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かわさき教育プランでは、すべての児童生徒が「分かる」ことを目指して、一人一人の「学び」を
大切にした学力向上策を推進し、習熟の程度に応じたきめ細やかな指導方法等の研究を進めること
が示されている。また、平成30年度「教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況に係る点
検及び評価に関する報告書」では、算数・数学に限らず、他教科での実施可能性についても研究す
ることが示された。これを受けて、本研究会議では、小学校は国語科・体育科、中学校は数学科・外
国語科で研究に取り組んだ。 
令和元年度川崎市立小・中学校学習状況調査において、「勉強する一番の理由」について「分かる

と楽しいから」と回答した児童生徒は、小学校５年生では 19.0％、中学校２年生では 10.8％にとど
まっている。また、令和２年度に実施した「習熟の程度に応じたきめ細やかな指導」学校担当者ア
ンケートの回答から、教師は児童生徒の学習状況の違いに苦慮しながら授業をしていることが推測
された。こうしたことから、本研究会議では、学習状況に違いがある中で、一人一人が「分かる」を
実感できる授業づくりについて研究を進めることとした。 
平成27年度「きめ細やかな指導・学び研究推進校 実践事例集」では、きめ細やかな指導について

「児童生徒が主体的に『分かる』を実感する手立てを一人一人に応じて講じることがきめ細やかさ」
であると示されている。本研究会議では、「主体的に『分かる』を実感する手立て」とは、「児童生徒
が学習を自分事としてとらえられるようにする手立て」であるととらえた。つまり、児童生徒が学
習を自分事としてとらえるようにすることが「分かる」を実感することにつながると考えた。そし
て学習を自分事してとらえるためには「どうして」や「どのように」といった「問い」をもつことが
重要であると考えた。 
そこで、事前に「問い」を想定すること、比較する場面を設定すること、ずれをとらえて問い返す

こと、振り返りから「問い」を見取り価値付けすることの４つの手立てを講じて「『問い』を大切に
した授業づくり」に取り組み、その効果を検証した。 

検証授業では、知識や経験と学習対象とのずれ、予想や見通しと結果とのずれ、自分と友達との
考えのずれから「問い」をもち、様々な対象に働きかけながら解決に向かって学ぶ児童生徒の姿が
見られた。また、検証授業を行った学級において「授業はよく分かりますか」という質問項目に対
して、「当てはまる」と「どちらかといえば当てはまる」と回答した児童生徒の割合が増加した。「問
い」を大切にした授業が児童生徒の「分かる」実感を高める一助となることが明らかとなった。 

要   約 
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Ⅰ 主題設定の理由 

１ 本市の取組 

（１） 「きめ細やかな指導推進事業」の位置付け 

 本市では、平成27年度から第２次川崎市教育振興計画

であるかわさき教育プランを推進している。平成30年度

から令和３年度を第２期実施計画期間として、今年度は

３年目となる。「基本政策Ⅱ 学ぶ意欲を育て、『生きる

力』を伸ばす」では、「確かな学力の育成」が施策として

位置付けられている。その中では、すべての子どもが「分

かる」ことを目指して、一人一人の「学び」を大切にした学力向上策を推進することが示されている（図

１）。その学力向上策の一つとして「きめ細やかな指導推進事業」が位置付けられている。 

（２） 本研究会議の位置付け 

「きめ細やかな指導推進事業」では、「習熟の程度に応じたきめ細やかな指導」の充実のために、よ

り有効な指導形態や指導方法について研究実践を進めている。平成28年度から、川崎市立小中学校全校

に「習熟の程度に応じたきめ細やかな指導」学校担当者（以降、「習熟担当者」と表記する）を配置し、

少人数指導やＴＴ指導、コース別指導など各学校に応じた体制づくりに取り組んだ。平成29年度からは、

習熟担当者を中心に校内体制を確立し、川崎市立全小中学校における算数・数学の授業で「習熟の程度

に応じたきめ細やかな指導」を取り入れた。そうした中で、さらなる指導方法の研究に向けて川崎市総

合教育センターに「『習熟の程度に応じたきめ細やかな指導』研究会議」が設置された。そして、平成

30年度「教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況に係る点検及び評価に関する報告書」では、

「習熟の程度に応じたきめ細やかな指導」について、「算数・数学に限らず、他教科での実施可能性に

ついても研究」することが明記された。このことから、本研究会議では、小学校は国語科・体育科、中

学校は数学科・外国語科で研究に取り組んだ。 

（３） 先行研究について 

小松1（2018）は、「習熟の程度に応じたきめ細やかな指導」を、計算技能の習得のための指導と限定

的にとらえず、「知識・理解の違いの程度」に焦点を当てた指導について研究した。松浦2（2019）は、

「見通しをもって取り組む児童生徒の育成」を目指し、「数量関係を図形化する」ことを手立てとして、

「数学的な態度の違いの程度」に焦点を当てた指導について研究した。そして、山﨑3（2020）は、「粘

り強く学習に取り組む態度」を醸成することができれば、後々知識や技能等を身に付けやすくなるであ

ろうと考え、「主体的に学習に取り組む態度の程度」に焦点を当てて実践研究に取り組んだ。ここでは、

教師が事前に想定した「習熟の程度に応じた取組の目安」を視覚化することを手立ての一つとした。こ

れにより、児童生徒が自分に合った取組の目安を設定しやすくなり、粘り強く取り組む姿が見られるよ

うになった。このように先行研究では、児童生徒をコース別に分ける指導方法に限らず、「分かる」を

実感できる有効な指導方法について研究がなされてきた。 

                                                   
1 小松良平「習熟の程度に応じたきめ細やかな指導のとらえ方に関する一考察－実感を伴って理解した知識及び技能を

身に付けた子どもの育成－」平成 29年度研究紀要第 31号 川崎市総合教育センター p.71 
2 松浦信明「数量関係を正しくとらえるための問題把握の工夫－自ら図形化することで、見通しをもって取り組む児童

生徒の育成－」平成 30年度研究紀要第 32号 川崎市総合教育センター p.70 
3 山﨑範雄「粘り強く取り組む態度の醸成をめざして－『自分で考えること』を大切にした授業実践から－」 令和元

年度研究紀要第 33号 川崎市総合教育センター p.53 

基本政策Ⅱ 学ぶ意欲を育て、「生きる力」を伸ばす 

施策１．確かな学力の育成 

「確かな学力」を育成するためには、「基礎的な知識

及び技能」と「思考力、判断力、表現力等」をバラン

スよく育み、「主体的に学習に取り組む意欲」を養う

ことが必要となります。本施策では、すべての子ども

が「分かる」ことをめざして、一人ひとりの「学び」

を大切にした学力向上策を推進します。 

図１ かわさき教育プラン 第２期実施計画 
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２ 児童生徒及び教師の現状と課題 

（１）児童生徒の現状と課題 

 令和元年度川崎市立小・中学校学習状況調査4では、次のような結果が見られた。授業の理解度につい

て、授業が「分かる」「どちらかといえば分かる」と回答した児童生徒は小学校５年生では 91.5％5、中

学校２年生では 77.7％6となっているが、すべての児童生徒が「分かる」を実感するには至っていない。

図２のように「勉強する一番の理由は何ですか」について、一番多い理由は「将来の仕事の役に立つか

ら」という回答で、小学校５年生では 43.8％、中学

校２年生では 40.8％であった。一方で「分かると楽

しいから」と回答した児童生徒は、小学校５年生で

は 19.0％、中学校２年生では 10.8％にとどまってい

る。こうした現状から、本研究会議では、各教科等に

おいて児童生徒が「分かる」を実感できる指導に課

題があると考えた。 

（２）教師の現状と課題 

令和２年度に実施した「習熟担当者」アンケートにおいて、日頃の「習熟の程度に応じたきめ細やか

な指導」を行う上で悩みや困っていることについて調査すると、54.7％の教師が「一斉授業において個

への支援の仕方が難しい」と回答した。また、児童生徒の学習への取組について「得意、苦手の差が大

きく意欲が続かない子どもも多い」という回答や「答えを出すことで満足してしまい、それ以上の取組

が見られない子もいる」といった回答が見られた。こうした回答からは、教師が児童生徒の学習状況の

違いに苦慮しながら授業をしていることが推測される。このことから本研究会議では、学習状況に違い

がある中で、児童生徒が主体的に取り組む授業づくりに課題があると考えた。 

 

