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１ はじめに 

 複式授業を行う際、必ず教師不在の状況で、子どもたちだけで学ばなければならない場面がある。本研修主

題の設定理由は、そうした間接指導時に、いかに子どもたちだけで意欲的に学ぶことができるか、私自身、研

修を深めたいと思ったからだ。また、本校は、全校児童２６名であり、複式指導に活用できるようにと、児童

へ一人１台LTEタブレットが配布されている。また、各教室に電子黒板が一台ずつ配備されているなど、ICT環

境が非常に整備されている。こうした本校の特長を生かして、子どもたちが、教師のいない状況で、自分たち

だけでいかに意欲的に学ぶことができるか、ICTの活用を中心に実践事例を以下にまとめていく。 

 

２ 実践事例 ５・６年（５年６名 ６年１名の複式学級） 国語科 〔令和２年１０月２１日(水) 校内研究授業〕 

 ５年 ６年 

①単元名 言葉 漢字の読み方と使い方 

表現の工夫をとらえて読み、それをいかして書こう  

「『鳥獣戯画』を読む」「調べた情報の用い方」 

「日本文化を発信しよう」 

②目標 

○第５学年までに配当されている漢

字を読むとともに、漸次書き、文や文

章の中で使うことができる。 

○語句の由来などに関心をもち、仮名

及び漢字の由来、特質などについて理

解することができる。 

○筋道の通った文章となるように、文章全体の構成や展開を考

えることができる。 

○引用したり、図表やグラフなどを用いたりして、自分の考え

が伝わるように書き表し方を工夫することができる。 

③指導計画 

（全２時間） 

①教科書の例文を読んだり、熟語つ

くりを行ったりする活動を通し

て、複数の読み方をもつ漢字があ

ることを知る 

②特別な読み方をする言葉がある

ことを知り、その読み方や書き方

を理解する。（本時） 

（全１０時間） 

①「『鳥獣戯画』を読む」の表現の工夫を生かして、日本文化に

ついて調べて分かったことを書きまとめる学習の見通しを

もつ。 

②絵と文章を照らし合わせながら、筆者が『鳥獣戯画』のどこ

を着目しているか考える。 

③筆者の「絵についての評価」と「絵巻物についての評価」を

読み取る（本時） 

④筆者の伝えたいことを捉え、「論の展開」「文末表現の工夫」

「絵の示し方の工夫」について気づいたことを書きだす。 

⑤「調べた情報の用い方」を読み、著作権への理解を深める。 

⑥学校図書館などで、日本文化についての本を探し、表現の工

夫に着目して読む。 

⑦発信する日本文化を決め、パンフレット作りの構想を練る。 

⑧「日本文化を発信しよう」を読み、発信内容を詳しく調べた

り、構成・割付決めをしたりする。 

⑨これまでの学習を基にパンフレットを完成させる。 

⑩完成したパンフレットについて他学年に発表し、その後、単

元の振り返りを行う。 

④本時 

〔主  眼〕 

特別な読み方をする言葉を考え

たり、その由来について話し合った

りする活動を通して、その言葉の読

み方を理解し、関心を高めることが

できるようにする。 

 

〔準 備〕  

タブレット  漢字辞典 

〔主 眼〕 

筆者の絵や絵巻物を評価する言葉を見つけたり、自分でも

絵を評価したりする活動を通して、筆者の評価を取り入れた

作品の紹介をできるようにする。 

 

 

 

〔準 備〕   

タブレット  

  



④本時 

 

 

５年生 ６年生 

教師の働きかけ（◆評価） 学習活動と内容 教師の働きかけ（◆評価） 

１ クロスワードに「特別な読

み方の漢字」を使った熟語を

入れておき、通常の音訓読み

にはない読み方の漢字がある

ことに気付かせる。 

 

 

 

２ ロイロノートにワーク

シートを送り、活動後、共

通理解がしやすいように

しておく。 

 

 

 

３ 話し合いが停滞してい

る際には、各言葉の選択肢

となる解説文を提示するこ

とで、言葉の由来について

考えやすくできるようにす

る。 

 

 

４ タブレットにあるデジ

タル版「宇部日報」で言葉

の検索機能を使って記事

を見つけ、それをスクリー

ンショットしたものを発

表する活動を通して、特別

な読み方をする言葉がど

のような場面で活用され

ているか知ることができ

るようにする。 

◆ 「特別な読み方をする

言葉」に気をつけて、正し

く読んだり書いたりして

いる。（記述・発言） 

５ 今後のＮＩＥなどの場

で、特別な読み方の言葉

に気を付けて記事を読ん

でいけるようにする。 

１ 熟語クロスワードに

取り組み、本時の学習

課題をつかむ。 

  

 

