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思考力・判断力・表現力を育む学習活動の工夫 

言語活動における学び合いを生かした授業づくり 

                                         

言語活動の充実研究会議               

岡本 由希子１     西村 勇一郎２    髙橋 健一郎３     根田 もゆる４ 

  

   

 知識基盤社会といわれる中、幅広い知識と柔軟な思考力に基づく新しい知識や価値を創造する能

力が求められている。また、グローバル化が進み、多様な集団の中で交流する能力や、自分と異

なる意見や考えを認めたり、様々な価値観をもった人の中でコミュニケーションをとったりする

場面も必要となってきている。これからはあらゆる問題に対して、それらを解決するために必要

な情報を集めたり、情報を活用したりして人と協力しながら問題解決にあたっていく力が求めら

れている。しかし児童生徒の実態として、自分の考えたことを相手に分かるように説明したり伝

えたりすることや、一つのことをじっくり考えることを面倒がる傾向も見られる。このような児

童生徒の実態を踏まえて本研究は、問題を解決するまでのプロセスにおいて言語活動を行うこと

により思考力・判断力・表現力等が育まれると考え研究を進めた。具体的には単元の指導計画の

中に言語活動を位置付け、学び合うことに重点を置いた学習活動を検証授業の中で試みた。これ

らの学習活動を繰り返し行うことで児童生徒が問題解決に向けてじっくりと考える姿がみられる

ようになった。 
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     Ⅰ 主題設定の理由                                            

１ 児童生徒の姿 

問題解決的な学習を行う場合、班での話し合い活動を取り入れることが多い。その際に、児童生徒

が自分の思っていることや考えていることを相手に分かるように説明したり、伝えたりすることを面

倒がる姿がある。また一つの学習課題に対してじっくり考えずに、解決に向けて答えを急いで求める

傾向が見られる。その原因として考えられることは、教師が児童生徒に知識の伝達を重視するあまり、

教え込み、記憶させるような授業になってしまったり、結果を出すことに重点を置きすぎ、一つのこ

とをいろいろな選択肢を出しながら比較検討し続けるような学習活動が十分保障されていなかったり

する状況があるのではないだろうか。 

しかし、話し合いの時間を十分にとり、児童生徒の経験したことや体験したことの中から課題を発

見させたり、また興味・関心の高い課題や工夫された課題が設定されたりしている場合は、考えを発

展させる充実した話し合いができ、そこでのふり返りの記述も深まりがみられる。このように児童生

徒が意欲的に学習に取り組んだり、仲間と積極的に伝え合ったりしていくためには、学習課題につい

て感じたことや思ったことを互いに伝え合う場における言語活動を充実させる学習活動が大切ではな

いかと考えた。 

２ 教師の意識調査から 

川崎市内の小学校、中学校の教師および児童生徒に対して授業に関するアンケート調査（言語活動

の充実に関する意識調査）を行った。 

 
図１ 「言語活動の充実」に関する意識調査 （川崎市内小学校・中学校教師 88 名、児童生徒 944 名対象） 

その中で「お互いの考えを伝え合う授業をしている」（図１）の質問では、85％以上の教師が「常に

している・だいたいしている」と答えているのに対し、「授業の中で自分の考えを友達に伝えている」

では、「常にしている・だいたいしている」と答えている児童生徒は 63％にとどまっている。この結

果から、お互いの考えを伝え合う授業をしている教師が多いのにもかかわらず、児童生徒の中には、

自分の考えをなかなかうまく友達に伝えられていない子どももいるのが現状なのではないだろうか。 

 また「自分の考えや集団の考えをさらに発展させるように授業をしている」（図２）という質問に対

しては、「常にしている・だいたいしている」と答えている教師は、52％となっている。図１、図２の

教師の意識調査の結果から、授業の中でお互いの考えを伝え合う授業をしているが、その考えをさら

に発展させる学習活動をするのが難しいと感じている教師が半数近くいることが分かる。この原因と

しては、話し合ったことを班ごとの報告のみで終わらせてしまったり、ねらいにせまる話し合いまで
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児童生徒

教師

教師・・・・・・・お互いの考えを伝え合う授業をしている。

児童生徒・・・授業の中で自分の考えを友達に伝えている。
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表１ 思考力・判断力・表現力等を育む 

ための学習活動例 

に到達していなかったりすることが考えられる。これらのことから教師は、児童生徒の考えや集団の

考えをさらに発展させるような学習活動の具体的な方法がつかめないでいるのではないだろうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 言語活動の充実の必要性 

今回の学習指導要領の改訂に伴い総則では、配慮

事項として「児童生徒の思考力・判断力・表現力等

をはぐくむ観点から基礎的・基本的な知識及び技能

の活用を図る学習活動を重視するとともに、言語に

関する能力の育成を図る上で必要な言語活動を充実

すること」１）といっている。また平成 20 年答申で

は、「思考力・判断力・表現力等を育むためには、例

えば右（表１）の①～⑥までの学習活動を各教科に

おいて行うことが不可欠である」２）としている。こ

の①～⑥までの学習活動の基盤となるものは、数式

などを含む広い意味での言語を通した学習活動を充実させることにより、「思考力・判断力・表現力等」

の育成が図られるとされている。児童生徒の現状や児童生徒と教師の意識の違いを踏まえ、それらの

問題を解決するために特に③と⑥の学習活動に重点を置いて研究を進めた。そして、これらの学習活

動を実践するために、本研究において「学び合い」とは、課題に対して自分の考えをもち、それを相

手に分かりやすく説明して伝えたり活用して伝えたりすること、そして児童生徒が仲間と共に考えを

出し合い、互いの考えを比較検討する中で考えを発展させる学習活動ととらえた。 

今、学習活動で大切にしなければいけないことは、多くの知識や技能を習得することだけではなく、

結果に至るまでの思考をしていく活動なのではないだろうか。これらの学習活動を有効にしていくた

めには、言語活動の充実を授業の中にどのように位置付けていけばよいかが課題となる。各教科の目

標を達成させるためにも思考力・判断力・表現力等を育む授業は重要であり、その手段として言語活

動を充実させる必要がある。そして言語活動の充実を学び合いという学習活動の中で図ることで思考

力・判断力・表現力等が育まれていくのではないかと考え、研究主題を次のように設定した。 

 

 

 

 

 
１）文部科学省 『小学校・中学校学習指導要領解説  総則編』    2008 年 ９月 ｐ52 より抜粋 
２）文部科学省 『言語活動の充実に関する指導事例集 ～思考力・判断力・表現力等の育成に向けて～』 