３ 研究の方針 

 Ⅰ－２で述べた現状と課題から、本研究会議では、学習状況に違いがある中でも、一人一人が「分か

る」を実感できる授業づくりについて研究を進める。 

（１）学習を自分事としてとらえられるようにする 

「きめ細やかな指導・学び研究推進校 実践事例集」では、きめ細やかな指導について「丁寧に指導

することがきめ細やかさなのではなく、児童生徒が主体的に『分かる』を実感する手立てを一人一人に

応じて講じることがきめ細やかさ」7であると示している。本研究会議では、この「主体的に『分かる』

を実感する手立て」について検討した。そして、「主体的に『分かる』を実感する手立て」とは、教師が

１から10まで一つ一つを指示したり説明したりすることではなく、「児童生徒が学習を自分事としてと

らえられるようにする手立て」であるととらえた。つまり児童生徒が学習を自分事としてとらえるよう

にすることが「分かる」を実感することにつながると考えた。 

（２）問いを大切にした授業 

鹿嶋・石黒8（2018）は、ある事柄に自ら問い（疑問）を抱くことで自分に関係のある重要なものとみ

                                                   
4 川崎市教育委員会『令和元年度川崎市立小・中学校学習状況調査報告書』2020年 小学校 pp.58-60 中学校 pp.111-

112 
5 国語・社会・算数・理科の平均 
6 国語・社会・数学・理科・英語の平均 
7 川崎市教育委員会『きめ細やかな指導・学び研究推進校 実践事例集』2015年 p.７ 
8 鹿嶋真弓・石黒康夫『問いを創る授業』図書文化社 2018年 p.42 

図２ 「勉強する一番の理由は何ですか」に対する回答 

0.3 
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なし、その作業に対し主体的に取り組むようになると述べている。また、「なぜだろう？」「不思議だ」

「知りたい」といった思いから成る問いをもとにして授業を展開することによって、児童生徒の主体的・

意欲的に授業に参加しようとする態度をつくり上げることができると述べている。 

このことから、本研究会議では、学習状況に違いがある中でも、児童生徒が問いをもつことができれ

ば、学習を自分事してとらえて学び、「分かる」を実感することができるのではないかと考え、問いを

大切にした授業づくりを進める。 

（３）習熟の程度についての視点 

授業の中で児童生徒がもつ問いについて、本研究会議の研究員所属校（小学校１校は４年生、もう１

校は５・６年生、中学校２校の２年生）でアンケート調査を実施した。「これまでの授業の中で、どの

ようなことに『なぜ』や『どうすれば』と疑問をもちましたか」という質問項目に対して、「どうすれ

ばもっと速く走れるようになるか」や「どうすれば外国の人ともっと上手に話せるようになるか」とい

った回答が見られた。一方で、「登場人物の名前が不思議でなぜと思った」や「国によって言葉が違う

理由を知りたい」など、その内容が授業のねらいにせまるものではない回答も多くあった。このことか

ら、児童生徒がもつ問いには程度があると考える。 

ここで例示した問いは、いずれも児童生徒の素朴な発想から生じるものであり大切にしたい。しかし、

当然のことながら授業には、ねらいがある。澤井9（2019）は、どのような授業でも「問い（クエスチョ

ン）」が大切であるとしたうえで、学習問題は、授業の目標を実現するために教師が想定するものであ

り、児童生徒の一時の知的好奇心のみでつくるものではないと述べている。このことから、本研究会議

では、それぞれの問いに応じた指導も必要であると考えるが、授業のねらいにせまる問いに軸を置いて

研究を進める。 

（４）課題や「問い」のとらえ 

 課題や問いという言葉は多義的であり、教科等によってその定義やとらえは異なる。本研究会議は、

複数の校種と教科において研究に取り組むことから、課題や問いを共通のとらえ方にする必要がある。

そこで、本研究会議では、課題を教師が与えるものとし、問いを児童生徒から引き出すものとしてとら

えた。さらに、問いについては、先行研究10における「〇〇したいという思いを含みこんだ疑問」という

とらえを参考にした。本研究会議では、「〇〇したいという思い」を「解決欲求」に、「含みこんだ」

を「含んだ」ととらえなおし、授業のねらいにせまる問いに研究の軸足を置くことから、「問い」を「授

業のねらいにせまる解決欲求を含んだ疑問」ととらえることとした。 

（５）「『問い』をもち、解決に向かって学ぶ姿」について 

児童生徒は「問い」をもつと、自ら解決に向かって学ぶようになるのではないかと考え、本研究会議

が目指す姿を「『問い』をもち、解決に向かって学ぶ姿」とした。鹿嶋・石黒11（2018）は、問いから始

まる学習では、児童生徒が課題に問いかけ、自分に問いかけ、友達にも問いかけながら、その課題を解

決していこうとすると述べている。本研究会議では、こうした、様々な対象に働きかけながら試行錯誤

して取り組み、主体的に概念を獲得する姿を「解決に向かって学ぶ姿」ととらえることとした。このこ

とから、「『問い』をもち、解決に向かって学ぶ姿」を、「授業のねらいにせまる解決欲求を含んだ疑

問をもち、課題や自分、他の児童生徒に働きかけながら試行錯誤して取り組み、主体的に概念を獲得す

る姿」ととらえて研究していく。 

                                                   
9 澤井陽介『教師の学び方』東洋館出版社 2019年 p.46 
10 鹿毛雅治・静岡大学教育学部附属静岡小学校『問いをつなぐ学び』明治図書 2015年 pp.12-13 
11 鹿嶋真弓・石黒康夫『問いを創る授業』図書文化社 2018年 p.21 
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（６）「問い」を大切にした授業づくりと学級風土 

「問い」を大切にした授業づくりをするうえでは、「分からないこと」や疑問を素直に表現できる

こと、そして、他者が表出した「分からないこと」や疑問を受け止め、共に解決しようとする学級風

土が基盤となる。このことから本研究会議では、「分からないこと」や素朴な疑問を表現することの

価値付けや、表現された「分からないこと」や疑問の共有を意識的に行い、問うことを認め合う学級

風土を基盤として「問い」を大切にした授業づくりを進める。 

（７）「問い」を大切にした授業づくりの手立て 

本研究会議が考える「問い」を大切にした授業づくりの手立てを次に記す。 

授業前 ①「問い」を想定する  

鹿毛12は、授業構想の中で児童生徒に生まれる問いを大切にしていくことが重要であると述べている。

また、これは、授業で児童生徒に考えさせたいことは何かを明らかにする作業であるとしている。この

ことから、本研究会議では、教師が教えることと児童生徒が考えることを踏まえたうえで、授業構想の

段階において目指す児童生徒の姿を明確にする。そして、児童生徒が考えることを、「授業のねらいに

せまる解決欲求を含んだ疑問」に置き換えることにより「問い」を想定する。 

授業中 ②比較する場面を設定する  

鹿毛13は、「問い」は思考にずれが生じることで生まれるとしてお

り、こうしたずれは、ある事柄と事柄との比較によって生じるとして

いる（図３）。このことから、本研究会議では、知識や経験（既習）

と学習対象、予想や見通しと結果、自分と他者の考えを比較する場面

を設定する。 

授業中 ③ずれをとらえて問い返す  

「今までと違うな」「思った通りではなかったな」「自分の考え方とは違うな」といった児童生徒の

思考のずれを教師がとらえて問い返しをすることで顕在化させ、児童生徒が「問い」をもつことができ

るようにする。 

授業の終わり④振り返りから一人一人の「問い」を見取り、価値付ける  

白水・後藤・松原14は、授業で解けなかった問題や解く中で生まれた疑問を自分で考え続けることが

持続的な学びにつながるとしている。この考えは、「問い」をもつことで、解決に向かって学ぶように

なるとする本研究会議の考えに合致する。このことから、振り返りをする際に「授業で解けなかった（教

科等に応じて『分からない』や『難しかった』などに置き換える）こと」と「授業中に生まれた疑問」

を視点として示す。教師は、この振り返りをもとにして児童生徒がどのような「問い」をもったのかを

見取り、価値付ける。それよって、児童生徒が問うこと、そして解決に向かって学ぼうとすることへの

意欲を高める。 

 

