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「子どもの気付きは学びの原動力！」

ＧＩＧＡスクール構想の推進に伴い、こんな声を
聞くことがあります。「子どもたちに使わせる前に
教員が操作をしっかり覚えなければいけない」と。
ＩＣＴ機器の操作に関して、子どもたちは順応性
が高く、教師の知らないことをよく発見します。そ
の度に、「教えていないことはやってはダメ」と言
うのか、
「詳しく教えてくれない」と聞くのか、判断
に悩むと思います。しかし、実はそこに子どもたち
が夢中になる扉があるのではないかと思うのです。

甲州道中でも難所の１つである小仏峠越えでは、
子どもたちの「気付き」が多くありました。私は見
過ごしていたことなのですが、小仏峠に向かう道中
には道祖神が多くあり、そのことに１人の子どもが
気付き、その存在と道中の特徴とに関係があるので
はないかと推察し始めました。
やがて、その気付きは他の子にも関心事となり、
すぐに全体の探究課題となりました。子どもたちは
夢中で調べ始め、当時の人々が、険しい峠を目前に
して、旅の安全を道祖神に祈願したのではないかと
いう説にまでたどり着きました。この時の子どもた
ちは、平成の世にいながら、江戸時代の人々の心情
を推し量っていたようにも思えました。
その後、限りある時数の中では全区間踏破は難し
く、行けない区間は国土交通省の資料をもとに調べ
学習を行いました。ただ、起点の日本橋と終点の下
諏訪に対しては、子どもたちの思いがひと際強く、
日本橋は夏休みに、下諏訪は何と卒業式の翌日に保
護者の協力を得て歩くことができました。

これは、20 年ほど前の話ですが…。
「あの道はいつからあるの？何処に続くの？」
それは１人の子どもの言葉から始まりました。その
日は、総合的な学習の時間のテーマを探すために、
32 名の６年生と相模湖を一望できる山頂にいまし
た。事前の私の思惑では、子どもたちの注目はきっ
と湖に集まるだろうと予想していたのですが、その
子の一言で、子どもたちの意識は一気に「その道」
に集まることとなりました。これが、「甲州道中探
訪」の始まりでした。
ご存じのとおり、甲州道中は江戸幕府によって整
備された五街道の１つで、日本橋から甲府を経て下
諏訪宿で中山道と合流する５番目に完成した街道
のことです。学校はその甲州道中の一部を学区に抱
えるという地理的環境にありました。
子どもたちの動き出しは、アッと言う間でした。
ＰＣ教室で概要を調べると、すぐに「実際に行っ
てみたい」という声が上がっていました。しかし、
道を歩いて調べるとなると、安全面の配慮、それに
伴うサポーターの確保等、様々な準備が必要になり
ます。何より目的意識を明確にもたないまま、簡単
に「さあ、行きましょう」とは言えません。そこで、
管理職と相談し、目的を明確にする「ある作戦」を
実行することにしました。
まず、クラスの代表３名を校長室に向かわせ、校
長に直談判をさせます。しかし、校長の「なぜ？」
という再三の問い返しに答えられず、その度に学級
に持ち帰り再検討します。そうやって何度も問い返
すことで、課題意識が明確になり、甲州道中を歩い
て調べる必然性がつくられていきました。
最初は近隣の駒木野宿から小仏峠を越え、学区に
ある小原宿までを歩くことから始めました。

この１年間の甲州道中探訪を通して、子どもたち
は、夢中になって探究し、解決する実感を味わうこ
とができました。もちろん、これらの学習活動が全
部、子どもの考えだけで進められた訳ではありませ
んが、可能な限り子どもの気付きをいかし、その気
付きが課題に高まるよう後押ししながら、子ども自
身が主体的に学んでいるという実感をもてるよう
に「仕組む」ことに徹しました。そうやって、いつ
しか子どもたちは、学びにどんどん走っていき、あ
っという間に私の想定を飛び越えていくのでした。
そんな子どもたちの姿を見ながら、子どもの学びに
立ち会えたことを、つくづく幸せだなと感じていま
した。
話は冒頭のＧＩＧＡスクール構想のことに戻り
ますが、子どもたちが自分の知らない使い方をした
時、果たして子どもに「それって、どういうことな
の？」そう問えるかどうか、そして、そのことが学
習内容につながっているのかどうか判断に悩むと
思います。しかし、私はその判断に際して、
「子ども
の気付きが学びに向かうかどうか」いつもそこを軸
に考えられる教師でありたいと思っています。
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インタビュー

相模原市で幼少期を過ごし、若くして会社
を起業。「Forbes 30 Under 30 Asia」
への選出、テレビ出演等、現在大活躍中の
食べチョク代表秋元里奈さんに「夢中にな
れる教育」についてお話を伺いました。

相模原市の野菜農家に生まれる。
慶應義塾大学理工学部卒
2016 年 ㈱ビビッドガーデン創業
2017 年 オンライン直売所「食べチョ
ク」を正式リリース。その後３年で認知
度/利用率 No.1（※マイボスコム調べ）
の産直通販サイトに成長させる。

－ 本日はお時間をいただきありがとうございま
す。早速ですが、秋元さんの現在のお仕事について
教えてください。

失敗することは悪くない
一歩成功に近づけたと考えること

私たちは、（株）ビビッドガーデンという会社で
食べチョクというオンラインの直売所を営んでいま
す。４年程前、60 軒から始まり、現在、全国 47 都
道府県 6,100 軒程の生産者さんにご登録いただいて
います。

－ 現在、小学校６年生の約２割、中学校３年生の
約３割が将来の夢や目標をもてていないという調査
結果があります。子どもたちが自ら夢や目標をもつ
ために、これが大事だということはありますか。

－ このお仕事を始めたきっかけは何ですか。

私自身、もともとは夢とか、夢中になれるものを
あまりもっていなかったのですが、社会人になって
いろいろ思考した結果、好奇心を止めないことを大
切にしていたかなと思います。好奇心の芽をつぶさ
ない。興味をもったときには一回やってみる。失敗
したとしてもそこから学んで、見える世界が変わっ
たりする。失敗することは悪いことではなく、一歩
成功に近づけたという考え方ができると、前向きに
なれるのではないかと思います。

実家が相模原市で農業をしており、子どもの頃誇
りに思っていたのですが、中学生の頃廃業し、なぜ
農業を辞めてしまったのか疑問を抱いたことがきっ
かけでした。

留まることがリスクだと思えた時に
一歩踏み出せた
－ お仕事を進めていく原動力とは何でしょうか。

夢中な人は一番最強

この業界で一次産業は成功事例が少ないのです。
でも実家が農家であり、前職の経験というバック
ボーンがある自分ならできるという使命感でしょう
か。もともと私は安定志向で、やらない理由を色々
並べてはみたのですが、今この場に留まることがリ
スクだなと思えた時に一歩踏み出せました。

－ 秋元さんの著書（「365 日 ＃Ｔシャツ起業
家」）の中で使われている「努力する人は夢中な人
に勝てない」「夢中力」というフレーズがとても印
象的でした。努力する人と夢中な人の差というもの
はどのように捉えていますか。
努力しているとき、大変さやつらい想いで立ち止
まってしまう瞬間ってあると思います。夢中な人は
止まりません。それを楽しくやることが出来る。一
番最強だと思います。周囲から「なんでそこまでで
きるのか」と聞かれたりもするのですが、自分とし
ては「つらい」って思っていなくて。やっぱり夢中
になっているからかなと思います。
ただ、現実も見なければいけないので、ずっと夢
中で居続けるのは難しいとも今は考えています。自
分の中でモチベーションをコントロールする技術が
必要なのかなと思います。

血の通ったやり取りがあるからこそ
温かい信頼関係が築けた
－ このお仕事の魅力は何でしょうか。
生産者さんから近い距離でお声をいただき、温か
い信頼関係を感じられるところですね。生産者ファ
ーストというものを掲げていて、まずは生産者さん
を支える。そしてお客さんにも満足してもらえれば
と考えています。私たちはビジネスを介しての関係
ではあるのですが、血の通ったやり取りがあるから
こそ、温かい信頼関係が築けていると思います。
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外に出ていろいろな出会いを
経験にしてほしい

新しい道をどんどん切り拓く人に
－ 相模原市内の児童生徒に期待することはありま
すか。

－ 相模原市内の児童生徒にメッセージをいただけ
ますか。

私は幼いとき、自己肯定感が低く、人と比べて自
分は自信がなく、いろいろあきらめてしまうことが
ありました。今振り返ると、安定することが良いと
あきらめなければよかったと思うこともあります
ね。安定は悪いことではないですけど、今は望めば
得られる情報も増え、選択肢もすごく広がっていま
す。人それぞれに選んだ道を今の段階で見つけ、新
しい道をどんどん切り拓く人が出てくるとうれしい
と思っています。

相模原市はとても便利な場所だと思います。相模
原市の中にいても必要なものは大体揃います。私は
いつか相模原市に戻りたいと思っていますし、出て
いけみたいなイメージでお話ししているわけではな
いのですが…。私は東京に出て、いろいろな人に触
れて、立場が変わったりもしました。みなさんも外
に出て、いろいろな出会いを経験してください。

児童生徒の価値観を形成する時期に
教職員の皆様の担う役割は大きい
－ 最後に、相模原市内の教職員に向けてメッセー
ジをいただけますか。
私は教育というものに最近興味が出始めました。
日本人は自己肯定感が低いというお話がありますけ
ど、起業家自体すごく少ないんですよね。私自身、
もともと起業家になるとは思っていませんでした。
20 年後、30 年後、50 年後とかに海外と比較しても
遜色ないようにするためには日本人もかなり変わっ
ていかなければならないと思います。人は根本の部
分はそうは変われないので、今の起業家だけが頑張
ってもなかなか進まない。
そう思ったときに、小さい時の教育というもの
は、その後の自分の価値観を形成します。教職員の
皆様の担う役割は大きいと考えています。これから
もよろしくお願いいたします。
T シャツの起業家として
大活躍中の秋元さん。
本日も「食べチョク T シャツ」姿で
インタビューを受けていただきました。

－ ありがとうございます。今回、このような機会
をいただき、秋元さんご自身から溢れ出るような、
前へ向かう推進力というのでしょうか「夢中力」と
いう言葉を大切にされているのが頷けるような、そ
んな時間でした。貴重なお時間をいただき、ありが
とうございました。
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特集 「教職の魅力×教育の力」

令和３年11月21日（日）に、さがみ風っ子教師塾主
催「見たい！聴きたい！学びたい！フェスタ」第１回
が開催されました。
内容は「先生の目線で見つめよう～現職教員による
シンポジウム～」。
「ＩＣＴを効果的に活用した授業づくり」「子ども
の思いや願いを大切にした授業づくり」「子どもたち
一人ひとりのニーズに応じた指導の工夫」「保健室経
営や教職員・家庭との連携の工夫」に強みをもった４
名の先生方をお呼びし、「教職の魅力×教育の力」に
ついて伺いました。

― 本日はよろしくお願いいたします。
では、「なぜ教員になろうと思ったのか」お
聞かせください。

佐々木
中学校で特別支援学級の担任をしています。
中学生の頃から運動が好きで、恩師への憧れも
あり、「体育の先生になりたい」という夢はあ
りました。しかし、教育実習のときに挫折し、
教員にはならないと決めました。
その後、縁があって特別支援学級で生徒を指
導・支援する機会がありました。子ども一人ひ
とりを想い、考え、実行する特別支援学級に魅
力を感じ、そこから特別支援学級の先生を目指
し、今に至っています。

荒木
小学校教諭８年目です。教員になろうと思っ
たきっかけは２つあります。１つ目は、子ども
と関わることが好きだということ。２つ目は、
教員である父・兄・弟の３人が、年末年始等に
家族で集まったとき、教員の仕事について話し
ている内容を聞く中で、仕事のやりがいや魅力
に惹かれ、「やってみようかな」と思ったのが
きっかけです。

小形
中学校で養護教諭をしています。養護教諭を
志したきっかけは、高校３年生のとき、保健室
の先生に、将来なりたい職業について相談した
ところ、「保健室の先生に向いているんじゃな
いかな」と言われました。その時、「保健室の
先生には、なりたいと思って頑張ればなれるん
だ」と初めて気付き、大学に入学してから養護
教諭について学んでいく中で、より一層なりた
いと思いました。当時の保健室の先生の言葉が
なければ、私は間違いなく違う職についていた
と思います。このような出会いの大切さも子ど
もたちに教えながら仕事をしていきたいなと思
っています。

澤田
小学校教諭２年目です。小学生の頃から「先
生になりたいな」とぼんやり思ったまま大学生
なりました。しかし、教育実習のとき、子ども
と関わるのが楽しいと感じ、子どもと関わって
いるときに自然と笑顔でいられたことが、教員
になろうと思う大きなきっかけとなりました。

― ありがとうございます。
子どもとの関わりの中で、印象的なエピソー
ドがあり、そこには「教員になって良かった
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な」と思う瞬間があると思います。その辺りに
ついて、教えてください。