【小学校版】2010 年 12 月 ｐｐ５-６より抜粋 

研究主題   思考力・判断力・表現力を育む学習活動の工夫 

言語活動における学び合いを生かした授業づくり 

①体験から感じ取ったことを表現する 

②事実を正確に理解し伝達する 

③概念・法則・意図などを解釈し、説明した

り活用したりする 

④情報を分析・評価し、論述する 

⑤課題について、構想を立て実践し、評価・

改善する 

⑥互いの考えを伝え合い、自らの考えや集団

の考えを発展させる 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自分の考えや集団の考えをさらに発展さ

せるように授業をしている。

常にしている だいたいしている あまりしていない していない

46%

47% 1%6%

図２ 「言語活動の充実」に関する意識調査 （川崎市内小学校・中学校教師 88 名対象） 
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Ⅱ 研究の内容 
１ 研究の進め方 

（１）評価規準を明確にした単元計画 

指導計画をたてる際に単元または題材の中でどこに言語活動を位置付けていくか、またどのような

言語活動を取り入れていくのか検討を行っていく必要がある。その際に単元（題材）の目標（付けた

い力）を明確にし、その単元の目標を達成させるためにどのような言語活動を取り入れることが効果

的かを考える。これは教師が単元の目標を意識して指導計画を立てることで、児童生徒にどのような

言語活動をさせていけばよいのかを具体化させることができるからである。また、児童生徒がその単

元で身に付けるべき能力は何か、また、そのためにどのような学習活動を行うのかを単元の冒頭で示

しておくことで、今自分が行っている学習の意味を実感し、各自が見通しをもって学習ができ、それ

とともに学習意欲が向上すると考える。 

（２）授業内容の工夫 

①学び合うことに重点を置いた学習活動 

 従来の授業は、課題解決に向けて話し合ったことをグループでまとめた意見を発表し、教師がその

意見を集約し、ふり返りで感想を書くという流れのものが多い。問題解決的な学習で必要なことは、

安易に解決策を出して終わりにしてしまうのではなく、問題解決のプロセスを大切にしたい。その際、

「それってどういうこと？」と事柄を確認したり、「何でそう思うの？」と理由を聞いたり、また「比

べてみてどう？」と比較検討し関連付ける学習活動を促す問いかけを学び合いの場で適切に位置付け

ることで児童生徒の思考が深まっていくと考えた。 

②テーマ・目的を常に意識した学習活動 

学び合う中で話し合っているテーマがぶれてしまうことは多々ある。そのためにもゴールを意識さ 

せ話し合いのテーマを提示していくこと、またそのためには話し合いにかける時間を十分にとること

が必要となってくる。児童生徒が、今自分は何のためにどこの学習を行っているかを意識することに

よって目的をもって学習することができ、課題に向き合い、話し合いの内容をより深めることができ

る。 

③思考過程の可視化 

ア）学び合いの場面 

問題解決的な学習で学び合いを進めていく中、話し合いの結果だけが残り、結果に至るまでの思考

過程が児童生徒の元に残らず、学習の成果を実感しにくいといった側面がある。したがって学び合っ

た言葉や思考の流れが目で見える形に残すようにする工夫が必要である。グループでの話し合いの場

合、考えを付箋等に記入し、言語を発する中で思考を深化させていく過程が目に見える形で共有する

ことが大切である。話し合うだけでなく思考過程を可視化させるような操作を取り入れていくことに

より、学び合いが活発になる。 

イ）ふり返りの場面 

個人でのふり返り活動では、ただ授業で学習したことの感想を書くのではなく、なぜそう思ったの

かなどの根拠を明らかにすることが必要である。また学習目標に対して「何を」「どう」取り組んで、

「どうだった」のかを具体的に表していくことも大切である。そして学習前と学習後での自分の考え

がどのように変わったかを書くことで思考を整理することができる。このように視点をもってふり返

りを書くことで得られた知識をもとに考えを再構築する機会となり、学習の目的に対する理解度が深

まると考えた。 
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２ 授業の実際 

（１）検証授業Ⅰ 

①単元名・・・『MY 古都メモリー』で京都・奈良の魅力を伝えよう 

 中学校３年生対象 国語科 ３時間扱い 

②単元の概略 

中学生は小学生のときから国語の時間や他教科・学活等でスピーチやプレゼンテーションな

どをしたりまたそれを聞いたりする活動を経験してきている。しかし、あらかじめ用意した原

稿を読みあげるだけだったり、伝えたいことがあいまいなままその場限りの発表になってしま

ったりすることが少なくない。そこで、伝える目的と相手をはっきりさせ、より効果的な伝え

かたを考えさせたい。 

 

③単元の目標・・・総合的な学習の時間に作成したメモリーマップを活用して、古都の魅力を分か 

りやすく伝えるプレゼンテーションをすることができる。 

④評価規準 

国語への関心・意欲・態度 話す・聞く能力 言語についての知識・理解・技能

・社会生活の中の様々な話題に

関心をもち、プレゼンテーシ

ョンを通して、自分の意見や

感想を聞き手が納得できるよ

うに伝えようとしている。 

・自分のプレゼンテーションについ

て説得力を増すために、話し方を

工夫したり資料などを活用した

りして話をしている。 

・プレゼンテーションを聞いて、話

の内容や話し方についての適否

などを判断し、自分のものの見方

や考え方を深めたり、自分の話し

方の参考にしたりしている。 

・相手や目的に応じて、話や文章

の形態や展開に違いがあること

を理解している。（第２学年） 

 
⑤単元の指導計画・・・・（３時間扱い） 

 

 

          

           

 

時間 評価規準と評価方法 主な学習活動 言語活動 

１ 

 

本時 

[話・聞] 自分のプレゼンテ 
ーションについて説得力を 
増すために、話し方を工夫し 
たり資料などを活用したり 
して話をしている。 （話し 
合いの様子、ワークシート） 

 [言]相手や目的に応じて、 

発表の仕方に違いがあるこ

とを理解している。 

（ワークシート） 

○プレゼンテーションの練習を行う。

 

・相手と目的を想定し、

聞き手に魅力が伝わ

るようにプレゼンテ

ーションをする活動 

・気付いた点やよかった

点、アイディアや助言

を自分の言葉で発表

者に伝える活動 

 

総合的な学習の時間（２時間） 

○京都・奈良での資料（パンフレットや写真等）を取捨選択して、京都・奈良のキャッチコピーを

添えたメモリーマップを作成する。 

・学習活動について（一斉）５分

・プレゼンテーション練習(個人)

10 分 

・班でプレゼンテーション 

（小集団）30 分 

たずねあい、アイディア、 

送り合い 
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２ 

３ 

 

