
確かな学力を身に付けさせる授業づくり 

～「主体的・対話的で深い学び」の実現をめざして～（３年次） 

 

１ 主題設定の理由 

 平成２９年度・３０年度は「次期学習指導要領の教育課程改善の方向性」の一つ、「どのように学ぶか」に焦

点をあて、「『主体的・対話的で深い学び』の実現をめざして」を副主題に掲げ「アクティブラーニング」の視点

による授業改善に取り組んできた。「主体的な学びをしている児童の姿とは」「対話的な学びをしている児童の姿

とは」「深い学びをしている児童の姿とは」・・・どのような姿が見られれば児童は「主体的・対話的で深い学び」

をしていることになるのか。そして「主体的・対話的で深い学び」を実現するためにどのような手立てが有効か。

一昨年度、昨年度は、これらを探るべく、「主体的」「対話的」「深い学び」を仕組むことを共通課題とし、「めあ

ての明確化」「対話場面の設定」「ふりかえりの時間の確保」を授業作りの重点取組項目とし、授業力の向上を図

ってきた。２年間の成果としては、「主体的な学び」「対話的な学び」「深い学び」をする児童の姿を意識した

授業作りができたこと。「めあて・課題」の明確化と対話場面の設定、ふり返りの時間の確保を意識して授業に

取り組んだことで、教員の意識が高まり、日常化・習慣化が少しずつ図れるようになったことである。課題とし

ては、授業の導入における「課題設定」までを、どのようにもっていくか。児童が「解決したい！」と思える「自

分ごとの課題」にする。効果的な対話場面の設定（意図・目的をもって対話させる）する場合に、ペア・グルー

プで話し合わせる意図、目的を明確にもち、対話的な学びの質を高めるようにしていくこと。対話するための「聞

く力」を「考えながら聞く」「比べながら聞く」「友だちの考えを誰かに伝えられるように聞く」と捉え、集中し

て聞くことができる力を高めていく。ふりかえりの時間の確保・充実に対しては、学習活動の時間配分の工夫を

し、ふりかえりの時間を確保すること。ふりかえりが「わかった」「できた」だけでなく、「どのようにしたか

らわかった」という、理解の方法・過程をふり返らせるようにする。以上４点が出てきた。 

そこで、今年度は、「『主体的・対話的で深い学び』の実現をめざして」の３年次として、「２年間の研究から見

えてきた課題に焦点をあてた授業改善」と「深い学び」につながる各教科等の特質に応じた「見方・考え方」を

働かせる授業づくりを中心として取り組みたい。 

２ 育てたい児童像   

「主体的・対話的で深い学び」とは （「中教審答申」より） 

①学ぶことに興味や関心を持ち、自己のキャリア形成の方向性と関連づけながら、見通しを持って粘り強

く取り組み、自己の学習活動を振り返って次につなげる「主体的な学び」 

  ②子供同士の協働、教職員や地域の人との対話、先哲の考え方を手掛かりに考えを深めること等を通じ、自

己の考えを広げ深める「対話的な学び」 

  ③習得・活用・探求という学びの過程の中で、各教科等の特質に応じた「見方・考え方」を働かせながら、

知識を相互に関連づけてより深く理解したり、情報を精査して考えを形成したり、問題を見いだして解決

策を考えたり、思いや考えを基に創造したりすることに向かう「深い学び」 

    

（主体的な学び） 

・興味関心をもって積極的に取り組む児童。 

・学習活動を自ら振り返り意味付けたり、身に付いた資質・能力を自覚したり、共有したりする児童。 

  （対話的な学び） 

・先生や友だちと対話したり、先哲の考え方を手掛かりにしたりすることによって思考を広げ深めていく

児童。 

（深い学び） 

・各教科等の特質に応じた「見方・考え方」を働かせながら、身に付けた「資質・能力」を活用、発揮し、

これまでの学びを確かなものにする児童。 

 



３ 研究方法 

（１）重点取組項目の設定 

  ＜重点取組項目＞ 

○めあて・課題設定の工夫       ○学習活動の見通しの明確化 

○「ふりかえり」の時間の確保     ○効果的な対話場面の設定 

○各教科等の特質に応じた「見方・考え方」を働かせる学習活動 

 （２）一人１授業公開 

   ○全員が１授業を公開する。 

○全体研修以外の公開授業は、（低・中・高学年）ブロック内で参観する。 

○授業後に研究協議を行う。    

○全体研修以外の公開授業は、授業を行う日程を前週に知らせる。前日までに指導案を配布しておく。 

○授業者はまとめて考察を書く。（「一人１授業のまとめ」 ２月中旬提出） 

４ 研修計画 

月               研   修   内   容 

校内研修（◇授業力向上 ○学力向上 ・その他） その他の研修 

４／１０ ① ◇研究主題・研究内容・仮説などの検討、共通理解 

◇研修活動計画の立案・確認 

○本年度の学力向上の取組について 

○家庭学習の手引きの見直し 

 