うになるまでには時間がかかりました。クラス
の子どもたちのことで他の教員に相談したり、
いろいろな本を読んだりして、真剣に向き合
う、丁寧に話を聴いていくことを常に意識し
て、それをずっと繰り返しています。子どもた
ちと丁寧に向き合うことで、クラス全体が徐々
に育っていくという感覚を味わっている２年目
です。

荒木
教員になって良かったなと思ったことは２つ
あります。まず１つ目は、初任者のときに子ど
もの純粋さに触れる機会がとても多くあり、年
度が終わるときに手紙をもらったりしたことが
今も自分の支えになっています。一緒に喜んだ
り、悲しんだり…子どもたちとともに自分も成
長できる喜びは、他の職業では味わえないもの
だと思います。
２つ目は、初めて６年生の担任をしたときの
ことです。自分に自信がもてず、他のクラスを
キョロキョロみたり、周りの教員と自分を比べ
て落ち込んだりすることも多かったのですが、
卒業式に子どもたちから「素敵な１年間だっ
た」と温かいメッセージをたくさんもらえまし
た。その中で特に印象的なのは「先生、もっと
自信をもっていいよ」というメッセージです。
悩みながら子どもたちと接して行く中で、自信
のなさが子どもたちにも伝わってしまっていた
ことをすごく感じました。それを子どもが指摘
してくれたことで、「もっとこれから自信をも
っていかなければいけない」「自分の良さを少
しでも出せるようにしていきたい」と感じ、そ
の後の教員生活の支えとなってます。

佐々木
非常勤講師として働き始めたとき、感情のコ
ントロールが苦手な生徒がいました。その生徒
と初めて関わったときは、「こんなことが学校
現場ではあるのか」とすごく不安になりまし
た。生徒は運動をずっとやっていたこともあ
り、体格がよいことに気付き、ふと「何かスポ
ーツやっているの？」と言葉をかけたことをき
っかけに、その生徒は少しずつ心を開いてくれ
ました。後日、生徒自ら「バク転を教えてほし
い」と言ってきました。少し難しいのではない
かと思いましたが、卒業のときには、完璧にで
きるようになりました。更にその生徒は、私と
の距離が縮まるだけでなく、他の教員の話を聴
くことなどもできるようになりました。教員が
生徒を想う・考える・実行するということで生
徒は成長していく、すごく大切なことをその生
徒から学んだと思います。このエピソードが特
別支援学級の担任として頑張ろうという気持ち
を作ってくれたと思います。些細な一言かもし
れませんが、子どもたちに何かきっかけを作っ
てあげられるということが、教員になって良か
ったなと感じられることです。

澤田
私も２つお話しします。まず１つ目は、昨年
度、教員になってまだ半年しか経っていないと
きに「澤田先生、運動会のダンスの担当をして
ください」と学年の教員に言われました。ダン
スはやったことがなく、さらに運動は苦手なの
で「どうしよう」と思いながらも自宅で必死に
練習しました。いざ、教えるとなったときに、
120名の児童を相手に教えるのがとても大変で
…。左右を反転して踊らないといけないし、踊
りながら教えないといけないし、「なんて難し
いのだろう」と思い、悩みながら取り組みまし
た。運動会当日に朝礼台に立たせてもらい、真
剣に踊っている子どもたちの姿を見て、自分が
自宅で練習したダンスが、こんなに色々な人に
喜んで見てもらえることが嬉しく、印象に残っ
ています。今年度は低学年の担任をしています
が、「先生みて！こんなダンス知っているよ」
と言って私が昨年度教えていたダンスを踊って
いる子どもがいました。実は、昨年度担任して
いた学年に兄がいて、家で妹にダンスを教えて
いたことが分かりました。教員ってこんなに影
響力のある仕事なのかと実感しました。
２つ目は、現在のクラスの子どもたちです。
今は可愛いと思えるのですが、そうと思えるよ

小形
生徒の保健室で見せる元気のない表情が、保
健室を退室するとき、クラスに戻ったとき、も
っと先で言うと卒業したときに、少しでも笑顔
に変わった瞬間を見ると、ホッとした気持ちに
なり、良かったなと思うことが私のやりがいに
つながっています。
また、生徒たちからの「ありがとうございま
した」という言葉にもやりがいを感じます。養
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護教諭は「ありがとうございました」と１日１
回は必ず言われます。絆創膏を貼ってあげただ
けでも「ありがとうございました」と言われま
す。もちろん、それも嬉しいのですが、一番嬉
しいのは卒業のときの「ありがとうございまし
た」です。「保健室の先生って誰だっけ？」と
思って卒業していくことが一番健康的で良いこ
とだと思います。しかし、中には関わりがある
生徒がわざわざ保健室にまで来て「先生ありが
とうございました」って言ってくれます。その
言葉が素直に嬉しく、「よく頑張ったね」と言
われている気持ちになり、心にしみます。

授業づくりで心がけていることは、操作活動
や、体験活動を重視することです。今年度は低
学年を受けもっていることもあり、とても大切
な要素であると思っています。次に、どの子ど
もにとっても分かりやすい授業を心がけていま
す。これは授業づくりの基本だと思っておりま
す。
理想とすることは、タブレットＰＣを文房具
と同じように、子どもたちが当たり前のように
使用することです。将来的には、鉛筆やノート
みたいに気軽に使えるといいねと日頃から先生
方と話をしています。また、効率よく学習する
ための手立てを自ら選択できる力を育てること
が理想です。例えば、授業中にタブレットＰＣ
でカードを配ったとき、子どもたちのほとんど
がそれを使いますが、中には「私は画用紙のほ
うが分かりやすい」と言って画用紙を選択する
子もいます。そのときに、画用紙を選択した子
も認めてあげることも大切だと思います。
澤田
本校の校内研究では、生活科と総合的な学習
の時間に力を入れています。２年後に全国大会
での発表があり、私はその発表者の一人になっ
ています。幼稚園・保育園・他校との連携、
駅、地域、公共施設、商業施設など様々な方に
お世話になりながら研究を進めています。昨年
度、担当した４年生では、「10×10の力で南区
10周年をもりあげよう」というテーマで、４年
生が10周年を迎える南区と同じ歳ということ
で、各クラス「〇〇づくり」に取り組みまし
た。私が受けもったクラスは「キャラクターづ
くり」です。美術大学の学生を学校に招き、ア
ドバイスをいただきながら取り組みました。キ
ャラクターの名前は何時間もかけて、子どもた
ちが議論して決めました。
打ち合わせのために電話をしたり、授業の準
備をしたり、何を学ばせるのかを考えたりと、
総合的な学習の時間は本当にすごく大変でし
た。子どもたちがやりたいことについて、教員
が土台を準備すればするほど、子どもの活動が
広がり、より真剣に取り組むようになりました。
その姿を見ると、教員は大変ですが、すごくや
りがいがある仕事だなと感じます。
今年度、担任をしている低学年の生活科では
朝顔を育てています。そのために使用する鉢は
全体で購入しますが、本校ではあえて支柱を購
入しません。子どもたちに必要性を自ら考えさ
せたいからです。校庭にある細い棒を囲んで立
てたり、太い棒を立てたりと、様々な工夫がさ
れています。そうすることで、子どもたちは自
分の朝顔に愛着をもったり、考えたりするきっ
かけにもなります。自分で選択できる場面があ

― 教員の力である学級経営や保健室経営、授
業づくりで心がけていることについて教えてく
ださい。
荒木
学級経営で心がけていることは、お互いが認
め合える雰囲気作りをすること、ＩＣＴ機器を
積極的に活用することです。
相模原市では１人１台貸与されているタブレ
ットＰＣを授業等で活用することを心がけてい
ます。例えば、係カードは今まで教員が用意し
た紙等を使用していましたが、アプリケーショ
ンを活用することで、自分たちでデザインがで
きたり、写真を使ったりすることができ、今ま
でできなかったことが自由にできるようになり
ました。私自身もいろいろと調べながら試して
いる段階ではありますが、子どもたちから「先
生、こんなこともできるかな」と言われると嬉
しいです。
また、日頃から友だちの良いところを見つけ
て電子付箋に書き、付箋を電子模造紙に集める
活動をしています。様々な付箋を見て子どもた
ちは本当に嬉しそうにします。「こんなにいっ
ぱい集まった」「こんなこと言ってもらえた」
等、自分ではいいところを表現できない児童で
も、友だちに書いてもらうことで、自分の良さ
に気付くきっかけになっています。
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ると、子どもたちは生き生きと学習することが
できると感じています。ある日、朝顔に虫がた
くさん集まって来るので「朝顔がかわいそう」
と子どもたちで議論になりました。このあと、
子どもたちどうしたと思いますか。私は防虫ネ
ットを張るのかなと思ったのですが、「食べな
いで」「虫さん来ないで」という看板を立てま
した。子どもの発想は、大人が思いもよらない
ものだからこそおもしろいです。子どもたちに
考える場面を与えることで、子どもたちは本当
にいろいろと考えて行動することができると実
感しました。
教員になる前までは、何事も順序立ててやら
なければいけないと思っていたのですが、教員
になってからは、子どもに「どうしたいの？」
と聞くことが子どもたちの学びにつながること
もあるということを感じています。

できないということがあってはいけません。そ
こで、子どもを助ける保健室であるとともに、
子どもを助ける体制を作れる保健室でなくては
ならないと日々思っています。そのためには、
教職員へ研修を行ったり、支援が必要な子ども
がいる担任や学年職員、場合によってはスクー
ルカウンセラーや保護者等と連携を取ることが
大事だと思っています。緊急時のフローチャー
トを作り、養護教諭がいなくても、いざ何かが
起こった時に先生方が動けるような体制づくり
を行っています。
保健室は「連携」がなくては成り立ちませ
ん。子どもたちは保健室だから見せる顔、教
室、家族、友だちの前だから見せる顔、いろい
ろな顔をもっています。子どもから「保健室に
来ると落ち着く」「居心地がいい」と言われる
と嬉しいと感じますが、子どもたちが生きてい
く場所は教室、家庭、社会です。保健室の先生
だから話せる、保健室の先生だからホッとする
のではなく、大人に「助けて」と言ったら助け
てもらえる、という経験をもってもらいたい。
だからこそ「連携」が必要だと思っています。
各学校で養護教諭から声をかけられた時は、お
忙しいと思いますが、話を聴いてもらえると嬉
しいです。
「来室記録」これは私の命と言っても過言で
はありません。子どもたちにとって、自分が覚
えてもらえていなかったというのは、とても悲
しいことです。保健室の立場で言うと、たくさ
んある来室のうちの１件ですが、子どもからす
ると勇気を出して来た１件かもしれません。来
室記録は、先生方との連携を図るときに必要な
ものですが、子どもとの信頼関係を築くための
ものでもあります。そのために丁寧な記録を取
るように心がけています。

佐々木
学級経営について心がけているキーワードは
３つ、「笑顔」「教員の和」「自己肯定感」で
す。
「笑顔」は幸福を呼びます。そのため子ども
たちと笑顔で接する、そして称賛する言葉がけ
を積極的に行っています。
次は「教員の和」です。教員の団結が子ども
たちに安心感を与えます。子どもは想像以上に
教員を見ていますので、教員が連携していると
ころ、「和」を大切にしています。
そして「自己肯定感」です。以前、研修で
「褒めのアスリートになれ」という言葉を聞き
ました。その場で瞬発的に大きく褒める、それ
が子どもは一番喜び、自己肯定感も上がるとい
うことだそうです。また、最後は成功体験で終
わらせることを心がけています。また、どんな
ときでも下校するときに「学校は楽しかった」
と思えることが一番だと思っています。
また、クラスが温かい雰囲気につつまれ、安
全基地になることで子どもたちの頑張りが広が
ると思います。日頃から、整理整頓された環
境、場の構造化を意識し、子どもたち一人ひと
りの心の安定もつなげています。一人ひとりの
子どもにあった支援を生み出していくというの
はやりがいがあり、とても楽しいと実感してい
ます。

― 皆様から貴重なお話を伺うことができ、大
変嬉しく思います。子どもたちのために是非健
康に留意して、ご活躍いただければと思いま
す。本日はありがとうございました。

小形
私からは保健室経営で心がけていることをお
話します。
子どもたちの保健室来室が多いと職員室に行
けない日もありますが、私たち養護教諭も組織
の一員です。その自覚をもっていることがまず
大事かなと思います。養護教諭がいないと何も

ホームページ
へGO！
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実は… 子どもたちに成長させてもらっています！
相模原市立川尻小学校