[話・聞] 互いの発表を聞き

合い、よりよい発表のために

助言し合い、自分の表現に生

かしている。 

（発表の仕方） 

[関]友達の助言を生かしな

がら、資料を活用し、説得力

のある発表を行おうとして

いる。（発表の様子、ワーク

シート） 

○発表を行う 

「古都の魅力を伝えよう」 

 

・制約条件にそってプ 

レゼンテーションを

行い、よりよい発表の

ために助言し合う活

動 

・資料を活用し説得力の

あるプレゼンテーシ

ョンを行う活動 

⑥本時の展開  

生徒の活動 
               は言語活動 

☆教師の働きかけ 
           は評価 

１ 本時の流れと目標 

について把握する。 

 

 

 

２ 目標を意識して制限時間、 

メモリーマップの活用などを 

考えて練習を行う。 

 

 

（１回目は構想を練る、２回目は隣の人に向けて 

プレゼンテーションの練習を行う） 

３ ４人グループで発表し合い、たずね合いとアイディ

アの伝え合いを行う。 

 

☆プレゼンテーションをする際の注意点

を確認する。 

☆文化祭で後輩や小学生に向けて、京

都・奈良の魅力を伝えるプレゼンテー

ションをめざすことを意識させる。 

☆キャッチコピーを発表するタイミング

などを考えさせる。 

☆３分間をタイマーで計りながら練習を

させる。 

☆資料などを効果的に活用して分かりや

すく話すように指導する。 

☆たずね合いやアドバイスの送り合いが

うまくいっているか机間指導を行う。

 

発表における条件 

・２～３分以内 

・メモリーマップを用いる 

・キャッチコピーを発表する工夫

○相手と目的を想定し、聞き手に魅力が伝わるように

プレゼンテーションする活動 

○気付いた点やよかった点、アイディアや助言を 

自分の言葉で発表者に伝える活動 

・発表する観点、聞く観点を理解してから行う。
・一人ずつ時間を計って発表する。 
・一人の発表が終わるたびにたずね合いとアイディ

アの送り合いを行う。 

・相手を想定した発表だろうか。 
・言葉足らずな箇所はないか。 
・キャッチコピーを提示するタイミ

ングは適切か。 
・聞きづらい表現はないか。 
・資料を活用しているか。 
・よりよいプレゼンテーションのた

めのアイディアを出し合っている

か。 

[話聞]京都・奈良の魅力をプレゼンテ

ーションするために語句や文、話す

順番を考えている。 

[言]相手や目的に応じて、発表の仕方

に違いがあることを理解している。 
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４ 本時のふり返りを行う。 

  本時の学習で気付いたことをまとめる。 

 

☆プレゼンテーションを行うにあたって

の自分の目標に対してのふり返りをさ

せる。 

☆本時の学習を次回の学習に生かすよう

促す。 

 

 

（思考力・判断力・表現力を育むための学習活動の分類 表１の⑥） 

⑦授業の考察（○は言語活動にかかわる成果、●は課題となる点） 

○プレゼンテーションを行うときに原稿を読むのではなく自分の言葉で表現できている生徒が多く見

られた。また、時間を見ながら、自分のこだわりを大事にして精選しながらプレゼンテーションを

行っていた。これは修学旅行という体験を通しての発表であることと、プレゼンテーションを何回

か経験してきたこともあり時間や内容についての配慮ができるようになったのではないかと考えら

れる。 

○このような学習活動を繰り返すことで、他の人へのアドバイスがより具体的にできるようになって 

きた。 

○前回のプレゼンテーションを生かして、課題をもって次へのプレゼンテーションにつなげられる生

徒が多かった。 

●プレゼンテーションでのアドバイスを付箋に書くようにしたが、書くことに気をとられてしまった

生徒が多かった。お互いの考えを伝え合うためには、付箋を使わずにアドバイスをもらい、本人が

ワークシートに記述する方がよかったのではないだろうか。 

⑧ふり返りを通して 

「分かりやすく話すポイント」を明記したワークシート A と明記しないワークシート B の２種類用意

した。その結果、プレゼンテーションの目標設定の内容とふり返りの記述内容に違いが見られた。 

自分の目標（どんなことに注意・工夫するか） ふり返りの記述 

メロスのときの失敗を生かして間をあけることや強

弱に気をつける 

間をあけるところはうまくできたと思うけど、強弱があま

りなかったと思います。声の大きさが小さいので大きくす

るということができました。 

お客さんの目を見て、ゆっくり聞こえやすいように

話す。 

ゆっくり話すことができました。○○のアドバイスは、と

てもよくてためになったので今度のときにいかしたい。 

できるだけ相手を見て話す。２年生のときは緊張し

て速くなってしまったのでゆっくり話す。 

みんなを見ながら発表できてよかったです。でも伝えるこ

とは、まだまだなので頑張りたいです。 

調べてわかることは言わないようにする。（あきない

話）早口にならないようにする。言葉に調子をつけ

る。 

あきないような話ができたような気がする。早口にもなら

ずできた。あとはもっと話をまとめられるといいなと思い

ました。 

声を大きくして間をあけるところはちゃんとあけて

人の目を見る。 

目標である声を大きくすることはできていました。場所の

発表を変えるときに、間をあけた方がいいと思いました。

聞いている人がなるほどって思うプレゼンをした

い。 

まだ、「なるほど」までにはいかなかったけど、いっぱい

練習をして友達のアドバイスを参考にして、本番にのぞみ

たいと思いました。 

一つ一つの場所の魅力をしっかりと伝え「なるほど」

と感じてもらえるようなプレゼンにする。速くなり

すぎないようにする。 

何を言いたいかまとめておいても実際にやってみると全

然言えなくてしっかり練習することが必要かなと思いま

した。「そうなんだ」といってもらえたので目標に近づい

ているなって思いました。 

誰にでも京都・奈良の魅力が伝わるように内容、話

し方のコツに気をつける 

気を付けていたはずの話し方が発表にふさわしくない感

じになってしまったので、気をつけたいです。 

         は、図３のワークシート A（付箋を使ったもの）を使用した生徒の記述例        
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ア）ワークシート A を使用して 

