
 

はじめに 

(1) 今日における教育的課題・社会的要請から 

これからの子供が生きていく社会は「知識基盤社

会」（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社会、また変化が激しく、常

に新しい未知の課題に試行錯誤しながらも対応する

ことが求められる社会）であり、こうした社会認識

は今後も継承されていくと考えられる。 

近年、情報化やグローバル化といった社会的変化

が、人間の予測を超えて加速度的に進展するように

なってきている。とりわけ第４次産業革命「Ｓｏｃ

ｉｅｔｙ5.0」ともいわれる、進化した人工知能が

様々な判断を行ったり、身近な物の働きがインター

ネット経由で最適化されたりする時代の到来が、社

会や生活を大きく変えていくとの予測がなされてい

る。 

現代の子供たちはこのような課題の多い予測でき

ない変化に対応するため、一人ひとりが受け身で対

処するのではなく、課題に主体的に向き合い、自ら

切り開いていく力を身に付けることは大切である。

その過程をとおして、試行錯誤しながら、他者と協

働し、問題を発見・解決し、新たな価値を創造して

いくとともに、新たな問題解決につなげ、よりよい

社会や幸福な人生を自ら作り出していく力を付ける

ことが重要である。 

 

(2) 学習指導要領から 

上記のような、教育的課題、社会的要請を受け、

「社会に開かれた教育課程」（①学校と社会が広く世

界や社会の状況を視野に入れ目標を共有する。②社

会や世界と向き合い関わり合い人生を切り開くため

の資質・能力を明確化する。③社会と連携して教育

課程を実施する）を重視し、学習指導要領改訂の方

向性が示された。これを受ける形で、新学習指導要 

 

領では、新学習指導要領改訂の方向性と育成を目指 

す資質・能力を３つの柱に整理した。 

これらを踏まえて、新学習指導要領完全実施に伴

い、「主体的、対話的で深い学び」（アクティブ・ラ

ーニング）の視点からの授業改善が求められている。

これは教師が教え授ける、いわゆる一斉の講義式授

業ではなく、児童同士が学び合う授業にしていこう

というものである。「主体的、対話的で深い学び」を

実現させるためには、互いに学び合い支え合う環境

を整えていくことが必要である。 

 

研究主題について 

そこで、本校では一昨年度から、『ともに関わり高め 

合う子どもの育成』という研究主題のもと、「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、昨年度に引き続き、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、教科を算数に絞り研究を

行った。 

しかし今年度は、新型コロナウイルスの感染拡大に 

より、新年度の始まりが遅れ、その後も、コロナ禍と

いうこともあって、当初はペアやグループでの学習が

なかなかできなかった。 

そのため、例年よりは取りかかりは遅くなったが、

感染状況を見ながら研修を充実させていった。その結

果、３回の全校授業研究会、一人一授業も予定どおり

行うことができた。また、一斉指導の中で、どう「学

び合い」を生むかについて、一人ひとりが考えるよい

機会にもなった。 

 

研究の進め方 

(1)  児童に伸ばしたい資質・能力 

  本校では、研修をスタートするにあたり、まず、

 

ともに関わり高め合う子どもの育成(三年次） 

～学び合いのある授業づくりを通して～ 
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【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。 

 

 

「学び合いのある授業づくり」をとおして、児童の

どんな資質・能力を伸ばしたいかを話し合い、共通

理解を図った。その際に、押さえられたのが次の２

点である。 

・他者の思いや考えをしっかり聴くことができる。 

  ・自分の思いや考えを伝えることができる。 

 

(2)  学び合いについて 

次に、「学び合いのある授業」については、次の４ 

つの視点を大切にして研修を進めていくこととした。 

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」と聴き合える関係づく 

り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 

一昨年度から、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。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜２段階の課題設定＞  

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。 

＜課題追求にかける時間の配分＞  

 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。 

＜課題の質＞  

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。 

＜聴き合う関係づくり＞ 

 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。 

 

研究の経過 

 ◎ 全校授業研究会  

  ・ 第１回 ９月１６日（水）６年３組 

     授業者 重宗 俊輝 教諭 

     講 師 宇部市教育委員会学校教育課 

         末富 奈津美 指導主事 

     算数科：「円の面積」 

  ・ 第２回 １１月４日（水）４年３組 

     授業者 棟近 麻央 教諭 

     講 師 宇部市教育委員会学校教育課 

         末富 奈津美 指導主事 

     算数科：「小数のかけ算やわり算」 

  ・ 第３回 １１月１８日（水）１年１組 

     授業者 伊藤 聖夏 教諭 

     講 師 周南市教育委員会学校教育課 

         河村 仁美 指導主事 

     算数科：「かたちづくり」 

 ◎ 一人一授業 

・ ２月中旬までに、全ての教員が行った。 

  ・ 低・中・高学年ブロックの先生の授業は必ず

参観し、放課後協議会を開いた。 

  ・ 協議会に参加することが難しい時は、参観カ 

ードを書いて授業者に渡した。 

 