教諭

村上 佑太

■なぜ教員になろうと思ったのですか？
１ 私が小学２年生の時の担任の先生

■教育にはどのような力が必要ですか？
１ 理想に向けての探究心

小学校生活を振り返ると、必ず思い返すのが２
年生の頃。授業中にふらふらしている等、今考え

毎日授業をすることに追われ、目的や理想を忘
れてしまいそうになります。自分の成長を止めな

ると少しやんちゃな子どもでした。そんな私が思
い返すのが、プラスのエネルギーで温かく包んで

いために、自らの課題を見付け、目的や理想を探
究していく姿勢がとても大切だと思います。

くれる担任の先生です。いつも笑顔で、私たち子
ども以上に楽しそうに過ごしている様子を見て、

２ 他者とつながる力
一人の力は限られています。そのため、周りの

先生という仕事はきっと楽しいんだろうと、小学
生なりに考えたのが最初のきっかけです。

先生方と関わり、チームとして子どもたちの成長
に向けて取り組むことの必要性を強く感じます。

２ 教育実習での経験
45 分の授業を作るのに何日もかけ、四苦八苦し

また、放課後の時間に子どもたちの成長につい
て先生方と共有する時間がとても好きです。一人

ていた教育実習での日々。そんな中で、担当の先
生方は本当に楽しそうに授業研究をされていて、

ではなく、他者とつながりチームとして取り組め
ていることを実感できます。

「究めることの難しさ」を感じた以上に、
「究める
ことの楽しさ」を感じることができた期間になり

３ 粘り強く関わる力
毎日の学校生活の中では、辛いことや子どもた

ました。また、教壇に立つ時には、プロフェッシ
ョナルであることを自覚することが必要だと思い

ちに思いが伝わらないこともあります。
その時に、
くじけずに粘り強く取り組む姿勢が大切であると

ました。
その後に受けた教員採用試験での面接で、
「授業

思っています。

で勝負できる教員になりたい」と話をしたのを今
でも覚えています。

■理想の教員像を教えてください。
「子どもたちと一緒に成長ができる教師」

■教職の魅力をどのようなときに感じますか？

私は、完璧な存在として子どもと関わる教員よ
りも、自分のできていないことを認め、克服しよ

子どもたちへの手立てやアプローチが、目に見
えて成果として表れるまでには、長い時間がかか

うと努力する教員の方が魅力的に感じます。
また、
その方が子どもたちのロールモデルとして適切で

る場合がほとんどです。そのため、日々悩みなが
ら試行錯誤を繰り返しています。そんな中、卒業

あると考えています。
周りの先生方は年齢や経験に関わらず、それぞ

した教え子が活躍していると聞いたり、成長した
姿を見せてくれたりすると感動はひとしおです。

れ自分よりも秀でた能力をもっています。そんな
周りの先生方から貪欲に学び、よいところを吸収

また、学級という集団の成長を感じる場面も、
教職の魅力を感じる瞬間です。特に運動会などの

することができる教員になりたいです。

行事で、急速に成長をする子どもたちの姿を、一
番近くで見ることができるのは教職の魅力だと思
います。
初任の頃から指導の仕方や授業の記録を蓄え
たノートです。モチベーションを高めるとき
や、指導で悩んだときに読んで振り返ります。
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「食べることは生きる力 毎日の食育は給食から｣
相模原市立新宿小学校

栄養教諭

■なぜ教員になろうと思ったのですか？
子どもが好きで、子どもと関わりのある仕事が

椎野 道子

また、毎日の献立の中に食育をするための題材
をできるだけ多くとり入れ、献立に沿って給食時

したいと思ったからです。
生きる力の源である
「食」 間に放送を入れたり、お便りにしてクラスへ配付
に関わる栄養教諭の仕事はやりがいのある仕事で
をして活用してもらったりと、毎日継続して行う
あると実感しています。
■教職の魅力をどのようなときに感じますか？

ようにします。食育は継続することで、少しずつ
子どもたちの食への関心を高めるとともに、身に

子どもたちが「食」への関心をもってくれる姿
や子どもたちの心身ともに成長した姿、
｢おいしか

付いていくものと考えています。
もう１つ大切にしていることは、先生方・給食

った｣と子どもたちのとても満足した笑顔を見ら
れることがとても嬉しく、やりがいであるととも

室・家庭との連携や子どもたちとの関わりです。
家庭科等教科によっては担任の先生等と連携を図

に教職の魅力であると言えます。
■教育にはどのような力が必要ですか？

り授業を行い、また、養護教諭と連携を図り健康
及び栄養の両面からの保健教育を身体計測時に毎

栄養教諭の職務内容には、食に関する指導・給
食管理など様々なことがあります。そうした中で

年行っています。子どもたちの考えた献立を給食
に取り入れるなど、子どもたちの活動の場として

特に私が大切にしていることが２つあります。そ
の１つが献立作成です。目的をもって作成した献

給食を活用し、子どもたちとの関わりを深めてい
ます。家庭に向けては、毎月、献立作成の目的に

立こそが、栄養教諭だからこそできる教育、食育
の原点です。給食の献立は子どもたちへの日々の

沿った給食便りを作成して配付し、食育の啓発を
行う取組をしています。また、小中学校の連携し

食育を行う上での生きた教材であり、食育教材と
して活用できるものとなるよう、毎月、いろいろ

た食にかかる取組の必要性も感じているところで
す。

な思いを込めて献立作成をすることが大切である
と感じています。

このようなことから、栄養教諭には、企画（計
画）力、調整・連携する力、実行力、継続する力

月ごとに子どもたちへ伝えたいことの目標を決
め、どんな旬の食材があり、どんな地場農産物が

が必要であると実感しています。
■理想の教員像を教えてください。

使用できるのかなどを自分自身で学び、取り入れ
ます。また、各教科等で、食育と関わる単元を学

食べることは生きる力です。また、望ましい食
生活を学ぶことは将来の子どもたちが健康に生き

んでいる学年はあるか、学んでいる学年があれば
給食と結び付けられることはないかなどの配慮を

ることにつながります。栄養教諭として、子ども
たちを「食」からしっかり支えていきたいと思い

します。そして、栄養価・食品構成を満たした上
で、地場農産物使用の調整、衛生管理を考えた調

ます。できないではなくどうしたらできるのかを
考える前向きな姿勢をもち、愛情をもって子ども

理作業の調整等をするとともに、季節の料理のこ
とや子どもたちの嗜好、和食文化や行事食、郷土

たちへ寄り添える教員でありたいと思います。

料理などの伝承にも配慮し、できるだけ魅力ある
おいしい給食の提供ができるように工夫します。
教材となる給食は、やはりおいしくなくてはな
りませんし、苦手なものも食べやすいように工夫
して取り入れるなどしなくてはなりません。そこ
も、栄養教諭としての見せどころの 1 つです。
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「可能性を見いだし、よりよい社会を創造する力」
相模原市立相武台中学校

総括教諭

■なぜ教員になろうと思ったのですか？
私は、高校生の時からなんとなくではあり
ますが教員になってみたいという気持ちがあ
り、大学４年生での教育実習を経て決断し、
教員になりました。
きっかけは、中学校で出会った仲間と先生
が私にとって、とても大切な存在だったから
です。特に、中学校の部活の顧問は厳しさの
中にも温かさを感じる先生でした。技術だけ
でなく、礼儀や仲間や自分に関わる人への感
謝の気持ちなども熱心に指導してくださいま
した。また、部活動引退後には、当時母校に
はなかった駅伝チームを作り、私たちに新た
な目標を与えてくれました。大学時代には、
中学校時代の仲間で草野球チームを作り、監
督としても活動してくださいました。
絆を深め青春を共にした仲間や私を教育し
可能性を示唆してくれた恩師や仲間と出会え
た中学校には強い思い入れがあり、その後の
人生の根幹となっています。
時が経ち教育実習で母校に戻り、ここでも
素晴らしい先生との出会いがありました。熱
心な教科指導と温かい学級をつくる指導教諭
のもとで教育現場について学ばせていただき
ました。この経験が教育に携わる仕事に就く
という確信に変わりました。
私は、恩師に恵まれた人生だと思います。
恩師たちのようになれるかは分かりませんが、
「仲間を大切にする人を育て、希望や可能性
を示唆できる」そんな教員になりたいと思い、
人間形成の基礎となる学びの場である中学校
で働くことを決めました。

清水 良一

■教職の魅力をどのようなときに感じます
か？
学校祭や卒業式などでは、生徒の成長を顕
著に感じることができます。そこに至る過程
の中で、様々な出来事や指導があり、生徒が
変容していくことを見られるのは教職の魅力
だと思います。
また、日常の授業や学級活動の中で、生徒
自身が成長を感じたり、自信をもてるように
なったりするときがあります。「これがわか
った」、「○○ができた」など些細なことで
も生徒にとっては大きな喜びです。
一つひとつの出来事全てが誰かにとっての
スペシャルになりうるのが学校生活です。
その学校生活の中でいろいろな仕掛けをして、
意図的に成長を促すことができ、感動を生む
ことができるのも教職の魅力だと思います。
■教育にはどのような力が必要ですか？
個性豊かな子ども、変わり続ける時代に対
して、新しい知識や技術を柔軟に学び続け、
新たな課題に組織的に対応する力はこれから
の教育に携わる上で必要な能力だと思います。
常に激しく状況が変化し続けている現場では、
様々なことに対応しなくてはなりません。
しかしながら、変わらず大切にしているこ
ともあります。
私は、生徒に対しても、保護者に対しても、
誰に対しても誠実に接することのできること
が大切だと思います。教育現場は信頼で成り
立っていることが多いと思います。先生が信
じられる大人であることと、生徒を一人の人
間として大切にできる誠実さが教員の根幹に
必要な力だと思っています。
■理想の教員像を教えてください。
「きっかけ」や「可能性」を与えてくれる
先生です。勉強したことや経験したことはど
こで役に立つかはわかりません。今の子ども
が将来どういう姿になるかは誰にもわかりま
せん。でも、子どもが自分の可能性を信じる
ことができたり、将来に希望をもつことがで
きる人になってほしいです。明るい未来を創
造する可能性やきっかけを与えることができ
る。そんな教員になりたいです。

10

「挑戦する喜びと心を伝える」
相模原市立中沢中学校

副校長

井上 成子

■なぜ教員になろうと思ったのですか？
保健体育科教員だった父の影響が大きいです。

もちろん、未完成の場合もありますが、教師が
投げかけ続けた思いが、その人の生き方に少しで

卒業した教え子たちが、
よく家に遊びに来ており、
一生のつながりをもつことができる素敵な仕事な

も潤いを与えられたらと願っています。
居酒屋で「先生」と声をかけられ、偶然、隣の

んだなと子どもながらに思いました。
また、スキー指導員としての父も尊敬していま

席に成人となったかつての教え子がいて、
「あのと
きはすみませんでした」
「ありがとうございました」

す。雪を見たことのない宮崎県出身の父は、授業
のために 28 歳からスキーの練習を始め、苦労し

と言われたことが何度かありました。結果はすぐ
に出なくても、心を伝え続けることが大切だと、

ながら指導員の資格を 40 歳過ぎて取得しました。
そのため、初心者・初級者が安全に楽しくできる

彼らから教えてもらいました。
反面、私が関わったことで辛い思いをさせてし

よう、そして、またやってみたいと思うような指
導を大切にしていました。父の指導で感動が生ま

まった生徒も少なからずいるはずです。それも忘
れてはならないと常に思っています。

れる瞬間を何度も目の当たりにして、できるよう
になる喜びを与えられる仕事は素晴らしいと思い

■教育にはどのような力が必要ですか？

ました。
小学校時代の私は運動が苦手で、
走るのが遅く、

挑戦していく力の源には、人と「つながる力」
が必要だと考えます。
何事も一人ではできません。

鉄棒の逆上がりもできない子どもでした。それが
自分も変わることができたのは、よき仲間がいた
中学時代にソフトボール部に入部して体力がつき、 からです。また、教員になってからも、一緒に仕
中１の１学期は 10 段階で４だった体育の成績が、
２年生からは 10 となり、自信がついて人生が変

事をさせていただいた方々や保護者、地域の方と
支え合い、つながることができたから、続けられ

わりました。
そこで、苦手なことにも挑戦してよかった、や

たのだと思います。分からないことやできないこ
とがあれば、インターネット検索も一つの方法で

ってみたら変わることができることを伝えたいと
思い、
中学校の保健体育科の教師をめざしました。

すが、
「教えて」
「助けて」と声に出し、人と「つ
ながる」ことが大切だと考えます。そして、その

もう一つの理由は、ソフトボール部の顧問とな
り指導したかったからです。結果として１回もそ

大切さを教えるのも教員の仕事ではないかと思い
ます。

の願いは叶いませんでした。しかし、水泳部、バ
レーボール部、ハンドボール部、陸上競技部顧問

コロナ禍で採用された先生方は、他校の先生や
保護者、地域の方々とつながる場面が少なく大変

を経験し、未知の世界への挑戦することで、多く
の方にご指導いただき、生徒とともに学び、教師

かと思いますが、
これからです。
応援しています。

としてたくさんの感動を体験することができまし
た。

■理想の教員像を教えてください。
教員像ではありませんが、高校時代の先輩の言

■教職の魅力をどのようなときに感じますか？

葉です。ソフトボール部の投手として味方がエラ
ーしたとき「ごめん！」と言い人のせいにせず、

生徒ができるようになったと喜ぶ顔や、仲間と
感動を分かち合えた瞬間の表情を見ることができ

「次、頼むぞ！」とまた期待して託すことができ
る人。それが私の

たときです。その感動の場面に立ち会えると、疲
れが吹き飛びます。

理想です。
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特

集

教育の力 ～授業づくり～

令和２年度から順次実施された小学校学習指導要領及び中学校学習指導要
領においては、
「何のために学ぶのか」という各教科等を学ぶ意義を共有しな
がら、創意工夫に基づく教育活動の充実が求められています。

