「読み解く力」の視点を踏まえた授業づくり
令和３年度「読み解く力」ブロック別授業研究会

令和３年度は、「再構築」
している姿に着目し、
授業実践を行いました。

上の図のように「読み解く力」を、ＡとＢの二つの側面と①から③の三つの
プロセスで整理しています。
児童生徒が、教科等の学習において必要な情報を取り出し、それを根拠にし
て考えを構築し、対話をすることで考えを磨き、再構築につなげていくことが、
各教科等で目指す資質・能力を確かに育成することにつながります。

令和４年１月
滋賀県教育委員会事務局幼小中教育課

令和３年度 第３回「読み解く力」ブロック別授業研究会

公開授業レポートについて
１

趣旨

今年度も、「読み解く力」の視点を踏まえた授業の推進に向け、市町から推薦されたプロ
ジェクト研究委員が授業公開をしました。新型コロナウイルス感染症対策のため、少人数での
授業研究会となりましたが、参加者が授業参観、研究協議等を通して知見を深めました。
本冊子は、公開された授業や研究協議会についてまとめています。各学校での校内研究や授
業づくり等に御活用ください。

２

プロジェクト研究

研究の視点

プロジェクト研究
研究の視点

１年目（2019年度）

２年目（2020年度）

３年目（2021年度）

「読み解く力」全体に
着目した研究

プロセス②
「分析・整理」に
着目した研究

プロセス③
「再構築」に
着目した研究

令和３年度は、以下の３点を意識し授業づくりを行いました。
□よりよく「再構築」している姿の明確化
□ＩＣＴを効果的に活用した授業実践
□「再構築」している子どもの見取り

３

授業レポートの見方

見開き１ページで、「読み解く力」を発揮している児童生徒の姿を中心に単元の概要につい
て紹介しています。また、授業者のこれまでの実践の振り返りと授業づくりのポイントを示し
ています。
授業者の振り返り
[単元名〕

授業者が１学期の
課題や成果から、２
学期の授業改善へつ
なげていったことに
ついて記載していま
す。

〔単元で育成する主な資質・能力〕
〔目指す「再構築」している児童生徒の姿〕

三つのプロセスに即して、
有効だった手立てが、「読み
解く力」を発揮している学び
の姿につながったことを示し
ています。

授業者が、
取組について
まとめたシート

「読み解く力」を高め、発揮する授業づく
りのポイント
授業づくりのポイントについて、
指導助言者が解説しています。

－１－
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草津市立
玉川中学校

P.13-P.14

P.54-P.59

Unit 6 Research Your Topic &
Research and Presentation (New
Horizon English Course 2)

米原市立
伊吹山中学校

P.15-P.16

P.60-P.64

個人の尊重と日本国憲法

豊郷町立
豊日中学校

P.17-P.18

P.65-P.70

大津市立
日吉中学校

相似な図形

P.19-P.20

P.71-P.77

課題解決のために、既習事項をもとに自分で考えたり、他人の意見を参考にしたりすることで、
定理や性質を再構築する生徒の姿。

第３学年
特別活動
見
所

野洲市立
野洲小学校

個人の尊重と公共の福祉を観点として、他の人の意見を参考にしながら自分の意見を表明する
生徒の姿。

第３学年
数学科
見
所

面積（広さの表し方を考えよう）

撮影した自分の発表や友だちからのアドバイス、中間指導を通して発表内容や伝え方を改善し、
タブレットを活用してよりよく発表する生徒の姿。

第３学年
社会科
見
所

P.23–P.28

タブレットを活用し、自分の考えを、他者とのやりとりを通してより確かにする生徒の姿。

第２学年
外国語科
見
所

P.3 - P.4

鳥獣人物戯画を見て、面白さやよさを感じたところを写真に撮り、そのよさを強調して実際に
墨で描いてみる。友だちとの交流や、描くことを通して見方や感じ方を深めていく姿。

第１学年
国語科
見
所

彦根市立
金城小学校

水量を増やしたり斜面の傾きを大きくしたりすると、流れる水のはたらきはどのように変化す
るのかについて、撮影した実験の動画を繰り返し見返しながら考察し、結論を導き出す姿。

第６学年
図画工作科
見
所

指導案

「余呉のすてきを広めるためにどんなことをしていくか」について、考えを比較したり関連付
けたりしながら整理することを通して、理由や根拠を明らかにし、自分の考えを再構築する姿。

第５学年
理科
見
所

レポート

複合図形の面積の求め方について、既習内容を生かしたり、友だちとのやりとりを通したりし
て、自分の考えを深めたり広げたりする姿。

第４学年
総合的な
３ 学習の時間
見
所

なりきりペープサートをしよう！
～そうぞうしたことを生かして読
もう～

実践校

登場人物の行動や気持ちを具体的に想像するために、付け足しの一言を考える。一人ひとりの
タイミングで自力解決の時間とペア学習の時間を繰り返しながら、学びを深める姿。

第４学年
算数科
見
所

単元名

全員が進路決定への不安を乗り越
えるためにできることを考えよう

栗東市立
栗東中学校

P.21-P.22

P.78-P.82

進路選択が迫られる２学期末に、お互いに支え合い励まし合う温かい学級にするために、みん
なで取り組むことについて話し合う。自分事として考え、合意形成に向かう姿。

－２－

Ｒ３「読み解く力」ブロック別授業研究会

授業公開日：令和３年10月２９日
授業実践校：彦根市立金城小学校
第２学年 国語科
授業者：北川 彩 教諭

〔単元名〕 なりきりペープサートをしよう！～そうぞうしたことを生かして読もう～
〔単元で育成する主な資質・能力〕
・語のまとまりや言葉の響きなどに気を付けて音読することができる。
〔知識及び技能〕（1）ク
・場面の様子に着目して、登場人物の行動を具体的に想像することができる。
〔思考力、判断力、表現力等〕C読むこと（１）エ
・楽しんで読書をし、国語を大切にして、思いや考えを伝え合おうとする。
〔学びに向かう力、人間性等〕

〔目指す「再構築」している児童生徒の姿〕
登場人物の行動や気持ちについて想像したことを添えて、音読する。そして、自分で考えることや、ペアで交
流することを繰り返すことで、「とっておきの一言」を見出している姿。
◆有効だった手立て（ ★ ）・ＩＣＴの活用（ ☆ ）、 「読み解く力」を発揮している児童生徒の姿（学びの姿
）

目的意識

ゴールモデルを
動画で提示

☆

学びの姿

①
発見・蓄積

★

想像することと
音読の往還

お世話になった６年生に向けて、お気に入りの物語を「ペー
プサート」で発表します。 「なりきりペープサート」のモデルを
動画で示しました。
児童がゴールイメージを描き、学習への見通しをもちます。
教科書や本を指でなぞり、①～③を何度も繰り返します。
①何度も音読して大好きな箇所を選ぶ。
②音読に合わせてペープサートを動かす。
③想像したことを付け加えて音読する。

学びの姿
音読とペープサートの動きで内容を何度も確かめ
ることで、誰が、何をしたのか、どんな様子なのかにつ
いて、理解しているかどうか確かめ、理解を深めます。

②
分析・整理

★

ゆるやかな自力
解決とペア交流

言葉や文から
想像したことを、
教師が細かく指示することで動く
付け加えて音読
のではなく、児童が一人学びからペ
しています。

ア交流へと進むことを自ら判断した
り、交流相手を見つけたりと主体的
な学びの姿となります。
また、何度も繰り返すことで、想像
したことを確かめたり、深めたり、広
げたりすることができます。

☆

学びの成果を
ＩＣＴで残す

「並行読書マトリク
ス」を手掛かりに、交
流相手を選びます。

〇〇さんの想像したこ
とがよくわかったよ。
私の「とっ て おきの一
言」をもう1回考えるよ。

音声言語は、発せられた途端消
次の時間は、動画を見直
えてしまうため、今日の学びを、 して、もっと、工夫しよう。
毎時間タブレットで撮影します。

学びの姿
資質・能力

ペープサート

発表会に向けて、想像した「とっておきの一言」を考えま
す。 「自分でじっくり考えたい」、「友だちに聞いてほしい」と
いう児童の気持ちを基に、一人ひとりのタイミングで学習の
仕方を選んでいきます。

