
 

はじめに 

いよいよ来年度から全面実施となる新学習指導要領

では、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。 

 また、最近よく聞くＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）

における、１７のゴールからなる世界目標実現の設定

も２０３０年で、どこまで達成されるかはまだ不透明

だが、それを引き継ぎ実践していくのは、今の子ども

たちであることは間違いない。 

そして、それができるのは、受動的な子どもではな

く、自ら課題を明らかにし、仲間と協働して課題解決

に向かうことのできる子どもである。そのような子ど

もを育てるためにも、学校生活の大部分を占める授業

が「子ども自らが学び取る授業」に変わっていかなけ

ればならない。 

 そこで、本校では昨年度から、『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。

今年度も、学び合いのある授業づくりのため、『ペア・

グループの活動』『課題』『コーディネーターとしての

教師の役割』『学び合いの授業デザイン』の４つを視点

とし、昨年度同様、教科を算数に絞り研究を行った。 

 

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。 

 【聴く】（発言を受け止める） 

・ その発言がテキストのどの言葉に触発され 

たものなのかを認識すること 

・ その発言が他の児童のどの発言に触発され 

たものなのかを認識すること 

・ その発言がその子自身のその前の発言とど 

うつながっているのかを認識すること 

 

 

ともに関わり高め合う子どもの育成(二年次） 

～学び合いのある授業づくりを通して～ 
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 【つなぐ】 

・ 教材や資料とのつながり 「（教材や資料の） 

どこからそう思ったの？」 

・ 他の子の発言とのつながり 「○○さんの 

考えは伝わった？」「さっき○○さんは△△と   

言ったけれど、今の意見とどう違うの？」 

  ・ その子の前の発言とのつながり 「○○と

言っていたけれど、さっきと意見が変わって

きたね」 

   ※子どもの曖昧な発言を追求することで学び

が高まっていく。「どこでそう思った」「も

っと詳しく説明して」「今の意見について、

みんなで考えてみよう」など、考えをつな

ぐ工夫をする。それが子どもの深い理解に

つながる。 

  ・ グループとグループ（ペアとペア）のつな

がり「このグループが○○で困っているみた

いだけど、ヒントが言えるグループはいる？」

「（困り感のあるグループに対して）△△のグ

ループの考えを聴きに行ってごらん」 

 

【もどす】 

・ 話し合いが堂々巡りになったときには、課 

題にもどす 

・ 行き詰まったらグループやペアにもどす 

・ 話し合いが理屈っぽくなったら教材や資料 

にもどす 

 

 【つなぐ】 

・ 困り感や内面の状態を身体から読み取る目 

   の表情、しぐさ、情緒行動（多動、怒り、拒 

否、寂しさ）、机の溝（机と机をくっつけられ 

ない状態） 

・ そばに行って声をかける。「わからない」「で 

きない」ことが何なのか、一緒に考える 

・ 「わからない」を仲間につなげる 

 ④ 学び合いの授業デザイン 

  昨年度から、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を共通理解 

し取り組んできた。 

  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 

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。（レディネスを合わせる） 

そして、学び合い２では、算数が得意な児童で 

も解く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。 

 

(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。 

 ＜学び合いのある授業にするための               

授業評価の視点＞ 



 

【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） 

  ⑧学び合いの良さ（考えを表現できる、考えを 

深められる、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） 

 

  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・高から 計 年４回 

・教科は全員算数で授業を行う。（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４学年 算数科「面積」 

○ 本時の主眼 

正方形、長方形の面積の公式を用いながら複雑

な形をした物の面積の求め方を考える活動を通し

て、複合図形の求積をすることができる。 

○ 学習の流れ 

① L字型の面積を求める。 

(共有の課題) 

     ＜グループ＞ 

 

 

    

 