令和３年度、本市においては、各教科等で育成をめざす資質・能力の育成
を大切にしながら、学校区や各校における「めざす子ども像」を踏まえて授
業を行うという視点をもって、キャリア教育を推進しています。また、各教
科等の授業づくりを通して、学ぶことの意義や有用性を実感した子どもの姿
をイメージし、子ども一人ひとりのもつよい点や可能性などの多様な側面か
らの成長を見取ることを大切にしています。

「さがみはら教育 166 号」では、特集テーマを「教育の力～授業づくり
～」として、
「令和３年度 相模原市小・中学校等教育課程研究会*」におけ
る中学校の提案から、子どもの成長した姿を基に、各教科等の授業づくりの
工夫やポイント等について示しました。令和２年度から、小中学校等の研究
会実施委員の先生方が、授業づくりの研究を進めてきたものです。教育の力
を子どもの成長した姿として捉え、本市がめざす各教科等の授業実践につい
て、これまでの研究の成果から得られたことを「研究内容」
「小中学校の系統
性」
「子どもの成長した姿」に整理して示しています。

※「令和３年度 相模原市小・中学校等教育課程研究会」は、新型コロナウイルス感染
症の感染拡大防止のため、オンライン（ライブ配信）により開催しました。
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令和３年度相模原市小・中学校等教育課程研究会実施委員
提案者・研究協力者

部 会

総 則
国 語
社 会
算数・数学
理 科
生 活
音 楽
図工・美術

提案者

内出中学校

三富 公夫

研究協力者 大島小学校

長澤 敦子

提案者

上溝中学校

宮﨑 大城

研究協力者 新宿小学校

小澤 知輝

提案者
上鶴間中学校
研究協力者 旭小学校

山中 心太
渡邊 克之

提案者

中央中学校

鈴木 達也

研究協力者 桜台小学校

河田 郷志

提案者

松原 理

鵜野森中学校

研究協力者 淵野辺小学校
提案者

平井 啓太

相模湖こども園

提案者
田名中学校
研究協力者 新宿小学校

金森 優香

齋藤 友希
細谷 愛莉

提案者
東林中学校
牧野 朝輝
研究協力者 南大野小学校 山田 麻里
提案者
鳥屋中学校
研究協力者 桜台小学校

廣瀬 孝史
瀬間 祐紀

家庭・技術家庭
（技術分野）

提案者

菊池 貴大

家庭・技術家庭
（家庭分野）

提案者
相武台中学校
研究協力者 共和小学校

体育・保健体育

特別の教科 道徳

上溝中学校

関 恵理
坪田 沙織

提案者
ふるさと自然体験教室
林 幹夫
研究協力者 藤野南小学校 梶原 郁子
提案者
大沢中学校
研究協力者 広田小学校

髙橋 正史
岡本 智幸

総合的な学習
の時間

提案者
東林中学校
研究協力者 麻溝小学校

大門 稔樹
木村 名月代

特別活動

提案者
中野中学校
研究協力者 中央小学校

増井 啓示
片田 直樹

特別支援

提案者
若草中学校
佐々木 知英
研究協力者 陽光台小学校 中根 佑貴

外国語
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子どもの成長を大切にした授業づくり

総則
～中学校区で連携するキャリア教育～
研究内容
～こんな手立てを講じました！～

１

計画作成を通して教職員の共通理解を図る
キャリア教育全体計画及び年間指導計画の作

成について、教職員が児童生徒の実態を語り合
うことを通して、
「思いを共有」することを大切
にしました。また、共有した思いは「中学卒業
までにこんな姿になっていてほしい」という具

【資料１】

体の姿で表現しました。児童生徒の姿が具体的
であるからこそ、教職員全員で組織的に取り組

小中学校の系統性

むことができると考え、実践校でも取り組んで

～９年間を見通した指導を行いました！～

います。
２

実践校が属する中学校区では、複数回の協
議を経て、９年間でめざす子どもの姿を「粘
り強く取り組むことができる子どもの育成」
(仮)としました。これをもとに、小中一貫の
日において、複数グループに分かれ、
「それぞ
れの役割から何ができるか」について協議す
る場を設定しました。事前に協議したい内容
を集約していたこともあり、充実した協議に
つながりました。
【グループは次の９つ】
①教育課程②特別支援教育③児童生徒支援
④学力向上⑤総合⑥児童生徒活動⑦行事
⑧道徳⑨心の育成

キャリア・パスポートの視点を「個」と「集

団」にしっかりと光を当てる
学習指導要領解説特別活動編では、
キャリア・
パスポートの意義の一つは「児童生徒にとって
は自己理解を深めるもの、教師にとっては児童
生徒理解を深めるもの」としています。実践校
の取組では、生徒の振り返り記述に対して、年
２回、教師と保護者からコメントを返すように
計画しました。また、
「大変なことでもどうした
らいいかを考え、あきらめずに前向きに取り組
んでいましたか。」等、重点とした姿をキャリ
ア・パスポートの振り返りに位置付けて、生徒

子どもの成長した姿

とめざす姿を共有しました。

～身に付いた力を
表現できるようにしました！～

キャリア・パスポートに記した自己評価項目
は、きちんと数値を整理してグラフ化し、集団
としての傾向も掴んでいます。これは、今の取
組を客観視するうえで大切になります。
「個」と
「集団」双方の視点をもって、ＰＤＣＡサイク
ルを回していくことが大切です。【資料１参照】

14

【生徒の振り返り（キャリア・パスポートに記
された中学２年生生徒の記述より）
】
〇教師になるための一歩として、自立する力を
向上させていきたいです。１年生の頃はあまり
自立することができていなかったこともあり、
２年生では自分の行動一つひとつに責任をも
って行動していきたいです。
＊記述から、自己理解を経て、意思決定を行う
様子が分かりました。

子どもの成長を大切にした授業づくり

国語科
～学んだことを実生活にいかすことができる授業づくり～
研究内容

小中学校の系統性

～こんな手立てを講じました！～

～９年間を見通した指導を行いました！～

１ 説明的な文章の９年間の系統性を意識する
（１）９年間で扱う説明的な文章について、
「読む
こと」で身に付けた力を「書くこと」にいか
せる教材と、
「読むこと」と「書くこと」それ
ぞれで行う内容の整理
（２）小学校と中学校の「教科の目標」および「資
質・能力」の整理
（３）説明的な文章に関わる｢読むこと｣の｢精査・
解釈｣の系統性の整理
２ 「読むこと」から「書くこと」へ繋げる
〇単元名：
「評論」と「解説」の文章比較を通し
て身に付けた知識を「鑑賞文」の創作へいかす
〇概要：「君は『最後の晩餐』を知っているか」
(評論)と「
『最後の晩餐』の新しさ」
（解説）と
いう二つの文章について､｢論の展開｣､
「表現の
工夫」､「資料等の活用」
、
「その他」の４つの
観点を設定して比較し、
捉えた構成や表現の効
果を鑑賞文の創作にいかす活動を行いました。
３ 教科指導から実生活へいかすことへ繋げる
≪工夫①≫｢読むこと｣｢書くこと」につなげる構成
において、
「書くこと」にいかすために読むとい
うことを単元冒頭で確認し、見通しをもつこと
ができるようにします。
≪工夫②≫｢書くこと｣における書く過程において
スモールステップによる支援を行います。①鑑
賞する「題材（絵）」を選択する、②「題材（絵）
」
の魅力を一言で表現する、③鑑賞の観点を決め
る、④観点に合った特徴を挙げ魅力と繋ぐ、⑤
よさを伝えるための工夫を施す、という順に沿
って活動することで、書くことが苦手な生徒も
粘り強く最後まで取り組むことができるように
します。なお、この工夫は、生徒に提示するも
のではなく、あくまで指導者側がもっている視
点です。
≪工夫③≫単元の振り返りを工夫します。今回は、
「実生活に生かす」がテーマとなるため、
「本単
元で学習したことで、今後の学習や生活の中で
いかせそうなことはどのようなことですか。
」
と
いう振り返りの項目を設けます。
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今回の実践において、小学校第６学年時に
「
『鳥獣戯画』を読む」という教材において学
習してきた、絵と文章との関係を押さえて筆者
の考えを捉え、自分の考えを明確にしながら読
むことをいかして「この絵、私はこう見る｣と
いう教材で鑑賞文の創作を行ってきました｡今
回はその創作手順をベースにしました。
指導者側は、国語科の指導は「系統的･段階
的につながっていくとともに､螺旋的・反復的
に繰り返しながら学習し、資質・能力の定着を
図る」という基本を常にもち続けることが大切
です。また、小学校６年間の国語科、あるいは
中学校３年間の国語科という捉え方をするので
はなく、義務教育９年間の国語科という捉え方
をして授業づくりを行うことが重要です｡

子どもの成長した姿
～身に付いた力を
表現できるようにしました！～

【生徒の振り返り】
〇最初に自分が選んだ絵のよさを伝えるため
に使用する工夫を決めることによって、簡
単に文の構成を考えることができました。
そのことによって、自分が思う魅力に対し
てずれることなく書くことができるから、
ポイントを押さえて工夫を決めることが今
回とても役に立ちました。
〇今回の学習がいかせそうな場面は、面接や
グループディスカッションです。場面は高
校入試や就職活動で・・・
（省略）
このように、手立ての様々な工夫により、学
んだことを実感したり、学んだことをいかす場
面を見出したりする児童生徒の姿が見られまし
た。

子どもの成長を大切にした授業づくり

社会科
～よりよい社会を考える授業づくりと指導と評価の一体化～
研究内容

小中学校の系統性

～こんな手立てを講じました！～

～９年間を見通した指導を行いました！～

１ 社会的な見方・考え方を働かせた授業づくり
社会科の学習過程における「つかむ」段階とし
て、資料を通して、社会的事象と出会い、資料や
生活経験とのずれから生まれた疑問を基に学習し
ました。
「さぐる」段階では、学習計画を基に、追
究活動を行い、課題把握から課題追究、課題解決
から新たな課題の発見へ学習過程を展開しました。
「まとめる」段階では、学習問題に迫るための交
流活動を行い、習得した知識を活用して、自分な
りの学習問題の答えを表現物に表し、自他の考え
を比較・分類・総合・関連付けて学習問題の答え
をまとめました。
２ 社会参画の視点へ繋げる学習活動
〇単元名：
「地球社会と私たち」
〇概要：公民的分野の学習として、国際社会に対
する理解を深め、国際社会における我が国の役
割について考え、人類の一員としてより良い社
会を築いていくために解決しなければならない
様々な課題について探究し、自分の考えをまと
めることをねらいとしました。
≪工夫①≫学習課題『より良い社会を築いていく
ために、国際社会で取り組むべき課題は何だろ
う』とし、立場の異なる条件においても、合意
形成や社会参画を視野に入れた学習の問いを設
定することで、多面的・多角的に考えられるよ
う配慮しました。
≪工夫②≫学習の問いに対する課題解決の根拠に
ついて効果的にタブレットＰＣを活用し、情報
収集や分析、考察結果をまとめ、
共有しました。
学習の視点や方法（考え方）を用いて、調べ、
考え、表現したり、理解したり、学んだことを
社会生活にいかす工夫等が見られました。
≪工夫③≫生きて働く知識・技能の習得を含む場
面では、学習内容の深い理解が不可欠で、
「主体
的な学び」
「対話的な学び」のみならず、
「深い
学び」に留意し、資質・能力の育成に向けた学
習過程の質的改善を心がけました。
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今回の実践では、小学校第６学年時
に国家及び社会の発展に大きな働きを
した先人の業績等、我が国と関係の深
い国の生活やグローバル化する国際社
会における我が国の役割について身に
付けた知識・技能を活用して、
「国際平
和」や「持続可能な社会の実現」の視
点で課題解決学習を進めました。
社会全体で起きている一つひとつの
事柄や事象を自分事として捉えること
で、現代社会に見られる課題の解決を
視野に、主体的に社会に関わろうとす
る態度を養うことができます。複数の
立場や意見を踏まえて多角的に考え、
総合的に理解し、判断する資質・能力
を育成する授業づくりを行うことが義
務教育９年間の小中学校社会科におい
て大切です。

子どもの成長した姿
～身に付いた力を
表現できるようにしました！～

【生徒の振り返り】
〇核問題については、各国の情勢を理解した
上で、核保有と廃絶について整理し、今後
の生活を見通しながら考える必要があると
思った。
〇これまでの地理や歴史で学習したことを基
にして、自らも核兵器廃絶運動に参加する
など、世界で唯一の被爆国として非核化の
実現に向けて働きかけていきたい。
このように、様々な手立ての工夫により、生
徒が学んだことを自覚化できる姿が見られまし
た。