学びの姿

③
再構築

音読

音読の変化や成長を、児童自身が実感したり、振
り返ったりします。
－３－

授業者の振り返り
1学期は
・「音読発表会」の言語活動で実践をしました
が、付箋に想像したことを書くことにとどま
り、〔知識及び技能〕である、音読との関連を
図ることに課題を感じていました。
・ペアやグループ交流については、教師が指示
をしたため、児童の主体的な交流にはなりに
くく、児童同士の交流も一方通行が多く見ら
れました。
・自力解決から交流という流れにしていたため、
自力解決が難しい児童とそうでない児童と
の学習のペースの差が生じていました。

２学期は
・お気に入りの物語を紹介するというゴールを

動画で示すことで、児童が学ぶ目的を常に意
識し、意欲的に取り組む姿が見られました。
・音読することとペープサートを動かすことを
繰り返すことで、[知識及び技能]と[思考力、
判断力、表現力等]を一体的に育むことがで
きました。
・児童自身のタイミングで、学習の仕方を選ん
でいく「ゆるやかな自力解決とペア交流」は、
様々な実態のある本学級にぴったりのスタイ
ルでした。これまで以上に、児童が大きく成
長することができました。

「読み解く力」を高め、発揮する授業づくりのポイント

京都女子大学 発達教育学部
教授 水戸部 修治 氏

・「場面の様子に着目して」の指導事項は、ややもすると場面ごとに読み取らせる指導に陥りがちです。子ども
が、必然性をもって学ぶ姿にするために、大好きな物語のお気に入りの場面をペープサートで演じて紹介する
という設定をすることで、「場面の様子に着目する」ということを２年生が自然に意識することができます。
・学級には、多様な児童がいます。そこで、指導者は緻密に手立てを打っていきました。並行読書材と教科書教
材を交互にした単元構成。並行読書マトリクスを示し、読書状況を視覚化。それを、交流時にも児童が活用して
いました。また、学習活動における大事なポイントを掲示物で提示されていました。
・個別最適な学びを引き出す、長期的な学習活動を設定されていました。その結果、児童が細かく指示をされて
動くのではなく、一人学びからペア交流へと進むことを自ら繰り返し、個別最適化された充実した学びが実現
できました。細かく指示をする学習活動は、時間を持て余す子、時間の足りない子を生み出します。
・本実践のような、長期的な学習活動を生み出すのに、指導者は、授業構想段階で、以下①～⑥のように、ス
テップを明確にする必要があります。
①魅力的なゴールに向かう学習の見通しを子どもがもつ。
②交流時間を確保するために、導入をコンパクトにする。
③シンプルな導入を実現するためには、子どもが見通しをもっていることが必要。
④交流モデルの動画を示す。
⑤子どもが判断・選択する場面を的確に設定する。
⑥一連の学習を各教科等でも習熟させる。
－４－

授業公開日：令和３年11月９日
授業実践校：野洲市立野洲小学校
第４学年 算数科
授業者：角 憲幸 教諭

Ｒ３「読み解く力」ブロック別授業研究会

〔単元名〕 面積（広さの表し方を考えよう）
〔単元で育成する主な資質・能力〕
・面積の単位「㎠」「㎡」「㎢」「a」「ha」とその関係や、長方形と正方形の求積公式について理解し、公式を用い
て面積を求めることができる。
〔知識及び技能〕
・単位の考え方を用いたり、図形の構成要素に着目したりして、面積の表し方や複合図形の面積の求め方、単
位の関係について考え、説明することができる。
〔思考力、判断力、表現力等〕
・面積を数値化して表すよさに気づき、生活や学習に生かそうとしたり、複合図形の面積の求め方について多
面的に考え、よりよい方法を追求しようとしたりしている。、
［〔学びに向かう力、人間性等〕

+
〔目指す「再構築」している児童生徒の姿〕
［学びに向かう力、人間性等］
図形を構成する要素に着目し、面積の求め方について多面的に捉えたり、より簡潔・明瞭・的確な表現で図
多面的
に考え単位「㎠」「㎡」「㎢」「ａ」「ha」とその関係や、長方形と正方形の求積公式について理解し、公式を用いて面積

形の面積の求め方を考察したりしている姿。
を求めることができる。
１（１）面積の単位「㎠」「㎡」「㎢」「ａ」「ha」とそ
の関係や、長方形と正方形の求積公式について理解し、公式を用
★ ）・ＩＣＴの活用（ ☆
◆有効だった手立て（
）、 「読み解く力」を発揮している児童生徒の姿（学びの姿
）
★

目的意識

目的意識を生み出す導入の工夫
面積を求める 長方形や正方形を発見！
形はどんな形か
図形の構成要素に着目
な？辺の長さ
は？角の大きさ できるように、少しずつ図
は・・・？
形を提示していきます。

①
発見・蓄積

★

本時の課題を明確にする場面の設定
学びの姿

既習内容を一目で
確認できる掲示物と
問 題 を比 較す ること
で本時の課題が明確
になります。

前の時間に学習した形より
も複雑な形だけど・・・
今日の図形にも、正方形や
長方形が隠れているよ。前の
時間と同じように公式を使っ
て考えられそうだね。

★ ☆

②
分析・整理

自分の考えを広げたり深めたりする交流場面の設定

学びの姿

ペアや全体で、図を
指し示しながら言葉や
式と図を関連付けて
説明しています。

どのように図形を分解・
合成・変形したかを共有画
面に送信します。
友だちはど
のように考え
たのかな？

どの考え方も切った
り補ったり移動させた
りして正方形や長方形
にしているよ。

自 分の 考えを言葉、 式
等の多様な表現を使って
かいていきます。

③
再構築

「わかったこと」を活用する
場面の設定

★

学びの姿
この方法が一番わ
かりやすかったよ。
その理由は、・・・

資質・能力

学びの姿

切って移動する考え
方は初めて知ったよ。

☆

発展問題をタブレットで送信
６×（２＋６）÷２＝２４

「発展問題」で倍積変形につながる移動
もっと複雑な形の面積を求める「適用問題」
で「分かったこと」を「できた」につなげました。 についても考えてみます。
この問題は、式を読んで、その式が表す意
さらに、面積の求め方について多面的に捉えた
り、より簡潔・明瞭・的確な表現で図形の面積の 味を図で表します。タブレットに問題が入っ
求め方を考察したりしている姿も見られました。 ているので、いつでもチャレンジ可能です。
－５－

授業者の振り返り
1学期は
・児童が、目的意識をもつこと、学びがつながる教室環
境を整えること、学んだことが日常生活や他の教科に
つながるようにカリキュラム・マネジメントを行うこと
を意識して授業づくりに取り組みました。
・１学期は、できる子だけが発言する授業になってしま
いました。

２学期は
・児童が自由に自分の考えを交流する場面を授業の中
に多く取り入れるようにしました。交流の視点を示し
たり、伝え合うときのルールを意識したりするなどの
指導を積み上げていきました。
・単元を通して、１時間ごとの再構築の姿を具体的に想
定しました。児童の目指すゴールの姿を明確にするこ
とで、逆算をし、それぞれのプロセスでの学びの姿を
明 確にすることができました。
・効果的な場面でICTを活用することが課題です。
・これまで、読み解く力が自分のゴールになっていまし
た。算数科の資質・能力を育成する視点が欠けていた
と思います。授業を整理すると、自然と「読み解く力」
の三つのプロセスとなることが分かりました。

