和歌山大学教育学部附属小学校

理科学習指導本時案
授業者 久保 文人
日時：令和元年６月１５日（土）第６校時（14:35〜15:20）
対象：第４学年Ｃ組 29 人
場所：４年Ｃ組教室
「比べる」「つなげる」など思考スキルを促す声掛けをするとともに，子どもの思考が見える

本時の主張点
板書を行うことで，子どもたちの思考がつながり，探究的な学びが実現するだろう。

１．本時の構想と学習課題について
子どもたちはこれまでの学習より，モーターカーの走る速さは電流の強さと関係していること，電流
には向きがあることを学んでいる。本時では「乾電池２個とどのようにつなげばモーターカーが速くな
るか」という問題の解決を目指す。第２時の段階で乾電池を２個にすれば電気の力が大きくなり，モー
ターカーが速くなると予想した子がいた。しかし，子どもたちの多くはつなぎ方にまで意識が及んでい
ない。本時の学びから“乾電池のつなぎ方でモーターカーの速さが変わる”ことを理解する姿を期待す
る。

２．本時における探究的な学びと省察性の働き
本時における探究的な学びとは「自分と友だちの予想や結果を比較したり，関連付けたりすることで
“乾電池２個のつなぎ方によってモーターの速さが変わる”ことを理解する」という過程である。乾電
池２個を与え，そのまま自由につなぐとすんなりと直列つなぎを行い，問題解決への「強い電流を流す
つなぎ方」にすんなりとたどり着いてしまう。そうなると子どもたちからは並列つなぎの考えが生まれ
にくい。そこで，つなぎ方を予想する段階で乾電池２個が横に並んだ状態のワークシートを提示する。
そうすることで，子どもたちの中に並列つなぎの発想が生まれ，子どもの期待する思い（坂道を走らせ
たい）と結果（坂道を上らない）にズレが生まれるであろう。そのズレから本時のねらいへと迫ってい
きたい。本時において子どもたちの学びを支える省察性は，「自分たちの実験が正確に行われたかどう
か」を判断する力である。子どもたちが発想した実験だからこそ予想したつなぎ方と実際のつなぎ方が
そろっていない等のようなことも起こりうる。子どもたち自ら立ち止まり，実験の是非を問い返すよう
な省察する姿を期待する。

３．本時で活用・発揮したいこれまでの学び
子どもたちは３年生で回路やショート回路，そして前時までに電流や検流計の使い方を学んでいる。
これらの知識は，予想した回路図が本当に回路になっているのかどうか確かめるよりどころになる。省
察を促す場面では，これらの知識を活用・発揮させたい。また，前時までに電流の強さとモーターが回
る速さやモーターカーが進む速さが関係していることを学んでいる。その際に「つなげる」思考スキル
をつかっており，本時でも，
「つなぎ方と電流の強さ」を関係付ける際に発揮できるよう期待したい。
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４．本時の目標
乾電池の数やつなぎ方を変えるとモーターの回り方が変わることを理解する。