子どもの成長を大切にした授業づくり

算数・数学科
～資質・能力ベイス※で授業を考える～
研究内容

小中学校の系統性

～こんな手立てを講じました！～

～９年間を見通した指導を行いました！～

１

単元で育成をめざす資質・能力について
「単元で児童生徒が身に付ける資質・能力
は何か」
。本研究においては、
「単元を学び終
えた後の子どもたちの姿」を具体的にイメー
ジすることを大切にして、単元の目標を設定
し、単元指導計画、評価計画の作成を行いま
した。
「何を教えるのか」という「教師主語」
の考え方から、
「何を身に付けるのか」という
「子ども主語」の考え方に転換することによ
り、子どもたちの学びをうまくつなげられる
ように工夫をしました。
学習評価について
学習評価は、子どもたちが自らの学びの状
況を把握し、次の学びに生かすために行われ
ることが大切です。また、教師の指導改善に
つながるものにしていくことも重要だと考え
ています。資質・能力ベイスで授業づくりを
見直すことは、学習評価の本来の意義につい
て考え直すことにつながり、
「指導と評価の一
体化」に向けた取組とすることができました。

授業実践においては、小学校、中学校と
もに「B 図形」領域の授業をもとにして
研究を行いました。
「図形の構成要素に着
目する」や「根拠を明らかにして説明をす
る」などを数学的な見方・考え方として位
置付け、図形領域の指導において、共通す
る部分や学習の系統性について、実感を伴
って見い出すことができました。

２

子どもの成長した姿
～身に付いた力を
表現できるようにしました！～

【生徒の振り返り】

文字にして、証明して、それができたら
３

数学的な見方・考え方について
数学的な見方・考え方には、様々な場面で
汎用的に発揮されるものがあります。日常や
社会の事象にある問題を数学を使って解決し
ていくためには、数学的な見方・考え方を働
かせて、解決の糸口をつかむことができるよ
うにすることが大切です。
本研究においては、問題解決の過程におい
て発揮される数学的な見方・考え方を洗い出
し、どの場面で、どのような数学的な見方・
考え方を働かせれば解決ができるのかを、授
業の中で意識して問うことを心掛けました。

そこから発展させることを今回した。１つで
きたらそれで終わりではなくて、そこから疑
問を探し、そこからまた証明して、より考え
を深めていくことが大切だと思った。
証明にも慣れてきてよかった。
「事象から問題を見いだす」⇒「解決する」
⇒「解決の過程を振り返り、また新たな問題
を見いだす」。
このような学習のサイクルを子
ども自身が回せるように指導することが大切
です。
※資質・能力ベイス（base）
：資質・能力を基
盤とした
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子どもの成長を大切にした授業づくり

理科
～科学的な探究と評価の在り方～
（３）授業づくりの一部としての学習評価
子どもの資質・能力を育成するための視点と、
教師の授業改善のための視点を大切にしました。
そのため、
指導に生かすための評価を行うことで、
Ｂ基準に達していない子どもへの支援につなげる
ことができました。また、学習評価の信頼性と妥
当性を高めるために、ポートフォリオやタブレッ
トＰＣを活用し、子ども自身が見通しをもち、振
り返りながら、自ら学習を改善していきました。

研究内容
～こんな手立てを講じました！～

１

科学的に探究する活動の充実
理科は科学的に探究するために必要な資質・
能力を育成する教科です。その資質・能力を育成
するために、鍵となるのが探究の活動（小学校：
問題解決の活動）の充実です。

小中学校の系統性

（１）子どもを主語にした探究活動
教師が課題を提示し、教師が観察、実験の計画
を示し、教師が結果をまとめて、結論付けてしま
う授業では、子どもの資質・能力を育成すること
はできません。
身の回りの自然事象を提示し、子どもたちの中
に芽生えた疑問から、課題を子ども自身が見いだ
すことができる「子どもを主語にした授業」を作
り、実践することにしました。
課題を設定するときの難しさは、子どもに探究
する必然性をもたせることです。この時、身の回
りの自然事象を観察することや小学校での学習事
項を提示することで、子どもが自分事として疑問
をもち、探究する必然性のある課題を見い出すこ
とにつながりました。

～９年間を見通した指導を行いました！～

今回の実践では、理科は内容の系統性だ
けでなく、資質・能力も強いつながりをも
ち、各学年で主に育成する資質・能力を明
確にすることで、探究の活動をどのように
充実させていくかにつながることが分かり
ました。
そのため、中学校区での共通理解を深
め、９年間を見通しながら、児童生徒の資
質・能力の育成をめざしていくことが大切
になります。

子どもの成長した姿
～身に付いた力を
表現できるようにしました！～

（２）資質・能力の明確化と探究の過程の重点化
各単元における資質・能力について、目の前の
子どもの実態把握に努めました。次に、単元や本
時において、どのような資質・能力を育成したい
のかを学習指導要領を基に明確にすることで、探
究の過程のどこに重点を置いて授業を行うかを、
決めることができました。
今回の実践では、中学校１年生において、問題
を見い出す力の育成をめざし、探究の過程の「課
題の把握」に重点をおきました。

【生徒の振り返り（探究課題：白い粉は何だ
ろうか）
】
実験結果から、粉を溶かしてできた水溶液
はアルカリ性であることから、物質はアンモ
ニアが含まれた化合物であるということが
分かります。冷却材の成分を調べて参考にし
た結果、白い粉の正体は硫酸アンモニアだと
考えました。
友達と考えた実験方法で最後まで追究し
たり、今までの学びをいかしたりして、最後
に班としての答えを出すことができて、とて
もうれしかったです。
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子どもの成長を大切にした授業づくり

生活科
～学びのつながり、育ちの連続性～
研究内容

園から小学校へのつながり

～こんな手立てを講じました！～

１ ポートフォリオ（すくすくファイル※）の活用
（１）ポートフォリオの紹介
朝の会や集会等で、友だちのよいところをみ
んなで共有しました。
（２）ポートフォリオの掲示
紹介後に一定期間ホワイトボードに掲示し、
子どもたちが、自分の見たいタイミングで何度
でも見直すことができるようにしました。
（３）保護者と保育教諭とで共有・共通理解
子どもの学んでいる姿、仲間と関わる姿等の
「育ち」の姿を伝えると共に保護者のコメント
から家での様子や保護者の思い等も読み取るこ
とができるようにしました。
２「やってみたい！」を引き出す手立ての工夫
「春の探検ツアー（虫探し）の実践」
「クラスみんなの学校調べ・学校地図作りの実践」
（１）虫探しを楽しむ・虫に着目するためのアイ
テムとして、
「手作り箱カメラ」を作成し、保育
教諭が写真を撮るまねをして、色鉛筆で絵を描
くことを繰り返すことで、子どもたちの「自分
もやってみたい！」
を引き出すようにしました。
（２）子どもたちの「知りたい！」につなげる環
境構成
・教室にポケット図鑑を準備
・意図的な掲示や展示
（季節や行事に合わせた本、虫眼鏡、個人で
見つけた紹介したいもの等）
（３）機を捉えた課題提示
園児から小学校の話題が出始める→小学校に
関連する絵本の読み聞かせをする→絵本コーナ
ーの設置→園児が絵本をじっくりと読み、気付
きを伝え合うなどの興味の広がりを受けて、
「小
学校の写真」を見る→学校調べをする→学校地
図作りをする。」
といったように園児の思いや願
いを大切にした取組をしました。

幼児期から児童期へと子どもの学びは連続
しています。遊びを通して学ぶ幼児期の教育
から教科等の学習を中心とした小学校教育へ
と、子どもの生活や学びを滑らかにつないで
いくためには、
「幼児期の終わりまでに育っ
てほしい 10 の姿」を手掛かりに、園と小学
校が共に成長を共有し、発達の流れを理解す
ることが大切です。これらの姿は、幼児期に
すべて達成しなくてはいけない、という達成
目標ではなく、このように育ってほしいとい
う方向性です。子どもたちが、園で育まれた
資質・能力をいかし、小学校生活が円滑にス
タートできるよう、意見交換や合同研修会等
の機会を設けるなどして、連携を図るよう努
めていくことが大切です。

子どもの成長した姿

〇認めてもらうことで自己肯定感が高まり、
意欲、自信につながった姿
〇友だちの得意なことやよさを認め合って
いた姿
〇友だち同士が会話を深めていた姿
〇みんなで活動したことを基に遊びを発展
することができた姿

このように、園児たちは、生活や遊びを通して
総合的に学び、成長している姿が見られました。
※園児の育ちを視覚化（写真＋コメント）した
もの
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子どもの成長を大切にした授業づくり

音楽科
～日本の伝統音楽を通して音楽文化と豊かに関わる資質・能力を育み、
日本及び世界の音楽の多様性を理解する子どもの育成をめざして～
研究内容

小中学校の系統性

～こんな手立てを講じました！～

～９年間を見通した指導を行いました！～

１

日本の伝統音楽の系統性
３年間の見通しをもって、日本の伝統音楽の
授業を行いました。始めは伝統音楽について、
興味がなく、実際に触れたこともないという、
経験の少ない子どもたちに、系統性をもって伝
統音楽を味わうことができるようにしました。
（１）１年生「筝曲 六段の調」
（２）２年生「歌舞伎 勧進帳」
（３）３年生「雅楽 越天楽」
２ 「体験」をいかした授業づくり
（１）１年生「筝の演奏」
実際に箏を演奏し、奏法の違いによる音色の違
いを感じ取らせました。よりよい音色を追究し、
箏を演奏することで伝統音楽に親しみをもたせる
ことができました。
（２）２年生「寄せの合方」
歌舞伎「勧進帳」の「寄せの合方」の後半部分
を「ポン」や「チョ」などの唱歌に取り組みまし
た。学校内の先生方に演奏してもらった映像を見
せたところ、子どもたちの興味関心がとても高ま
りました。
（３）３年生「ストロー笛」
実際にストロー笛を作って音を出してみること
で、篳篥（しちりき）と同じダブルリードの楽器
を体験し、
音を出すことの難しさを体感しました。
この体験を通して、実感を伴って習得した知識
であるため、別の機会に雅楽や歌舞伎の音楽を聴
いたとき、生徒たちは楽器等の音色を聴き分ける
までになりました。
３ 指導と評価の一体化
≪工夫①≫ 「努力を要する」状況（Ｃ）と判断
されそうな生徒への働きかけの工夫
≪工夫②≫Ｂの姿はもちろんのこと、Ａの姿も明
確にしておくことが必要であるため、評価規準
の明確化のための工夫
≪課題≫３観点の評価の方法については、
「主体的
に学習に取り組む態度」等、過程を見取る評価
方法を、今後の授業中での見取りの工夫が必要
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今回の実践において、小学校第６学年の
共通教材に「越天楽今様」という教材があ
ることから、小学校と連携し、
「雅楽 越天
楽」の授業に取り組みました。雅楽の楽器
を初めて聴いた子どもたちからは「インド
のカレー屋さんで流れていそう」
「お正月の
神社（お寺）だ」といった発言がありまし
た。初めて本格的に鑑賞した日本の伝統音
楽でしたが、１人１台タブレットＰＣを使
用して、それぞれ個人で何度も楽器の音色
を確認することができました。また意見交
換を電子模造紙で行うことで、視覚的にも
分かりやすく話し合いを行えるという効果
がありました。

子どもの成長した姿
～体験を通して
実感を伴って習得した知識となりました！～

【生徒の振り返り】
〇「寄せの合方」は指揮者がいないので、自
分たちのタイミングと声だけで合わせるの
が少し難しかった。でも、他の国の人から
したらもっと難しく、私は日本人で「間」
とかが体にもうなじんでいるからできると
いうのが面白いなと思いました。
〇最後の「イヤア」がペアと合わせるのにタ
イミングがなかなか合わなかったなと思い
ました。でも間の取り方を話し合ったら、
うまくできたので良かったです。今後もし
歌舞伎を見る機会があったら、間の取り方
を見たいです。
このように、様々な手立ての工夫により、生
徒が伝統音楽に興味関心をもつ姿が見られまし
た。

子どもの成長を大切にした授業づくり

図画工作・美術科
～造形的な見方・考え方を働かせ、
新たな価値を創造する造形活動～
研究内容

小中学校の系統性

～こんな手立てを講じました！～

～９年間を見通した指導のために～

１ 主題の明確化
「自分は何を表したいのか、どういった思いで
表現しようとしているのか」など、表したいこと
への強い思いが、主体的な学びにつながるものと
考えます。
そのため、生徒自らが選んだ感情や感覚を表す
言葉の前に「自分の」という言葉を付けて、主題
について考えるよう取り組みました。
「自分の」と
いう言葉を付けたことにより、生徒は自己の内面
に向き合い、言葉から感じ取ったことや考えたこ
とを基に豊かに表現していました。
「自分の」とい
う言葉を付け、
表したいことを明確にしたことで、
構想を練る場面や作品を具体化する場面で試行錯
誤しながら表現する姿が見られ、一人ひとりの表
現に深まりが出ていました。
２ 豊かに発想し構想を練るための取組
（１） 表現と鑑賞の一体化
表現と鑑賞は、それぞれに独立して働くもので
はなく、互いに働きかけながら、一体的に補い合
って高まっていきます。
授業では、作品を通して、生徒たちが考えを共
有する活動を多く取り入れました。感じたことや
考えたことなどを言葉で伝え合うことで、より良
い表現方法を考え、自分にはない新たな見方や感
じ方に気付き、広げていました。形や色彩などの
造形の要素や働き、イメージなどを豊かに捉えな
がら、他者と考えを交流することが、新たな考え
方や価値への気付きにつながり、生徒一人ひとり
が作品や自己との対話を通して、考えを深めるこ
とができました。
（２） ワークシートの活用による表現の具体化
ワークシートを活用し、生徒たちは感じたこと
や考えたことを形や色を使って表現し、言葉で説
明を加えながら、発想を広げ構想を練りました。
表現や鑑賞をする中でワークシートを活用したこ
とが、表したい主題のイメージを具体化させるこ
とにつながっていました。