「読み解く力」を高め、発揮する授業づくりのポイント
・導入場面では、少しずつ図形を提示するなどの工夫により、角や辺、頂点などの図形の構成要素に着目したり、
複合図形が長方形や正方形が組み合わさってできている形だということに気付いたりすることができました。ま
た、前時に学習したL字型よりも形が複雑になっていることに気付くことができ、「前時よりももっと複雑な形の
面積はどうやって求められるのかを解決する」という目的意識をもつことができました。
・展開の場面では、個々の考えをタブレット端末から共有画面に一斉送信し、クラスのみ
んなと共有しました。児童は、画面に提示された友だちの考えを見て、多様な考えがあ
ることに気付くことができました。また、児童同士が自分の考えを何人もの友だちと自
由に交流することで、どんどん説明が洗練していく様子が見られました。特に、「ここは
どう考えたの？」、「もう一回教えて。」、「ここは私の考えと同じだよ。」など、自分の考
えと比較しながら交流ができているペアも見受けられました。これまでの継続した指導
の成果がよく表れていました。
・さらに、「目的をもったペア交流」を進めるために、「分析・整理」の場面でのICTの活用も考えられます。今回の授
業では、共有した画面を見て、「私は ここまで考えたけれど、ここから先がわからなかった。」という児童は、同じ
ところに線を引いている児童（同じ考えをしている児童）に考えを交流しに行く、また、「自分の考えには 自信が
ある」という児童は、違うところに線を引いた児童（違う考えをしている児童）に交流をしに行くことで、さらに自
分の考えを深めたり広げたりすることができます。
・児童は、ノートに図や言葉、式等の多様な表現方法で自分の考え
をかくことができています。交流の際には、その式が図のどの部
分にあたるのか、その説明の言葉は、式のどの部分にあたるの
か等にこだわり関連付けていくことで、より理解を深めることが
できます。
・ 「再構築」を図る適用問題では、多様な考えから、「なぜ、その考え方が良いと思うのか。」
について考えることで、より簡潔・明瞭・的確な表現で図形の面積の求め方を考察したり
している姿も見られました。
・自分の考えを安心して表現できる人間関係や、思いやりをもって関わり合い、互いの違い
を認め、高め合える学習集団づくりが土台となり、授業が展開されていました。
－６－

授業公開日：令和３年１０月２９日
授業実践校：長浜市立余呉小中学校
第４学年 よごふるさと科（総合）
授業者：野村祐美子 教諭 ・ 清水としみ 教諭

Ｒ３「読み解く力」ブロック別授業研究会

〔単元名〕 しずくのゆくえ
〔単元で育成する主な資質・能力〕
余呉の自然環境の特徴やよさ、それを支える人々の努力や工夫、自然と共存していくことの素晴らしさについて理解
し、自然環境の特徴を生かしながら、自然を生かした楽しみを見出したり、環境を守っていくために自分たちは何ができ
るかを考えるとともに、余呉の自然環境とのつながりを意識しながら行動したり、生活したりできるようにする。

〔目指す「再構築」している児童生徒の姿〕
・「余呉の山のすてきを広めるためにどんなことをしていくといいか」について、友だちと考えを比較したり関連付け
たりしながら整理することを通して、理由や根拠を明らかにし、自分の考えを深め、確かなものにしている姿。
・体験活動等、単元の学びを自分の生活につなげ、単元を通した学びの変容を自覚する姿。
・各教科で学んだことを単元を通して自在に活用したり、使いこなしたりしながら探究する姿。

◆有効だった手立て（ ★ ）・ＩＣＴの活用（ ☆ ）、 「読み解く力」を発揮している児童生徒の姿（学びの姿
）

目的意識

★

連続・発展していく探究の過程

学びの姿

①
発見・蓄積

★

余呉は、山が９
割。もっと余呉
のことが知りた
いな。

・余呉の自然をテーマに
１学期に川を調べた子
どもたち。次は余呉の
山に興味をもちます。

豊かな体験等による多様な情報収集
山の仕事を体験して感じ
たこと、考えたことをノー
トにまとめておこう！

学びの姿

タブレット端
末で写真撮影
したことをも
とに

②
分析・整理

★

話合いの可視化・構造化
・思考ツール（座標軸）を活用
し、付箋を貼りながらアイ
学びの姿 ディアを出し合います。
・収集した情報を根拠にして
話し合います。

このグループは、複数
の考えを関連付けてい
るよ。
私たちの考えも関連付
けられないかなぁ。

☆

資質・能力

☆

収集した情報の活用

山を探 検した
ときに見つけた
ものです。
もっとみんな
に知ってもらう
ためには…

学びの姿

・収集した情報は、端末に蓄積して
おき、必要に応じて写真や文章
を活用しながら話し合います。

★

各教科等で
身に付けた力の活用

・収集した情報は、端末に蓄積して
おき、必要に応じて写真や文章
を活用しながら話し合います。

学びの姿

③
再構築

よごふるさと科では、
9年間を見据えて、系統
的に計画しています。

今回使った思考ツール（座標軸）は、
国語で学習したものです。アイディア
を整理したり、関連付けたりするとき
に使っています。

端末を活用した振り返りの蓄積

・振り返りをロイロノートで入力 学びの姿
し、蓄積しています。これまで
の自分の考えと比べることで、
自身の変容を自覚することが
できました。
－７－

9年生（中学校３年
生）でやってみたいこ
とが見つかったよ。
他のグループ
のアイディアも
参考になった
よ。

授業者の振り返り

・よごふるさと科では、9年間を通して余呉の魅力を
追究し「住み続けたい余呉のまち」をつくりあげてい
きます。特に、次の三つの視点を大切にしています。

２学期は 余呉の山の魅力に迫る！（やまのこ事業を活用）

① 余呉のよさや課題への気付き
② 余呉の魅力や課題を学び、まとめ、伝える力
③ 地域の方など様々な人からの学び

・心を動かす豊かな体験等による多様な情報収集と、根
拠を明確にした考えの形成、全員参加の思考ツールを
用いた交流が、よりよい再構築につながったと思いま
す。明確な根拠に基づいた具体的なアイディアや、自
分たちの生活に関連したアイディアが生まれました。

・ ４年生は余呉の自然をテーマに学習を進めます。

1学期は

余呉の川の魅力に迫る！

・１学期は、余呉川の水生生物調査をしました。探究を
経て見いだしたことを踏まえ、自分たちにできること
は何かを話し合いましたが、具体的でないものが多
く、根拠も曖昧でした。
・学習の足跡として、体験や調査分析の記録が十分で
なく、事実に基づいて考えることが課題でした。

・２学期は、ねらいに基づき明確なゴールを設定し、必
然性のある課題を設定しました。

・本単元では、学びを充実させるために、次の三つの
「つなぐ（つながり）」を大切にしました。
①多様な場面で地域の人とつながる
②交流等を通じて、友達と考えをつなぐ
③他教科等と総合を意図的・計画的につなぐ
（理科や社会科の学習に関連させた単元計画、国語
科で学習した思考ツールの活用等）

「読み解く力」を高め、発揮する授業づくりのポイント
・教科書がない総合的な学習の時間は、各学校で創意工夫をするとともに、明確な目標（育成を目指す資質・能力）
を設定し、内容を計画する必要があります。よごふるさと科では、豊かな地域教材を活用しながら、小中９年間の
学びを見据えて計画されています。大切にしている三つの視点は、三つの資質・能力とも大きく重なります。
・本授業では、授業者が「再構築」について、具体的な児童の姿でイメージされていました。そして、その姿を実現す
るためには、どのような分析・整理が必要か、どこからどのように発見・蓄積する必要があるかといったように、再
構築から逆算して単元を設計されたことで、学習活動が資質・能力の育成につながりました。
・「再構築」については、様々な姿が考えられますが、特に「資質・能力」と「深い学び」に関わる姿を大切にしたいとこ
ろです。総合的な学習の時間における「深い学び」の一つとして、各教科等で身に付けた資質・能力を何度も活用・
発揮することが考えられます。本授業では、活用・発揮できるような学習場面を生み出すとともに、意図的な掲示
物や教師の価値付けによって活用・発揮しやすい環境が整えられていました。
・思考ツール（座標軸）と付箋を活用したことで、全員が視覚的に友だちと考えを比較したり関連付けたりしながら
整理することができていました。今後、どのような方法で情報の整理・分析を行うかを児童自身が決定することを
目指したいところです。
・また、ＩＣＴ端末を活用することで、理由や根拠となる多様な情報を共有しながら話し合い、考えを比べたり、関連
付けたり、新たな考えを生み出したりすることができました。
－８－