５．本時の展開
学習活動と予想される子どもの反応
１．本時の学習問題を確認する。

留意点・評価
・ 「何のために学習していたか」を冒頭で問うこ
とで，学習の目的を意識させる。

乾電池２個とどのようにつなげばモーター
カーが速くなるか

・ 事前にワークシートに予想の回路図をかかせて
〇 電流が強くなるつなぎ方をみつければよ

おく。あえて乾電池２個を横並びでかいておく

い。
２．予想を交流する

ようにする。
〇

子どもから出た回路図をチャートで分類しなが

○ Ａ（直列）のつながり方だと電気の力が２
倍になると思うよ。

ら板書する。
・ どうしてそのようなつなぎ方にしたのか問うこ

○ Ｂ（並列）だと途中で分かれるから電気の
力が弱まるんじゃない？

とで自分の予想に根拠をもたせる。
・ ショート回路や電流が流れない回路をかいた図

○ Ｃ（ショート回路）だとショート回路にな

が出てきたときに，３年生の回路の学習を想起

っていると思うよ。

させることで電流が流れるかどうか判断させ

○ Ｄ（電流が流れない回路）だと回路になっ
ていないので電気は流れないよ。
３．実験をする
〇それぞれのつなぎ方でモーターカーがどう

る。
・ 必要に応じて検流計を渡す。
・ 途中で回路を繋ぎ変えてもよいことを伝える。
・ 友だちと協働的に取り組む姿を価値付ける。

なるか確かめる。
４．結果を交流する
○ Ａが１番速い。乾電池１個だったら上らな
かったのに，Ａでは坂を上った。

〇

思考スキル「比べる」
「つなげる」をつかうよ
う促したり，子どもが使っていた場合は価値付
けたりする。

○ Ｂは乾電池１個と速さや坂道の上り方が変
わらない。
○ Ａのつなぎ方やＢのつなぎ方の電流の強さ

知 乾電池の数やつなぎ方を変えるとモーターの回
り方が変わることを理解する。

を調べたいな。
○ つなぎ方によってモーターカーの速さがち
がう。
６．学習をふり返る

・この時間で何が明らかになり何が明らかになって
いなかったどんな疑問が残っているのかを自覚さ
せる。
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社会科学習指導本時案
授業者 中山 和幸
日時：令和元年６月１５日（土）第６校時（１４：３５〜１５：２０）
対象：第３学年Ｃ組 ２９人
場所：３年Ｃ組教室
まとめ・表現の学習過程において明確な目的を子どもに持たせることで，これ
本時の主張点

までの学びをふり返り，学んだ知識を総合したり，活用・発揮したりしながら和
歌山市全体を捉え直そうとする探究的な学びが実現できるだろう。

１．本時の構想と学習課題について
前時までに，まちたんけんや地図づくりを通して，地域ごとの特色や事象のつながりについて考察し
てきた子どもたちが，岩出市の小学生に和歌山市のことを伝えることを目的にすることで，和歌山市全
体へと視野を広げ，和歌山市を俯瞰的に考察し，捉え直そうとするのが本時である。前時に子どもの問
いをもとに設定した学習問題である「和歌山市は，どんなまちと言えるだろうか？ぴったりの言葉を探
そう。」の解を地形，土地利用の様子などの「地理的な見方」や和歌山市内の「ひと・もの・こと」の
相互のつながりなどの「関係的な見方」
，開発・進化する道や建物などの「時間的な見方」の３つの視
点から和歌山市の特徴を明らかにしていく。和歌山市を多角的に捉え，和歌山市は見方によって様々な
顔をもち，今も変化し続けているまちだということに気づかせたい。

２．本時における探究的な学びと省察性の働き
和歌山市内における各地域の特徴を「地理的・関係的・時間的」な３つの見方を働かせながら，仲間
と互いに意見や考えを交流し合い，協働する中で，和歌山市全体の様子を俯瞰的に捉えていくことが本
時における探究的な学びであると考える。本時においては，互いの考えを交流し合う中で，考えの違い
が明らかになる場面で省察性が働くと予想する。違いに気づくことで，再度自分の考えを見つめ，より
多角的に解の妥当性を吟味する姿を引き出したい。吟味によって，自らの考えや和歌山市に対する見方
を再構成することが，子どもたちの探究の質を高めることにつながることを期待する。

３．本時で活用・発揮したいこれまでの学び
これまでに，子どもたちは，まちの中にあるものは，互いにつながり合っていて，何かがそこにあっ
たり，集まっていたりするのには理由があることを学んでいる。それらの知識を活用・発揮しながら，
和歌山市の地域による様子の違いを説明し合い，和歌山市を多角的に考察する姿を期待している。
また，子どもたち一人一人が自分の住んでいるところやよく遊びにいくところの様子などを思い起こ
し，普段の生活の中で培われている和歌山市に対する個々の見方を発揮しながら学級の仲間と協働して
納得解をつくっていく姿を期待している。
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４．本時の目標
・和歌山市に対する個々の見方（地理的・歴史的・関係的）を発揮しながら，和歌山市の様子を多
角的に捉えることができる。（思・判・表）

５．本時の展開
学習活動と予想される子どもの反応

留意点・評価

１． 本時の学びを見通す。
（問題の把握，解決の見通し） ・はじめに本時のゴールを確認し，見通しをもたせ
２． 本時の学習問題について確認し，各々の考えを表
出する。