４ 主題設定 

「問い」を大切にした授業づくりを通して、児童生徒が「問い」をもち、解決に向かって学ぶように

なるのではないか。このことより、研究主題と副主題を次のように設定した。 

 

                                                   
12 鹿毛雅治・静岡大学教育学部附属静岡小学校『問いをつなぐ学び』明治図書 2015年 pp.12-18 
13 鹿毛雅治・静岡大学教育学部附属静岡小学校『問いをつなぐ学び』明治図書 2015年 p.15 
14 国立教育政策研究所編『資質・能力[理論編](国研ライブラリー)』東洋館出版社 2016年 pp.132-133 

「問い」をもち、解決に向かって学ぶ児童生徒の育成 

 

〇知識や経験と、対象とのずれ 

〇予想や見通しと、結果とのずれ 

〇自分と、友達との考えのずれ 

図３ 鹿毛が考える問いが生じる“ずれ” 

―「問い」を大切にした授業づくりを通して― 
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Ⅱ 研究の内容 

１ 研究の進め方 

（１）「『問い』を大切にした授業づくり」の手立てにもとづいて指導案を作成する 

（２）検証授業の実施 

①着目する児童生徒 

 検証授業に向けて、着目する児童生徒をあらかじめ決めた。着目

する児童生徒は、６月に実施したアンケート調査（図４）結果から、

その教科や単元に苦手意識をもつ児童生徒と、苦手意識はもって

いないが取組が十分ではないと授業者が判断した児童生徒とす

る。 

②検証の視点 

「問い」をもち、解決に向かって学ぶことができていたか 

授業を通して、着目した児童生徒の発言やノート等の記述、行動を洗い出し、その児童生徒の「問い」

や考えの変容の様子、その「問い」をどのように解決しようとしたのかを分析する。考察では、児童生

徒の姿をもとにして、「『問い』を大切にした授業づくり」の４つの手立ての妥当性について検証する。 

図４ 児童生徒へのアンケート項目 

例      小学校６年 算数 「円の面積」（9/9） 
目指す子どもの姿…求積可能な図形の面積の求め方をもとにして、 

円の複合図形の面積の求め方を図や式を用いて考える姿。 

②既習との比較 

③ずれをとらえる 

④振り返りの 

視点を示す 

④「問い」を見取り、価値付ける 

①「問い」を想定する 

問いを大切にした授業の４つの手立て 

授業前 

①「問い」を想定する 

授業中 

②比較する場面を設定する 

③ずれをとらえて問い返す 

授業の終わり 

④振り返りから「問い」を見取る、価値付ける 
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２ 検証授業 

【検証授業① Ａ中学校 ２年生 数学 「連立方程式」 実施時期８月】 

本単元で目指す生徒の姿 

 

 

（１）「『問い』を大切にした授業づくり」の手立てにもとづいて指導案を作成する 

 

 

 

（２）検証授業の実施 

Ａさん 

①着目する生徒について 

Ａさんは、すべてのアンケート項目に対して「どちらかといえば

当てはまらない」と回答していて（図５）、数学に対して苦手意識

をもっている。授業において発言することはあまりない。 

②授業の実際 

「問い」をもち、解決に向かって学ぶことができていたか 

課題が提示されると、Ａさんはワークシートを

見つめたままで、手が止まっていた。そして「（既

習との）違いは何ですか？」「両方ともｙ、ｙに

なっている」という教師と他の生徒とのやり取り

を見ていた。その後、教師の「困っていることあ

る？」という発問に対して、手を挙げようとする

が躊躇して手を下した。他の生徒数人が手を挙げ

たため、教師が「どこに困っているの？」と問い

返すと、他の生徒が「ｙ＝とｙ＝（が縦に並んで

・既習事項を活用して未習の課題を解決できることに気付き、その後も既習事項を活用しようとする姿 

・多様な考えを受け止め、判断し、よりよく課題解決しようとする姿 

図５ Ａさんのアンケート結果 

本時（５/11） 

目指す子どもの姿…既習事項を活用して、未習の課題を解決しようとする姿 

加減法と代入法について他方の方法でも解こうとしたり、加減法と代入法を比較して、どちらで 

解くと効率的なのかを考えたりする姿 

 

③ずれをとらえる 

①「問い」を想定する 

②既習との比較 

④振り返りの 

視点を示す 

④「問い」を見取り、価値付ける 

 

４…当てはまる 
３…どちらかといえば当てはまる 
２…どちらかといえば当てはまらない 
１…当てはまらない 

 課題の解決に向けて 
自分で考え自分から

取り組んでいますか 

好きですか 

よく分かりますか 

「なぜ」や「どうす

れば」と考えること
はありますか 
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いる）だから分からない」と答えた。Ａさんはその

発言を聞き、「分からない」を表す青いシールをワ

ークシートに貼った。授業後、青いシールを貼った

時に何を考えていたのか質問すると、Ａさんは「ｙ

＝とｙ＝は初めての形で、どうしたら今まで習った

形にできるか分からなかった」と答えた。このこと

から、Ａさんは「どうしたら今まで習った形にでき

るか」という「問い」をもったととらえることがで

きる。授業では、その後、Ａさんが後ろを振り向き、

他の生徒に「これってどうするの？」と自分から質

問をした。その生徒から代入する方法についてアド

バイスを受けたことで、ゆっくりではあるが「問い」

の解決に向けて取り組む姿が見られた。 

Ｂさん 

①着目する生徒について 

Ｂさんは、「数学の学習はよく分かりますか」に対して「どちらか

といえば当てはまる」と回答している。しかし、「好きですか」と「課

題の解決に向けて自分で考え、自分から取り組むこと」に対してはい

ずれも「どちらかといえば当てはまらない」と回答している（図８）。

意欲が継続せず、学習活動を途中でやめてしまうことがある。 

②授業の実際 

「問い」をもち、解決に向かって学ぶことができていたか 

課題を見たＢさんは、躊躇することなく加減法で

解いた。その後の集団思考の場面で、加減法を用いた

理由について、「連立方程式は加減法でずっとやって

（解いて）いて加減法で慣れていたから」と答えた。

加減法において５χと３χを移項する必要性に関す

る他の生徒のつぶやきを教師がひろい、全体に問い

返したことで「移項する必要がある」と「必要ない」

で学級の意見が分かれた。Ｂさんは、「移項しないほ

うがなんか変。」とつぶやき、移項する必要があると

いう考えを示した。「（移項）しなくてもいい」という

ある生徒の発言に教師が「どういうこと？」と問い返

すと別の生徒が「ｙ＝の形で筆算にする。０＝になる

から」と答えた。するとＢさんは「えっ、０＝なんて

あるのか」とつぶやいた。このつぶやきは、それまで

のＢさんの既有の知識との間にずれが生じ「０＝に

してよいのか」という「問い」をもったととらえるこ

とができる。「０＝にしてよいのか」についてＢさん

は、周囲に聴き始めた。さらに、教師が「（ｙ＝のま

シール 

 

青い 

図７ Ａさんのワークシート（吹き出しは授業後のインタビューによる） 

図９ Ｂさんに着目した授業記録 

図６ Ａさんに着目した授業記録 

どうしたら習った形にできるか 

図８ Ｂさんのアンケート結果 

好きですか 

「なぜ」や「どうす

れば」と考えること
はありますか 

よく分かりますか 

教師のはたらきかけ ―Aさんの行動― Ｓ他の生徒の発言 

ワークシート配布、課題提示 

  
y = 5x− 7

y = 3x＋1
 

「違いは何ですか？今までと。」 
 
 
「どうしたらいいと思いますか。」 
 
「なんとなく見通しが立つ人。」 
「半分くらいいるな。」 
「困っていることある？ちょっと
どうしたらいいか分からない。」 

 
 
 
 
 
 
「周りの人と話してみよう。」 
 

 
―ワークシートの課題を見つめる― 
 
 
 
S1「両方ともｙ、ｙになっている。」 
―前を見る― 
 
S2「移項すれば。」 
 
 
―手を挙げようとするが、躊躇しマスクを触って手を下す。－ 
 
S3「えっ、どうしたらよいか分からない。ⅹ=とｙ＝なら分かる。 

ｙ＝とｙ＝だからｘのやり方が分からない」 
―青いシールをワークシートに貼るー 
 
 
 
