して聞く。
･内容や根拠、「結論を生み出す過
程」を吟味して聞く。
･話をまとめ返しながら、相手の意
図を理解しようとして聞く。
･事実と意見を区別して聞く。
･聞きながら自分の意見をまとめる
ことができる。
･話の先を予想して聞くことができ
る。

･相手が話しやすいように、共感的
な表情できく。
･相手の言いたいことを全体的に理
解するように聞く。
･自分の体験や経験に引き寄せて、
自分の考えと比べて聞く。
･話を引き出す。

･話を最後まで聞き、正しく聞き取
る。
･要点をとらえて聞く。
･正しい姿勢で聞く。
･話に反応を示しながら聞く。

聞くスペース

･聞き手の理解にあわせて話す。
･論理関係を明らかにして話す。
･順序立てて話す。（伝え合い順を
考えて）
･概念を頭におきながら具体化でき
る。
･相手の気持ちを配慮した対立（批
判的な）意見が言える。

･聞き手の理解を確かめながら聞く。
･中心点をはっきりさせて聞く。
･順序立てて話す。
（中心を意識して）
･理由や根拠を示して話す。
･場面に応じて声の大きさを調整す
る。

･たずねられたことに対応した応答
ができる。
･対話において交代して話す。
･順序立てて話す。
･相手の反応に気をつけて話す。
･相手に身体を向けて話す

話すスペース

･対話をコントロールできる（話し
手、聞き手において足りない要素
をおぎなうことができる）
･その場その場で対話に必要な要素
が分かる。
･対話の事中、事後に自らの対話を
分析できる。

・対話における聞き手と話し手の役
割を知る。
･対話に必要な要素がわかる。
･対話の進め方がわかる。

･対話には、話し手と聞き手が必要
であることを知る。
･対話で、受け止めることや質問が
大切であることを知る。
・対話を続けようとすることができ
る。

対話の知識
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豊岡市立竹野中学校教諭　吉岡　久幸

①　生徒の実感的な理解を深めるために、身近な地域教材や活動型教材を活用する授業を展開している。

　　また、数学的活動においては、数、式、図、表、グラフを用いて考えさせたり、必ず根拠に基づい

て、自分の意見を明確に述べさせることが大切であり、全国学力・学習状況調査における記述式問題

の３つのタイプ、｢事実 ｣、｢理由 ｣、「方法」の説明に留意し授業を進めることが説明や表現する力を

伸ばし、授業の改善につながる。

②　「授業ビデオ：豊岡市立竹野中学校２年生『一次関数』｣

　全国学力・学習状況調査で課題が見られた ｢一次関数 ｣の授業においては、課題の改善のため、表・

式・グラフのいずれかを選択させた上で、その用い方について、話し合わせている。

（参考資料）
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西宮市立段上西小学校教諭　森　和子

①  研究テーマ ｢『高まり合う学びを創る』～学びのナビの活用を通して～ ｣に基づき、児童の自主的な

学習（ひとり学び）を身に付けさせるため、学習内容、指導方法、評価方法はもとより、子どもの学

習方法、家庭での学習支援などを記載した ｢学びのナビゲーション ｣（年間計画、単元計画の２種類）

を作成・配布し、家庭との連携を図っている。

②　｢学びのナビゲーション｣で家庭学習の方向性や目標を示すとともに、毎日の宿題の取組、家庭学習

自己点検表の活用、ノート指導、読書指導などを具体的に児童や家庭に指導している。

３　説明や表現する学習活動の充実
　数、式、図、表、グラフなどの方法を用いて考えたり、自分の考

えを説明・表現したりする学習活動を充実させることが大切

　（記述式の問題を３つのタイプ）

中学校（数学）  小学校（算数）

予習した事柄や事実を説明する 「事実」を記述するａ

事柄が成り立つ理由を説明する 「理由」を記述するｂ

事柄を調べる方法や手順を説明する「方法」を記述するｃ

�������	
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　　講師　基礎学力向上推進委員会委員（兵庫教育大学大学院教授） 佐藤　真
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　①　新しい知識・情報等が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「知識基

盤社会」にあって、ＰＩＳＡ調査では、我が国の児童生徒は、思考力・判断力・表現力等を問う読

解力や知識・技能を活用する問題に課題が見られた。

　　　その背景としては、家庭での学習時間や学習意欲、生活習慣等、自分への自信をどのように持た

せるのかという課題がある。

　　　また今後の評価は、励ましとして児童生徒を後押しすること、自己肯定意識や学ぶ意欲、そして

生きる意欲などを育成していくことが課題である。

　②　基礎的・基本的な知識・技能の定着については、実生活において不可欠であり、常に活用できる

ようになっていることが望ましい知識・技能と、専門分野の学習を深め高度化していく上で、共通

の基盤として習得しておくことが望ましい知識・技能とに分けて習得させることが重要である。

　　　また、子どもに実感として捉えさせるためにも、教員が子ども社会を理解することが必要である。

　③　思考力・判断力・表現力等の育成においては、思考・判断・表現を促す対象を明確化、焦点化す

る必要がある。教科等での｢習得｣と｢活用｣、総合的な学習の時間での ｢探究｣のいずれかに偏っ

た授業ではなく、バランスを考え、思考力・判断力・表現力等をはぐくむことが大切である。

   　    ｢ 考えているつもりの授業 ｣から ｢よく考えている授業 ｣に転換するために、児童生徒一人一人

について、｢説明・解説、論述 ｣から ｢記述・叙述、叙説 ｣へと、きめ細かく 指導・評価を行うこ

とが大切である。
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　①　授業計画の視点からは、授業を構造化することが大切である。どこまで児童生徒たちを育て上げ

るのかという授業目標を明確にし、児童生徒の実態に基づく評価規準等を具体的に示すことが重要

である。

　　　また、学習内容の構成、教材、授業計画が事前にでき上がっていることが大切である。例えれば、

設計がきちんとできていないと立派な建物もできないのと同様に、授業においては、学習指導案を

作成することが重要である。

　②　授業実施の視点からは、教員自身の児童生徒との接し方や児童生徒への話し方等の基礎的・基本

的な授業力に加えて、教育技術、教育技巧、瞬時の意思決定能力等が必要である。

　　　例えば、単なるノート点検から、ノート指導への転換である。児童生徒がきちんと考えているか、

自分の考えで書かれているか、しっかり考えノートがつくられているのか等の指導をすることが大

切になってくる。

　③　授業評価の視点からは、目標・評価、カリキュラム、教育方法、教材、学習環境等の面から、児

童生徒をどのように育成していくのか、再考していく必要がある。
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　①　学校質問紙調査に、今後のこういう授業をすべきだというヒントが示されている。自分の考えを

発表させる授業や児童生徒の実態、学校の様々な取組等、今後の取組の参考や学校として大切にし

ていくべきことを読みとってほしい。

　②　その土地や風土に根ざした教育の在り方がある。子どもに対する丁寧な見取り、 声かけが大切

である。また、県が出している事例集等を活用し、常に授業を創造していただきたい。
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