る。
・各々の考えや意見を表出できるようにする。

学習問題：和歌山市は，どんなまちと言えるだろ

うか。ぴったりの言葉を探そう。
３． 表出した考えを全体で吟味し，再構成する。
予想される子どもの反応

・一面的な見方に偏る場合は，新しい立場からの考
えを教師が提示し，多角的に問題解決について見
直すことができるように促す。
・和歌山市の多面性がわかるよう，構造的に板書に

（１）
地理的

まとめることで，子どもたちの思考の整理を助け

・海，山，川，田んぼ，畑，森，自然豊か
・お店，工場，大きな道，電車，いろいろあるよ

る。
・学びを関連付け，総合し，それらを可視化するた

・和歌山城

めに，考えの要点を明らかにしながらチャートにま

関係的

とめていく。

・便利
・にぎやか

・元気いっぱい
・いなか

【思考の可視化の一例】

・静かなところもある

・都会

・いいところ
地理的な見

・みんな大好き

・お年寄りが多い

・景色がいい
方の意見

時間的
・変化する

・成長する

関係的な見

和歌山市

方の意見

時間的な見方の意見

ベストミックス
・変化する和歌山市！いろいろあるよ！！

変化する和歌山市！いろいろあるよ！！
思 和歌山市に対する個々の見方（地理的・関係的・

４．学びを振り返り，次時の活動を見通す。

時間的）を発揮しながら，和歌山市の様子を多

〇和歌山市にはいろんなものがあるんだ。

角的に捉えることができる。

〇和歌山のすごいところがわかったよ。

・時間があれば，次時への見通しを持たせるため

〇変わっていっているところがあるのにびっくり。

に，次の時間は「どんなことをするといいか

〇早くガイドブックをつくりたい。

な？」と問い，次時以降の見通しをもたせる。
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算数科学習指導本時案
授業者 松本 都望
日時：２０１９年６月１５日（土）第６校時（１４：３５〜１５：２０）
対象：第１学年 A 組 ３０人
場所：１年 A 組教室
本時の主張点

１対１対応の図を描き，ちがいがどこかを説明することで、求差場面の理解が深
まるであろう。

１．本時の構想と学習課題について
本題材は、ひき算の求差場面である。ただ単に大きい方の数から小さい方の数をひけば、答えは簡単
に出せる。しかし、それでは，ひき算の立式が正しくできると言えるが、求差の問題場面を理解し、表
現しているとは言い切れない。問題に出てくる２数の関係を数図ブロックの操作や図に描くことを通し
て、表現することが大切である。２数について左端を揃えて数図ブロックを置いたり、図に描いたりす
ることで、右に２数の差が表れる。子ども達が、その差を２数の“違い”であると話したり、自分の図
を囲んだりするなどして、表現することができたとき、はじめて求差の問題場面が具体的に理解できた
といえると考える。
本時は１対１対応の図を描いたとき、右側に表れる“違い”について１年生なりの言葉で表現するこ
とを大切にしたい。

２．本時における探究的な学びと省察性の働き
問題場面について立式し、答えを出したり、図に描いたりすることができるが、立式で出した答えが、
自分の図の中ではどこなのかを表現できない子がいる。それでは、問題場面を理解しているとは言えな
い。よって本時では、
「おにぎりとお茶の違いは３だよね。」「じゃあ、３ってみんなが描いた図の中で
はどこ？」「ペアでお話してみて」と発問することで、違いに目を向けさせ、１年生なりに、２数の違
いを表現しようとする探求的な姿を引き出したい。
また、授業の最後にできたことを中心に振り返る時間を取る。子どもの言葉を価値づけていくことを
通して、省察性を働かせながら、本時の学習をまとめていくことを目指す。また、自分の描いた図を用
いて、問題場面を表現させていくことを通して、省察性を働かせながら、学びを実感することを目指す。

３．本時で活用・発揮したいこれまでの学び
子どもたちは、たし算の学習から算数名人（①お話②数図ブロック・絵・図③式）を使って学習をし
てきた。問題場面を、絵や図に表現する活動を大切にしてきたため、何が問われているのかを意識し、
学習してきた。本時でも、算数名人を用いて、求残場面をあらゆる方法で表現する姿を引き出したい。
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４．本時の目標
数学的表現を用いて，求差場面を表現することができる。