 

 

 

２ 教科書 P.125 にある

「特別な読み方をする

言葉」の読み方を考え

る。 

 

 

 

３ 特別な読み方をする

言葉「七夕」の由来につ

いて知り、「一日」「迷

子」「果物」の言葉の由

来について考える。 

 

 

 

４ 新聞記事から「特別

な読み方をする言葉」

見つけを行い、発表す

る。 

〈調べる言葉〉 

・河原（川原） 

・清水 

・八百屋 

・眼鏡 

・博士   など 

 

 

５ 本時のふりかえりを

する。 

 

  １ 全文を音読し、黒

板上の創作した５・

６段落を読む。 

 

・この説明文での評価する

言葉の必要性の理解 

 

 

２  学習課題を把握

し，課題解決の見通

しをもつ。 

 

  

 

 

３ 「絵」及び「絵巻」

に対する筆者の評価

が表れているところ

に線を引く。 

・「大したものだ」「実にす

ばらしい」「とびきりすぐ

れた」などの評価する言

葉の理解 

・事実と意見を区別する読

み方の確認 

 

４ 教師が作った鳥獣

戯画の紹介文を読

み、それを表す絵が

どこであるかを見つ

ける。 

 

５ 自分で簡単な鳥獣

戯画紹介文を書く。 

 

 

 

６ 本時のまとめとふ

りかえりをする。 

 

２ 黒板上にある第５・

６段落で、「たいしたも

のだ」などの筆者が評価

している言葉のある文を

抜いたものを、読むこと

で、筆者が評価すること

の言葉の必要性を理解で

きるようにする。 

 
２ 評価する言葉の意義を

教師と確認することで、

本時のめあてを理解しや

すいようにする。 

 

 

 

３ 筆者が評価している

言葉のみ線を引くこと

で、評価をする言葉に

一層着目させたり、そ

の言葉が何を評価して

いるかを考えたりでき

るようにする。 

◆ 文章と絵を結びつけ

て、筆者のものの見方

や考え方を的確に捉え

ている。（発言・記述） 

 

４ 教師の創作した文

から鳥獣戯画の絵の

一部を見つけること

で、評価の仕方を理解

できるようにする。 

  

５ 作った紹介文を５年

生に問題を出すようにす

ることで相手意識の醸造

を図る。 

 