自分の目標設定を「分かりやすく話すポイント」に観点を置いている生徒が多く、「声の大きさ」「キ

ャッチコピーの出し方」など、技術的なことを記述している生徒が多かった。したがって「古都の魅

力を後輩に分かりやすく伝える」ための自分の目標に対してどのように取り組んで、次にどう生かす

のかを具体的に記述するまでには至らなかった。これはワークシートに明記されている「分かりやす

く話すポイント」に意識がいってしまっていることや目標設定をするときに教師の助言が必要だった

のではないかと考えられる。 

イ）ワークシート B を使用して 

「声の大きさ」などの技術的なものを目標にしている生徒もいたが、「分かりやすく」や「京都・奈

良の魅力が伝わるように内容・話し方のポイントに気を付ける」など、本来の単元の目標に近いもの

にしている生徒が多くみられた。このことから「分かりやすく話すポイント」を明記しない方が技術

的なものにとらわれずに、本来の単元の目標に近い目標設定ができてよかった。 

ウ）ふり返りから分かること 

ワークシート A、B どちらのワークシートにおいても自分の学習目標に対して「できたか」「で

きなかった」のふり返りで終わっている感じが見られた。ふり返りを書かせる場合、自分の目標に

対して具体的にどのように取り組んだのかなどの視点をもたせて記述させることが必要である。 

 

（２）検証授業Ⅱ 

①単元名 

「開国から世界へ」～世界に追いつけ、追い越せ～」小学校６年生対象 社会科 ７時間扱い 

  

 

 

 

 

 

 

 

図３ ワークシート記述例

「分かりやすく話すポイント」を明記した

ワークシート（A） 

「分かりやすく話すポイント」を特に

明記していないワークシート（B） 
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②単元の概略 

 徳川幕府の長期政権のよさや問題点について調べ学習を進めてきた。幕末の外国からのア

プローチに対して、断りきれなかった国内情勢や事情を知り、鎖国をやめざるを得なかった

ことや不平等条約を結ばざるを得なかったことについて考えさせることから単元をスター

トさせた。新しい政府は不平等条約を改正するために、国力を高め、国際的地位を向上させ

ることを根幹に据えた政策を進めていったことやそのことを推進した人々がいたことにつ

いての考えを深めさせたいと願い、今回の単元を設定した。 

③単元の目標 

  開国をせまられ不平等条約を結んだ過程や明治政府のめざした国づくりと政策の内容について調 

べ、人々の暮らしの変化や政治の願いにも目を向けながら、不平等条約改正までの道のりをとらえ

るとともに日本の国力の高まりについての考えを深める。 

④評価規準 

社会的事象への 

関心・意欲・態度 

社会的な 

思考・判断・表現 

観察・資料活用の 

技能 

社会的事象についての 

知識・理解 

 幕末から開国までの

状況や明治維新の政

策、人々の暮らしの変

化について関心をも

ち、意欲的に調べ、考

えようとしている。 

開国から近代化をめ

ざした明治政府の主な

内容や人々の暮らしの

変化を調べ、そのかかわ

りや意味について考え

たことを適切に言葉や

文章で表現している。 

写真や図解、各種デー

タなどから開国による影

響や明治維新の行った諸

改革による社会の変化や

近代化、不平等条約の改

正までの動きなどについ

て必要な情報を集めて読

み取っている。 

 開国までの状況や近

代化をめざした明治維

新の主な政策、人々の

暮らしや社会の変化、

国力の高まりなどにつ

いて理解している。 

⑤単元の指導計画（７時間扱い） 

時 評価規準と評価方法 主な学習活動 言語活動 

１ [関]近代化や国の力を付け 

ることをめざした明治政府 

の改革や人々の活躍などに 

関心をもち調べようとして 

いる 

（話し合いの様子、ノート） 

・開国による人々の暮らし

の変化や新しい政治をめ

ざす動きの強まっている

状況について調べ、武士

の世界が終っていく経緯

についての考えをもつ。 

・各自、教科書や資料を用いて調べた

ことをノートにまとめ、分かったこ

とを整理する活動 

２ [関]ペリー来航の様子など 

を資料から創造し、幕末の状 

況について考えようとして 

いる。 

（話し合いの様子、ノート） 

・黒船来航とそれに対する

幕府の対応を調べ、外国

との交易が始まっていく

流れをつかむとともに不

平等条約についてとらえ

る。 

・黒船、ペリー来航の資料から感じた

ことを発表し合う活動 

３ [知]不平等条約を結ばなけ 

ればならなかった理由など 

について考え、幕末の状況を 

理解している。 

（話し合いの様子、ノート） 

・どうして不平等条約を締

結したのかを考え、話し

合う。 

・不平等条約の内容を確認し、それに

ついての感想をもとに班で話し合

いをする活動 

・班での意見を分類したり関連付けた

りし、話し合ったことを基にしてノ

ートに考えをまとめる活動 

④ 

 

本

時 

 

５ 

[思]欧米諸国と肩を並べる 

国になるために新しい政府 

は何をしていくべきか考え、 

言葉や文章で表現している。 

（話し合いの様子、ノート） 

・欧米の国々と肩を並べ、

同等かそれ以上の関係を

築いていくために明治政

府はどうしたらよいのか

事実に基づいて話し合

い、考えを深める。 

・新しい政府がどんなことをしていけ

ばよいのか根拠を明らかにして班

の人に説明する活動 

・班での意見を分類したり、関連付け

たりする活動 

・他の班の意見、その根拠を聞いて比

較、関連付けて考える活動 
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６ [知]主な４つの改革の概要 

や関係する人物について調 

べ、内容を理解している。 

（ノート、テスト） 

・西洋に追いつき、国力を

高めるために実際に政府

が行った主な４つの改革

の内容について調べ、考

えをもつ。 

・政府が行った改革を調べまとめる活

 動 

・前時に考えたことと実際に行われた

改革を比較し、自分の考えをまとめ

る活動 

７ 

 

[技]資料を活用して必要な 

情報を集め、活用している。 

（話し合いの様子、ノート） 

・変わってきた人々の暮ら

しや学校教育の変化など

を調べ、西洋化が進んで

きたことを捉え、人々は

満足したのかどうかにつ

いて話し合う。 

・日本の文化の発展についてとらえ、

そのことが国力の高まりに関係す

るのか根拠を明らかにしながら班

の人に説明をする活動 

⑥本時の展開（２時間扱い） 

児童の活動            は言語活動 

 

☆指導・支援  
            は評価 

１ 本時の学習について把握する。 

・前時までに学習したことについて 

確認する。 

 

 

 

 

２ 学習問題について個人で考える。 

 

 

 

３ 学習問題について班で考える。 

 

①自分で考えたことを付箋に 

記入する。 

 

②なぜそう考えたのかを班の人に 

説明をし、付箋を画用紙に貼る。 

 

 

 

 

③付箋に貼られた意見を分類していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

④班で意見を一つにまとめ、 

ホワイトボードに記入する。 

  

 

☆本時の学習手順を知らせる。 

（話し合う内容・手順・方法） 

 

        
        
        
 

☆ワークシートに考えたことを記入し、な

ぜそう考えたのか理由も書かせる。 

 
 