５．本時の展開
学習活動と予想される子どもの反応

留意点・評価

△手立て

１．課題を確かめる。
○ おにぎりとお茶があります。

・子どもの「数えたい。
」という意欲を引き出すため

○ おにぎりとお茶がバラバラで数がわかりま

に、おにぎりとお茶をランダムに並べた写真を提示

せん。

する。

○ おにぎりとお茶の数を数えてみたいよ。
○ ブロックを使ってみたいよ。

・ 算数名人（①お話②数図ブロック・絵・図③
式）を使って、問題場面を表現する。

２．問題場面を表現する。

・自分が１番わかる図で表現することを大切にする。

・図に表現する。
〇〇〇〇〇〇〇〇

●●●●●

思数量の関係に着目し，求残場面について数学的表
〇〇〇〇〇〇〇〇

現を用いて，考えている。

●●●●●

△ペア活動で友達の考えを真似しながら、問題場面
を表現できるようにする。

○ おにぎりが８個でお茶が５本です。
○ おにぎりが３個おおいよ。
〇 同じ数のところを繋ぐと、おにぎりとお茶
の数の違いがわかりそう。
・式に表現する
〇８－５＝３
〇８－３＝５

・できたことを中心に振り返り、価値付けながら本
時のまとめをする。

３．振り返る。
〇 違いが３だとわかりました。
〇 ひもの図を使ったら、違いがよくわかりま
した。
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図画工作科学習指導本時案
授業者 西原 有香莉
日時：令和元年６月１５日（土）第５校時（13：45〜16：30）
対象：第５学年Ｃ組 ２８人
場所：５年Ｃ組教室
身の回りにある形を組んだり，iPad で見る方向を考えて撮ったりすることで，身の回りにあ

本時の主張点
る形の造形的なよさや多様さに気付くと共に，立体造形の探究的な学びが実現するだろう。

１．本時の構想と学習課題について
前時まで，はさみや鉛筆，のりなどの身の回りにある様々な道具を，アルミホイルで包み込むことで，道
具を“形”化していった。機能性を持たないただの“形”は，日常的に使用し見ていたものばかりであるが，
改めて“形”として認識することで，人によって機能性を求めてつくりだされた“形”の多様さに気付くだ
ろう。本時では，
“形”は，機能的な形と，自然的な形があることをおさえた上で，ある抽象彫刻家の作品を
見せる。機能性を持たないうえに何にも見立てられない形が存在することへの気付きと共に，形は何らかの
印象やイメージを与えることの実感を促したい。そのような実感から，機能的でも自然的でもない「第３の
形」を，これまでにできた“形”を組み合わせることによりつくりだす活動をする。また，
「アルミ王国の象
徴となるようなオブジェ（展示物）のおくりものづくり」というテーマの設定や，その形のよさが伝わる角
度から iPad で撮影を行うことで，自分がつくりだす形の意味を自身で問い直したり，よさや価値を視覚的に
多様に捉えなおしたりする活動を促すと考える。そうして，多様に生み出される形を目の当たりにすること
で自己の特質や表現の価値の気付きや，自身も“形”をつくりだすことのできる創造者の１人であることの
実感などを通して，つくり出す喜びを感じながら創造活動ができるようにしたいと考える。

２．本時における探究的な学びと省察性の働き
本時における探究的な学びを「どのように，またはどのような方向で形を組み合わせると，形の造形的な
よさが生かせるような形になるのか考えること」とする。組み合わせによる形づくりは，何度も組み換えが
可能なことから，パーツとなる“形”をあらゆる方向から見て，その形の造形的な特徴を生かそうと試行錯
誤する姿が生まれることを予想する。また，「アルミ王国の象徴となるようなオブジェのおくりものづくり」
というテーマが，その形にこめる思いをより強めたり，
「どのような形が印象的なのかな」という他者意識の
思考を働かせたりすると考える。さらに，iPad を通して自己のつくり出した作品を見直すことで，自己のつ
くり出した形を「これでいいのかな？」「他にも組み合わせ方はないのかな？」「もっと形（パーツ）のよさ
が伝わる方向はないかな？」などの視点をもちながら，表現物を改めて見返したり多様に捉えなおしたりす
ることをねらう。また，画面を通して見る作品は平面となり，形をシルエットで見ることも可能にする。そ
のような，形の異なる捉えなおしが，それぞれがもつ感性に基づいた“よりよい形”に向けて探究的に立体
造形していく姿が見られると考える。