―後ろを振り返り、質問する。－ 
Ａ「これってどうするの？」 
S4「ここをｙに代入するとね」 
 
 
 
 
 
―Ｓ4の説明にうなずく。自席に向き直り解き始める－ 
 
―代入法で解く－ 

 

どうしたら今まで習った形にできるか 
Ａさんの「問い」 

課題の解決に向けて 
自分で考え自分から

取り組んでいますか 

教師のはたらきかけ Ｂさんの「発言・つぶやき」と－行動― Ｓ他の生徒の発言 

ワークシート配布、課題提示 

  
y = 5x− 7

y = 3x＋1
 

 
 
 
「加減法派の人は？」 
「どうして？」 
 
「S1さんがいうように移項するの 
が手間かな。」 

 
 
 
 
 
 
「移項しなくてはだめなのかな？」 
 
 
「どういうこと？」 
 
 
 
 
「いいの？どっち？」 

 
 
 
―加減法で解く― 
 
 
―挙手して、指名される。― 
 
B「連立方程式は加減法でずっとやっていて加減法で慣れていたから」 
 
 
S2「代入法は移項しないのですか。」 
S3「するけど。」 
B「移項しないほうがなんか変。」 
S3「どちらも移項するってこと。」 
 
 
 
S2「はい。」 
S4「しなくてもいいんじゃない。」 
 
S4「ｙ＝の形で筆算にする。０＝になるから。」 
B「えっ、０＝なんてあるのか。」 
 
 
 
―後ろの友達に聴く― 
Ｓ5「引けば０になるから。」 
B「そんなことしていいのか。」 

 

（移項せずに）０＝にしてよいのか 
Ｂさんの「問い」 

加減法か代入法か形を見出す 
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ま移項せずに加減法をして）よいの？どっち？」と揺さぶりをかける問い返しをすると、他の生徒が「（よ

い）引けば０になるから」と答えた。それに対してＢさんは「そんなことしていいのか」と驚きの声を

上げていた。授業後のインタビューでは、「加減法で、そのまま引くパターンがあることを知ってよかっ

た。加減法、代入法それぞれに分かりやすさがあるから、使い分けていきたい。」と答えた。 

（３）考察 

 Ａさんは、既習と未習とを比較し、既習との違いを明らかにする場面を通して「問い」をもった。こ

のことから、「これまでとの違いは？」などと投げかけて既習と未習とを比較する場面を設けることは

「問い」をもつことに効果的であったと考える。また、Ａさんの「どうすれば習った形にできるのだろ

う」と「問い」をもち、試行錯誤する姿は、本単元で目指した姿の一つである。これは、授業構想の段

階で「問い」を想定し、単元の序盤から「習った形にすれば解ける」と既習事項を活用しようとする姿

を価値付けしたことによると考えられる。授業では、Ａさん自身から「これってどうするの？」と友達

に問いかけ、解決を試みる姿が見られた。これは、問うことを認め合う雰囲気を大切にしてきたことが

要因の一つとなっていると考えられる。 

 Ｂさんは、「加減法は移項するもの」という既有の知識とのずれ、そして友達の考えとのずれから「０

＝にしてよいのか」という問いをもった。その後のやりとりを通して、Ｂさんは加減法について再考し、

「そのまま引くパターンがあること」を新たに知ることができた。この場面は、教師が課題解決の過程

で生じた生徒の思考のずれをとらえ、全体に問い返したことがきっかけとなっている。児童生徒が感じ

たずれをとらえ、問い返すことが効果的であったと考える。 

 

【検証授業② Ｂ小学校 ４年生国語「自分が選んだノンフィクションの魅力を友達に伝えよう」 

                   ～要約をして、選んだ本を紹介しよう～ 実施時期９月】 

本単元で目指す児童の姿 

 

 

（１）「『問い』を大切にした授業づくり」の手立てにもとづいて指導案を作成する 

・目的を意識して、中心となる語や文を見つけて要約することができる。 

本時（３/５） 

目指す子どもの姿…写真を撮る時には、伝えたい内容に合わせてアップとルーズを使い分けるとよいことを伝える 

という目的を意識して、中心となる語や文を見つけて要約することができる。 

 

②既習との比較 

①「問い」を想定する 

①「問い」を想定する 

③ずれをとらえる 

④振り返りの 

視点を示す 

物語の要約 説明文の要約 
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（２）検証授業の実施 

Ｃさん 

①着目する児童について 

Ⅽさんは、国語の勉強は「好きですか」に対して「どちらかといえ

ば当てはまる」と回答している。一方で、残りの３項目に対しては「ど

ちらかと言えば当てはまらない」と回答している（図10）。学習に取

り組むまでに時間がかかったり、最後までやり遂げることができなか

ったりすることがある。 

②授業の実際 

「問い」をもち、解決に向かって学ぶことができていたか 

 Ｃさんは、教師の「（写真の撮り方の）ダメな

ところは？」という問いかけに対して「人の顔と

か表情を写すときは、アップじゃないと分かりに

くい」と答えていることから、撮り方の問題点に

気付いているととらえることができる。しかし、

「どうすればよい？」という問いかけには首をか

しげている。この様子から、提示された写真の撮

り方の問題点には気付いているが、解決方法につ

いては見通しをもてずに「どうすれば伝えること

ができるかな？」と「問い」をもったととらえる

ことができる。Ｃさんは、その後、「要約して小

さくして」という他の児童の発言を聞き、よい写

真の撮り方を伝えるためには、説明文「アップと

ルーズ」を要約すればよいことを理解した。「ア

ップとルーズの使い分けを伝えたい」という思い

をもったＣさんは、教科書の本文を見ながら、ワ

ークシートに熱心に書き写していた。授業終了後

もしばらく続け、要約文を書き終えた。さらに、

振り返りには、「どうしたら『アップ』と『ルー

ズ』を分かりやすくつたえられるのかもしりたい」と記述した。この記述から、Ｃさんは、要約したも

のの文章の量が多くて伝わりづらいと感じ、「より分かりやすく要約したい」という思い、そして、「ど

うすれば分かりやすく伝えられるか」という次につながる「問い」をもったことが見て取れる。 

Ｄさん 

①着目する児童について 

Ｄさんは、「よく分かりますか」に対して「当てはまる」と回答し、

「課題の解決に向けて自分で考え、自分から取り組んでいますか」に

は「どちらかといえば当てはまる」と回答している。「好きですか」

と「『なぜ』や『どうすれば』と考えることはありますか」には「ど

ちらかといえば当てはまらない」と回答している（図12）。知識も理

解力もあるが、よりよくしようと試行錯誤することはあまりない。  

 