☆最初の自分の考えに固執せずに他の考

えも参考にしながら柔軟に考えるよう

助言する。 

 

 

 

 

☆班での考えが「不平等条約をなくす」な

どのように具体的でない場合は、さらに

それを解決するにはどうすればよいの

かを話し合うように促す。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

☆でてきた意見が事実に基づいた妥当性

のあるものかを考えさせ、意見を一つに

まとめさせる。 

 

欧米諸国と同等の関係を築いていくためには、新しい政府はどのようなことをしていけばよい

かを考えよう。 

新しい政府がどんなことをしていけば

よいのか、なぜそう思ったのか理由を

班の人に分かるように説明する。 

班での意見をキーワードで分類したり、内容を見て関連づけ

たりする。 

社会的な思考・判断・表現 
欧米諸国と肩を並べる国になるために
新しい政府は何をしていくべきか考
え、言葉や文章で表現している。 
（話し合いの様子、ノート） 
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（思考力・判断力・表現力を育むための学習活動の分類 表１の③、⑥） 

⑦授業の考察（○は言語活動にかかわる成果、●は課題となる点） 

○学習問題について、最初に個人で考えなぜそう考えたのか、その根拠を記述させるようにして自分 

の考えを明確にさせた。そうすることによって班での学び合いの場面では、自分の考えを相手に分 

かるように説明したり、自分の意見と比べたりすることができた。またそれぞれの意見に妥当性が

あるかを考えながら学び合いを進めることができた。以下の会話は、班での学び合いの一部を取り

あげたものである。 

【学習問題に対して班での学び合い】   S：児童  

S1：「私からいいですか。えー農民の気持ちを考える。理由は今まで農民の気持ちを考えずに制度を行

ったりしたから。２番目には、政治を安定させる、政治を行う人たちのチームワークが悪いから

農民たちまで被害がある。国のリーダーとしてしっかり責任を取って政治を安定させてほしい。

いろいろな国と貿易すると、助けてくれるからいろいろな国と仲良くする」 

S2：「ちょっといい？どうやって政治を安定させるの？」 

S1：「農民の人たちの気持ちを考えられるような政治を行えば、 

農民が政治に対して信じてくれるから。協力して政治を 

安定させる。」 

S3：「でもそれで同等以上の関係になるとは限らないと思う」 

S1：「だから、それとプラスたくさんの国と貿易するの。」 

S3：「不平等条約をなくす」 

S1：「え、すいません。どうやってなくすんですか」 

S3：「アメリカに訴えてなくしてもらえばよいと思います」 

   「不平等条約で日本が不利になってしまっているので、これをなくせば日本が不利になる理由は、

あんまりなくなると思う。次は身分制度をなくす、一揆や打ちこわしで外国になめられて、黒船

が来たりしているから、身分制度を無くせば一揆や打ちこわしがなくなるからです。 

S1：「アメリカに訴えるって力が弱いのにどうやって訴えればいいんですか」 

S3：「船でいけばいい」 

S1：「だから、力弱いじゃん」 

S4：（資料集の絵を指して）「日本の船に比べて黒船はこんなに 

大きいんだよ！」 

S1：「これで戦えると思う？」 

S3「戦うんじゃなくて、訴えるんだよ。」 

 

※        は、相手に説明している場面       は、相手に疑問・意見を述べる場面

 

４ 各班の意見について考える。 

・他の班の考えについて質問したり 

意見を言ったりする。 

 

 

 

５ 本時のふり返りをする。 

・本時の課題について考えたこと思ったことをワーク 

シートに記述する。 

☆話し合いの視点がぶれないように「不平

等条約をなくすためにはどうすればよ

いのか？」という視点に戻って考えさせ

ながら話し合いを進めさせる。 

 

 

☆話し合いを通して思ったこと、感じたこ

と、なぜそう思ったのか、また最初の自

分の考えと変わった点などを含めて記

述させる。 

他の班の意見・理由を聞いて自分たちの

考えと比較したり、関連付けたりする。 

関 係 性 を 見 出

し、なぜそう考え

たのかを相手に説

明している。 

相手に分か
るように理由
も含めて説明
している。 

相手の考え

に対して疑問

をもつ。 

相手の考え

に対して疑問

をもち、妥当性

があるかを考

えている。 

相手の考えに

対して方法を

聞いている。 

根 拠 を も

って考えを

述べている。

相手に方法

を聞いている。
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○学び合いの場では付箋にキーワードのみを記述するようにし、それを画用紙に貼りながら自分の考 

えを説明する活動を取り入れた。そうすることで自分の考えたことを整理して発言できた。 

○付箋に貼られた意見をキーワードの内容を考えて分類したり関連付けたりして、班での意見の方向 

性を出すために役立てた。 

   

 

 

●個人の学習問題の解決策としては「不平等条約を撤廃する」「外国との関係をよくする」などのよう 

なものが多く、それにはどうすればよいかという具体策がなかった。またその後の班での学び合い 

では、個人の意見をそのままつなぎ合わせているものが多かった。そこで学び合いのゴールを明確 

にし、もう一度、的を絞った学び合いを行うよう設定をした。具体的な手立てとなることによって 

班での学び合いも視点をもって行うことができた。 

（１回目の学び合い） （２回目の学び合い） （１回目の学び合い） （２回目の学び合い）

    

 

 

●学習問題の解決を図る場合、必ずしも班での考えを一つにまとめる必要がない。今回の２回目の話 

し合いでは「不平等条約をなくすためには新しい政府は具体的にどんなことをしていけばよいのだ

ろうか」を軸に様々な考えが出された。このような考えを班で一つにまとめる事は難しい。次に示

してあるものは、クラスでの学び合いの一場面である。班での考えを一つにまとめたために、自分

たちの班以外の考えを受け入れにくい状況となった。このような流れにならないためには、学び合

いの方法や各班の提示の仕方を工夫しなければいけないのではないだろうか。 

 

 

 

 

 

 

班での考えを出すために、それぞれの考えを分類して画用紙に貼り、分かりやすくした。

各班からでてきた意見は、前回の授業よりも具体的なものとなった。 
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⑧ふり返りを通して 