授業公開日：令和３年11月10日
授業実践校：高島市立本庄小学校
第５学年 理科
授業者：川端 宣実 教諭

Ｒ３「読み解く力」ブロック別授業研究会

〔単元名〕 流れる水のはたらきと土地の変化
〔単元で育成する主な資質・能力〕
流れる水の速さや量に着目して、それらの条件を制御しながら、流れる水の働きと土地の変化を調べる活動
を通して、それらについての理解を図り、観察、実験などに関する技能を身に付けるとともに、主に予想や仮
説を基に、解決の方法を発想する力や主体的に問題解決しようとする態度を育成する。

〔目指す「再構築」している児童生徒の姿〕
水量を増やしたり斜面の傾きを大きくしたりすると、流れる水のはたらきはどのように変化するのかについ
て、撮影した実験の動画を繰り返し確認しながら考察し、結論を導き出す姿。
◆有効だった手立て（ ★ ）・ＩＣＴの活用（ ☆ ）、 「読み解く力」を発揮している児童生徒の姿 学びの姿

目的意識

★

安曇川と関連付けた単元構成

学習したことを校区を流れ
る安曇川と結び付けることで、
児童の意欲の向上や学習内
容の深い理解につなげました。

①
発見・蓄積

☆

単元の導入で「安曇川マップ」
に疑問を書き込みました。疑問を
解決するという目的意識をもって、
学習に取り組みました。

結果を明確にするためのICT活用

実験の様子を動画で撮影し、実
験結果を明確にするようにしまし
た。その際、タブレットを固定して
撮影することで、まずは自分の目
で実験の様子を確認できるように
しました。

②
分析・整理

「水の量が増えたら…」、「斜
面が急になったら…」など、前
回の実験との違いを自分の目
で確かめながら、実験に取り組
む姿が見られました。

★

学びの姿
A児：流れを急にしたら
浸食が大きくなり
ました。
B児：運搬や堆積につい
てはどうでしたか？

前回の実験では流れ
なかったストローが、今
回は流れているよ。

資質・能力

学びの姿

☆ 実験動画を繰り返し確認しながらの考察
撮影した実験動画を繰り返し確認したり、前回の実験動画と
比較したりしながら考察しました。
タブレット上に書き込んだ考察をモニターで共有しながら、全
体交流を行いました。

学びの姿

③
再構築

学びの姿

導き出した結論と安曇川とを関連付けた振り返り

教師が各ペアの考察をつなぎながら、
合意形成を目的とした話合いを行い、
問題に対する結論を導き出しました。
導き出した結論を踏まえ、安曇川と
関連付けた振り返りを記入することで、
知識を再構築し、学習内容を深く理解
することができました。
－９－

学びの姿
台風や大雨で川の水
量が増えると、流れる水
の働きが大きくなり、け
ずられるかもしれない。
だから、けずられないよ
うに側面がコンクリート
になっています。

授業者の振り返り
1学期は
・「台風に備えて」の学習では、パンフレッ
トを作って地域に発信するという、魅
力ある単元のめあてを設定することで、
児童は相手意識をもって意欲的に取り
組むことができました。
・「聞きたいこと」、「伝えたいこと」があ
ればペアやグループでの話合いを設定
するなど、必要感をもった交流を意識
しました。
・全体交流で学びを深めるための教師の
コーディネートが難しかったです。

２学期は
・安心して話せる場づくりを意識した学
級経営を大切にしました。
・「流れる水の働き」の学習では、安曇川
についての疑問や気付きを実験や調べ
学習を通して解決していきました。身
近な川を教材にして、ゴールを明確に
したことで、児童は興味・関心をもち続
けることができました。
・ICTを活用し、浸食・運搬・堆積の実験
の様子を撮影することで、児童は繰り
返し動画を見たり、前回の実験と比較
したりすることができました。
・１学期の課題であった「教師のコーディ
ネート」については、子ども同士の発言
をつなげる意識をもって取り組みまし
た。

「読み解く力」を高め、発揮する授業づくりのポイント
・「安曇川マップを作成して全校に伝える」という単元のゴールを設定しました。単元の導入場面では疑問や気
付きを書き込み、展開場面では、実験で導き出した結論を踏まえて、安曇川との付き合い方を考えました。
このように、単元を通して、校区を流れる安曇川と関連付けた指導を行うことで、児童は「目的意識」をもっ
て学習に取り組むことができました。
・本単元で行う実験は、川のモデルを作って水を流すため、一瞬で終わってしまい、繰り返し実験を行うこと
が難しい実験です。このような実験では、ICTを活用して実験の様子を撮影し、実験結果を明確にすること
が大切です。そうすることで、児童は撮影した動画を繰り返し確認しながら必要な情報を取り出し、考察する
ことができます。
・ペアやグループでお互いの考えを交流する際には、自分の考えの根拠となる場面を動画から切り取ったり、
切り取った場面に新たな気付きを書き込んだりすることで、話合いを活性化することができます。全体交流
の場面では、教師がコーディネート役となり、児童同士の発言をつなぎながら、合意形成を目的とした話合
いを充実させることが、「分析・整理」の質を高めることにつながります。
・理科の学習においては、学習の成果を日常生活との関わり
の中で捉え直したり、他教科等で学習した内容と関連付け
て考えたりすることで、学習内容を深く理解することがで
きるようになります。本単元では、問題解決の過程で導き
出した結論を踏まえて、安曇川と関連付けた振り返りを毎
回行うことで、児童は知識を再構築することができました。
－10－

授業公開日：令和３年１１月１０日
授業実践校：近江八幡市立八幡小学校
第６学年 図画工作科
授業者：塚本 有貴 教諭

Ｒ３「読み解く力」ブロック別授業研究会

〔題材名〕 チャレンジ鳥獣人物戯画
〔題材で育成する主な資質・能力〕
「鳥獣人物戯画」について、見つけた面白さや特徴を共有したり、実際に描いてみたりすることを通して、古くから
親しまれてきた日本古来の美術作品のよさや美しさを味わうことができる。
・自分の感覚や行為を通して、「鳥獣人物戯画」の形や色などの造形的な特徴を理解する。
〔知識及び技能〕
・形などの造形的な特徴を基に、自分のイメージをもちながら、昔から多くの人々に親しまれてきた「鳥獣人物戯画」の表
現の意図や特徴、表し方の変化などについて、感じ取ったり考えたりし、自分の見方や感じ方を深める。
〔思考力、判断力、表現力等〕
・つくりだす喜びを味わい、主体的に「チャレンジ鳥獣人物戯画」を鑑賞する学習活動に取り組もうとする。
〔学びに向かう力、人間性等〕

〔目指す「再構築」している児童の姿〕
作品を見て、単純に形など造形的な特徴に注目することで終わるのではなく、自分なりのイメージをもち、作品を
見たり感じたり、「鳥獣人物戯画」を最初に見た頃の自分との対話や友だちと交流したりすることで見方や感じ方を
深めている姿。

◆有効だった手立て（ ★ ）・ＩＣＴの活用（ ☆ ）、 「読み解く力」を発揮している児童生徒の姿 学びの姿

目的意識

★

これまでの学習活動を提示、見通しをもたせる
学びの姿

①
発見・蓄積

☆

自分が描く場面を画像で示して交流
学びの姿

★ ☆

1時間目の「模写」、2時間目の「ブック
トーク」から考えたことを交流し、「自分が
チャレンジすること」を再確認しました。

鳥獣人物戯画のもつ特徴やよさに迫るため、絵巻物に
表す活動を設定

学びの姿

②
分析・整理

ICT端末に記録した「描きたい場面」の画像や資料、
メモを確認しながら描くことで、どのように表現する
のか、自分のイメージをもって描くことができました。

★ ☆

意図的指名で、モニターに提示しながら「チャレンジ」を発表

学びの姿

③
再構築

本時のめあて「面白いと感じたところを強調して描いてみよう。」を具
体的にイメージすることができました。

★

考えを共有することで、自分の見方や
感じ方を深めていきます。

気付いたことを言葉で表す振り返り
学びの姿

描く中で気付いたことを、書き留めておいた
り、発表を聞いて改めて自分の絵を見返したり
して、振り返ったことを書き加えました。言葉に
表すことで、これまでの自分の見方や感じ方が
変化していることに気付くことができました。