５／２９ ② ○全国学力学習状況調査・ＮＲＴ・確認問題等の分析 

○前期学力向上プランの作成について 

◇研究主題へのアプローチ 

・市教研総会(５／８ 柳井中) 

・救急蘇生法研修（５／９養護） 

６／１２ ③ 

 

６／２６ ④ 

◇全体授業 指導案検討①  

 

◇全体授業 授業・協議① 

 

・児童理解研修（生徒指導） 

・避難訓練研修（教頭） 

・プール管理研修（体育） 

 

７／２２ ⑤

７／２３ ⑥

７／２４ ⑦ 

・服務研修（校長） 

・プログラミング教育の研修 

・特別支援教育の研修 

・外国語の研修 

・生徒指導の研修  など 

・市教研教科・分野別部会（７／２６） 

 

・学校評価研修(教頭) 

８／２８ ⑧ ・復伝（教育課程 等） 

◇全体授業 指導案検討② 

・市人権教育研修会（８／５） 

・市教研夏季大会・講演会（８／１９） 

９／２５ ⑨ ◇全体授業 授業・協議② ・人権教育の研修 

１０／２３⑩ ○学力定着確認問題 まるつけ 等 

 

 

１１／１３⑪ 

 

１１／２７⑫ 

◇全体授業 指導案検討③ 

○前期学力向上プランの評価・見直しの共通理解 

◇全体授業 授業・協議③ 

・市教研授業研究会（１１／２０） 

・余新の授業研究会 

１／１５ ⑬ ・新学習指導要領について  

２／６  ⑭ 

２／２０ ⑮ 

◇一人１授業のまとめ作成 など 

◇一人１授業 本年度のふりかえり 

 

３／６  ⑯ 

（ミニ研修） 

◇研修のまとめ 

○後期学力向上プランの評価・見直しの共通理解 

 



５ 実践事例 第１学年 算数科 

 （１）主 眼  数図ブロックを使って、ひき算の計算方法を考えたり説明したりすることができる。 

 （２）準 備  数図ブロック、ブロック板（ホワイトボード）、教材提示装置 

 （３）展 開 

 

学習活動・学習内容 

 

予想される児童の反応 

 

教師の働きかけ・支援 

１ 問題場面をとらえて、立式する。 

  ・減る場面 

 ・減ることを表す言葉「とる」 

  ・求残のひき算 

  ・１３－９の立式 

２ 既習のひき算を想起し学習の 

 仕方を確認する。 

  ・使用する道具 

  ・数図ブロックの置き方       

  ・ホワイトボードへの書き込み 

○「とる」という言葉から、減るよ。 

○減るということはひき算だよ。 

○式は１３－９だね。 

 

○数図ブロックを使おう。 

○１学期のひき算では、ブロック板の

上にブロックを置いたね。 

 

○「とる」「のこりは」とい う求

残の場面であることをおさえる。 

 

               

 

○１学期の学習を想起させ、 

 計算方法を考える際の半具体物

やそれを使うことのよさに気付か

せる。         

 

 
  ブロックを使ってひき算の仕方を考えて、説明しよう。 

        

  

  

○１３を１０と３に分けて並べよう。 

○ひき算だからブロックをのけていけ

ばいいね。 

○違うやり方でも試してみよう。 

 

○１３から１つずつひいていくと正し

い答えは出るけど、時間がかかるね。 

 

○Ａさんの計算の仕方は、１つずつで

時間がかかるね。 

○１３を１０と３に分けて並べ、１０

から９を引き、１と３を足すよ。 

○どうして、１０からひくの？ 

○３から９はひけないからだよ。 

○Ｂさんは１０からひいて、たしてい

るね。 

○はじめに３をひくと、あとどれだけ

ひけばいいのか、分からないな。 

○ブロックを動かして、答えが分かっ

てよかった。 

○友だちの考えがしっかり聞けてよか

ったな。 

 

 

３ 計算方法を考える。 

  ・数え引き法 

  ・減加法 

  ・減減法 

 

 

 

 

４ 計算方法を発表し合って話し 

 合う。 

  ・数え引き法、減加法、減減法  

 のメリットとデメリット 

     

     

     

  

 

 

 

 

 

 

 

５ 学習の振り返りをする。 

 

 

○数図ブロックの動かし方が 分

かったら、ホワイトボードに説明が

できるような書 き込みをさせる。 

○「のける」という言葉をキーワー

ドとしておさえる。    評価① 

 