実践事例 

第６学年 算数科「円の面積」 

○ 本時の主眼 

図形を構成している要素や性質に着目し、図形

を動かしたり、補ったり、補助線を引いたりする

活動を通して、筋道を立てて複合図形の面積の求

め方を考えることできる。 

○ 学習の流れ 

① 色のついている部分の面積を求める。（共有の

課題）＜グループ＞ 

              ・20×20×3.14÷4＝314           

               400－314＝86 

20㎝            86×2＝172 

               400－172＝228 

                     など 

        20㎝ 

 

 

② 色が着いている部分の面積を求める。 

（ジャンプの課題）＜グループ＞ 

          ・  ・円の４分の１の面積 

                 －直角三角形 

10㎝           ・ラグビーボールの                

半分を求める  

     など 

 

     10㎝ 

 

③ ふり返りをする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

面積をくふうしてもとめよう 



○ 考察 

(1)  課題について 

本時では、写真１に示す複雑な図形の面積を

求める活動を行った。写真１に示すように等積

変形を行い、図形を直角三角形と円の四分の１

に分割し、求積する姿をねらいとした。 

 

 

 

 

 

 

写真１ 複雑な図形の求積 

児童が自然と等積変形を行いたくなるよう、

動かしたくなるような課題を設定し、移動式の

教具を準備した。授業中、子どもから「動かし

てもいいか」と聞かれることが多々あった。こ

の考えを編みだした児童は自然と笑みがあふれ、

主体的に学びを進めていった。子どもをより主

体的にするには、教師が教えるのではなく、あ

たかも子どもが発見したかのように教具や場を

設定したり、課題をつくったりすることが重要

であると感じた。                    

(2)  ＩＣＴの活用と学び合いについて 

授業の序盤ほとんどの児童は、「複雑な図形を

分割し、一つ一つの図形の面積を求めてから、

それらを全て足す」という方法で求積していた。

計算が複雑だったため、計算過程でつまずいた

り、かなりの時間を要したりするなど、８割の

児童が苦戦していた。そこで、児童の視点を変

換させるために「正確、簡単、早い方法」で求

積しようとしている児童の手元をタブレットの

ミラーリング機能を用い、画面に映し出した。

写真２のようにほとんどの児童が食い入るよう

に画面を見つめていた。 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ 画面をみる児童 

その中で、「あっ、そういうことか」「なるほ

どね」などのつぶやきが聞こえ、多くの児童が

学び直しを行い始めた。テレビ画面に等積変形

をする過程が映し出され、それをグループで再

確認することで、困っている児童の求積の手助

けとなり、諦めかけていた児童も意欲を取り戻

し、学びを再出発することができるようになっ

た。タブレットやグループで対話で視覚・聴覚

を刺激することは児童が学びを深めていくこと

に非常に有効な手立てだと感じる。しかし、タ

ブレットで取った画像は、残らず消えてしまう

というデメリットもある。来年度は、どのよう

な場面で、どのような使い方をすればより成果

があげられるのか研究を深めていきたいと思う。 

 

おわりに 

研究主題「ともに関わり高め合う子どもの育成」

の３年目であったが、コロナ禍のため、１年を通し

た十分な研究ができなかったことが残念である。 

しかし、短い期間ではあったが、全校授業研究会

や一人一授業を通して、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「児童の学びで語

る協議会」を通して学ぶことができた。 

特に、全校授業研だけでなく、一人一授業の後にも、

隣学年部で必ず「ミニ協議会」を行い、有効な手立て

について共通理解できたことは、若手教員にとって、

とても有効な研修となった。 

さらに、コロナ禍でペアやグループ学習が制限され

る中でも、児童の考えと考えや児童の考えと教材を「つ

なぐ」こと、児童の考えをすぐに教師が引き取らずに、

いったん児童に「もどす」ということなどを意識する

ことで、一斉指導の中でも「学び合い」を行うことが

できると気づけたことも大きかった。 

この３年間、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てきている。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

動になることが確認できた。今後も、全ての児童の学

びを保障するため、教師の役割を意識し、児童の主体

的な活動を導くことができるよう心がけていきたい。 