資質・能力
－11－

授業者の振り返り
1学期は
• 「再構築」を意識することを大切にしま
した。
• 子どもたちといっしょに計画を立てたり、
気付きを言葉で残したりすることが大
切だと思いました。
• 教師の丁寧な見取りが大切だと思いま
した。ICT活用で学びを残すことも、子
どもの考えの変容把握に、有効だと思
いました。

２学期は
• 見るだけでなく、描いてみたり、専門家
（図書館司書）の意見を聞いたりするこ
とを題材に組み入れました。
• 自然な対話が生まれ、お互いが新たな
気付きを得たり、知識を蓄積したりする
ことができました。
• 自己の解釈をもとに、自分の作品を描く
ことで、さらなる気付きを得ることがで
きました。
• 振り返りでは、図工科の「見方・考え方」
を踏まえて、学びの手ごたえを感じる様
子が伺えました。

画像

＜児童が描いた「チャレンジ鳥獣人物戯画」＞

「読み解く力」を高め、発揮する授業づくりのポイント
• 独立して設定した鑑賞の授業や、鑑賞に重点をおいた授業の場合、作品の背景や作者についての知識は、教
師が「教える」のではなく、結果として児童が得られることが大切です。本題材では、1時間目に作品と出会い、
「模写」をすることで「何が描かれているのだろう」「知りたい」と思えるような【目的意識】を育む場をつくっ
ています。そして、児童が知識を必要とするときに与えることができるように、2時間目に「ブックトーク」を
設定しています。
• 〔共通事項〕に示す事項「自分の感覚や行為を通して、形や色などの造形的な特徴を理解すること」、「形や色
などの造形的な特徴を基に、自分のイメージをもつこと」を視点とした言語活動を設定することが大切です。
本題材では、「見る」ことだけにとどまらず、「描く」という行為を通して見方・考え方を深め、言葉で表す活動
も設定しています。
• 本時の「絵巻物に表す活動」は、1時間目の「模写」と2時間目の「ブックトーク」で【発見・蓄積】⇔【分析・整理】
したものを表出する活動です。児童がそれまでの学習をもとに【再構築】している姿とも言えます。また同時
に、描きながら自分のイメージを認識し、それまでの見方・考え方と比較しながら【分析・整理】している姿と
も考えられます。１つの題材の中でも、１時間の授業の中でも、また、児童一人ひとりの学習活動の中でも、
【発見・蓄積】⇔【分析・整理】⇔【再構築】は、何度も繰り返されます。必ずしも、最後に【再構築】が表れるので
はなく、とぎれのないスパイラルのような学習が繰り返されています。
• 図画工作科では、「実際にものに触れたり、見たりすることが、資質・能力の育成において重要」です。しかし、
美術作品に自由に触れることは実際には難しいです。本題材では、授業者が作品レプリカを準備しましたが、
ICTの活用によって一人ひとりが自由に手元で画像を確認し、メモを加えたり、必要な資料を添付したり、見
せ合いながら交流したりすることで「チャレンジすること」を具体的なイメージで捉えることに役立ちました。
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授業公開日：令和３年11月１日
授業実践校：草津市立玉川中学校
第１学年国語科
授業者：中田 利恵 教諭

Ｒ３「読み解く力」ブロック別授業研究会

〔単元名〕 「竹取物語」のイチオシの登場人物を紹介しよう～蓬莱の玉の枝ー「竹取物語」からー～
〔単元で育成する主な資質・能力〕
・音読に必要な文語のきまりを知り、古文を音読し、古典特有のリズムを通して、古典の世界に親しむことができる。
〔知識及び技能〕 （３）ア
・文章を読んで理解したことに基づいて、自分の考えを確かなものにすることができる。
〔思考力・判断力・表現力〕 C読むことカ
・言葉がもつ価値に気付くとともに、進んで読書をし、我が国の言語文化を大切にして、思いや考えを伝えようとして
いる。
〔学びに向かう力、人間性〕

〔目指す「再構築」している児童生徒の姿〕
・音読に必要な文語の決まりを理解し、古文を音読し、内容を理解することを通して古典の世界に親しんでいる。
（例：「古文の音読にはこんな決まりがあるんだ。古文を読むことはおもしろい。」）
・古文を何度も読み返したり、友達と繰り返し交流したりすることを通して、自分の考えを確かなものにしている。
（例：「友達の考えや根拠を知り、もう一度自分の考えを振り返ることが大切だ。」）
◆有効だった手立て（ ★ ）・ＩＣＴの活用（ ☆ ）、 「読み解く力」を発揮している児童生徒の姿 学びの姿
★

目的意識

単元のゴールとこれまでの学習から、本時のめあてをもつ

これまでの 学習 を確認し、 単 元の
ゴール（イチオシの人物を紹介する）の
達成に向け必要なことを考え、本時の
学習のめあてをもちました。

①
発見・蓄積

本時の学習の目的を理解し、最後まで
粘り強く取り組む姿が見られました。
イチオシを紹介するために、
自分の考えをもっと確かにす
ることが必要だ。

イチオシの紹介に向け、
これまで発見・蓄積した
ことを見直します。

★

②
分析・整理

学びの姿

交流の目的、内容、方法を明確にする
交流の前に、目的（自分の考えをより確かにするために）、内容（イチオシポイントや
根拠を）、分析・整理の方法（友達と自分の考えの違いに注目する）を明確にします。

☆

ＩＣＴで「立場」「考え」を共有し、多くの友達と交流する
立場を一覧で共有し、生徒が交流したい友達を選
どの人と交流
べるようにしました。また、考えの書いたワークシー
しようかな？
トを共有し、交流できるようにしました。「交流の進め
方」を示したスライドを共有したことも効果的でした。

学びの姿
自分と異なる考えに多く触れたり、自分
が必要としている情報を得たりすること
ができ、考えを広げたり、深めたりしてい
る姿につながりました。

③
再構築

★

石上麿足には、○○
な一面もあるんだ。

学習課題に対するまとめと視点を明確にした振り返り

交流した内容を踏まえ、再度紹介する内容をまとめ
ました。そして、最初の紹介の内容と比べ、「確かに
なったこと」や「できたこと」の視点で振り返りました。

資質・能力

ここもイチオシポイン
トになるんじゃない？

学びの姿

学習の目的を意識して振り返り、学
びを実感している姿が見られました。
－13－

○○の部分
を付け加えた
ことで、考えが
より確かにな
りました。

授業者の振り返り
1学期は
・発見・蓄積→分析・整理を何度も繰り返す学習展
開にしました。その結果「文章の内容を踏まえた
り、例を示して説明したりする姿」につながり、
質の高い「再構築」につながりました。
・学習のゴールや進め方を教師から提示したため、
主体的に学習する姿に課題を感じました。

２学期は
・学習に対する目的意識をもてるように、単元の
ゴールに向け、学習計画を立てることに取り組
みました。その結果、単元を通して、粘り強く学
習に取り組む姿につながりました。
・交流する力を高めることやＩＣＴの使い方など、
ひとつの単元だけでなく、継続して取り組むこ
とが必要だと感じました。
・グループで課題を解決する場面を多く設けまし
た。そうすることで、知識を活用して説明する必
要性が生まれ、資質・能力の育成につながりまし
た。生徒が「再構築」できる環境をつくることが
大切だと感じました。
・振り返りでは「何がわかったのか？」を記述する
ようにしました。そうすることで、生徒は新たな
疑問をもち、次の学習に向かう姿につながりま
した。
・より質の高い「再構築」に向け、「視点や目的を明確にした交流」を継続して取り組むことが必要だと感じました。
「同じ意見でも根拠が違う」「同じ根拠でも意見が違う」などの視点をもつことができるようにすることも重要だ
と学びました。さらに、「それはなぜ？」と問い返すことも効果があることを実感しました。生徒同士で問い返し
ができると、Bの側面における「読み解く力」が発揮され、交流を通して確かな資質・能力の育成につながると感
じました。
◎育成したい資質・能力を明確にして、単元計画を立てる！