６ 学習計画表を確か

め、次時の見通しが持

てるようにする。 

特別な読み方をする言葉には、どの

ようなものがあるか考えよう。 

「絵」や「絵巻物」の筆者の評価につい

て考えよう。 



⑤間接指導時のICTの活用について 

（１）ロイロノートの活用〔５年〕 

提出箱を使っての情報共有 

及び互いの考えの確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）ロイロノートの活用〔６年〕 

  教科書ページの書き込み場面 

でのタブレット使用の長所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

直接指導時の

タブレットの

活用①（ロイ

ロノート） 

（５年 導入
場面にて） 
クロスワードをク

イズのように提示

する際、画像の上

にテキストメモを

かぶせるだけで、

パワーポイントの

ような操作が行え

た。 

ワークシートを 5 年生へ 

送信し、提出箱へ提出さ 

せた。この提出箱は、友 

達全員の考えを簡単に確 

認することができ、意見 

共有を図ることができる。 

本実践では、「特別な読み 

方をする言葉」の読み仮 

名を書き入れる学習を、 

子どもたち自身で行える 

ようにした。 

担任は、この

時、6 年生へ

の直接指導を

行っている。 

間接指導時に子どもたちだけで取り組めるパタ

ーンを定着させることで、どの学習場面でどの

ように取り組めばいいかを考え、より主体的に 

学ぼうとする態度を高められると感じた。 

画面を 2 本指で拡大さ

せ、読み仮名を書き込

みやすくしている。 

直接 

指導 

時の 

タブレットの

活用②（鳥獣戯

画アプリの活用） 

（６年 前ページ指

導案 活動４にて） 
説明文「鳥獣戯画を

読む」に紹介され

ている鳥獣戯画

は、ほんの一部分

である。それをア

プリで使えば、ス

クロールして絵巻

のすべての様子を

見ることができ

る。そこで、教師

が作った紹介文を

読み、絵巻のどこ

に文と対応する絵

があるか見つける

ようにした。答え

のイラストをスク

リーンショットに

とり、発表させ、

言葉と絵のつなが

りや、説明の書き

表し方について学

ぶことができた。 
（６年 前ページ指導案 活動３にて） 

「大したものだ」「実にすばらしい」などの言葉と

教科書挿絵を対応させるために、文章や絵に線を

引かせた。ロイロノートで教科書ページを送信

し、そこで書き込んだものを模造紙へ写すように

した。 

複式授業のため、「渡る」時間の確保と、タブレッ

ト操作によるトライ＆エラーが行うよう、この活

動を仕組んだ。本文に線を引いたり、対応する絵

に印をつけたりするのを、何度もやり直しながら

取り組む姿が見られた。 

タブレッ

トを使

い、色分

けをして

本文や絵

に自由に

線を引い

ていた。 

一度考えを

まとめ、改

めて本文に

線を引かせ

ることで、

何度も本文

に触れる機

会を増やす

ことにつな

がった。 



３ 校内研究授業以外の実践事例  

〔５年 算数科「いろいろな図形の面積」〕 
ロイロノートの機能を使って教科書の挿絵を全員に送信し、 

面積の求め方の工夫について考えるようにした。学習リーダー 

が進行し、一人学び→グループ学び→全体発表の流れで授業を 

行うようにした。グループ内でとても分かりやすい説明ができ 

た児童は教師用タブレットにその画像を送信し、電子黒板にて 

説明するようにした。タブレットを操作することで視覚的に考 

えたり、説明したりすることが可能となる。また、LTEタブレ 

ットのため、ほぼ通信トラブルなく、児童間、教師―児童間で 

のデータ送受を行うことができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 本研修に関する成果と課題 

 間接指導の活性化を促すには、子どもたち自身が学び方を身に付けることだと考える。その一つのツールとして ICT の活用は非

常に大切な役割を果たすということを実感した。研修の成果を以下にまとめる。 

〈研修の成果〉 

〇子どもたちがタブレット活用方法の引き出しを拡げたことで説明する力を高めた。算数では、色分けをしながら図示したり、

国語では、教科書挿絵をロイロに取り込んで、プレゼンづくりを行ったりした。分からないことはできるだけ自分たち調べるこ

とができる力を高めることができた。 

〇教師不在時に、子どもたちが自発的に動けるようになった。ロイロノートの提出箱機能を立ち上げておくことで、一人学びの

後、自分のノートを写真に撮って、ホスト（教師用タブレット）へ送信し、その後、自分たちで、ノートに書いた内容を意見交

流する姿が見られた。また、この方法だと、ノートに学習内容を書き、黒板にも学習内容を書くという、本来２度かかる時間を

１回分に省略できるため、学習時間の短縮にもつながる。また、算数などで早く練習問題が終わったら、学習アプリで計算練習

を行うなど、教師不在時の子どもが取り組めるバリエーションを増やす意味でも、タブレットは有用だと感じた。 

〈研修の課題〉 

〇分からないことを、すぐにインターネットによって調べ、物事を簡単に解決しようとする姿勢が生まれた。図工でイラストを

描く際も、すぐにインターネットから画像を参考にしようとする姿が見られた。 

今年度は、時には緊急事態宣言に伴う市内一斉休校もあったが、本校の優れた ICT 環境を生かして、遠隔授業を行い、学習の遅

れがないようにした。そうした中、私自身、本研修課題に取り組み、ICT 機器を生かす授業づくりを行うことで、タブレットを活

用する力を高めることができた。今、この情報化社会では、ICT 機器を使いこなすことは教師も子どもも必須である。互いが、そ

の力を高め、かといって依存しすぎず、上手に ICT 機器の活用能力や自身の表現力を共に磨いていきたい。 

遠隔授業を行った際の工夫点   5 年…比例  6 年…分数と整数のかけ算とわり算 

 

 

 

三角形や平行四辺形の面積の求め方について、書き込み

し、グループ内で説明し合う活動を行った。 

５年 算数科「１㎠をつないで色々な形を作ろう」 

一人学び 

全体 

発表 

グループ

学び 

１㎠をつないで、４㎠では、何種類で

きるかを考えた。まず、個々にタブレ

ットで考え、グループ内で説明し合

い、最後に各グループの学習リーダー

が、取りまとめた意見を発表した。 

常時、換気をし、休憩

時間にはこまめに、手洗

いうがいを行うなど、感

染症対策は行っている。 

工夫① 
ZOOMでは、ノートの書き方の指示が難

しいため、児童と同じノートに、本授業の

内容を画面配信し、ノートをとらせた。 

工夫② トリミングした画面から配信し、

学習の進度に合わせて、ノートに書く内容

を増やしていった。 
工夫③ 

ZOOMの画面共有

の機能を使い、子ども

たちが一つの表に話し

合いながら数字を書い

ていく授業を行った。 

〔遠隔授業実施後の気づき〕 

・タイムラグなどの不具合が生じる場面があり、そうした際に自分で学

習できる体制を準備する必要がある。 

・チャット機能など、子ども同士が授業中に私的に利用しないよう、

ZOOM の機能を熟知することが大切である。 


