
はじめに

小学校では、平成32年度から新学習指導要領が全
面実施となる。

今回の改訂では、社会の変化が加速度を増す中で、

これから学んでいく子どもたちが大人になる2030年
頃の社会の在り方を見据えながら、どのように知・徳・

体にわたる「生きる力」を育むのかを重要視している。

そのために学校教育では、子どもたちがこれからの

時代に求められる資質・能力を身に付け、生涯にわた

って能動的に学び続けられるよう、「主体的・対話的で

深い学び」いわゆるアクティブ・ラーニングの視点か

らの授業改善をさらに充実させていくことが求められ

ている。

本校では平成２７年度から３年間、「学ぶ意志をもっ

た子どもの育成」を研究主題として研修に取り組んで

きた。特に昨年度は、教員間で「学ぶ意志をもった子

どもの姿」を共有し、その姿にするための有効な手立

て（学び）を、いかに「主体的・対話的で深い学び」

にしていくかについて、実践的な研究を行ってきた。

今年度は昨年度までの成果や課題をふまえ、『ともに

関わり高め合う子どもの育成』という新しい研究主題

のもと、「学び合いのある授業づくりを通して」という

サブテーマを掲げ、全教員が授業公開しながら研修を

進めてきた。

「自ら学ぶ力」と同じように「他者から学ぶ力」「他

者と学ぶ力」を身に付けることは重要なことである。

他者との関わりを大切にしながら学びに向かう子ども

の姿を促すことができるよう、手立てや教師の役割を

考え、学び合いのある授業づくりについて研究してき

た。

研究の進め方

(1) 学び合いについて
はじめに、本校の考える「学び合いのある授業」

について押さえておくことにする。

① ペア、グループの活動

学び合いは、全体学習やペア、グループ学習で

自分の考えをもち、他者と議論し、わからないこ

とがわかるようになる経験のことである。ペアや

小グループの活動を取り入れ、「ここ、どうするの」

「わからないから教えて」と聴き合える関係をつ

くることができるようにすることをねらいとして

いる。グループで１つの解釈を作らなければなら

ないわけではなく、他者と出会って自分の考えを

再建築する場である。ペア、グループ活動を行う

前には、自分の考えをもたせ、自分が何が分から

ないのかを明確にしておく必要がある。

② 課題設定

ア さまざまな視点・角度から見ることにより、

学習内容の本質に迫ることのできる課題

イ 一人では難しいが、グループや学級全体で考

えることによって解決できそうな課題

ウ 新たな疑問がわいてきて、グループや学級全

体で探究したいと思える課題

③ 教師の役割＝コーディネーター

【聴く】【つなぐ】【もどす】【ケアする】

どのグループがうまくいっていないか、どこが

うまくいっているかを見取り、学びが成立してい

ないところに支援をする。聴く側の指導を大切に

し、教え合う関係ではなく学び合う関係をめざす。

グループ活動をどこでやめさせるかを見極め、全

体での学び合いにつなげる。

④ 学び合いの授業デザイン

研究の視点を大切にした授業づくりをしていく

ため、次のような「授業デザイン」を基本として

授業を組立てていくこととした。

学び合いのある授業づくりをしていくためには、

課題の質が大切であると考え、２段階の課題設定

を示した。グループ学習の際、課題の質が低いと
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出来る児童が出来ない児童に「教える」活動とな