実践を通して大切だと感じたこと ◎ゴールとする生徒の再構築の姿を明らかにする！
「読み解く力」を高め、発揮する授業づくりのポイント
・学習指導要領解説の内容から指導事項の趣旨を理解
し、それを手掛かりに「読み解く力を高め、発揮してい
る子どもの姿」をイメージし、単元を構想します。

・質の高いやりとりに向けて、生徒の「問い返す力」を伸
ばすことも大切です。手立てとして、教師が問い返す
手本になることや、交流の中で問い返している生徒の
姿を価値付けることなどが考えられます。
・資質・能力の育成に向けて、生徒にとって魅力的で、
授業者にとって学習のねらいを達成する適切な言語 ・学習のねらいに応じて、学習課題に対する自分の考え
活動を設定します。
をまとめたり、学びを振り返ったりする時間を設定す
ることが、「再構築」につながります。
・学習のねらいやゴールを生徒と共有することで、生徒
は学習の目的を理解でき、主体的に学習する姿につ
ながります。ゴールの達成に向け、「どのように学習を
進めたらよいか」を一緒に考えることも有効です。

・1人1台端末を活用して、他者の考えを共有すること
で分析・整理がしやすくなり、再構築につながります。
また学習の指示やこれまでの学習内容を共有するこ
とにも活用できます。
・他者とのやりとりに向けて、目的（何のために）や分
析・整理の方法（どのように）を明確にすることが重要 ・生徒自身が目的に応じて、ICTの活用方法を選択で
です。交流の行い方を生徒が考えることも有効です。
きるようにすることが大切です。
・生徒自身が交流の目的をもてるように、考える時間を ・校内研究で目指す子どもの姿と「読み解く力」の視点
設定します。それぞれが目的をもつことで、個別最適
とを関連付け、学校全体で「読み解く力」を高めていく
な学びにつながります。
ことが重要です。
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Ｒ３「読み解く力」ブロック別授業研究会

授業公開日：令和３年１１月２２日
授業実践校：米原市立伊吹山中学校
第２学年外国語科
授業者：藤川 直子 教諭

〔単元名〕 Unit 6 Research Your Topic & Research and Presentation
(New Horizon English Course 2)

〔単元で育成する主な資質・能力〕
ALTに自分たちのことをよりよく知ってもらうために、身近なトピックに関する調査とその結果発
表を読んで理解し、自分たちのクラスで人気のあるものやことについて、その結果や自分の考えをま
とまりのある内容で話すことができる。
〔目指す「再構築」している児童生徒の姿〕
次の授業で行うALTへの発表に向けて、調査結果や自分の考えをまとまりのある内容で友達に話
すことができる姿。
◆有効だった手立て（ ★ ）・ＩＣＴの活用（ ☆ ）、 「読み解く力」を発揮している児童生徒の姿（学びの姿
）

目的意識

生徒の実態に応じた具体的な目的・
場面、状況のある言語活動の設定

★

Could you
tell me …?

ALTの「日本の中学生について教えてくれ

学びの姿 ない？」という問いかけに答えることを単元
のゴールとすることで、明確な目的意識を
もって言語活動に取り組みます。

①
発見・蓄積

手
★

学びの姿

友達の発表について
「よい点」のフィードバック

内容が分かり
やすい構成だ
な。伝える内
容の順番を変
えようかな。

聞き手は、友達の発表のよい点に
着目することで、そのよさを自分の発
表に取り入れます。

②
分析・整理

★

生徒の姿に基づいた中間指導

指導者は1回目のグループ発表での生徒
の姿を基に、「内容面」と「言語面」から、本時
のゴールに向けた指導を行います。

☆

学びの姿

再構築に向けた修正タイム

生徒は、撮影した自分の発表と友達や指導
者からのアドバイスを照らし合わせ、2回目の
発表がより豊かで確かな再構築となるよう、内
容や発表の仕方を吟味し、自己調整を図ります。

③
再構築

資質・能力

☆「即興で」話す力を育成

するためのICTの活用
原稿を書いて暗唱したりするので
はなく、伝えたい内容について、グラ
フや表、キーワードのみをタブレット
に示し、それらを頼りに、調査結果や
自分の考えを相手に分かりやすく自
分の言葉で伝えます。
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I think～.を使って 、
自分の考えを入れたほう
が ALT の 先 生 に 思 い が
より伝わるかな。

学びの姿
中間指導や
修正タイムを生
かして、ALTの
先生により分
かりやすく、詳
しく伝えよう。

グラフを頼りに、 既習の
言語材料を使って、自分の
言葉で伝えられたよ！

授業者の振り返り

1学期は

２学期は

・各教科等の学習におけるペア、班活動の充実や朝 ・学習を通した豊かな人間関係づくりと主体的に学習に取り
の会での自己表現の場の設定を通して、学習集団 組む態度の育成に力を入れ、引き続き、学習集団づくりと授
業づくりの両輪を大切に取り組みました。
づくりに力を入れて取り組みました。
・ある単元では、「書くこと」の学習において、「ALT ・本単元では、「話すこと［発表］」の学習において、「ALTの先
の先生に日本の食文化について紹介文を書こう」 生に日本の中学生についてよりよく知ってもらおう」という
という目的のある言語活動を通した指導を行いま 目的のある言語活動を通した指導を行いました。
→友達との学び合いを通して、再構築に向けて粘り強く取
した。
り組む生徒の姿が見られました。
→授業におけるグループ交流では、生徒の実情を
踏まえて「内容面」に焦点を当てて友達が書いた →事実だけではなく、自分の思いや考えを英語で伝えるな
ものを互いに読み合う活動を行いました。しかし、 ど、「内容面」に深まりが見られるようになりました。
「言語面」の定着に課題が見られ、交流を通して →「言語面」の定着については、教科書のよりよい活用につ
いてさらなる工夫が必要であると感じました。
「内容面」を深めることの難しさを感じました。

「読み解く力」を高め、発揮する授業づくりのポイント

文部科学省 初等中等教育局
外国語教育推進室
教科調査官 山田 誠志 氏

文部科学省 初等中等教育局 外国語教育推進室
教科調査官
・生徒が間違いを恐れず、英語によるコミュニケーションを通して資質・能力を育成することができるよう、学習集
団づくりと授業づくりの両輪で日々の実践を積み重ねることが大切です。
・生徒の実態に応じた具体的な目的・場面、状況のある言語活動を通して、資質・能力の育成を目指します。
・単元の目標として付けたい力は、単元を通して繰り返し指導します。また、単元の中で繰り返すだけでなく、1 時
間の授業の中でも＜言語活動－中間指導－言語活動＞という繰り返しのある指導によって、「内容面」をより豊
かにし、「言語面」の正確さを徐々に高めていく指導を心掛けます。
・生徒が確かなゴールイメージをもって言語活動に臨めるよう、気付きを促すインプットを十分に行います。この
時、言語材料の示しすぎや与えすぎに留意が必要です。
・既習の言語材料を言語活動の目的・場面、状況に応じて生徒自身が正しく活用できるようになるためには、ある
程度の時間が必要です。教科書にあるPracticeやActivityを生徒の実態に応じてアレンジすることにより、持
続可能な言語活動を日々実践することが大切です。
・「読み解く力」の視点を踏まえた授業づくりでは、指導と評価が一体化されていることが必須です。外国語科に
おいては、「内容面」「言語面」がより豊かで確かなものとなるよう指導し、３観点で評価します。
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授業公開日：令和３年11月12日
授業実践校：豊郷町立豊日中学校
第３学年社会科
授業者：松谷 直宏 教諭