３．本時で活用・発揮したいこれまでの学び
前時までに作成した形（本時ではパーツとなる）が多種多様であることから，形の多様さには気づいてい
ることを予想している。また，丸みを帯びている部分や角張っている部分があること，凹凸が微妙にあるこ
となども，アルミホイルで包む活動によりつかんでいるだろう。しかし，それらの形に関する気付きは，行
為を通して感覚的につかんでいるものの，形の造形のよさや実感を伴う認識までは到達していないと考える。
そこで，前時までの形をパーツとして組み替える活動をすることで，形の造形的な特徴の視覚的な理解を促
すと共に，その形のよさを生かすことができることをねらう。
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４．本時の目標
・形がもつ造形的なよさを生かしながら，多様な組み合わせによる立体の構成を行うことができる（知識・
技能）
・形のよさや特徴を感じると共に生かしながら，組み合わせ方を多様に試みる（思考力・判断力・表現力）
・形の色々な組み合わせ方を楽しむと共に，新たな形をつくり出すことの面白さに気付く（主体的に学習に
取り組む態度）

５．本時の展開
学習活動と予想される子どもの反応

留意点・評価

１．身の回りにある「形」について知る
〇使った消しゴムを包んだから，少し短いよ。
〇家にあった▲▲を形にしてみたんだけど，この部分
が気に入ってるよ。

２．抽象彫刻家の作品を鑑賞する。
〇これ，何の形かな？
〇変な形。見たことないよ。
〇でも，しゅっとしていて早い感じがする。

・前時までにつくった形の気に入っているところを紹介し
合うことにより，形が多種多様であることを再確認す
る。また、それらの形は，全て人が機能性を求めてつく
り出した形であることを確認する。

・抽象彫刻家の作品を鑑賞し，形は何らかのイメージをも
たらすことを実感できるようにする。
・形は機能的なものと自然的なもののほかに，機能性を持
たない抽象的な形（第３の形）があることを伝え，本時
は，第３の形をつくりだすことを確認する。

３． 本時の学習を知る
アルミ王国へのおくりものをつくろう
〇どの形を使おうかな。
〇この部分がすきだから，目立つようにしよう。
〇印象に残るような，かっこいい形にしたいな。

４．組み合わせてできた形を iPad で撮影する
〇どの角度から撮ると，一番よく見えるかな。
〇いいと思ってたけど，もう少し重ね方を変えてみよ
うかな。
〇違う形を使う方がいいかも・・・

５． 活動を伝えあう
〇ここの重ね方を工夫したよ。
〇この形（パーツ）が思っていたよりかっこいいね。
〇こっちの角度から見ると，すき間があるからそれが
おもしろいと思ったよ。

・できそうな組み合わせ方について，話し合ったり伝えた
りする。その際，子ども自身でさらに工夫し活動を広げ
られるようにするため，造形操作は伝えすぎないように
留意する。
・活動が止まっている子や悩んでいる子には，その子の思
いや発想を大切にしながら，周りの友達の表現にヒント
をもらうことや，表現したいことを一緒に探す。

・角度によって，見え方が変わってくることを伝え，形の
組み合わせ方を改めて見直したり，考え直したりするこ
とを促す。

・それぞれの表現のよさを，造形物だけでなく，言語で伝
え合うことで，活動の意味や価値の明確化を促す。
知・技形がもつ造形的なよさを生かしながら，多様な組み合わ
せによる立体の構成を行っている。
思・判・表 形のよさや特徴を感じると共に生かしながら，組
み合わせ方を多様に考えている。
主形の色々な組み合わせ方を模索すると共に，自分なりの新た
な形をつくり出すことを楽しんでいる。

＊
単
元
を
通
し
て
評
価
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体育科学習指導本時案
授業者 則藤 一起
日時：令和元年６月 15 日（土）第５校時（13:45〜14:30）
対象：第５学年Ｂ組 27 人
場所：体育館
「どんな風に走る？」という課題と様々な場を設定することで，これまで学んだ「助
本時の主張点