４…当てはまる 
３…どちらかといえば当てはまる 
２…どちらかといえば当てはまらない 
１…当てはまらない 

図 10 Ｃさんのアンケート結果 

図 12 Ｄさんのアンケート結果 

図 11 Ｃさんに着目した授業記録 
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②授業の実際 

「問い」をもち、解決に向かって学ぶことができていたか 

Ｄさんは、ルーズで撮るべきところをアップ

で撮った写真が提示されることを予測し、隣の

児童の方を向いて「絶対アップだよ」とつぶや

いた。この様子から、「アップとルーズ」の使

い分けに写真の撮り方の問題があることに気

付いているととらえられる。教師の「菊池さん

このままでよい？」という発問に対しては、首

を横に振り「ダメ」とつぶやいた。 

その後、Ｄさんは「きく池さんに、アップと

ルーズのとり方を知ってほしいし、アップとル

ーズのつかいわけを上手になってほしい」と願

いをすぐに書き、要約に取り掛かった。途中、

何度かワークシートの残りの行数を数えなが

ら黙々と文を書き続け、ワークシートの枠に丁

度の要約文を書き終えた（図14）。振り返りで

は、「このままでいいのか、それとももうちょ

っとみじかくするのかわからなかった。」と書

いている。授業後、どうしてそのように考えた

のかインタビューすると、「菊池さんに伝わり

やすくするためにって考えたら」と答えた。こ

のことから、Ｄさんは、「（伝わりやすい要約

にするためには）このままでよいのか、もうち

ょっと短くするのか」という「問い」をもち、

その解決に向けて試行錯誤をしている状態で

あるととらえることができる。 

（３）考察 

Ⅽさんは、提示された写真の撮り方の問題点に気付き「（このままではダメだけど）どうすれば伝え

られるかな」という「問い」をもった。他の児童の発言を聞いて説明文「アップとルーズ」を要約すれ

ばよいことを理解すると、「アップとルーズを要約して伝えたい」という願いをもって要約に没頭した。

こうした姿が見られたのは、教師から一方的に「要約をしよう」と指示するのではなく、知識や経験と

対象とのずれが生じる課題提示の工夫によってＣさんが「問い」をもち、要約する目的を明確にもつこ

とができたからだと考えられる。 

Ｄさんは、授業の早い段階で「アップとルーズ」を要約すればよいという見通しをもつことができて

いた。また、要約する場面においても滞ることなく書き進めている。こうした様子から、分からないこ

とや困っていることは無いように感じられるが、振り返りの記述から、自身の書いた要約に「問い」を

もっている状態であることが見て取れた。「分からないこと」や「新たな疑問」を視点とした振り返り

によって、見取ることができた「問い」である。こうした視点の振り返りは、児童生徒が自己の学習状

況を把握すること、そして教師が「問い」を見取ることに効果的であると考える。 

図 14 Ⅾさんのワークシート 

図 13 Ｄさんに着目した授業記録 
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【検証授業③ Ｃ小学校 ５年生体育「☆星を集めて、めざせマットマスター」 実施時期10月】 

本単元で目指す児童の姿 

 

 

（１）「『問い』を大切にした授業づくり」の手立てにもとづいて指導案を作成する 

（２）検証授業の実施 

Ｅさん 

①着目する児童について 

 Ｅさんは、「（体育が）好きですか」と「よく分かりますか」「課題

の解決に向けて自分で考え、自分から取り組んでいますか」には「ど

ちらかといえば当てはまる」と回答している。「『なぜ』や『どうすれ

ば』と考えることはありますか」には、「どちらかといえば当てはま

らない」と回答している（図15）。本単元が始まる前は、マット運動の

イメージについて「むずかしいし、こわい」と回答している。 

②授業の実際 

「問い」をもち、解決に向かって学ぶことができていたか 

Ｅさんは、前転と跳び前転との比較を通して「遠

くに手を着くこと」がポイントであることを理解し

た。しかし、実際に技を行うとなかなか遠くに着手

することができない。授業後のインタビューでは、

この時のことを「最初は手を遠くに着くのがどうす

・技ができるようになるために自己の課題をもち、基本的な技のポイントや発展技のポイントを意識して練習し 

たり、友達と伝え合ったりしている姿 

本時（６/８） 

目指す子どもの姿…跳び前転や易しい場での伸膝前転のポイントを理解し、自分に合った練習の段階や場を選ぶ。 

 

図 15 Ｅさんのアンケート結果 

①「問い」を想定する 

①「問い」を想定する 

②既習との比較 

②既習との比較 

③ずれをとらえる 

③ずれをとらえる 

④振り返りの 

視点を示す 
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るか難しかった」と答えている。このことから、「手

を遠くに着くためにはどうすれば」という「問い」

をもったととらえることができる。 

教師が児童の活動の様子から、予想や見通しと結

果とのずれをとらえ、「どうやって跳ぶかっていう

のが分からないね」と全体に投げかけて「問い」を

顕在化し、共有した。 

再度、教師が跳び前転を行う様子を、Ｅさんは身

を乗り出して見ていた。他の児童の「ばねが伸びた。

グーからパーみたいな」という発言にうなずく様子

から、着手の位置を遠くするためには、膝の曲げ伸

ばしがポイントであることを理解したととらえる

ことができる。再び、跳び前転に取り組むと、着手

の位置が若干遠くなった。７回目を行う直前、同じ

グループの児童から「ひざまげまげだよ」と声をか

けられると、それまでよりも大きく膝の曲げ伸ばし

をしてから跳ぶ動作を行い、遠い位置に着手するこ

とができた。さらに10回目の直前に「最後ピンだよ」とアドバイスを受けると、空中での膝が伸び、ポ

イントをおさえた跳び前転を行うことができた。 

Ｆさん 

①着目する児童について 

 Ｆさんは、すべての質問項目に対して「どちらかといえば当てはま

る」と回答している（図17）。マット運動については、前年まで同じ技

ばかり練習してきて、他の技を知らないと回答していて、関心は高く

ない。 

②授業の実際 

「問い」をもち、解決に向かって学ぶことができていたか 

教師が伸膝前転の模範を示す場面で、Ｆさんは、

立ち上がりの足に注目していた。実際に伸膝前転

を行うと、回転時に膝は伸びているものの、お尻か

ら落ちてしまった。直後に、「〇〇さんは、下（の

段のマット）から始めた方がよさそう」と他の児童

にアドバイスしていることから、Ｆさんは技を開

始する位置について思案していたととらえること

ができる。２、３回目は、技を開始する位置を変え

て行うが、いずれも立ち上がる際に膝が曲がって

しまい「（膝が）曲がった」と悔しそうにしていた。

この様子からＦさんは、「どうすれば、膝を伸ばし

たまま立ち上がることができるのだろう」と「問

い」をもったととらえることができる。 

図 16 Ｅさんに着目した授業記録 

図 17 Ｆさんのアンケート結果 

教師のはたらきかけ Ｅさんの「発言・つぶやき」と－行動― Ｓ他の児童 

 
「いつもの前転をやります。」 
前転をする。 
「次、跳び前転をします。」 
跳び前転をする。 
「何が違う？」 
 
 
「着手に注目して見てください。」 
再び前転と跳び前転を行う。 
 
 
「（友達の）膝伸びているか見てあげよう」 
 
 
 
 
 
 
 
 
全体を集めて、問いを共有する。 
「どうやって跳ぶかっていうのが分からな
いね。膝に注目して見て。」 

跳び前転を行う。 
 
 
「合言葉、ひざまげピンでいこう。」 
 
「ひざまげピン出来ているか見てあげて。」 
 
「手、前になったね。」 
 
 
 
「うまい。あー。」 
 
 
 
「合格。」 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ｓ「とんだ！」 
―教師が行った跳び前転を見る― 
Ｓ「ぱよーんって。」 
Ｓ「手が遠くに。」 
 
Ｓ「めっちゃ遠くになっている。」 
―うなずく― 
 
 
―跳び前転に取り組む友達の動きを見る― 
―跳び前転①着手が近い。空中で膝が曲がる― 
―跳び前転②着手が近い。空中で膝が曲がる― 
―首をかしげる― 
 
 
 
 
 
 
―教師が行う跳び前転を膝立ちしながら見る― 
Ｓ「ばねが伸びた。グーからパーみたいな。」 
―他の児童の発言にうなずく― 
Ｓ「ひざまげピンだ。」 
 
 
 
―跳び前転③着手が若干遠くなる― 
―表情が和らぐ― 
―跳び前転⑦構える― 
Ｓ「ひざまげまげだよ。」 
―跳び前転⑦遠い位置に着手。空中で膝がやや曲がる― 
 
―跳び前転⑧遠い位置に着手。空中で膝がやや曲がる― 
Ｓ「最後ピンだよ。」 
―跳び前転⑩遠い位置に着手。 
空中で膝が伸びる― 
 
 
 
―ワークシートにシールを貼りに行く― 
―跳び前転⑪⑫⑬遠い位置に着手。空中で膝が伸びる― 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

手を遠くに着くためにはどうすれば？ 

跳び前転を行う 

跳び前転のポイントを知る 

Ｅさんの「問い」 

「跳ぶ」ためのポイントを知る 

跳び前転を行う 

手を遠くにつけるようにがんばった。最初は、手を遠くに着くのがど

うするか難しかった。跳び前転ができるようになってよかった。 

授業後のインタビュー 
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教師は、ここで一度全体を集めて「問い」を顕在