 

 

○発表の前に聞き方の約束を確認

しておく。 

○一人の児童の発表を学級全体に

広げ、メリット、デメリットについ

ての対話ができるようにする。 

○児童の発言を繰り返したり、付け

加えや言い直しを促したりする。 

  

○既習のひき算とのつながりを押

さえる。 

○１つの方法しか出ないときは、教

師が別の方法を提示して、児童に検

討させる。            評価② 

 

○挙手させて、振り返りをさせる。 

 

 



 （４）評 価 

   ①関１３－９の計算方法を数図ブロックを動かして、考えているか。（操作の様子やﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ） 

  ②考自分の計算の仕方を説明したり、友達の発表を聞いたりして考えを深めているか。（発表の様子や聞く態度） 

 

６ 考察 

 

（１）「主体的・対話的で深い学び」をめざすための実践について 

 挿絵を提示し、数が減る場面であることはほとんどの児童が理解でき、１３－９の立式は容易に

できた。既習の学習をもとに、新しい繰り下がりのある減法の計算方法を数図ブロックを使って考

えさせた。児童は半具体物を使って考えることが好きで、ほとんどの児童が何らかの計算方法をホ

ワイトボード上で考えることができていた。また、ホワイトボードにどのように動かしたかを記入

している児童も数名いた。 

 半具体物の操作活動は好きだが、解決できた後、遊び道具になって

しまうのが今までの悩みの種だった。そこで、今年は、ホワイトボ

ード上で操作活動をすることにした。必要な数だけの数図ブロック

を操作することで、集中して操作活動に取り組むことができたよう

に思う。 

  個人の操作活動後、教材提示装置を使って、自分の操作した数図

ブロックをどのように動かしたのか説明させた。児童の説明だけで

は、言葉足らずで理解できなかったり、聞いていなかったりするた

めに、もう１度教師と共に黒板を使って説明をした。まず、数え引き方を説明させた。自作のブロ

ック模型を用いて、操作しながら説明させた。あえて普段の授業であまり説明をしない児童を指名

し、その児童がその後の学習に意欲的に取り組み、自信につながるようにとの配慮をした。数え引

きは、確実だが時間がかかるというメリット、デメリットに気付けた。次に、減加法を取り上げた

ところ、１０から９引いてその答えと３を足すのは、１学期の学習になるから、容易に計算できる

メリットに気づけた。最後に減減法を取り上げたが、１３－３はできるが、１０からあといくつを

引いてよいのかなかなか理解できなかった。 

 数図ブロックをどう動かしたのか、なぜそのように動かすのかを説明することは、１年生にとっ

てかなり難度が高いが、算数科の計算の仕方や数の概念などの学習で、特に重点的にやってきた。

計算の仕方全部でなくても、キーワードだけでも、子どもたちから引き出していきたいという思い

からだ。しかし、説明できる子は限られ、１年生特有の自己中心的な学びが影響して、聞いていな

い児童や聞いてはいるが理解ができていない児童が数多くいた。そこで、言い直しや付け加えを繰

り返し説明できるようにしてきたが、まだ十分とは言えない。 

 

 

（２）成果と課題 

 算数セットの中に入っていて、すべての児童が持っているホワイトボードを活用して操作活動を

行うところを先生方に見ていただけたのは提案性があったと思う。また、１年生の児童や学習の実

態を見ていただいたのもよかったと思う。指導者の方から、数図ブロックをどう動かしたのか考え

た過程を残すことができないので、ノートに図を描かせて説明させる方法を紹介していただいた。

半具体物によく操作活動と共に、ノートに考えを書くことも今後指導していきたい。 

 

 

 

 

 



 

 

７ 平成３１年度 校内研修のふりかえり 

 重点取組項目への取組について 

(1)「めあて」（課題）の設定の工夫 

（理由 等） 

 

○「工夫」という点では、まだ改善の余地がある。 

○子どもの実態や発達段階に即したフィット感のある目当てになるように工夫した。場面設定については、

引き続き工夫が必要だと感じた。 

○今年度は、主体的に取り組めるよう、「めあて」の設定を特に留意した。 

○前時の内容と関連づけて設定できた。 

○教材研究するための時間が確保されていない。それなりの工夫しかできなかった。 

○めあてのつくり方が難しいです。 

○毎日、めちゃくちゃこった「めあて」を設定することはなく、毎日淡々とシンプルに表現して伝わるよう

にした。 

○子どもが不思議に思ったことを次時のめあてにすることができた。 

 

成果：肯定的な回答８５％ 

課題：「解決したい！」という思いが高まる課題をどう設定するか。 

 