Ｒ３「読み解く力」ブロック別授業研究会

〔単元名〕 個人の尊重と日本国憲法
〔単元で育成する主な資質・能力〕
・個人の尊重についての考え方や法の意義、法に基づく政治および日本国憲法の基本原則などについて理解する。
〔知識及び技能〕
・日本の政治が日本国憲法に基づいて行われていることの意義について多面的・多角的に考察する力、思考・判断
したことを説明する力を養う。
〔思考力・判断力・表現力等〕
・個人の尊重と日本国憲法について、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。
〔学びに向かう力人間性等〕

〔目指す「再構築」している児童生徒の姿〕
①「発見・蓄積」、②「分析・整理」のプロセスを通して、他の人の意見を参考にしながら、自分の立場を明確に
して、多面的・多角的に考察し、自分の意見を表現している姿。
◆有効だった手立て（ ★ ）・ＩＣＴの活用（ ☆ ）、 「読み解く力」を発揮している児童生徒の姿（ 学びの姿 ）

目的意識

★

「単元を貫く問い」と本時の「めあて」の確認

学びの姿
「単元を貫く問い」と共に、本時の「めあて」を確認し、
目的意識をもって学習に取り組んでいます。

①
発見・蓄積

★

①個人の尊重と公共の福祉
②効率と公正

い
います

②
分析・整理

☆

考える視点の確認

学びの姿
視点に基づいて考えられて
いるか、自分の意見を見直して
います。

賛成・反対それぞれの立場の意見をタブレットで確認
⇒グループで意見交流

学びの姿
自分と反対の立場をとる人たちと意見
交流する中で、自分の意見を再整理したり、
相手の意見を踏まえて、意見を修正したり
しています。

影響を受けた意見に
☆ 印（いいねボタン）
⇒自分の意見を
タブレット入力
★

③
再構築

学びの姿
タブレットを用いて、学級全
体で意見を共有することで、
影響を受けた意見に注目する
ことができます。

学びの姿
資質・能力

道路拡張計画に
賛成？反対？
立場を明らかに
して、その理由
を説明しよう

再整理された自分の意見や他の人の意見
を参考にして、最終的な自分の意見をタブ
レットに入力しています。
－17－

歴 史 的 景 観や
住 民 の生 活にか
か せな い 商 店 を
奪うのは、地域住
民 の 利 益 に なら
ないのでは？

授業者の振り返り

1学期
【大切にしたこと】
① 「単元を貫く問い」と「各次の問い」を意識する、
ことで自分の考えを明確にもてるようにしまし
た。
② めあてに「なぜ疑問」を活用するようにしまし
た。
【成果】
・資料やデータを読み取り、自分の意見を根拠を
持って説明する姿が見られるようになりました。
【課題】
・根拠を説明する力がまだ不十分な点と他者の意
見を参考にできていない点が課題であると感じ
ました。

２学期
【大切にしたこと】
① 単元の目標を明確にすることで、生徒にとってわかりや
すい授業をつくるようにしました。
② 意見交流の中で、他者の意見と自分の意見を比較・検
討し、自分の意見を再構築することを大切にしました。
【成果】
・単元のどの場面で学習課題を設定するのかを意識しなが
ら単元を構想したことで、計画的に読み解く力の向上に取
り組むことができました。
・再構築の視点を取り入れた授業をつくることで、生徒たち
が他者の意見を参考にし、根拠をもって説明する力が身
に付いてきたと感じました。また、多面的・多角的な視点を
大切にする生徒の姿が見られるようになりました。
【課題】
・単元で育成を目指す資質・能力を身に付けた具体的な姿
を明確にし、指導と評価の一体化を意識する必要性を感
じました。

東京大学大学院教育学研究科
教授 藤江 康彦 氏
【授業について】
・道路拡張に伴う論争の構造化がなされており、課題の整理につながっています。
・多様な意見を取り入れながら、自分の意見をより確かなものにするために社会科の既習事項を用いていくとい
う学びのプロセスがありました。社会科の授業では、今回のように架空の意見を資料としたり、あるいは実際に
起きた過去の判例を資料としたりすることは有効です。
・自分の意見の確認では、論証的であるかどうかを事実・主張・根拠に基づいて考えられていました。 加えて、グ
ループでの話合いだけでなく、文字にして書く活動により再構築につなげていました。
・ICTの活用では、全体の傾向（世論）と特定の意見の確認ができたことと、個別にアクセスすることに意味があ
り、自分の意見を冷静に考えるためにも重要です。
・ワークシートが、上下二段になっており、自分の書いたものがどう変化したのかが見える形になっていたことで
学びの実感を得ることができました。また、「効率」と「公正」で考えることの良さを価値付けられていました。
・「効率」と「公正」の四象限を用いることで、自他の違いをまず把握した上で、具体的な意見を聞くことができま
した。賛成か反対かの軸だけでなく、同じ賛成意見でも根拠等の違いに生徒が敏感になれました。
【単元について】
・「効率」と「公正」は、現代社会をとらえる基本的な概念的枠組み（見方・考え方）で、それを単元においてどのよ
うに育んでいくか、そして、どのように引き出し、伸ばし、価値付けるかがポイントです。

「読み解く力」を高め、発揮する授業づくりのポイント

－18－

Ｒ３「読み解く力」ブロック別授業研究会

授業公開日：令和３年11月18日
授業実践校：大津市立日吉中学校
第３学年数学科
授業者：苗代 峻平 教諭

〔単元名〕 相似な図形
〔単元で育成する主な資質・能力〕
・平面図形の相似の意味及び三角形の相似条件について理解することができる。
〔知識及び技能〕（1）ア
・三角形の相似条件などを基にして図形の基本的な性質を論理的に確かめることができる。
・平行線と線分の比についての性質を見いだし、それらを確かめることができる。
〔思考力・判断力・表現力等〕 （1）イ
・相似な図形の性質のよさを実感して粘り強く考え、図形の相似について学んだことを生活や学習に生かそう
としたり、相似な図形の性質を活用した問題解決の過程を振り返って評価・改善しようとしたりしている。
〔学びに向かう力人間性等〕

〔目指す「再構築」している児童生徒の姿〕
・
・ 既習の知識・技能を使って課題に取り組むことで、２年生と３年生で学習した内容（いろいろな四角形や中点
連結定理）について、グループでの交流をもとに再構築する姿。

◆有効だった手立て（ ★ ）・ＩＣＴの活用（ ☆ ）、 「読み解く力」を発揮している児童生徒の姿（学びの姿
）
Ｄ

目的意識

★

深い学びにつな
がる課題の設定

Ｈ

四角形の各辺の中点を結んでできる四角 Ａ
形は平行四辺形であることを基に、新たな Ｅ
図形の性質を発見することを目指します。

Ｇ

Ｂ

①
発見・蓄積

★ ☆ ＩＣＴを活用した

主体的な探究活動

ＩＣＴの活用によって、試行を容易に繰り返
すことができます。操作することを通して、自
分で性質を発見します。
Ａ

学びの姿

②
分析・整理

★

Ｃ

Ｆ

ＩＣＴを活用し、一人ひとりが四角形ＡＢＣＤの
頂点を動かし、特殊な四角形を見つけることから
課題を深く理解します。

Ｈ

Ｅ

Ｂ

Ｄ
Ｇ

Ｆ

Ｃ

グループでの交流
対角線ＡＣ、ＢＤにどのような条件を加えると長方形・ひし形になるか、
まずは自分の考えをもちます。次に自分で考えたことと他者の考えを比
較し、考えたことを整理していきます。

学びの姿
自分の考えと他者の考え
を比較することで、自分の
論理を確かめ、理解を深め
ます。

③
再構築

★

交流したことをもと
に、図形の性質を
捉え直す時間の設定

学びの姿

長方形・ひし形に
なる条件を基にし
て、さらに正方形に
なる条件を考えて
います。

対角線の条件を変えることで、四角形ＥＦＧ
Ｈの形が変化しました。このことより、既習の
正方形、ひし形、長方形、平行四辺形の性質に
ついて捉え直すことができました。