化した。「起き上がれないよっていう人（どうする

とよい）？」という投げかけに対して、Ｆさんは「勢

い」と答え、これまでの技と同様に膝のばねを使う

とよいことを想起した。 

再度、伸膝前転を行うと膝のばねを使うことを意

識したことで回転速度が上がり、膝を伸ばしたまま

立ち上がることができた。しかし、その時は勢いを

抑えきれず体が前に流れてしまった。その後、教師

のアドバイスや、できるようになった友達の動きを

参考にし、着手する位置と、立ち上がる際の手の着

き方を改善して伸膝前転ができるようになった。さ

らには、マットの枚数を減らし、フラットに近い場

でできることを目指して取り組む姿が見られた。 

（３）考察 

ＥさんとＦさんにおいては、活動をする中で「思った通りにいかないこと」、つまり自身の予想や見

通しと結果とのずれから「問い」が生じたととらえることができる。教師がこうしたずれをとらえ、全

体に投げかけることで、「問い」が顕在化した。そのことによって、学級全体の児童が「問い」を共有

し、その解決方法について思考することにつながったと考える。 

教師が、児童一人一人の「問い」の解決方法を逐一示すことは難しい。しかし、膝を伸ばしたまま立

ち上がることができるようになった理由について、Ｆさんが「先生と友達を見て、自分的にはこれが足

りないなっていう、友達からどんどんもらっていくような」と答えているように、授業では児童が見合

い、伝え合いながら解決に向かう姿が見られた。これは、お互いに問い、見合うことを教師が価値付け

てきたこと、また、見る視点を与えてきたことが要因であると考えられる。 

 

【検証授業④ Ｄ中学校 ２年生 外国語 Lesson3「Flight to the U.K.」 実施時期11月】 

本単元で目指す生徒の姿 

・既習事項や友達の表現、教師が示すモデルなどを活用し、自分なりの英語で Hiroの海外旅行における機内や入国

審査の様子を伝えようとする姿 

（１）「『問い』を大切にした授業づくり」の手立てにもとづいて指導案を作成する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教師のはたらきかけ Ｆさんの「発言・つぶやき」と－行動― Ｓ他の児童 

 
「伸膝っていうのは。」 
「横から見よう。」 
伸膝前転をする。 
「ひざまげピンはさっきといっしょ。」 
 
「うん。マットのかどを押して上がってき
てください。」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「（着手の位置が）跳び前転と混ざっている
から。前転は手を近くに着く。」 

「起き上がれないよっていう人（どうする
とよい）？」 

 
「どうやって回転に勢いつける？」 
 
 
伸膝前転を行う。 
 
 
 
 
 
「手は近くに。」 
 
 
 
「マットに手を着こう。着かずにできるっ
て逆にすごい。手を着いて、もう一度。」 

 
「オッケー。」 
 
 
 
 

 
Ｆ「膝伸ばす。」 
―立ち上がる位置を選んで座る― 
 
 
Ｓ「（マットを）押して起きてる。」 
 
 
 
―伸膝前転①膝伸びる。着地お尻から落ちる― 
Ｆ「落ちた。」 
 
―他の児童に開始する地点についてアドバイス― 
Ｆ「こっち（下のマット）からやったら。」 
―伸膝前転②開始する位置を変える。着地で膝が曲がる。― 

Ｆ「（膝が）曲がった。」 
 
 
 
 
 
 
 
―うなずく― 
 
 
Ｆ「勢い。」 
 
Ｆ「（膝の）ばね。」 
Ｓ「手を使って、（マットを）バーンって強く。」 
―教師が行う伸膝前転を見る― 
 
 
―伸膝前転④回転速度が上がる。止まり切れない。― 
―他の児童の動きを見る。声をかける。― 
Ｆ「回転スピードあげて。」 
 
―伸膝前転⑥着手が近くなる。立ち上がるが後ろに倒れる。― 

―出来るようになった児童の動きをマットの横から見る。― 

―伸膝前転⑧膝が伸びる。マットに手を着かずに立ち上がる。― 

 
 
―伸膝前転⑨膝が伸びる。マットに手をつき立ち上がる。― 
 
Ｆ「よっしゃ。」 
 
 
 
 
 
 
―友達にアドバイスする。― 
―伸膝前転⑩マットを 1枚減らす。きれいに立ち上がる― 
―伸膝前転⑪マットをさらに 1枚減らす。きれいに立ち上がる― 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

どうすれば、膝を伸ばしたまま立ち上がれるか？ 

伸膝前転を行う 

伸膝前転のポイントを知る 

Ｆさんの「問い」 

立ち上がるポイントを知る 

Ｔ：膝伸ばして出来るようになったね。 

Ｆ：（膝の）ばねを使うと、ばねの勢いを使って、そのまま（膝が）伸びる。 

Ｔ：どうして（それができるようになった）？ 

Ｆ：先生と友達を見て、自分的にはこれが足りないっていう、友達からどんどんもらっていくような。 

Ｔ：この後の目標は 

Ｆ：もっと。今回伸膝は（マット）3段までしかできなかったから、いつかフラットで（できるようにな

りたい）。他のやつでも、もうちょっとうまくなれるようになりたい。 

授業後のインタビュー 

 

 

 

 

伸膝前転を行う 

本時（10/10） ５ラウンドシステム（１年間の授業で、１冊のテキストを５回、切り口を変えて繰り返し学習すること） 

目指す子どもの姿…既習事項や友達の表現、教師が示すモデルなどを活用し、自分なりの英語で伝えようとする姿 

 

図 18 Ｆさんに着目した授業記録 

①「問い」を想定する 

②他の表現との比較 

④前時の「分か

らない」を振り

返る 

*リテリング（キーワードや絵をヒントに英文を再構成して「話す」活動） 

* 
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（２）検証授業の実施 

Ｇさん 

①着目する生徒について 

 Ｇさんは、すべての項目に対して「どちらかと言えば当てはまらな

い」と回答している（図19）。自分の言いたい表現をすぐに思いつかな

いことから、話す活動が苦手だと記述している。 

②授業の実際 

「問い」をもち、解決に向かって学ぶことができていたか 

 前時の振り返りから、Ｇさんは後半の場面の

リテリングが思うようにできなかったと感じて

いることが見て取れる。モデルとなる例文と比

較する場面では「自分のリテリングとは違う表

現は？」と「問い」をもって例文を読み、「I 

think」を使った表現方法があることに気付い

た。 

 教師が「昨日より一個でも多く相手に伝えら

れるようにしよう」と投げかけると、Ｇさんは

プリントの例文とピクチャーシートを何度も見

比べた。この様子から、Ｇさんは「（伝えたい

ことを表すためには）どの表現を使えばよいの

だろう」という「問い」をもったととらえるこ

とができる。 

Ｇさんは、前時で思うようにいかなかったと

感じた後半場面を中心に、例文を見ていくつか

の言葉を日本語でメモした。リテリングをする

場面では、他の生徒のリテリングを聞いて、ピ

クチャーシートに言葉を書き足した。Ｇさんの

番になると「俺の話すぐに終わると思う」と話

し、不安な様子が見られた。しかし、実際にリ

テリングを始めると、途中で他の生徒の助けを

借りながらも、どうにかして英語で伝えようと

していた。また、前時で思うようにいかなかっ

図 19 Ｇさんのアンケート結果 

 図 20 Ｇさんに着目した授業記録 

教師のはたらきかけ Ｇさんの「発言・つぶやき」と－行動― Ｓ他の児童 

 
 
 
 
「What did you do in English class?」 
 
「Did you do well?」 
 
 
「Again. Today we will use picture seat.」 

 
モデルとなる例文が書かれたプリントを配布。 

 
モデルとなる例文を音読する。 
 
「自分のリテリングとモデルリテリングで

何が違うか考えてみよう。」 
 
 
 
 
 
「今日の目標、昨日よりよいリテリングが

出来ればよい。昨日より一個でも多く、
相手に伝えられるようにしよう。」 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ｓ「リテリング。」 
 
―ファイルを開きピクチャーシートを見る― 
 
―前時の振り返りシートを見る― 
 
―プリントを見る。小さな声で読む― 

 

―教師に続いて音読する。後半になるにつれて声が小さくなる― 

 
 
 
Ｇ「全部違う。これの 1/4 くらいしかいってないよ。」 
―マーカーで I think に線を引く― 

Ｓ「自分の感想を述べてる。」 
Ｇ「それ思った。I think」 
 
 
 