 学習問題に対して個人で考え、グループで学び合い、さらにその考えをクラスでの学び合いにつな

げた。その頃の日本の置かれている状況を十分考慮して、自分たちの考えと他の班の考えを比較、検

討してそれらの意見が妥当性があるかを考えた。学習後のふり返りでは、自分の最初の考えと変わっ

た点などを整理して記述できていた。 

【学習後のふり返りの記述より】  

＊はじめは、貿易のバランスを考えることだと思っていましたが、４班と意見を言い合っているうち

に日本は外国と同じにできるほど強くないことと、外国との話し合いをするのは難しいことがわか

り、日本がまとまりをもつことが大切であることがわかりました。 

＊日本を強くするためには、軍人を増やして強くするのがいいと思う。外国との貿易という意見もで

たが、利益を同じにするほど日本は強くないと思う。日本の中で議会を開くのもいいと思いました。

＊はじめは西洋のように進んだ政治をとり入れるという意見に反対だったけれど、くわしく聞くと進

んだ政治をとり入れて強い政府をつくっていくという意見はいいと思いました。他の班の意見の軍

事力を強めるという意見もいいと思いました。 

＊ぼくはさいしょ、外国と同等以上の関係を築いていくために日本の軍隊を増やし軍隊を強くした方

がよいと思っていました。でも、ほかの班のいけんをきいて国の中で話し合って国をたてなおし 

したほうがよいと思いました。 

 

（３）検証授業Ⅲ 

①単元名   「物と重さ」      小学校３年生対象 理科 ７時間扱い  

②単元の概略 

本単元では、「物は形が変わっても重さが変わらない」と、「物は体積が同じでも重さは違

うことがあること」という見方や考え方を児童がもつことができるようにすること。そのた

めに、児童の主体的な問題解決の中で、様々な物を用いて実験を行い、その結果を考察する

ことにより、「粘土は～」「紙は～」ではなく、「物は～」と一般化して考えられるようにし

た。また、理科学習と出会う３年生の段階で、問題解決の過程を習得できるように、学習問

題に対して、予想を立て、実験を行い、その結果から分かることを文章などで表現する活動

を重視した。 

③単元の目標 

 粘土などを使い、物の重さや体積を調べ、物の性質についての考えをもつことができるようにする。 

 

 

 

３班：評判をよくするってどういう評判なんですか。 

６班：日本の文化をよく知って評判をよくしたら他の外国の人にも知ってもらい、それで外国の文化

を取り入れ外国と日本の関係をよくする。 

４班：３班に質問なんですけど、貿易のバランスを考えるって具体的にどんなことですか。 

３班：税を同じにするということです。 

４班：税を同じにするぐらい、外国と同じぐらい日本は強いんですか。 

３班：そうしたら４班に質問なんですが、国会のような議会を開くことはできないと思います。 

話し合いとか無理だと思うんですが。 

４班：国会というのは、国の会議なので外国は関係ないと思いますが。 

先生：こうなると外国と話し合うのか、国内で話し合うのかということになるよね。 
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④評価規準 

自然事象への 

関心・意欲・態度 
科学的な思考・表現 実験・観察の技能 

自然事象についての 

知識・理解 

・物の重さの現象を

興味・関心をもっ

て追究し、見いだ

した特性を生活に

生かそうとしてい

る。 

・物の形を変えたときの重さ

や、物の体積を同じにした

ときの重さを比較して、そ

れらについて予想や仮説

をもち、表現している。ま

たそれらを考察し、自分の

考えを表現している。 

・簡単な器具や材料を

使い、観察、実験を

行い、その過程や結

果を分かりやすく記

録している。 

・物は形がかわっても重

さはかわらないこと

を理解している。 

・物は体積が同じでも重

さが違うことがある

ことを理解している。

⑤単元の指導計画（７時間扱い） 

時 評価規準と評価方法 主な学習活動 言語活動 

１ 

 

２ 

[関]物の重さの減少を興味 
・関心をもって追究し、見 
出した特性を生活に生かそ 
うとしている。 
（授業の様子、ノート） 

「いろいろなものの重さ比べをし
よう」 

・重さ比べをする。 
・物の重さについて気付いたことな

どを発表する。 
・これからの学習の見通しをもつ。

・手ごたえやてんびんを使って
物の重さを体感的に比較し、
気付いたことなどを文章で
表現する活動 

３ 

 

 

 

 

[技]簡単な器具や材料を使 
い、実験を行い、その過程や 
結果を分かりやすく記録し 
ている。（ノート） 

「ねん土の形を変えると重さはか
わるのだろうか」 

・粘土の形を変えると重さは変わる
のか予想する。 

・粘土の形を変えて重さを調べる。
・結果から分かったことをまとめ

る。 

・学習問題に対して予想を立て
実験を行い、その結果から分
かることをまとめる活動 

 
 

④ 

本

時 

[思・表]粘土以外の物の形を
変えたときの重さを比較し
て、それらについて予想をも
ち表現している。 
（ノート、発言） 
[知・理]物は形が変わっても
重さは変わらないことを理
解している。（テスト） 

「ほかの物は形を変えたら重さは
かわるのだろうか」 

・身近な物の形と重さの関係につい
て予想する。 

・身近な物の形を変えて重さを調べ
る。 

・グループで結果を比べ、分かった
ことを話し合い、まとめる。 

・粘土の結果をもとに身近な物
の形と重さの関係について
図や言葉で予想し、話し合う
活動 

・学習問題に対して、予想をた
て実験を行い、その結果から
分かることをまとめる活動 

５ 

 

 

 

 

[技]簡単な器具や材料を使
い、実験を行い、その過程や
結果を分かりやすく記録し
ている。(ノート) 
[知]物は体積が同じでも重
さが違うことがあることを
理解している。（テスト） 

「同じ体積のとき、いろいろな物の
体積を調べよう。パートⅠ」 

・同体積の物の重さを調べる。 
・結果から分かったことをまとめ

る。 
・次時の活動の見通しをもつ。 

６ 

 

 

 

[思・表]物の体積を同じにし
たときの重さを比較して、そ
れらについて予想をもち、表
現している。またそれらにつ
いて予想をもち、表現してい
る。またそれらを考察し、自
分の考えを表現している。
（ノート、発言） 

 「同じ体積のとき、いろいろな物
の体積を調べよう。パートⅡ」 

・同容積のフィルムケースに、自分
で考えた物を入れ、他の物と重さ
を比べる。 

・結果から分かったことをまとめ
る。 

・学習問題に対して予想を立
て、実験を行い、その結果か
ら分かることをまとめる活
動 

 

 

７ [知]物は形がかわっても重さ
は変わらないことを理解し
ている。（ノート） 
[知]物は体積が同じでも重さ
が違うことがあることを理
解している。（ノート） 

「物の重さのひみつをまとめよ
う。」 

・今までのノートをふり返りなが
ら、学習したことや、物の重さに
ついて分かったことをまとめる。

・今までの学習を振り返りなが
ら、物の重さについて分かっ
たことをまとめる活動 
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⑥本時の展開 

児童の活動            は言語活動 ☆指導・支援      は評価 

 
１ 本時の学習について把握する。 

 
・前次までに学習したことについてふり返り、 

本時の学習問題を把握する。

 