解釈した内容を既習の四角形の知識と結び付けながら図形の性質や
中点連結定理について考えを深めます。

資質・能力
－19－

授業者の振り返り
1学期は
・生徒アンケートから、生徒は自分の成
長を“わかることが何か”でなく、“わか
らないことが何か”を自覚し、改善する
ことと捉え、日々取り組んでいるとい
う声が複数ありました。このことから、
授業の最後の振り返りシートに、わから
ないことや疑問に思ったことを記述す
ることに取り組みました。
・「読み解く力」を意識し、特に自力解決
の時間の確保を念頭におき、単元を計
画し実施しました。

２学期は
・前時までの既習事項を活用する場面を
つくることで、ノートや教科書を見返し、
自己調整する姿が見られました。
・ICTを活用することで、ノートに図をい
くつもかくことなく、繰り返せることか
ら主体的に活動する姿が見られました。
また、自ら興味をもったり、疑問に感じ
たりしたことを調べました。

「読み解く力」を高め、発揮する授業づくりのポイント
・算数・数学の問題発見・解決の過程については、型のようにして捉えて授業を計画するのではなく、生徒が問い
をもって主体的に取り組む営みとすることが大切です。
・「条件を変えても、同じようなことが成り立つのではないか。」「同じことが成り立つように前提条件を変えること
はできないか。」などという問いをもつこと、それを数量や図形、その関係に着目して数学的に確認することで、
本質的な条件となるものを見いだし、事象を統合的・発展的に考察することが深い学びにつながります。
・本事例のように、生徒が問題解決の過程を一周、二周と回していくような学習課題を設定することが考えられま
す。
・本事例では、事柄を予想しようとする、根拠を明らかにして成り立つことを説明しようとするといった、生徒の数
学への態度を期待しました。そのための手立てとして、事柄を予想するためのICTの活用、証明の方針を図形の
定義をもとに確認するなど、生徒が目的意識をもって問題解決に取り組むことができるようにしました。
・中点連結定理を根拠として証明をする際に、生徒が本質
的な条件に気付くことができるようにするためには、前時
の問題解決を振り返って、前提を変えても変わらない部分、
変えなければいけない部分を確認したうえで、証明をかき
はじめるように指導することが大切です。
・問題解決の過程を振り返る場面では、「自分がわかる（で
きる）ようになったのは授業のどの場面、何がきっかけ
だったのか」といった端緒を自身と対話して明らかにする
ことが、方法知の獲得につながります。
－20－

授業公開日：令和３年１１月９日
授業実践校：栗東市立栗東中学校
第３学年 特別活動 学級活動（１）
授業者：明石 勇気 教諭

Ｒ３「読み解く力」ブロック別授業研究会

〔単元名〕 全員が進路決定への不安を乗り越えるためにできることを考えよう
〔題材で育成する主な資質・能力〕
・話し合って解決することや他者と協働して取り組むことの大切さを理解している。
〔知識及び技能〕
・課題解決に向け、話し合い、多様な意見を生かして合意形成を図り、協働して実践している。
〔思考力、判断力、表現力等〕
・人間関係を形成し、他者と協働して日常生活の向上を図ろうとしている。
〔学びに向かう力、人間性等〕

〔目指す「再構築」している児童生徒の姿〕
・他者の意見を聞いて自分の考えを整理し、積極的に話し合いに参加して、合意形成に向けて意見をまとめて
いこうとしている姿。
◆有効だった手立て（ ★ ）・ＩＣＴの活用（ ☆ ）、 「読み解く力」を発揮している児童生徒の姿 学びの姿
）

みんなの意見を集約

☆

目的意識

★

代議員・班長会議を実施

★ 振り返りカードで思いを集める
学びの姿
進路選択について、自分
の心の中に大きな不安が
あることを確かめました。

学びの姿
代議員と班長が集まり、みんなの振り返りカード
を読みました。進路決定への不安を全員が乗り越
えるために、今こそみんなで話し合い、みんなで支
え合う必要があると考えて、議題を選定しました。

①
発見・蓄積

★

見通しを立てるシュミレーション会議

学びの姿

②
分析・整理

代議員・班長で、全員のカードを読み
ました。どんな話合いになるかイメージを
広げ、司会進行の仕方を相談しました。

★

板書計画を生かして意見を分析・整理
学びの姿

③
再構築

資質・能力

書記担当者は、シュミレーション会
議等を通して、全員の意見を事前に分
析・整理し、板書計画を立てました。
司会者が発表者を指名する際に、
関連する内容から順に意見を求めて
いくことで、板書の整理が進みます。

★

議題選定の理由に戻る

まとめでは、「進路実現に向けて、学級
全員でだからこそできることを考えて、み
んなで進路決定への不安を乗り越えてい
きたい」という、議題設定の理由に戻って
確認することが大切です。また、振り返り
を大切にし、自分の成長を実感すること
が次なる意欲へとつながります。
学びの姿
－21－

授業者の振り返り
1学期は
・１問1答形式の質問に対しては、多くの生徒が挙手して発言でき
ました。
・学級会では、自分事として考えられず、表面的な話合いになりが
ちでした。
・自分の意見に自信がもてない生徒が多く、学級会を開いても話
合いが深まりませんでした。
・教科学習でも話合いを取り入れてきたことで、じっくりと相手の
話を聞き、自分の考えを伝えられる生徒が増えてきました。
・合意形成の見通しがもてず、話合いが停滞しがちでした。
・生徒の中から、「学級会を改善し、積極的に参加したい。」と考え
る生徒が増えました。

２学期は
・友達の意見を参考にできるようになりました。
・議題を共有できるようになりました。
・シュミレーション会議により、見通しがもてるようになりました。
・自信をもって発言できるようになりました。
・合意形成に向かう話合いの中で、代案が出せるようになりまし
た。
・学級への帰属意識が高まり、授業エスケープをしていた生徒が、
積極的に学級会に参加できるようになり、教科学習において
も、話合いが充実するようになりました。

「読み解く力」を高め、発揮する授業づくりのポイント
・ 何よりも大切なことは、学習の基盤となる安定した学級集団をつくることです。児童生徒が、自分の学級に対
する愛着をもち、「安心できる自分の居場所」と感じられるような学級に高まっていくと、学級で起こることを
自分事として考えられるようになっていきます。
・ 安心できる学級は、一朝一夕にできるものではありません。学級会を積み重ね、学級のことはみんなで話し
合って決めるという文化を作っていくことが大切です。互いの意見を尊重する風土が学級の中で高まってい
くことで、不安を感じていた生徒が次第に心を開き、本音で語り合うようになっていきます。
・ 本実践では、授業に入りにくかった生徒が、学級に自分の居場所を見つけ、前日のシュミレーション会議や当
日の学級会でも、いきいきと発言をするようになりました。
・ 学級会では、【①発見・蓄積】の段階で時間をかけてしまい、【③再構築】にたどり着けなくなることがよくあり
ます。そのため、初期の段階では、進行表を全員が手元に置いたり、「出し合う、比べ合う、まとめる」という基
本的な流れを黒板に示したりして、見通しをもって話合いが進むように支援します。
・ 板書の仕方や思考ツールの使い方を指導し、生徒の考えを視覚化できるようにすることで、【②分析・整理】が
スムーズに進み、合意形成に向けた話合いに時間を費やすことができます。本実践では、書記担当の生徒が事
前に板書計画を立て、シュミレーション会議で紹介したことにより、みんなの意見を整理して視覚化することが
でき、論点が明確になりました。
・ 今回の題材は、進路選択に向かう生徒の不安に寄り添うもので、生徒にとって切実感がありました。児童生徒
が話したくなる聞きたくなる議題を選定することで、【③再構築】の際に、お互いの意見を尊重したり、より深
く考えたりするようになります。
・ 学級集団は、学級活動を通して【③再構築】を繰り返すことで、安定していくため、学級会を地道に積み重ねる
ことが大切です。
－22－