り、学び合いは成立しない。そこで、学び合い１

では、教科書レベルの基礎的な課題（問題）を出

し、ほぼ全員に理解させることで、トランポリン

に乗せる。

そして、学び合い２では、算数が得意な児童で

も特のが難しいレベルの課題（問題）を出すこと

で、学び合いを生むのである。

その際、時間内に授業をおさめるには、学び合

い１であまり時間をかけず、学び合い２に入るこ

とが大切である。学び合い１において全員に理解

させようと思ったら、学び合い２には入れない。

学び合い１で、十分理解できなかったことも、学

び合い２を通して補充していくのである。

得意な児童が悩むほどの課題を苦手な児童が解

けるはずはないという考えもあるが、全員が悩み

ながらひとつの課題（問題）に向かうことで、意

欲も高まり、「教え教えられる」関係ではなく、「学

び合う」関係になっていくと考える。その中で、

得意な児童はより高い課題に挑戦する気持ちが高

まり、苦手な児童も、友だちの知恵を借りながら

理解することの喜びを感じるのである。時には、

苦手な児童のつぶやきによってグループの学びを

進むことがある。その経験は、どの児童にとって

も学び合うことの楽しさを知る経験となる。

ただ、この学び合いのある授業づくりが成立す

るかどうかは、学級経営によるところが大きい。

児童同士が『聴き合える』関係にあるか、間違

った答えでも自由に言い合える受容的な雰囲

気があるかなど、学び合いのある授業を行うた

めの「作法」ともいうべき基礎的な態度が身に

付いている必要がある。

【導入】全体 → 個（ペア）

○教材、課題との出会い

できるだけ早い段階で、めあてを提示

する

【展開Ⅰ】 グループ

○学び合い１

教科書レベルの基礎的な課題に取り組ま

せる。

「学び合い２」で、児童が取り組む課題

の見通しをもたせる。

【展開Ⅱ】グループ

○学び合い２

学ぶ値打ちのある課題に取り組ませ

る。

児童同士の学び（考えを出し合う、

聴き合う、伝え合う姿）が見られる

ような背伸びやジャンプのある課題

を設定する。

【振り返り】個

○本時での学びの表現

学んだことを、自分の言葉でまとめ

る。

(2) 研究経過
① 今年度から「学び合い」を意識した授業づくり

をめざして、次のような流れで進めていくことと

した。

ア 授業評価の視点［下図］を参考にして授業づ

くりをし、協議会においても、これらの点で協

議を行う。

【課題】

①学び合う必然性がある課題である

②話し合いの目的、内容、方法を明確にとらえ

ている

【場】

③ペア・グループ活動の中で、考えが深まって

いる

④自分の考えを表現している

（キーワード、文、図、絵、式、表、グラフ

など）

【発問・声かけ】

⑤考えを補い合って、よりよい考えにまとめ上

げる話し合いをしている

⑥全体で児童の考え方などを取り上げたことで

思考が深まっている

【振り返り】

⑦友達の考えによって変容した自分の考えを自

覚している 【内容面】

⑨学び合いの良さ（考えを表現できる、考えを



認められる、よりよい考えを見つける、みん

なで課題を解決できる、いろいろな考えを聞

ける など）を実感できる振り返りをしてい

る【態度面】

学び合いを深めるためには、児童が個人思考

をする時間を確保し、個々の思考をつないで広

げていくための教師のコーディネート力が重要

であると考え、このような視点を大切にしなが

ら授業を組立てていこうとした。

ただ、ここでいう個人思考とは、必ずしも一

人っきりで考えることではなく、分からなけれ

ば友だちに尋ねながら思考していくことも含む。

つまり、個人思考においても学び合いがあると

考える。

イ 授業実践：一人一授業を通して、主題を深め

授業を協議する。

☆ ブロックを主体に研修を進める。指導案検

討など

☆ 講師を招いて、校内授業研究会（全体授業

研究）を行う。

・低・中・高・支援から一つずつ年４回

・低・中・高は算数で授業を行う。（児童の学

び合いの姿が見やすいと思うので）

☆ 一人一授業を行う。

・２学期末までの間に行う。

・本時案のみの指導案でよい。

・教科の指定はないが、研究主題に沿ったも

のにすること。指導案に「学び合い１，２」

に関するポイントを明示し、一部分だけで

も参観できるようにする。（※の印を入れる）

・時期が重ならないように計画を立てて実施

する。

・同ブロックの授業は参観する。

・参観者は、授業参観後に協議を行う。（協議

への参加が難しければ、参観カードを活用

する）

(3) 実践事例

第３学年 算数科「かくれた数はいくつ(１)」
○ 本時の主眼

数量関係を適切にとらえ、筋道を立てて問題を

解決できる。

○ 学習の流れ

① 前時の学習を振り返り、本時のめあてを確認

する。

・ 線分図の便利さ（式にしやすい、分かりや

すい）

・ 線分図の書き方

② 応用問題を考え、答えの導き方について話し

合う。

ゆうかさんは色紙を４５枚持っていまし

た。おりづるを折るのに１４枚使い、また

何枚かを輪かざりに使いました。その後、

友達に３枚あげると、残りが１２枚になり

ました。輪かざりに何枚使ったでしょう。

・ ４５－１４＝３１

３１－３＝２８

２８－１２＝１６

・ １４＋□＋３＋１２＝４５

４５－１４－３－１２＝１６

☆ ホワイトボード(小)の活用
☆ ICT機器の活用

③ 全体で考えを共有する。

・ 線分図の確認

・ 立式の根拠

④ 本時の学習を振り返る。

便利な方法を使って問題を解こう。



○ 児童の見取り

本年度の研修では、研究協議の際、一人ひとり

の教員が見取った「児童の学びの姿」を話そうと

いうことで、下のようなシートを使い、決められ