走の方向」や「踏み切り方」と関連させて考え，何度も何度も跳び越そうとする子
どもの姿が見られるであろう。

１．本時の構想と学習課題について
本時までに「助走の方向」
「踏み切り方」について学習してきている。そして跳ぶために，なんとなく走
っている。ただ，その助走が高く跳ぶことに生かされているかというとそうでない子どももいる。ただ単
にスピードだけを上げて突っ込んでいるという状態，スピードが生かされずに高く跳べない状態などであ
る。本時では，前時に考えた「踏み切り方」につながるような，より高くジャンプできる「助走の仕方」
について考える。今までなんとなく走っていたが，強い踏み切りにつながるような助走とはどんなものか
を考え，活動していく。

２．本時における探究的な学びと省察性の働き
“より高く跳びたい”というのが子どもたちの思いである。本時では「より高くジャンプできる助走の
仕方を考えること」が探究的な学びである。
“どうすれば高く跳ぶことができるのか”について取り組んで
いくときに，助走の仕方を考え，その方法で走った時に今まで以上の高さにつながるジャンプになってい
るのかをふり返らせる。
“長すぎて疲れていないか”
“なんだかリズムが悪いな”など，自分の跳べない理
由について考える。そして，そのための動きに合った活動ができる場を準備しておく。それぞれの場がど
のような動きを意図してあるのかを理解させ，自分の課題に応じた場を選べるようにしておく。２，３歩
助走などでも上に跳べることを体感させ，どんな助走がよいのかを考えることにつなげたい。

３．本時で活用・発揮したいこれまでの学び
これまで，自分で「試す」
，友だちの運動を「見る」
，どうしたらできるのかを「考える」
，友だちに「伝
える」ということを大切にしてきたので，跳べない理由（長すぎて疲れてジャンプできない，リズムが悪
くて足が上がらないなど）を自分なりに分析できるであろう。踏み切り方は前時で学習しており，本時で
助走の仕方を考えることが，より強い踏み切りにつながるように考えさせたい。そして上手くいった時の
助走をくり返すことで，
「踏み切り方」や「助走の方向」も再度考え，それらの動きを重ねながら，上に高
く跳べるようにしていきたい。
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４．本時の目標
助走の仕方を考え，より高く跳ぶことができる。
（知識・技能）

５．本時の展開
学習活動と予想される子どもの反応

留意点・評価

１．場の準備と準備運動
○ 上に上にスキップするぞ。

・ 高く跳ぶことを意識させて体をほぐさせる。
・ ４つの場をローテーションさせる

２．課題の確認
○ 前の時間，踏み切り方を学んだよ。

・ 想起させるために，実際に子どもにさせる。

○ さらに高く跳ぶためには，助走が大事だよ。
どんな助走をすると，より高く跳べるのだろう
３．グループでの活動
○ どこから走ろうかな？
○ 力強い踏み切りにつながる助走ってどんなん
だろう？
○ ケンパーリングを使って助走に取り組んでみ
よう。
○ リズムが合わないから，コーンの場で練習し
てみよう。

・ 踏み切り時の態勢を見てアドバイスができる
ように声をかける。
・ 必要に応じて，２，３歩助走からでも高く跳
べることを試させる。
・ 力強い踏み切りにつながるような助走になっ
ているかを見合わせる。
・ 自分の課題に応じた活動ができるように様々
な場を用意する。

４．動きの共有
○ 遠すぎても，踏み切りにつながっていない
よ。
○ 最後の３歩で合わせてみよう。
○ リズムがいいな。真似してみよう。

・ 各場で取り組んだことを生かして，グループ
での活動に生かさせる。
・ 高さや自分の課題に合っていなければ，バー
を低くしたり，練習の場に移動したりするよ
うに伝える。

５．グループでの活動
○ 共有したことを基に，活動に取り組む。

・ 全体で共有できるように，ホワイトボードに
絵や図でまとめていく。

６．ふり返りと片付け

知より高く跳ぶための助走の仕方を知り，強い踏

○ 助走はリズムが大事。

み切りにつなげて跳ぶことができる。
（学習カ

○ 強く踏み切れる助走は７歩くらいだった。

ード・活動の観察）
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道徳科学習指導本時案
授業者 田中 千映
日時：令和元年６月 15 日（土）第５校時（１３：４５〜１４：３０）
対象：第１学年Ｂ組 30 人
場所：１年Ｂ組教室

本時の主張点

「こうきくんにどうすればよかったのかを教えてあげよう」と、こうきを客観的に見
て、こうきに語りかける場を設定することで、自己のよりよい生き方について考えよ
うとする力を育むことができるであろう。