―プリントとピクチャーシートを見比べる― 
 
 
 
 
―ピクチャーシートに日本語で「アドレス」「しつもん」 

「もってる」「楽しんで」「わたす」を書く― 
 
―グループで１人目のリテリングを聞く。途中頭を抱える― 
―グループで２人目のリテリングを聞く。― 
―自分のピクチャーシートを見ながら聞き、「コンタクト」と書

き足す― 
Ｇ「俺の話すぐに終わると思う。」 
Ｓ「昨日、短縮していたもんね。」 
―メンバーにピクチャーシートを示しながらリテリングする。― 
Ｇ「Hiro is going to London.」 
Ｓ「オッケー。」 

～第７場面（出入国カードを書く場面）～ 

Ｇ「Hiro any questions..Hiro questions 何だっけ」 
Ｓ「Hiro has questions.」 
Ｇ「Hiro has questions.CA answer.」 
Ｓ「オッケー。アンダースタンドよ。」 

～第 10 場面（滞在先を説明する場面）～ 

Ｇ「Hiro not stay hotel.But Hiro stay at aunt’s house.」 
～第 11 場面（入国審査をする場面）～ 

Ｇ「Official return ticket.うーん、Hiro has return ticket. 
Official が He will enjoy his stay.」 

Ｓ「ナイス。」 
Ｇ「なんとか伝わった。」 
 
 
 
 
 
 

 

よりよいリテリングについて考える 

リテリングをする 

前時の学習を振り返る 

Ｇさんの前時の振り返り 

自分のリテリングを考える 

Ｇさんの振り返り 
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たと振り返っていた第11場面も、主語と動詞の関係を考えな

がら語句をつないで説明することができた。リテリングを終

えて他の生徒から「ナイス」と声をかけられると、Ｇさんは「何

とか伝わった」と安堵の表情を見せた。振り返りでは、思うよ

うにいかなかった場面を振り返りつつ「それ以外はある程度うまくいった気がする」と書いている。 

 

Ｈさん 

①着目する生徒について 

 Ｈさんは、「（外国語が）好きですか」「よく分かりますか」に「ど

ちらかと言えば当てはまる」と回答している。残りの２つの項目には

「どちらかと言えば当てはまらない」と回答している（図22）。学習

に興味や関心を示すが、ねらいからそれてしまうことがある。 

②授業の実際 

「問い」をもち、解決に向かって学ぶことができていたか 

前時を振り返ると、Ｈさんは、ピクチャーシ

ートを指差して「いまだにここの説明が意味分

からない」と、思うように説明できなかった場

面について話した。その後も、その場面に重点

をおいて活動していたことから「どうすれば、

前回思うように説明できなかった場面を説明

できるだろう」という「問い」をもったととら

えることができる。  

モデルとなる例文と比較する場面では、「自

分のリテリングとは違う表現は？」と「問い」

をもち、隣の生徒とのやり取りから「自分の感

情を添える」「いくつかの文を一文につなげる」

という表現の仕方があることに気付いた。 

自分のリテリングを改めて考える場面では、

前時で思うように説明できなかった第９場面

と第11場面の例文を読んだり、語句をメモした

りして「問い」の解決に向かっていた。実際の

リテリングでは、自分なりの英語で伝えようと

努めた。しかし、比較した場面で気付いた「自

分の感情を添える」表現を使うまでには至らな

かった。第９場面と第11場面は、メモした語句

を活用しながら説明することができた。「こん

な感じでよいか」など自分なりの評価を交えな

がら説明を続け、最後は笑顔でリテリングを終

えた。 

 

図 22 Ｈさんのアンケート結果 

図 21 Ｇさんの授業後のインタビュー 

図 23 Ｈさんに着目した授業記録 

教師のはたらきかけ Ｈさんの「発言・つぶやき」と－行動― Ｓ他の児童 

 
 
 
 
「What did you do in English class?」 
 
「Did you do well?」 
 
 
「Again. Today we will use picture seat.」 

 
 
 
 
 
 
モデルとなる例文が書かれたプリントを配布。 

 
 
 
 
モデルとなる例文を音読する。 
 
 
 
「コンタクトするって何？」 
 
「連絡をとるとかね。ヒロも He doesn’t 

know contact address.分からなかった
んだね。」 

 
 
「自分のリテリングとモデルリテリングで

何が違うか考えてみよう。」 
 
 
 
 
「今日の目標、昨日よりよいリテリングが

出来ればよい。昨日より一個でも多く、
相手に伝えられるようにしよう。」 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ｓ「リテリング。」 
 
Ｈ「No」 
―ファイルを開きピクチャーシートを見る― 
―第９場面（滞在先の住所を書く場面）を指差して、隣の生徒に

話しかける― 

Ｈ「いまだにここの説明が意味分からない。」 
 
 
 
 
―プリントを見る。分からない単語について聞き合う。― 

Ｓ「これ（contact）何？」 
Ｈ「コンタクトアドレス、、コンタクトレンズ。ちっちゃい。」 
Ｓ「アドレスは住所でしょ。」 
Ｈ「ちっちゃい住所。」 
―教師に続いて音読する。― 

Ｈ「shows とは？」 
Ｓ「見せる。」 
Ｓ「コンタクトって何？」 
 
Ｓ「あたるとか、ぶつかるとか。」 
 
 
Ｈ「ああ。」 
 
 
Ｓ「これだ。私は思いました、彼女はとてもやさしいっていう

のが。」 
Ｈ「あとこれ。It’s very long 自分の感情を添えている。」 
Ｓ「たくさんの文を一つにつなげている。」 
Ｈ「ああ。You are very good.」 
 
 
 
―第９場面に対応する例文に印をつけ、音読する。― 
Ｈ「ここも、ちょっとな。」 
―第 11 場面（入国審査をする場面）に対応する例文に印をつける。― 

―例文中の shows をメモしてつぶやく。― 
Ｈ「なんて便利な。」 

 
～第９場面～ 

Ｈ「ええと、address the UK.  He don’t know..is not? 
    He doesn’t know contact address the U.K. これで 

いいね。いまいち分かんない。」 
～第 11 場面～ 

Ｈ「He is his passport shows to the official.こんな感じでい
いか。」 

Ｈ「Thak you.」リテリングを笑顔で終える。 
 
 
 
 

 

どうすれば、前回思うように説明できなかった場面を説明できるだろう？ 

よりよいリテリングについて考える 

Ｈさんの「問い」 

自分のリテリングを考える 

リテリングをする 

前時を振り返る 

Ｈさんの前時の振り返り 

Ｈさんの本時の振り返り 

自分のリテリングと違う表現は？ 

Ｈさんの「問い」 

Ｔ：今日は昨日のリテリングよりもどうだった？ 

Ｇ：昨日より何秒か長くなりました。 

Ｔ：どうして長くなったの？ 

Ｇ：色んな人からよいところをもらって文章を長くす

ることによって、自分のところを足せたからです。 
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（３）考察 

 Ｇさん、Ｈさんは、モデルとなる例文と比較する場面で「違いは何だろう」と自己のリテリングと比

べ、「I think」や「It’s」を使った表現方法に気付いている。その表現をリテリングに生かすまでに

は至らなかったが、比較する場面を設けることが、「問い」をもつことに効果的であったと考えられる。

Ｇさんは、後半場面に重点をおき、例文や他の生徒のリテリングから自分が伝えたいことを表す表現を

一つでも多く獲得しようとした。Ｈさんは、終始、前時で思うようにいかなかった場面の改善に向けて

試行錯誤していた。二人とも、語句の用法など不十分な点もあるが、前時のリテリングよりも一つでも

多くのことを他者に伝えようと努める姿が見られた。そこには、「分からないこと」や疑問に思ったこ

とを素直に表現し、互いに問う姿があった。 

また、二人とも前時よりもよいリテリングにするために、「問い」をもって活動に取り組んでいたと

考える。このことから、「思うようにいかなかった」という予想や見通しと結果とのずれを生徒自身が

振り返って「では、どうすれば？」という「問い」をもち、解決できる場が設けられていることが重要

であると考える。 

 