たグループの児童の学びを見取ることにした。

【児童の学び見取りシート】

「協議会における教員への投げかけ」

子どもの名前を挙げ、ペアやグループでの

学びにおいて､｢個人の学び」が成立していた

か（学びとることができていたか）どうかと

いう学びの様子を語ってください。教師の働

きかけで、学びにとって有効だったことや、

学びとるために必要だったことはなにか、な

どの点について主に語ってください。グルー

プでまとめられなくていいです。出た意見を

代表者がいくつか発表してください。

○ 考察

課題と活動の場について

本単元では、主に線分図を活用して数量関係を

適切に捉えることをグループ活動で行った。本時

では、前時までの課題よりも取り扱う数字が多く、

文章が複雑であったため、他者と議論し合うこと

の必然性があったと考える。

また、既習事項から線分図の便利さやかき方を

復習したり、問題文から求めるものと分かってい

る情報を全体で確かめたりしたので、問題場面の

把握は多くの児童ができているようであった。一

部の児童は、解いていく方向性もつかめたようで

あった。

難解な問題に対して、解きたいと意欲をもつ子

が多かったが、個別でじっくり考えていくと、線

分図をどこからかき始めたらよいのかにつまずき、

思考が中断していた様子も見られた。また、自分

だけでは答えを導きにくいので、友達と話し合お

うとしている子もいたが、それぞれのつまずいて

いるところが異なるため、どのように疑問を投げ

かけたらよいか分からないようであった。

グループで話題を共有する手立てとして、「どこ

に困ってる？」「ここを教えて」などの言葉を使う

ことを指導していたが、長文の課題であることや

線分図をかく作業もあったので、全体的に話し合

いよりも個で考えることのみに集中してしまう状

況があった。個別学習の時間を区切っておくと、

よりスムーズに話し合うことができたかもしれ

ない。

発問・声かけについて

課題解決に向けて話し合う活動が停滞している

様子だったので、まず、どこまで分かっていて何

が分からないのかをグループ内や全体で共有でき

るように声かけをすることに努めた。それには、

各グループの考え方や理解度を正確に把握してお

くことが必要であり、自分自身の経験と学びを積

み重ねて素早く分析できるようになることが現在

の課題であると感じた。

いくつかのグループを見て回り、少しだけ進ん

でいるところの図を取り上げて説明させると、困

っているグループが解決へのヒントを得られ、全

体の土台をそろえることに有効であった。また逆

に、困っているグループを取り上げどこまで分か

り何が分からないかを伝えさせることで、困り感

を共有し全体で思考するポイントを絞って話し合

うことができると分かった。

このように、必要なときに子ども同士をつなぐ

役割を見極めて行えると、子どもたちの話し合い

も深まり、活発になることが今回の授業を通して

学んだことである。



おわりに

学び合いは、授業のめあてを達成するための手立て

であり、全体での学び合い、グループやペアでの学び

合いが考えられる。学び合いの中で、児童は自分たち

で課題を解決することができたという充実感を感じた

り、多様な考えを聞き合ったりすることができる。ま

た、自分の考えを確かめて、深めたり広げたりしてよ

りよいものに変えていくことができる。

学び合いのある授業づくりをしてみて、児童が互い

に関わり合う姿が見られた。課題に対して自分の考え

をもち、自分の考えを伝えようとしたり、友だちの考

えを聞いて理解を深めたりしており、互いの考えの違

いに気づくことができる児童も増えてきた。そのよう

な児童の姿が見られるようにするためには、児童に話

し合いの目的、内容、方法を明確にとらえさせなけれ

ばならない。自力解決で自分の考えをもつことができ

た児童は、その考えを伝えたい、正しいかどうかを知

りたいという思いをもって相手に伝える。しかし、聞

き手が話し合う内容を明確にとらえていなければ、友

だちの説明を聞き逃してしまうことになる。これらを

明確に示しておくことによって、互いの考えを生かし

て課題解決に向けてともに考えることができるように

なると考える。

研究を進めてみて、教師の役割においていくつか課

題が残った。教師の役割はあくまでもコーディネータ

ーである。例えば、全体で児童が意見を発表したあと

に教師が言葉を補って丁寧に説明したり、解釈して言

い直してしまったりすることがある。聞いている児童

は「先生の説明は正しいもの」だと感じ、注意深く聞

くことをしなくなってしまう恐れがある。「自分だった

らここはこう説明する」といった能動的な聞き手を育

てるためにも、説明の不足は児童が補うようにさせて

いきたい。互いに補い合いながら１つの考えを完成さ

せたり、似ている考えについて複数の児童が説明を繰

り返したりすることで、共通点や相違点に気づき、よ

りよい考えを導き出す話し合いにしていくことが大切

である。また、見取りの難しさも課題となった。一人

ひとりの考え方やグループの話し合いの進み具合をつ

かみ、どうつなげていくと学びが深まるか、どのタイ

ミングで考えを広めると話し合いが活発になるのかな

どの見極める力が必要になってくる。

児童が関わり合い、協働的に学び合うためには、「聴

き合う」関係づくりが大切であることが見えてきた。

授業づくりと学級づくりはセットであり、普段の学級

経営の中で、教室が安心して居られるところ、「わから

ない」「教えて」が言えるところ、みんなと学ぶと楽し

いと思えるところでありたい。

今後も久米の子どもたちが、子どもたち同士で学び

合って互いに高めていけるような授業づくりを研究し

ていきたい。