図画工作・美術科では、生活や社会の中の
形や色、美術などに豊かに関わる資質・能力
を育成することをめざしています。
今までにどのような材料や用具を扱ってき
たのか、どのような学習経験があるのかな
ど、児童生徒の実態に応じて題材を工夫する
ことが大切です。そして、義務教育９年間の
学びを一体的に捉え、造形的な見方・考え方
を働かせながら、資質・能力の定着を図るこ
とが重要です。

子どもの成長した姿
～身に付いた力を
表現できるようにしました！～

【生徒の振り返り】
〇自分の感情の中にある思いやイメージを知
ることができました。自分が感じたことを
どのように表すかなど考える力がついたと
思います。友だちの作品を見ることで、そ
の人の感情に対するイメージを知ることが
できて、考え方が広がりました。
○明るい言葉でも寒色を使っている人もいて、
感性は人それぞれだと思いました。言葉を
色や形で一生懸命表していて、どれも素晴
らしい作品だと思いました。形にないもの
を形にするのはすごく難しかったけれど、
自分の感情と向き合うことができ、よかっ
たです。色にもそれぞれイメージがあるか
らこそ、感情を表すことができたのだと思
いました。
このように、様々な手立ての工夫により、生
徒が学んだことを自覚する姿が見られました。
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体育・保健体育科
〜９年間の保健学習の連続性〜

１

研究内容

小中学校の系統性

～こんな手立てを講じました！～

～９年間を見通した指導を行いました！～

指導と評価の一体化を実現するために

中学２年生を対象に行った授業を小学５年生向

（１）評価における実現状況を判断する基準と具

けに内容を改め、学習のつながりを検証するため

体例（ルーブリック）の作成。また、指導と

に小学校で授業実践をしました。単元は小学５年

評価の一体化を実現するために、評価におけ

生「けがの防止」です。けがをしたときに自分で

る具体的な生徒の姿を確認。

できる手当の基本について、実習を通して学びま

（２）授業形態の工夫として、専門的かつ細かな

した。３人１組のグループで、様々なけがの状況

指導を実現するための養護教諭とのティー

をシミュレーションしながら適切な手当の方法に

ム・ティーチング（ＴＴ）による指導。

ついて考えました。

（３）知識及び技能の定着のための工夫として、

その際、中学校での実践と同じように、評価の

学んだ知識や技能が実習で活用できるように

ためのルーブリックや適切な手当を行えているか

それまでの学習の記録を模造紙にまとめ、掲

のチェックシートなど、小学校段階に合わせたも

示し、振り返りができる場の設定。

のを用意し活用しました。小中学校で連携するこ
とで、小学校段階で身に付ける資質・能力が明確

２ 健康・安全に対して、より実践的に取り組

になりました。小学校での学習を土台として、中

む子どもを育てるために
（１）養護教諭と連携した授業づくり
前時までに身に付けた知識を実際に活用でき
るかどうかを試せるよう、養護教諭と連携して
行いました。心肺蘇生グループと応急手当グル
ープに分かれ、心肺蘇生グループは保健体育科
教諭が担当し、応急手当グループは養護教諭が
担当しました。どちらの実習も今までに学んだ
知識を状況に応じた判断と選択、行動につなげ
ることをねらいとしました。
（２）チェックシートや具体物の活用
チェックシートを活用し、お互いにできたと
ころ、できていなかったところを確認し合える
ようにしました。
また、心肺蘇生の実習では、訓練用の人形と
ＡＥＤを用意し、実際の状況に近付けました。
また、応急手当の実習では、怪我の状況や部位
を示したカードを選択し、傷病者役と手当を行
う役に分かれ実習を行いました。状況によって
必要な物品や処置の方法を選択・判断する場面
を意図的に用意しました。

学校での学習を深めることが重要です。

子どもの成長した姿
～身に付けた力を
より実践を意識して取り組みました！～

【生徒の振り返り】
〇私たちが応急処置をすることで、命が助かる
可能性が上がる。だから、正しい知識を身に
付け、心肺蘇生法は身体で覚える。
〇授業では、必要な道具があったからよかった
けど、もし本当に起こったら、何が必要か分
からなくて時間がかかりそう。でも、迷わず
手当を積極的に行っていきたい。
〇授業では、ＡＥＤの場所が分かっていること
が前提だったが、外に出るとどこにあるかわ
からないので、ＡＥＤが置いてある場所を示
すマップなどがあると心強いと思う。
このように様々な手立てを講じることで、自ら
進んで実践的に取り組む姿が見られました。
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技術科
～技術分野内容「Ｄ情報の技術」における、生徒が主体的に問題解決
を行うための支援の工夫～
技術はものづくりをする教科

支援の手順を図のように整理しました。困ってい
る生徒がいる際、教員が一から十まで教えてしま
うこと、安易に「自分でやってごらん」という言
葉がけのみの支援では、生徒に正しい問題解決力
を育成することにつながりません。
今回、特に計測・制御のプログラミングによる
問題の解決では、次の表のように、計測・制御シ
ステムの要素に注目して、生徒の困った状況を把
握し支援するとよい、と明らかにしています。
表 生徒が困る場面と場面に応じた支援の内容例

だけど技能教科ではない
技術(Technology Education)は、ものづくりの
技能を身に付ける技能教科ではなく、ものづくり
で問題を解決する力を身に付ける教科です。
社会において、ものづくりで問題を解決するた
めには、ニーズを正確に捉え、どう設計したらよ
いか、それはどんな影響が予想されるかを考え、
生産する等の力、そして何より大切な「ものをつ
くってみたい」という気持ちの涵養が重要となり
ます。このような資質・能力を育成するため、技
術の授業でものづくりを行うことは、何より大切
です。そしてその際は、工具等の操作の技能を練
習する授業展開ではなく、設計した機能等をどう
したら実現できるか試行錯誤していく「問題解決
的な学習活動」の展開が重要となります。

ものづくりの場面における
問題解決的な学習活動の支援

「問題を解決するものをつくりたい」という気持
ちの涵養は、
技術科が大きな役割を担っています。
本研究を参考に、楽しい「ものづくりによる問題
解決の経験」を行う授業を展開してください。

本年度の研究では、題材中のものづくりにおけ
る、生徒の問題解決的な学習活動に注目し、

図

技術における問題解決的な学習活動の支援の方法
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家庭科
～生活の営みに係る見方・考え方を働かせ、衣生活に関する実践的・
体験的な活動を通して、よりよい消費生活の実現に向けて、生活を
工夫し創造する資質・能力を育成する授業の実践～
研究内容

小中学校の系統性

～こんな手立てを講じました！～

～９年間を見通した指導を行いました！～

１ 主体的・対話的で深い学びの実現に向けた学
習指導の工夫
消費行動を自分事として捉え、自分なりの考え
をもって購入の選択をしていけるように、生徒に
とって身近な「学校で冬場に着る防寒着『カーデ
ィガン』を扱うことにしました。購入するカーデ
ィガンは４種類の中から１つ選択することとし、
メーカー品とファストファッション、店舗販売と
無店舗販売、色の種類、値段、素材や状態、手入
れの仕方など様々な視点から商品を見比べた際に、
生徒にとって悩みや迷いが生じるような設定を工
夫しました。
ファストファッションについては、
「どうして低
コストで販売することができるのか」といった製
造に関わる外国の諸事情についての学習を題材に
位置付けることで、より多面的な見方・考え方で
商品の選択ができるようにしました。
また、何を購入の決め手としたのかについて、
説明の仕方を「～なので、私は～を選びます」と
自分の考えを明確にしたうえで、グループで話し
合う場面を設定しました。自分の視点と、他の人
の視点を比べることが、物の見方の多様性に気付
くことにつながりました。

小学校家庭、中学校技術・家庭 家庭分野で
小中教員が連携し、育成をめざす資質・能力の
系統表や内容一覧を活用し、小学校において身
に付けた資質・能力とのつながりを考えて題材
計画を作成しました。また、実際に中学校教員
も小学校の家庭科の授業（Ａ（４）家庭生活に
ついての課題と実践）を参観しました。

子どもの成長した姿
～身に付いた力を
表現できるようにしました！～

【生徒の振り返り】
〇他の人の意見を聞いて、デザインや組み合わ
せの視点がもてました。安い物を何度も買う
より、少し高くても、長く使える方がいいと
いう考えになりました。今後は衝動買いをせ
ず、
「いい買いものができた。
」と思えるよう
になりたいです。
〇〝衣料品ロス〟について、多くの人が、まだ
着られるような服を捨てていること、買われ
なかった服が廃棄されることを知りました。
自分が１枚くらい捨てたって変わらないと
いう自己中心的な考え方が起こしている事
だとそれぞれが理解することが大切だと思
いました。これからは、むやみに服を捨てた
りせず、まだ着られる物は組み合わせを考え
たり着回したりするなど服を大切にするこ
とが大切だと考えました。

２ 学習評価について
（１）指導案に「指導にいかす評価」と「記録に
残す評価」が分かるように明記し、計画的に
評価を行うことで授業改善につなげられるよ
うにしました。
（２）シンキングツールとして、ピラミッドチャ
ートを活用しました。一人ひとりが消費者と
して様々な選択方法を考えて優先順位を決め、
その判断のもとになる考えをワークシートに
記入し、生徒同士が意見交換し、それらを踏
このように、衣生活に関する実践的・体験的な
まえて、ピラミッドチャートに書き込むこと
活動を通して、
よりよい消費生活の実現に向けて、
で、商品の購入について自分の考えをまとめ
生活を工夫し創造しようとする生徒の姿が見られ
られるようにしました。
ました。
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特別の教科 道徳
～道徳科における授業力向上をめざした指導体制充実を
図るための研究～
道徳教育及び道徳科授業の充実のために、学校の指導体制の充実が求められている中、教員及び子
どもの意識調査を踏まえ、
「無理なく」
「効果的な」授業づくりの相談機能を充実させた研究です。職
員室で道徳科授業に対して相談できる場や時間があると、授業に対する問題意識が明確になり、授業
に対する意識が変わり、指導の工夫が充実し、授業の中の子どもの姿が変わることが明らかになりま
した。

研究内容

小中学校のつながり

～こんな方法で研究しました！～

～授業の中の子どもの姿から、内容項目の
発展性が見えました！～

１

アンケート調査の実施

（１）
【子ども】特徴的な結果
・
「授業に興味や関心をもち、楽しく参加できて
いるか」という質問の回答理由に、
「道徳の授
業をすることは大変よいことだと思うけど、
小学生の時と同じような内容があるし、週１
時間でやると、興味や関心が薄れると思う」
と記入する子どもがいました。

研究協力者の先生が、小学校３年生か
ら６年生それぞれに、内容項目「友情、信
頼」を手がかりにした読み物教材を扱っ
た授業を行いました。その結果、次のよう
に、
「発達段階に応じた意見の広がり」を
捉えることができました。

（２）
【アンケート実施の教員】特徴的な結果
・半分以上が、
「導入段階」の指導力向上を望ん
でいました。
・
「ねらいの検討」
「道徳科の特性をいかすこと」
について、悩みをもつとともに向上させたい
と考えていました。
２ 「授業づくり相談」の実施
（１）実施の留意点

子どもの成長した姿
～道徳科の授業に対する受け止め方が変わ
り、授業の中での姿が変わりました！～

・可能な時間で実施
・短い時間で実施（15 分程度）
・授業全体でなく、必要なポイントのみで実施

【生徒のアンケートへの記述】

（２）相談のポイント
・指導書の見方や押さえるべきこと
・
「導入段階」の「問題意識」の押さえ
・
「展開段階」での自分との関わりで捉えて考えら
れるような発問についての工夫
・多面的、多角的に考え議論するための学習方法
の工夫
・生徒の発達の段階に応じた内容の構成
・生徒個人、家庭環境への配慮視点
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外国語科
～Small Talk を通した主体的に学びに向かう態度の育成～
研究内容

子どもの成長した姿

～こんな手立てを講じました！～

～身に付いた力を
表現できるようにしました！～

言語活動を通したコミュニケーションを図る資

【
「記録に残す評価」の生徒による振り返り】
○話せば話すほど、話す内容が頭の中でまとま
り、楽しくしゃべることができた。
○自分が行きたい場所について、今の単元と前
の単元の内容を使って話すことができた。
○自分の行きたい場所について説明するときに、
関係代名詞を使うとより詳しく言えると思っ
た。
〇関係代名詞は情報量が多くなってややこしく
なるから、簡単な文を組み合わせた方がスム
ーズだと感じた。
○もっと相づちをうてれば、もっと聞き上手に
なれた。
・相手を変えながら何度もやり取りをすることで、