(2) 効果的な対話場面の設定 

（理由 等） 

  ○意見のズレが出る場面や子ども達が「友だちと確認したい。」思う場面で設定した。 

   子ども達が対話したいと思うタイミングを見つけることが大事だと思った。 

  ○ペア学習や、意見の交流をする中で、自然と対話する活動になっていた。 

  ○必ず対話的な場面を授業の中で設定するようにした。 

○必然的な対話になるように心がけた。 

○できるだけ対話場面を設定したが、効果的な物は一部だったように思う。 

○設定はしたけど、できるところとできないところがありました。 

○学年の実態に応じて難しいところも・・・。 

○班で話し合いながら、実験をした。 

  ○友だちとの交流の中で、考えが広がったり、深まったりする様子がみられた。 

○そこはこだわって毎回設定したが、「となり同士で」、「グループで」というのはあまり設定しなかった。 

 

成果：肯定的な回答８５％ 目的が明確な対話、必然性のある対話への意識が高まった。 

課題： 昨年度に引き続き、以下のことに継続して取り組んでいきたい。 

○深い学びにつながる対話場面の設定→ペア・グループで話し合わせる意図、目的を明確にもつことが、

対話的な学びの質を高めるための重要なポイントになる。 

○適切な対話の形態の選択→「児童 対 児童」の対話だけでなく、「教師 対 児童」、さらには「自

分との対話」「コト、モノとの対話」も対話場面ととらえ、それぞれの対話の「意義」「効果」「意図」

「目的」を意識しながら授業に組み込んでいけるとよい。 

○「聞く力」のスキルアップ→対話をするためには、「話す力」と「聞く力」が重要。「考えながら聞く」

「比べながら聞く」「友だちの考えを誰かに伝えられるように聞く」等、集中して聞くことができる力を

高めていくことが重要なポイントとなる。 



    ○学び合える集団づくり→児童同士が関わろうとしなければ対話は成立しない。安心して友達と関わり   

     あえる集団づくりが対話の第１歩となるのでは・・・。 

(3) ふりかえりの時間の確保 

（理由 等） 

○算数、体育については、ある程度できた。 

○時間がない時でも何らかの形でふりかえりをさせるように努めた。 

「わかった度を％で表す」、「◎・○・△」「その時間に学習した問題を１問解く。（算数）」など 

○３学期に入って、やっと５分程度とれるようになったが、１，２学期は時間配分がうまくいかなかった。 

○実験の片付け等でできない時があった。 

○時間がない時もありました。 

○「対話する」ことに慣れていない児童にとって「対話する」ことは時間がかかった。そのため、時間がお

すことがあった。 

○授業じかんぎりぎりまでまとめをさせてしまい、ふりかえりがあまりできなかった。また、ふり返りの時

間があったとしても、分かった、分からなかった程度であった。   

○授業のまとめとして自分が話すことが多かったので、あまりできなかった。 

○時間を守れず、ふり返りの時間をしっかり確保することができなかった。 

  ○毎時間、ふり返りの時間を確保し、その日の当番に発表させることができた。   

○少し内容が多く、十分な時間が確保できなかった。 

 

成果：「ふりかえりの時間の確保」に対する教師の意識の高まりが見られる。 

課題：・時間の確保 

    改善策→☆導入の工夫（めあて提示までの時間節約） 

☆発問の精選（どの学習活動・内容に焦点を絞るか） 

☆課題解決の見通しのもたせ方の工夫（時間節約） 

      ・児童の発達段階や特性、学習内容・活動に合ったふりかえりの工夫 

       （ふりかえりの方法はいろいろある。） 

 

(4) 各教科の特質に応じた「見方・考え方」を働かせる学習活動の設定 

（理由 等） 

 ○時間的に余裕が持てず、活動時間が短いと感じた。 

  ○まだ授業はしていないですが、先生方のアドバイスのおかげで、授業の内容を深めることができました。 

   ○ある程度やってたのではないかと思うが、じゃあその教科の特質に応じた「見方・考え方」が何かと問

われても答えられないので、改善できたとは言えない。 

   ○教科の視点を知らせた活動ができた。 

   ○１授業では、意識して取り組めたが、普段の授業では全くダメでした。 

   ○常に意識していたが、難しく感じた。 

   ○「見方・考え方」について、今回の研修で自分自身も初めて知ることが多く、良い学びになった。 

 ○その教科・単元の「見方・考え方」がわかると授業がしやすかった。学習指導要領を読む機会が増えた。 

日頃の授業では教材研究の時間に余裕がなく、難しかった。 

  

  成果：肯定的な回答９２％ 

各教科の特質に応じた「見方・考え方」を働かせる学習活動の設定に取り組むことができた。 

      

課題：日頃の授業でも取り組めるように、教材研究を工夫する。 

     

 