       

 

☆全体の考えが分かるよ 

うにホワイトボードに 

表して提示する。 

 

 

 

 

 

２ 班での学び合いをする。 

  ・前時で予想をたてたものを班で話し合う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 全体での学び合いをする。 

・全体の中で、自分の考えを発表する。 

        

 

 

 

 

４ 身近な物の形を変えて重さを調べる。 

  ・一人一人が形を変えて重さを調べる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 調べたことを班ごとに発表し、結果をまとめる。

 

 

 

 

 

 

 

☆粘土のときと比較させながら、自分の

考えを班の中で発表させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆自分の考えを発表する際には、ノート

に記述されたことを読むだけでなく、

自分の言葉で表現させる。 

☆実験結果については、「結果の書きか

た」を参考にノートに図を入れて分か

りやすく記述させる。 

 

 

 

 

 

 

☆実験器具の操作ミスや重さが変わるは

ずという思いこみからくる「重さがか

わった」という誤概念が生じたときは、

班で相談させ、繰り返し実験できるよ

 うにする。 

 

 

 

 

☆他の人に分かりやすい発表内容になる

よう、教師が「事柄」「理由」「比較」

に留意させながら発表させる。 

 

 

 

 

 

 

ほかの物は、形をかえたら重さはかわるのだろうか。 

○折り紙     ○ハンガー 

○ビニールボール ○アルミ皿

粘土の結果をもとに、

身近な物の形と重さの

関係について予想し、

図や言葉で表現し、話

し合う活動 

科学的な思考・表現 

粘土以外の物の形を変えたときの重

さを比較して、それらについて予想

をもち、表現している。 

（ノート、発言） 

まとめるヒントを提

「正確に測るため」

「実験のやりかた」

「結果の書きかた」

 を提示 



- 40 - 
 

６ 学習のふり返りをする。 

   

 

 

 

 

 

 

☆今までのノートをふり返りながら、今

日やったこと、分かったこと、考えた

ことを記述させる。 

  

 

（思考力・判断力・表現力を育むための学習活動の分類 表１の③、⑥） 

⑦授業の考察（○は言語活動に関わる成果、●は課題となる点） 

○予想、実験、考察、まとめの過程が分かるように思考過程の可視化を図るノートづくりを行うこと

によって、過去の実験結果をもとに学習問題を帰納的に考えることができ、ふり返りの記述内容が

深化していく様子がみとれた。 

 ＜いろいろな重さ

比べをしよう＞ 

＜ねん土の形をかえたら重

さはかわるのだろうか＞ 

＜ほかのものは形をかえたら重さはかわるの

だろうか＞ 

児

童 

A 

新聞紙が鉄より

重いことがわかっ

た。（びっくりした）

ねん土より新聞紙

のほうが重くて鉄

よりねんどの方が

重いことがわかっ

た。（びっくりした）

同じ鉄なのに重さ

がぜんぜんちがう

のがわかった。 

今回はねん土の形をかえ

たら重さはかわるのかを調

べました。わたしは、形をか

えてもねん土をへらさなけ

れば重さはかわらないとよ

そうしました。じっけんをし

たらよそうは当たって形を

かえてもねん土をへらさな

ければ重さはかわりません

でした。つぎは折り紙でじっ

けんしてみたいです。 

今回は「ほかの物は形をかえたら重さはか

わるのか」を調べました。わたしのはんは、

ボールでじっけんをしました。わたしは、重

さはかわらないと予想しました。じっけんを

したら、予想は当たって重さはかわりません

でした。ほかのはんが調べた「アルミざら」

と「ハンガー」と「おり紙」も予想が当たっ

て、重さはかわりませんでした。なので、み

んなのけっかからわかることは「重さはいく

ら形をかえても、ねん土と同じようにたした

りひいたりしなければ、重さはかわらないこ

とがわかりました。 

児

童 

B 

鉄のかたまりだ

から１番重いと思

ったのに新聞紙が

１番重かったから

びっくりした。目で

みただけじゃ重さ

はわからないとわ

かった。 

わたしは今回のじっけん

でねん土の形をかえて重さ

をはかりました。わたしはぜ

ったいにつぶつぶと平べっ

たいねん土のは、かるくなる

と思ってたけど、けっかはつ

ぶつぶも平べったいねん土

もどっちもかわらないとい

うけっかでおわった。さいご

に Wさんと Nさんのところで

つぶつぶがおもくなるとき

いたからびっくりしたけど

３回目に Wさんと Nさんがじ

っけんをやったけど、さいし

ゅうてきにはぜいいんかわ

らないでおわったから、さい

ごにはぜんいん同じけっか

でおわってちょっとざんね

んでした。 

 わたしが今回のじっけんでアルミ皿、ハン

ガー、ボール、おり紙でわたしはハンガーを

調べました。わたしがよそうしたのは、ハン

ガーはかわらないというのです。そしてその

よそうは、あたりました。さいしょのハンガ

ーの重さは３３ｇでした。そして N さんがや

ったリボンの形をしたハンガーをデジタル

のはかりではかったら３３ｇぴったりでし

た。なのでよそうはあたりました。そして今

回のみんなのじっけんでわかったことは、物

はかたちをかえてもたしたりひいたりしな

ければねん土と同じように重さはかわらな

いということがわかりました。ほかの物もも

うすこし調べてみたいです。今回のじっけん

はデジタルのはかりだったのでせいかくに

はかれたと思います。とても重さはおもしろ

いとおもいました。 

学習問題に対して、予想を立て、実験を行い、

その結果から分かることをまとめる活動 
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○学習問題に対して、予想を立て、実験を行い、その結果から分かることをまとめる活動を繰り返し 

行うことによって、記述することが苦手な子どもも少しずつ記述できるようになってきた。 

子どもの 

状況 

単元の最初の授業場面

のノート「いろいろな

重さを比べてみよう」 

最後の授業場面のノート 

「他のものは形がかわったら重さがかわるか」 

書くこと

はたくさ

ん書ける

が、いつ

も内容が

まとまら

ない。 

＜重さくらべをして

気づいたこと＞さい

しょにでんちが、い

ちばんかと思ったら

しんぶんしがいちば

んでした。よそうし

てあたるかなと思っ

たんですが、ぜんぜ

んあたらなかったの

でもう１かいやりた

いです。 

＜みんなのけっかからわかること＞物はかたちをかえてもねん

土と同じで重さはかわらない。＜なぜ＞形をかえてもかわらない

理由は、たとえばねん土だとして、つぶつぶとかひらべったいの

は、その中のねん土でやっているのだから、どんなに大きくして

も、どんなに小さくしたとしてもその中でねん土でやっているか

ら、形をかえても重さはかわらない。＜まとめ＞今回はボールと

アルミざらをじっけんしました。ボールはかるくなると思いまし

た。なぜかというと、くうきがはいっているからです。それでじ

っけんしてみました。くうきをふくらまして、はかってみたら 
１００ｇでした。２回目も１００ｇでした。すこしくうきをぬい

ても１００ｇでした。アルミざらをじっけんしてみました。アル

ミざらは９ｇだけど８ｇだと思います。なぜかというと形をかえ

たら、８ｇと７ｇとかになっていて、いちばん多かったのが８ｇ

だったので、形をかえても重さはかわらないと思いました。 

 