Ⅲ 研究のまとめ 

１ 研究の成果 

（１）「『問い』を大切にした授業づくり」について 

本研究会議では、学習状況に違いがあっても、児童生徒が問いをもつことができれば、学習を自分事

してとらえて学び、「分かる」を実感することができるのではないかと考え、問いを大切にした授業づ

くりに取り組んできた。検証授業では、それぞれの教科において着目した児童生徒が「問い」をもち、

解決に向かって学ぶ姿を見て取ることができた。「問い」をもち、その「問い」について試行錯誤して

解決することは、「分かる」を実感することの一つであるととらえている。 

検証授業を行った学級において「授業はよく分かりますか」という質問項目に対する回答の変容は次

の通りである（図24）。 

 

小学校、中学校ともに「当てはまる」と「どちらかといえば当てはまる」を合わせた割合は６月より

11月の方が増加している。 

図 24 「授業はよく分かりますか」に対する回答の変容 
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さらに、そのように回答した理由について以下のような記述が見られた。（図25） 

 

 

 

 

こうした記述は、「問い」をもち、解決に向かって学ぶ児童生徒の表れであるととらえることができ

る。このことから、「問い」を大切にした授業が、着目した児童生徒に限らず「分かる」を実感すること

への一助となったと考える。 

また、「（その教科を）勉強する一番の理由は何です

か」という質問に対して「分かると楽しいから」と回答

した児童生徒の割合は右の表のようになった（表１）。

各校においてこれだけの児童生徒が「分かると楽しい

から」と回答したことは成果である。 

（２）「問い」が生じる場面について 

着目した児童生徒が「問い」をもつ姿から、「問い」が生じる２つの場面を見いだすことができた。今

回の検証からは、児童生徒に「問い」が生じる場面を２つの型に整理することができる。 

１つ目は、課題との出会いによって「問い」が生じる場合であ

る（図26）。これは、例えば数学の検証授業においてｙ＝が縦に並

ぶ連立方程式の課題から「問い」をもったＡさんの事例や、国語

の検証授業において提示された写真を見て「問い」をもったＣさ

んの事例が当てはまる。ここでは、事前に「問い」を想定し、児

童生徒の思考にずれが生じる場面を設定すること、そして、ずれをしっかりととらえて問い返すことが

教師の重要な役割となる。児童生徒が課題との出会いで「問い」をもつことは、学習の見通しをもつこ

とでもあり、学習への主体的な取組につながると言える。 

２つ目は、課題に取り組む中で「問い」が生じる場合である（図

27）。これは、予想や見通しと結果とのずれから生じる「問い」で

あり、例えば国語の検証授業において自身が要約した文に対して

「もっと短い方がよいのか」とずれを感じたＤさんや、体育の検

証授業において伸膝前転に取り組む中で、「膝を伸ばしたまま立ち

上がれない」とずれを感じたＦさんの事例が当てはまる。Ｄさんのように、一見して「分からないこと」

やつまずくことなく学習を進めているように感じられる児童生徒にも、課題に取り組む中ですれが生じ

ているのである。このことから、児童生徒が課題に取り組む様子からずれをとらえて問い返し、「問い」

を顕在化したり共有したりすること、そして児童生徒が自己の取組を振り返る場面を設定し、その振り

返りから「問い」を見取り価値付けることが教師の重要な役割であると言える。 

このように「問い」が生じる場面について整理したことによって、「『問い』を大切にした授業づくり」

における教師の役割が明確になった。このことは、今後の授業改善に生かすことができる。 

（３）手立ての妥当性について 

事前に「問い」を想定したことによって、授業において教師が児童生徒のずれやつまずきをきめ細や

かにとらえることができた。 

検証授業における、知識や経験と対象とのずれから「どうすれば既習を使って解けるのだろう」と考

「なぜ？などのことを見つけるのが楽しくて考えるようになったから。」（Ｂ小４年） 

「なかなかやりたいことができなくて、そのできない理由を考えて分かったってなる。」（Ｃ小５年） 

「分からないことを、みんなで解決するともっと分かる。」（Ａ中２年） 

「分からないって大事。そのままにしないで聞いたり調べたりすることですっきりする。」（Ｄ中２年） 

表 1「分かると楽しいから」と回答した児童生徒の割合（11 月実施） 

B小４年
（国語）

C小５年
（体育）

A中２年
（数学）

D中２年
（外国語）

29.4% 45.4% 26.4% 36.3%

図 25 「授業はよく分かりますか」に対して「当てはまる」「どちらかと言えば当てはまる」と回答した理由より 

図 26 本研究会議が考える「問い」が生じる場面１ 

 

図 27 本研究会議が考える「問い」が生じる場面 2 
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える児童生徒や、自分と他者との考えのずれから「え？本当に？」と既有の知識について再考する児童

生徒、思ったようにいかなかったという予想や見通しと結果とのずれから「どうすれば？」と思案する

児童生徒など、研究を通して「問い」をもつ姿を明らかにすることができた。こうした姿は、いずれも

思考のずれがきっかけとなっている。このことから、比較する場面を設定すること、そして、生じたず

れを教師がとらえて問い返すことは児童生徒が「問い」をもつことに有効であった。 

児童生徒の学習状況を把握し「問い」を見取るうえで、「分からない（難しかった）こと」や「新たに

生じた疑問」を視点とした振り返りは有効であった。その記述から、児童生徒は、それまでの学習を「分

からない（難しかった）こと」という視点で振り返ることで「問い」を自覚することが分かった。こう

した振り返りは、児童生徒が、その時点で分かっていないことや考えるべきことは何かを明らかにする、

つまり自己の学習状況を把握することにもつながったと考える。 

これらのことから、本研究が講じた４つの手立ては妥当性をもっていたと考える。さらに、検証を通

して「問い」を解決しようと課題や他の児童生徒などに働きかけながら解決に向けて試行錯誤する姿を

見て取ることができた。つまり、教師から逐一説明や指示が無くても、周囲と関わりながら「問い」を

解決する方法を見いだそうとしていたのである。このことから、「問い」をもつことが学習への主体的な

取組につながると明らかになった。そして、問うことを認め合う学級の雰囲気が基盤となることを改め

て確認することができた。 

 

 

２ 研究の課題 

「分かる」ことに焦点を当てて研究を進め、一定の成果を得た。今後は、できることという視点を加

える必要があると考える。例えば体育科では、速く走ることや、ボールを遠くに投げることなどが感覚

的にできる場合がある。そうした児童生徒に対しても、「どうしてできるのだろう」と「問い」をもち、

自身の取組を省察できるようにする手立てを講じる必要がある。そのことによって、児童生徒の「分か

る」とできるが結びつき、確かな理解が図られるのではないか。 

児童生徒一人一人のつまずきや「問い」の見取りについて課題が残った。本研究では、あらかじめ着

目する児童生徒を決め、研究員がその児童生徒の発言や行動などを記録することによって、つまずきや

「問い」を見取ることができた。しかし、授業者が児童生徒一人一人の学習状況をきめ細やかに見取る

ことは容易ではない。そこで、授業において全員が「分からないこと」や「問い」を記述して表出する

場面を設けるなど、可視化する取組も必要である。 

「分からないこと（難しかったこと）」を視点とした振り返りを行ったことで、「問い」を見取ること

はできた。しかし、こうした「問い」をもとにして、次時の授業づくりをするという実践にまでは及ば

なかった。振り返りで見取った「問い」を提示し、学級全体で解決に向けて試行錯誤するなど、「問い」

を次時に生かすという視点から授業改善を図ることができると考える。  

成果では、「問い」が生じる場面について整理した。しかし、教科等に応じた「問い」の内容の特性に

ついては明らかにすることはできなかった。今後、児童生徒の「問い」に視点を当てて研究を積み重ね

ていくことで、各教科等に応じた「問い」の内容の特性を見いだすことが期待できる。各教科等におけ

る「問い」の内容の特性を見いだすことができれば、それをもとに授業を構想することができる。その

ことによって、より多くの児童生徒が「問い」をもち、解決に向かって学ぶ授業を展開することができ

るのではないか。今後の課題としたい。 
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最後に、研究を進めるにあたり、ご支援、ご助言くださいました講師の先生、また校長先生をはじめ

学校教職員の皆様に、心より感謝し厚くお礼申しあげます。 
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