１．本時の構想と学習課題について
本時の教材「じゃんけんぽん」は、こうきがドッジボールで仲良しのやすしと同じチームになれなか
ったためにがっかりして、みのりがさそいにきても素直に行く気になれず、みのりを悲しませてしまう
という話である。本学級では、こうきのような態度をする子は見られないが、
「〇〇ちゃんといっしょが
いいな」という気持ちは見え隠れしている。今後友達同士の関わりで、こうきのような態度も見られる
ことは考えられる。本時は、
「みんなと楽しく過ごすには、どうすればよいのだろう？」を学習課題と
し、みんなと楽しく過ごすためには、自分の好き嫌いにとらわれず、よく考えて行動することが大切で
あることに気づき、みんなと楽しく過ごすには自分はどんな行動をしていけばよいかを考えさせたい。

２．本時における探究的な学びと省察性の働き
本時では、みさきを見て、
「悪いことをしてしまった」と思う気持ちと「でも、やすしとなりたかった
んだもん」という自己中心的な気持ちの両方を受け止めながらも、こうきはどうすればよかったのか考
えようとする姿を探究的な学びの姿とする。こうきがどうすればよかったのかをみんなに話しやすいよ
うに、
「こうきくんにどうすればよかったのかをおしえてあげよう」と、挿絵のこうきに教えてあげたい
ことを語りかけられる場を設定することで、客観的にこうきの姿を見て、一人ひとりが自分だったらど
うすればよいのかを考え話すことができると考える。また、授業の最後に、
「みんなと楽しく過ごすには
自分はどんなことに気をつけたらいいだろう」と自分自身のことを振り返る学習活動を取り入れている。
自分たちがこうきに教えたことを振り返りながら、自分自身の生活に戻り、自分ならみんなと楽しく過
ごすためにどんなことに気をつけていきたいかを考えようとしている姿に省察性が働いていると考え
る。

３．本時で活用・発揮したいこれまでの学び
本時に至るまでに国語「はなのみち」や図工「おってたてたら」のグループ活動や休み時間の「みん
なあそび」を行ってきている。国語「はなのみち」では、グループに分かれ音読劇の練習する中で自分
勝手な行動をして周りを困らせたり、各々の思いがぶつかったりする場面もあったが、力を合わせて練
習したからできたことも感じている。また、
「みんなあそび」のドッジボールでは、納得するルールを話
し合い、ルールを守りみんなで楽しく遊ぶことができた体験をしている。道徳では、
「かぼちゃのつる」
で、わがままをすると周りに迷惑をかけてしまうことやきまりを守ると気もちのよい生活を送ること、
「めだかのめぐ」では、みんなが優しくしてくれたり、心配してくれると嬉しくなったりすることこと
も考えてきている。本時の発言の中には見られにくいかもしれないが、これまでの自分たちの体験や関
連のある道徳科の学習を想起しながら、
「自分勝手は困る」
「わがままはこまる」
「だれとでもなかよくし
ないと楽しくない」
「みんなで遊んでみれば楽しい」などが考えられるようにしたい。
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４．本時の目標
自分の好き嫌いにとらわれずに、よく考えて行動することのよさに気づき、誰に対しても公正・公平
に接しようとする判断力を育てる。

５．本時の展開
学習活動と予想される子どもの反応
１．どんな１Ｂだったらいいかを想起し、本時
の学習課題を知る。

留意点・評価
・本時の学習と、自分の体験とつなげて考えること
ができるようにする。

みんなとたのしくすごすにはどうしたいいのだろう
２．
「じゃんけんぽん」を読んで話し合う。
〇目になみだをためたみのりを見たこうきは、
下を向いて、どんなことを考えていたでしょ
う。
・みのりさん、ないちゃった。どうしよう。
・みのりさんにわるいことをしたな。
・みのりさん、ごめんね。
・でも、やすしくんといっしょのチームがよ
かったんだもん。
◎みんなとたのしくすごすために、こうきくん
はどうしたらよかったのだろう。こうきくん
にどうしたらいいか、おしえてあげよう。
・じゃんけんで決まったことは守らないとい
けないよ。
・だれが嫌とか言ったらだめだよ。
・誰とでもいっしょのチームにならないとい
けないよ。
・みんなでなかよくしないといけないよ。
・だれとでも楽しく遊ばないといけないよ。
・わがままいったら、友だちが困るよ。
・嫌とか言われた子は悲しむよ。
３． じぶんのことをふりかえる。
（ワークシー
トに書く）
○今日のお勉強でみんなと楽しく過ごすには、
自分はどんなことに気をつけたらいいだろ
う。
・じゃんけんで決めたことはまもる。
・わがままを言わない。
・みんなとなかよくする。
・だれが嫌とか、だれとなりたいとかを言わ
な
いようにする。
・だれとでもいっしょにあそぶ。