質・能力を育むためには、学習のゴールを明確に
し、中間指導の工夫・改善が必要です。具体的に
は、毎学期末に行うパフォーマンステスト（話す
こと［やり取り］）に着目し、そこに向かうための
指導として、記録に残す評価が重要です。それを
実践することによって、生徒の自己調整を促し、
より主体的にコミュニケーションを図ることにつ
ながると考え、
「Small Talk を通した主体的に学
び合う態度の育成～話すこと［やり取り］の評価
の工夫～」というテーマを設定しました。具体的
には、次の４点についての研究を行いました。
①

主体的にコミュニケーションを図る言語活動

思考が整理され、自然に話す内容が充実してい

の設定（目的・場面・状況）
②

Small Talk から即興的なやり取りへの手立て

③

指導と評価の一体化（記録に残す評価）

④

振り返り・フィードバックによる「自律する

く姿が見られました。
・
「記録に残す評価」をする際にフィードバックさ
れた評価シートを参考にしながら、自分のでき
ている点や改善点を把握し、その後の授業でい

力」を意識した指導展開

かすなど、主体的な学びが実現できました。

小中学校の系統性

【生徒の振り返り（パフォーマンステスト後）
】

～９年間を見通した指導を行いました！～

○都道府県の時は一方的にしゃべっていた感じだ
ったけど、今回は相手に質問をしたり、相手の

研究内容の４点については、小学校外
国語活動と外国語科においても同様に重
要な内容です。本研究は小中学校両方の
教員にとって、有意義な研究であったと
いえるでしょう。
また、Small Talk における場面設定の
際に、視聴覚教材を用いて展開すること
により、生徒がイメージをつかみながら
活動に取り組む姿が見られました。視聴
覚教材は、小学校においても使用するこ
とが多いため、教材の提示方法につい
て、小中連携につながりました。

質問を受けたりして、相手と話している感じで
魅力が伝えられたと思う。
○前回と話す内容や文法は一緒だったので、単語
ではなく文で話そうと意識した。特に関係代名
詞の後の動詞の形を意識した。
・前回の取組を踏まえて振り返りをしている生徒
も見られました。そうした生徒の多くは、前回
の取組を意識して活動に取り組むことで、自分
の伝えたい内容をより多く、詳しく伝えられて
いました。
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総合的な学習の時間
～探究のプロセスを意識した授業改善～
研究内容

小中学校の系統性

～こんな手立てを講じました！～

～９年間を見通した指導のために～

１ 探究のプロセスを意識した単元計画の作成
総合的な学習の時間を充実させるためには、学

総合的な学習の時間は、探究的な見方・考え
方を働かせ、横断的・総合的な学習を行うこと

習過程を探究的にすることが重要です。
本研究では、探究のプロセス（①課題の設定②

を通して、より良く問題を解決し、自己の生き

情報の収集③整理・分析④まとめ・表現）を意識

方を考えていくための資質・能力の育成をめざ

し、単元計画を作成しました。問題を解決するた

しています。

めにインタビューをする、効果的に整理・分析で

育成する資質・能力を明確にして単元計画を

きるよう思考ツールを活用するなど、探究的な学

作成し、意図的に人やもの、ことと出会わせ探

習活動につながっていました。そして、自己の生

究の学習過程を発展的に繰り返していくこと

き方を考える生徒の姿も見られました。

で、児童生徒の力は育成できます。児童生徒は、

２

どんな探究活動をしてきたのか、どのように情

教育資源の活用

報を整理・分析してきたのかなど、それまでの

（１）必然的な出会い
「なぜ、鎌倉では 800 年も前のものが現存して

学びを把握し単元計画を作成することで、さら

いるのか」という課題解決をするために、生徒た

に充実した学びへとつながります。７年間の総

ちは鎌倉についてインターネットや本で調べまし

合的な学習の時間という捉え方をして、授業づ

た。
「文化を残したかったから。」
「景観を後世に伝

くりを行うことが重要です。

えたかった。
」など、調べたことから予想すること
はできましたが、話し合う中で、現地の人の思い

子どもの成長した姿

を知ることは困難であることが分かりました。そ

～身に付いた力を
表現できるようにしました！～

して、現地の人の思いを知るために、実際に会っ
てインタビューする計画を立てました。そこに、

【生徒の振り返り】
〇鎌倉にある自然や建造物が 800 年以上も前
から形を変えずに残されてきたのは、昔も
今も人々の願いは似ているからです。相模
原市のお祭りや自然、文化についてもっと
興味をもって生活したいです。
〇相模原市の文化を守っていくためには、後
世に魅力を伝えていかなければいけないと
思いました。

課題を解決するために、鎌倉に行く必然性が生ま
れました。
（２）
「人、もの、こと」との関わり
学びを深めるためには、
「人、もの、こと」と繰
り返し関わることが考えられます。本研究では、
教師がねらいを明確にし、鎌倉の歴史や文化に携
わる人と直前に打ち合わせを行いました。それが
課題解決に向けて主体的に学習に取り組む生徒の
姿につながっていました。
課題を解決するために、
子どもたちが話を聞いたり、相談したりすること
ができるように、ねらいを明確にして、外部と連
携することも重要です。
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このように、一人ひとりが探究したことによ
り、自己の生き方について考える姿が見られま
した。

子どもの成長を大切にした授業づくり

特別活動
～自己実現につながる自己有用感の涵養～
研究内容
～こんな手立てを講じました！～

１ 学級活動(３)「一人一人のキャリア形成と自
己実現」の実践
学級活動（３）の指導は、事前の指導及び事後
の指導も含め、長期的な視野に立って実践を行っ
ていくことが重要です。
年間指導計画に基づいて、
各教科等の特質に応じて、教育活動全体でキャリ
ア教育を充実させるとともに、学級活動（３）や
キャリア・パスポートの活用時期を設定し、特別
活動が各教科等での学びをつなぐ要の役割を担う
ようにしていく必要があります。
本実践では、各学期の振り返りや学校行事等に
おいて、学級活動（３）におけるキャリア・パス
ポートの活用を位置付け、クラスメイトとの温か
なメッセージの交流を通して、自他のよさを伝え
合い、肯定的な自己理解につながるきっかけを作
りました。それによって、肯定的な自己理解のも
とに、前向きな意思決定につながる様子が見られ
ました。
２ タブレット PC を活用した「キャリア・パスポ
ート」の実践
キャリア・パスポートの活用は、自らの学習状
況やキャリア形成を見通したり、振り返ったりし
ながら、自身の変容や成長を自己評価できるよう
にすることが重要です。
本実践では、タブレットＰＣを活用することで、
生徒が自分の活動の振り返りを記入したり、見返
したりすることが容易になりました。また、Google
Forms 機能を活用することで、教師が学級全体の
基礎的・汎用的能力の高まりや課題について把握
し、指導にいかす取組が行われました。
３

対話的な関わり
児童生徒の自己肯定感を醸成するには、周囲の
大人が対話的な関わりをもっていくことが重要で
す。その際、児童生徒の自己肯定感の醸成や自己
変容の自覚に結び付けられるような対話的な関わ
りをもつことが望まれます。
本実践においては、生徒との日常的な対話だけ
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でなく、クラウド上に保存されているキャリア・
パスポートを通して、生徒の記述や意思決定した
内容に対して、
教師がコメントを入力することで、
生徒一人ひとりに肯定的な言葉掛けをすることが
できました。

小中学校の系統性
～９年間を見通した指導を行いました！～

小中学校の先生方が互いに授業を見合うこ
とで、小学校での話合いの仕方や合意形成の
仕方についての積み重なりについて共有する
ことができました。
「学級活動を充実させる
ことで、学級が変わる、学校が変わる。
」と
いう思いを共有して、授業づくりに取り組む
ことができました。
日頃の教育活動をキャリア教育の視点から
幅広く見ることで、児童生徒に対する言葉が
けが意図的になりました。中学校区で、それ
ぞれの学校の取組を理解し、共有すること
で、長期的な視点で、児童生徒に働きかける
ことができるようになりました。

子どもの成長した姿
～身に付いた力を
表現できるようにしました！～

【生徒の振り返り（キャリア・パスポートに記さ
れた生徒の記述）
】
〇「自分自身が成長したと思ったこと」
普段は、
なかなか言えない気持ちや周りから
どう見られているかを知ることができて嬉し
かったです。
自分が成長できたと思っていたと
ころをみんなが書いてくれて、がんばってよか
ったと思いました。
〇「今後の生活のどんな場面につなげていくか」
今後もみんなが書いてくれた自分のいいと
ころをさらに伸ばしていきたいと思っていま
す。他にも自分のよいところを増やしてもっと
成長していきたいです。

子どもの成長を大切にした授業づくり

特別支援教育
～よりよく生きていくことをめざし生徒が主体的に取り組む自立活動～
究所」の時間にトレーニングを振り返ることや、

研究内容

学期末の「自分の学校生活を考える」という振り

～こんな手立てを講じました！～

返りシートを活用し、自分の成長や今後の目標に
ついて確認を行いました。

１ 自立活動の充実をめざした取組
（１）週に３単位時間自立活動の時間を設定し、
年間を通した計画的な取組を行う。

小中学校の系統性
～９年間を見通した指導のために～

・毎日 10 分間のモジュール
（認知機能・作業トレーニング）
・週１時間のソーシャルスキルトレーニング

特別支援学級在籍の子どもたちが９年間で得意
な部分を伸ばしたり、苦手な部分を補ったりするこ
とができるようにすること。そして、将来の自立と社
会参加に必要な力が身に付けられることが重要で
す。
また、子どもたちにどのような姿になってほしい
かのイメージを常にもち、その姿に近付けるよう、
一人ひとりの実態に応じた指導を進めていく必要
があります。そのため、個別の教育支援計画や個
別の指導計画を活用し、充実した自立活動を行う
ことが大切です。

・自立活動の目標の設定、成果から自己理解
に繋げる「自分研究所」
（２）生徒一人ひとりが自己理解を深めるための
「自分シート」を活用する。
自分のなりたい姿や
目標、トレーニング
で身に付けたい力が
記入されています。

子どもの成長した姿
～身に付いた力を
表現できるようにしました！～

「自分シート」を通し
て生徒と教員が目標や
課題を共通理解するこ
とができます。

２ 自分理解を深めるための工夫
自分の課題や目標を考えるために、次のような
２点の工夫を取り入れたワークシートを活用しま
した。
・前半の２択問題は簡単な質問として、選択
することに慣れるようにしました。後半の２
択問題は生徒の性格などに関わる内容の質
問にしました。
・生徒の課題と考えらえる内容についても意図
的に選択肢に入れ、自己理解を深められるよ
うにしました。
３ トレーニングの成果を実感するための工夫
生徒の意欲を高めるために、定期的に「自分研
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「自分研究所」の成果発表会から
研究成果発表会では、生徒が自らの言葉で発表
しました。
（１）認知機能・作業トレーニングの成果
継続して行ったトレーニングによって、自分
自身の成長が実感できました。
（２）身に付いた力を各教科等の授業で発揮
トレーニングの成果が各教科等での学びにも
つながったことを実感できました。
（３）苦手から得意へ
トレーニングの前後で、苦手から得意へ変わ
ったことを生徒自身が実感しました。
自分の苦手と向き合
うことが難しい生徒
たちが、人前で自分
のことを発表できた
ことで大きな成長を
感じました。

～児童生徒の情報活用能力の育成に関する研究～
荒木佳美（相模原市立若草小学校）・平城慎也（相模原市立小山小学校）・鈴木亜矢子（相模原市立旭小学校）・
坂田茂太（相模原市立谷口中学校）・笠尾竹流（相模原市立相模丘中学校）・
田中秀典（相模原市教育センター）・森匠（相模原市教育センター）・渡邊茂一（相模原市教育センター）

Ⅰ はじめに
知の特性」が異なります。本研究はこの視点に立
ＧＩＧＡスクール構想の推進には、教育環境に
って今後理論を組み立てていきます。そして、本
ＩＣＴがあることを前提とする授業のパラダイム
件研究では、この特性を「継次処理」
「同時処理」
＊１
転換を図る意図が込められています。そのため、
の２種類と設定します。
本研究では、従来の授業に+α でタブレットＰＣ
＊１
を活用しようという発想ではなく、１人１台タブ
①継次処理
レットＰＣの環境下における学びや授業とは何か、
情報を１つずつ順番に処理していくタイプ
を明らかにすることを目的としました。
で、例えば、山という漢字を覚えるときは、本
研究で立てた仮説「タブレットＰＣを活用した
来の山の形から山の漢字になるまでのステッ
理想の授業」を実現する要点は次の５つです。
プを順に示す方法が分かりやすい。
本稿では、
この要点について説明していきます。
１ 児童生徒は個々で特性が違うことを理解
する。
２ 課題を適切に設定する。
３ 学習の過程で、児童生徒の主体的なインプ
ット及びアウトプットをＩＣＴで拡張し、内
容知と方法知を獲得させる。
４ 振り返りにより獲得した方法知と内容知
を定着させる。また、まとまり毎にＩＣＴで
蓄積した多様な経験を活用した振り返りを
行い、資質・能力を育成する。
５ これらの進行が適切か評価する。