●実験結果を全体の場で説明する場面では、教師と児童との一問一答になってしまった。小学校３年 

生という年齢を考慮し、実験結果を発表するときには何を伝えなくてはいけないのかが分かる「発

表のポイント」を提示する必要があった。 

【「ほかのものは形をかえたら重さはかわるだろうか」の実験結果を説明する場面】 

                                    T：教師 S：児童 

T：今日までのところで結果を教えてください。ハイ、アルミ皿のところどうぞ 

S：ほとんど重くならなかったけど、G さんがアルミ皿を丸めたのを計ったら、３５ｇに増えていまし

た。 

T：もともと何ｇだったの？ 

S：もともと３０ｇでそれで３５ｇに増えていました。 

T：というと増えていたのもあったってこと？ 

S：（うなずく） 

T：結論はでないということ？それとも､もうちょっと 

やりたいってこと？ 

S：もうちょっと・・。デジタルでやりたい。 

T：あ～そう、デジタルでね。じゃぁアルミ皿の 

もう 1 班のところは？はい、どうぞ。 

S：最初は３５ｇで、それで何をやってもかわらなった。 

T：先生じゃなくってみんなに言ってごらん。 

S：（後ろを向いて）最初は３５ｇでそれから何をやってもかわらなかった。 

T：結論は？ 

S：何をやってもかわらない。 

 

児童の１回の説明だけからは、実験

結果の全容やそれを踏まえてどんな

課題をもったのか分からない。段階を

追って教師が質問し児童の発言を促

している。しかし本来ならば、児童が

自ら考えて実験結果を発表してほし

い。何を発表しなければいけないのか

項目で提示されていれば、それにした

がって発表することができるのでは

ないだろうか。 
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⑧ふり返りを通して 

単元の終わりに学習のふり返りをさせた。

自分が予想したことから実験の結果の考察ま

で、考えたことを絵や文章で表現させた。そ

の際、まとめ方が分からない児童に対しては

「まとめるヒント」を教師の方で提示し参考

にさせた。 

右の図３のワークシートは、児童が単元の

最後に B４、１枚に学習のまとめとして書い

たものである。単元を通してのふり返りを行

うことで、今まで学習したことをもう一度自

分で確認し、解釈して記述する機会を設定で

きた。記述していく中で自分の考えが再構築

され、単元の学習の理解が深まる有効な学習

活動となった。 

 

 

 

 

Ⅲ 研究のまとめ 

１ 研究から見えてきたこと 

（１） 思考力・判断力・表現力を育む言語活動の充実 

 本研究では、児童生徒の現状を踏まえ、問題解決的な学習を行う上で一つの学習問題に対してじっ

くり考えさせる時間をとり、その際に児童生徒が学習問題に対して「なぜその問題を解決しなければ

いけないのか」の目的意識をもつような授業設定をした。また、単元の指導目標を十分考慮した上で

授業内容を工夫し、さらに言語活動をどのように位置付けていくのかを考え、指導計画をたてた。た

とえば国語の古都の魅力をプレゼンテーションする場面では、他者に分かりやすく伝えるために、聞

き手を意識して明確に伝えること、そして体験したことを写真や絵、言葉で表現するなど工夫しなが

ら伝える学習活動を行った。そうすることによって生徒自身が何のために学んでいるかの目的意識を

もって学習に臨むことができた。また小学校の社会科では、調べたことを考慮し、根拠や解釈を示し

ながら、小集団そしてクラスの中で互いの考えを伝え合ったり、自分の考えや集団の考えを発展させ

たりするような学び合う活動を意識して行った。これらの学習活動を行うことで自分の考えと他者と

の考えの違いに気付いたり、相手の考えについて妥当であるかを考えたりして、これからの学習に対

して問題意識をもち、次への学習につなげられるものとなった。そして、小学校の理科においては、

学習問題に対して予想し実験し結果から分かったことを「何が」「どのように」「どうなったのか」そ

して「どう思う」か、思考過程を可視化させることによって児童自ら考えを整理させることができた。

これらの３つの授業実践の結果から、各教科の目標を達成させるためには、授業の中で言語活動の充

実を図る学習活動を適切に行うことが大切であり、さらにそれらの学習活動を繰り返し行うことが児

童生徒の思考力・判断力・表現力を育むことにつながっていく。 

 

図４  単元のふり返りのワークシート 
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（２）授業づくりで大切なこと 

 問題解決的な学習を進める中で学び合いをさせる際に、テーマや目的に立ち返らせることで、視点

がぶれずに学習活動を行うことができた。特に考えを広げたり深めたりする場面では、「それってどう

いうこと？」「何でそう思うの？」「比べてみてどう？」と教師が意識して問いかけることで、児童生

徒の思考が焦点化されるようになった。 

また、学習問題に対して予想を立て、観察・実験を行い、その結果を考察、まとめをする際に、思

考過程の可視化を図ることで、前の時間に考えたことを確認でき、なぜそう考えたのか根拠を明らか

にして、これからの自分の課題の発見につなげられるような学習となった。 

そして思考力・判断力・表現力を育む授業づくりを行うためには、問題解決に向けてじっくりと考

える時間を保証し、児童生徒が主体的に学び合う学習活動を行っていくことが大切であるということ

が分かった。 

２ 今後の課題 

思考力・判断力・表現力を育むためには、学び合う中で言語を通した学習活動を充実させることが

大切であり、何よりもそれを教師自身が意識的に取り入れていくことが必要である。そして単元の目

標を達成させるためにどのような学び合いをすれば思考を高めていくことができるのかは、学び合い

の方法や方向性を示すための教師の手だてが必要となる。今回の検証授業を踏まえて、今後も思考力・

判断力・表現力等を育むためには、どのような学習活動が有効なのかを課題として研究を進めていき

たい。 

 

最後に、研究を進めるに当たり、ご支援、ご助言をくださいました講師の先生方、また、校長先生

を始め学校職員の皆様に、心より感謝し厚くお礼を申しあげます。 
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