 ・正方形の面積＝１辺×１辺 

 ・長方形の面積＝たて×よこ 

 ・長方形を分割して、合わせる 

 ・大きな長方形－部分の面積 

② 複合図形の面積を求める。 

（ジャンプの課題） 

     ＜グループ＞ 

 

 

 

 

 ・長方形－道の部分 

 ・すべての長方形の面積を求めて、合わせる 

 ・長方形を寄せる（等積変形） 

 ・長方形をまとめる（等積変形） 

 ・道を寄せる（等積変形） 

③ ふり返りをする。 

 

 

 

 

 

 

 

面積をくふうしてもとめよう 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

○ 考察 

  【課題について】 

本時では、（ジャンプの課題）に示す複雑な図形

の面積を求める活動を行った。ほとんどの児童は、

複雑な図形の面積を、「ばらばらの長方形や正方形

の面積を１つずつ求め、それを全て足す」という

求積方法で求めていた。 

既習知識(長方形の面積＝たて×よこ、正方形の

面積＝１辺×１辺)で解ける問題であったため、見

通しを持つことができ、全員が学びに向かう姿が

見られていた。しかし、計算途中で、「計算がめん 

どくさい」「手間がかかる」という声がでてきた。

そこで、等積変形が必要なジャンプの課題「は 

やく、簡単に、正確に解く方法を考えよう」を提 

示した。ジャンプの課題に、ほとんどの児童が学 

びに向かっていたが、数名の児童は学習意欲が下 

がり、学びに向かわなくなっていた。その原因と 

して、「答えがでているため、新たな方法を見つけ 

出す必要性がない」「見通しがもてなくなったこ 

と」と考える。 

したがって、問題を（図１）のように新たな課 

題に変え、既習知識では解けない要素を意図的に

課題に取り込む必要があったと考える。 

児童は、既習知識で解けないとなると新たな求

積方法(等積変形)を探るであろう。学習意欲を下

げないためには、このような手立てをうち、子ど

もの学習意欲を繋ぐ必要があったと推測する。 

（図１） 

 

 

 

 

  【発問について】 

 本時では、「面積をはやく、簡単に、正確に求め

るにはどうすればよいか」という発問をすること

で新たな求積方法を発見させたり、学びが停滞し

ている児童やグループを見取り、困り感を全員に

戻すことで解決する方法を考えさせたりすること

に努めた。 

新たな求積方法を考える発問では、班で協力す

る姿が見られた。「計算の手間」をどのように解決

したらよいか必要感のある発問だったためであろ

う。しかし、前述したように答えが分かっている

課題であったため、学びに向かっていない児童も

見られた。したがって、課題と発問の両方を必要

感のあるものにしないと全員が学びに向わせるこ

とができないと推測する。 

  「Ａさんの言っていることってどういうこと？

グループで考えて」など困っている児童の表情を

見取り、全員に戻す発問をしたことで、グループ

でＡさんの意見を意欲的に確認したり、整理した

りする姿が見られた。表情を見取り、困り感を全

員で共有し、伝え合うことで学びに再び戻る児童

の姿が多く見られた。したがって、戻したり、繋

いだりする発問は有効だと推察される。 

 

おわりに 

「ともに関わり高め合う子どもの育成」の２年目

として、どのように授業を進めていくことが「児童

の主体的、対話的で深い学び」につながるのか、教

員間で共通理解をすることができた。また、そのため

の有効な手立ても実践の中で得ることができた。 

児童は自分の思いや考えを話す機会を得て、徐々に

自分自身の言葉で伝え合い、主体的に考えたり表現し

たりするようになった。児童同士で学ぶことによって、

自然と能動的な活動が展開され、言語活動も活発に行

われており、充実した学習活動であることが確認でき

た。今後も、すべての児童の学びを保障するために、

児童を「つなぐ」、児童の考えを「つなぐ」、児童の考

えを「もどす」、児童を「ケアする」という教師の役割

を意識して、児童の主体的な活動を導くことができる

ような授業を心がけていきたい。 