②同時処理
複数の情報を同
時に処理するタイ
プで、例えば山と
いう漢字を覚える
ときは、他の文字
の成り立ちも含む
絵全体を提示した
後に、山を構成す
る部分に注目させ
たほうが分かりや 参考文献 3）より上図 p.62、
下図 P.64 から抜粋
すい。
そのため、個を大切にした授業を展開するため
には、学び方や認知の仕方といった「分かり方」
が児童生徒一人ひとり異なることへの対応が必要
となります。
２ 個に応じた課題の設定
本研究では、
「課題」とは「解決することで、児
童生徒が、授業前に身に付いていない資質・能力
を獲得できる課題」と、定義しています。この課
題の設定こそ、学校が教育機関として正しく機能
するための根源です。ＧＩＧＡスクール構想によ
るＩＣＴ環境整備により、従前は学校環境や発達
の段階が壁となった課題の解決が可能になります。
課題の解決に必要な内容知や方法知 ＊２ の獲得
状況は、児童生徒の学習経験や発達の段階、単元・

図 タブレットＰＣを活用した理想の授業
Ⅱ タブレットＰＣを活用した理想の授業の要
点
１ 児童生徒個々の特性の違いの理解
児童生徒は、それぞれ自分に合った情報の知覚
の方法や認識の方法をもっており、いわゆる「認
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題材の進行等によって異なります。そのため、教
員はその知見を元に、状況を見極め、足りない内
容知や方法知を補う手だてをとる必要があります。
また、児童生徒が、主体的に課題を設定する「主
体的な学習者」を育成するためには、課題の解決
の経験を繰り返す中で、課題の設定を教員が設定
する状況から、
学習者自らが設定できるよう、
徐々
に移行する必要があります。
＊２ 内容知：知識や技能そのもののこと
方法知：学び方、解決の仕方などの考え方
３ 学習の過程を豊かにする
児童生徒は『「(１)内容等のインプット」「（２）
アウトプット及びその行為による内省」を自分の
特性に応じて学習の中で繰り返し、課題を解決す
る』
、という学習の過程を通して内容知や方法知を
獲得します。
その際、１と２を踏まえたうえで、次の点に留
意すると学習の過程が豊かになります。
（１）インプット
児童生徒は、課題の解決に必要な「教員の教授
内容」
「教科書等の記載内容」「クラスメイトや第
三者の知識や考え方」等を自分にインプットする
ことで、内容知や方法知を獲得します。
児童生徒のインプットを授業中に支援するため
には、１の「認知の特性」を考慮します。
インプットの際にＩＣＴを活用すると、教員は
児童生徒の認知の特性に応じた内容知や方法知を
提示しやすくなり、児童生徒は自分の認知の特性
に応じた内容知や方法知を検索しやすくなります。
また、教科書や資料集以外の、教室ではない場
所、離れた席のクラスメイトから等、従前よりも
空間、時間を拡張して内容知や方法知を収集し、
インプットが可能になります。この時、児童生徒
の好きなタイミングで、お互いの学習活動を共有
できる状態をＩＣＴで実現すると効果的です。な
お、児童生徒が望んでいる内容知や方法知は、学
習の過程によって違います。
(インプットにおける支援の例)

小学 1 年生の算数 図形の学習において、
個々
に図形を考えている最中、方法知のインプット
を支援するため、その写真を電子模造紙に貼っ
て、いつでも共有できるようにしました。この
時、考えるときのルールとして、
「自分が写真を
挿入する前でも電子模造紙を見てもよい」「一
度書いた考えを、他の人の電子模造紙を見てか
ら変えてもよい」としています。授業後の振り
返りには「ほかの子を見るといろいろなずやし
きこたえがちがってもいいとおもいました。あ
と、いいなあというずとか しきがよくわかり
やすくてこたえがすぐうかぶのでいいとおも
いました。
」
「じぶんがあってなくてふあんのと
きに、タブレットでほかの子を見たら、ここが
まちがえちゃったとか、見れた。
」という感想を
書いていました。ＩＣＴを活用し、いつでも共
有できる状態にしたことで、考えが浮かばず手
が止まってしまう児童への方法知の支援とな
ったことが分かりました。
（２）アウトプット
児童生徒は、課題を解決するための「書く」
「描
く」
「つくる」
「編集する」
「表現する」
「身体操作
する」等のアウトプット及びその行為による内省
を通して内容知や方法知を獲得します。
児童生徒のアウトプットを、授業中に支援する
ためには、認知の特性と共に「教科の特性」を考
慮します。なぜなら、教科の特性により、中心と
なるアウトプットが異なるからです。
アウトプットの際にＩＣＴを活用すると、従来
アウトプットが不可能だった事、者＊３、が実現可
能になったり、時間が短縮されたりするなど、身
体拡張を行うことができます。
表 抽出した各教科等のＩＣＴを活用したアウトプットの例
教科
国語
図工・
美術
技術
社会
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非ＩＣＴでのア
ウトプット
えんぴつで文字
を書く
筆で絵を描く
材料を加工して
物をつくる
筆記用具などで
プレゼン資料を
編集する

音楽

楽器を演奏し表
現する

体育

跳び箱をとぶ

ＩＣＴでのアウトプ
ット
キーボードで文字を
打つ
画面にタッチやツー
ルで描く
ＣＡＤで設計し３Ｄプ
リンタで印刷しつくる
アプリケーションで
プレゼン資料を編集
する
アプリケーションで
作った曲を演奏し表
現する

各教科等の特性により、中心となるアウトプッ
トをＩＣＴで拡張できない活動では、課題解決に
活用する内容知や方法知をインプットする場面、
課題解決のために思考をアウトプットしながら整
理する場面等、間接的にＩＣＴを活用することが
考えられます。

なお、学習の過程において、課題の解決により
育成をねらう資質・能力が「知識及び技能」か「思
考力、判断力、表現力等」なのか、によって、課
題、インプット、アウトプット、の関係は、次の
ように異なると考えています。
ア 知識及び技能の育成をねらう場合
課題を認知し、記憶等を行う（インプット）
、と
いう過程を経ます。この時、課題の様態と、児童
生徒の得意な認知の特性が噛み合わないと、習得
状況の差が生まれてしまうことから、この支援の
ためにＩＣＴを活用します。

（アウトプットにおける支援の例）

小学校５年生の社会 食料生産の学習におい
て、昔と今の農業を比較する資料を、電子模造
紙を用いて個々に作成している様子です。写真
を使ったり、色分けをしたりなど、授業時間中
に短時間で行うには難しかったアウトプット
の方法を用い、児童は考えることを行うことが
できました。また、画面上部に、他の児童の資
料をいつでも参照することができるため、課題
の解決に必要な方法知や内容知を、自分の認知
の特性に応じて獲得し、学びやすくなっていま
す。

イ 思考力、判断力、表現力等の育成をねらう場
合
認知した課題（インプット）について、自己が
獲得している知識・技能や経験を活用（インプッ
ト）したり、外部状況や制約条件等を踏まえ（イ
ンプット）ながら、思考・判断し、その成果を表
現（アウトプット）します。この時の各インプッ
トで用いられる情報の様態が、児童生徒の得意な
認知の特性と噛み合わないと、思考活動において
活用されない状況が生まれてしまうことから、こ
の支援のためにＩＣＴを活用します。

＊３
従来アウトプットが不可能だった者
例えば、文字の読み書きが困難な「ディスレ
クシア」という症状がある児童生徒などが当て
はまります。このことは、知的能力の低さや勉
強不足が原因ではなく、脳機能の発達に問題が
あるとされており、発達障害の学習障害に位置
付けられています。2013 年に改定された米国精
神医学会の診断基準（DSM-5）において、いわ
ゆる学習障害の中で、読字に限定した症状を示
す方の代替的な用語として dyslexia（ディスレ
クシア）を使用しても良いことになりました。
読字に困難があるため、書字にも困難を抱えて
いることが多いようです。このような児童生徒
は、キーボードを用いてコンピュータに記録す
ることで、文字の読み書きを行うことができる
場合も多いということです。

４ 振り返りの実施とその蓄積
学習の過程を通じて獲得した内容知や方法知は、
経験と紐づけながら概念化等を行うことで、
資質・
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能力として児童生徒に定着します。そのために、
振り返りの学習活動を行う必要があります。
振り返りは、アウトプットを中心とした学習活
動を行うことで、その効果が高まります。
また、振り返りの際にアウトプットした成果物
は、
ＩＣＴを活用することで、文字のみではなく、
画像、音声、映像等といった、多様なメディアで
記録をすることができます。この時、児童生徒の
特性に応じたアウトプットを選ばせると、効果が
高まります。
振り返りは、授業ごとの振り返りと、単元・題
材ごとや学年ごと等のまとまりの振り返りで、次
の表のように機能が異なります。
表

能の②から④の質の効果が高まることが期待され
ます。
５ 評価を行う
児童生徒個々の認知の特性の違いを理解し、個
に応じた課題を設定して、
学習の過程の豊かにし、
振り返りの実施とその蓄積の活用による、児童生
徒の資質・能力の育成状況等については、適切に
進行しているかどうか、教員が定期的に評価を行
う必要があります。この際、ＩＣＴを活用するこ
とによって、より俯瞰的に、エビデンスベイスの
評価を行うことができます。
Ⅲ まとめ
今回、
ＩＣＴを授業に活用することを探る中で、
授業づくりとは何か、個に応じた指導・支援とは
何か、ということを改めて学び直し、研究するこ
とができました。ＩＣＴが、児童生徒が学ぶ行為
を拡張する選択肢の一つと捉えることで、その学
びの幅が広がり、児童生徒の可能性がさらに広が
っていく可能性を感じています。
この研究を参考にＩＣＴの授業への活用を考え
ることが、
ＧＩＧＡ環境をどういかすかではなく、
児童生徒一人ひとりの学び方に改めて目を向け、
授業づくりを見つめ直すきっかけとなれば幸いで
す。

振り返りの機能

振り返りの目的
①授業ごとの
獲得した内容
知や方法知の
再構築
②資質・能力の
精緻化
学びの再構築
（学びを組み
立てる）

③次の学習課
題の設定

④変容による
内面の表出化

⑤自己評価能
力の育成

振り返りの機能
●その授業で獲得した内容知や方法
知を集積、再構成し、各教科等の見
方・考え方や「知識及び技能」を概
念化する。
●学習全体（単元・題材、学期、学年
等）を振り返り、学習内容や経験を
整理したり、まとめたりして、資質・
能力の精緻化（「知識及び技能」の
概念形成や、「思考力、判断力、表
現力等」の方法知の形成）を促す。
●学習を振り返り、到達度を確認し、
次の目標（個に応じた課題）を設
定する。（または生活に生かす）
●獲得した方法知や「学びに向かう力、人
間性等」を次の目標とつなげる。
●最終段階で初期の学びをふり返
り、自分の変容から学びの成果の
状況を知る。
●「学びに向かう力、人間性等」の形
成を促す。
●①～④の学習活動を通して、自己評
価能力を養う。

写真 令和２年度・３年度研究員

単元・題材ごとや学年ごとの、振り返りを行う
際には、授業ごと等の振り返りでの成果物を蓄積
しておき、
それらを活用します。
そうすることで、
経験に紐づけられた児童生徒の資質・能力が表出
しやすくなり、振り返りの効果が高まります。
授業ごとの振り返りの蓄積は、ＩＣＴを活用す
ることで、色、音、画像、映像などを記録し保管
することが可能になります。例えば、自分の朗読
や、調色した色、身体表現の様子など、授業中の
経験をよりリアルな形で保管することができます。
今後、まとまり毎の振り返りにおいて、このよう
な経験の記録を活用することで、内容知や方法知
を従来よりも思い出しやすくなり、振り返りの機
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さがみはら教育 166 号 特集「教職の魅力×教育の力」はいかがでしたか。
表紙に書かれている星の数がいくつあるか分かりますか。
星の数は 106 個、つまり相模原市の小学校・中学校・義務教育学校を合わせた学校数です。
教職という光の中で、教員が輝いている姿をイメージしました。
光り輝いている先生方が、明るい未来へ子どもたちを導いています。
その明るい未来をのぞき込んでいる子どもたちの姿が裏表紙になっています。
教職の魅力は教員の数だけ存在します。
これからも先生方には光り輝き続けていただきたいと思っています。
最後に改めて、本号の編集に際し、原稿執筆及び写真提供等にご協力いただいた皆様に心
から感謝申し上げます。

ホームページアドレス
http://www.sagamihara-kng.ed.jp
Ｅメールアドレス
sec@sagamihara-kng.ed.jp
※ 本冊子の無断引用・転載・複写を禁じます。
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