・役割演技を取り入れ、こうきの気持ちを考えやす
いようにする。
・やすしと同じチームがよかった気持ちが出なけれ
ば、はじめは楽しみにしていたやすしについて考
え、やすしと同じチームになりたかったこうきの
気もちにも共感できるようにする。
・
「こうき君にどうしたらいいか教えてあげよう」
と、挿絵に向かってこうきに語りかけることがで
きるようにし、
「どうすればみんなと楽しく過ご
せるか」を考えることができるようにする。
・補助発問しながら、どうしてそのようにしないと
いけないのか、判断の根拠も問うようにする。

・生活場面で自分自身を見つめ、振り返ることがで
きるようにする。
・自分自身に振り返らせることが難しければ、こう
きくんに言ってあげたいことを書いてもいいよう
にする。
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国語科学習指導本時案
授業者 川端 大奨
日時：2019 年６月１５日（土）第 6 校時（14：45〜15：30）
対象：第４学年Ａ組 29 人
場所：４年 Ａ組教室
本時の主張点

「一つだけ」の言葉に注目し，比べて考えることでより深く登場人物の思いに迫
ることができるであろう。

１．本時の構想と学習課題について
本実践における学習課題を作品の題名に込められた作者の思いを登場人物の会話や行動から読み取
ることとした。
「一つの花」は作者の思いが題名によく表れており登場人物の会話，行動から読み取りや
すいと考えている。そこで本時ではお父さんの言葉の「一つだけ」に注目させ「一つだけのいも・にぎ
りめし・かぼちゃのにつけ」と「一つだけのお花」を比べることでよりお父さんのゆみこへの思いに近
づいて考えさせたい。お父さんのゆみこへの思いを通して題名に込められた作者の思いを考える姿を目
指していきたい。
また学習課題は単元を通して設定することを意識した。本実践では題名に込められた作者の思いを考
えることとしている。しかし作者論を考えるわけではなく登場人物の会話や行動から作者の思いに迫っ
ていきたい。

２．本時における探究的な学びと省察性の働き
本時では，一つの花に込められたお父さんの思いとは何かという問いを投げかける。その問いに対し
ての子どもたちの考えをお父さんの思いに近づくようにつなげていきたい。お父さんの思いを考えてい
くときになぜ「プラットホームのはしっぽのごみ捨て場のようなところに わすれさられたように」咲
いていたコスモスを選んだのかという投げかけも併せてすることでよりお父さんの思いに近づくこと
ができるであろう。子どもの読みをつなげていき，考えを共有していくことで探究的な学びにつながる
と考えている。
省察性の働きに関しては，子どもが自分の読みについて発言する際，テキストのどこから考えたかと
いう発言を問い返す。それによりもう一度テキストを見直し考え直すきっかけとしたい。単元を通して
本文を根拠とした発言の仕方を子どもたち自身に意識させていく。

３．本時で活用・発揮したいこれまでの学び
本時までの活動でお家の人に自分の子供のころの様子を聞いてくる活動を取り入れた。そのノートの
コメントを紹介することで親が子を思う気持ちに近づけるのではないかと考えている。これは子どもた
ちに親が子を思う気もちを想像させやすくするためである。そのためノートには親から子への思いが書
かれている。その思いを知ったうえで「一つの花」のお父さんの思いを考えることでより深く読むこと
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ができるであろう。

４．本時の目標
ゆみこに渡した「一つだけのお花」に込められたお父さんの思いを想像しながら読むことができる。

５．本時の展開
学習活動と予想される子どもの反応

留意点・評価

１．本時の学習課題を確認
一つの花に込められたお父さんの思いとは？

発言しにくい子どもが多い場合にはペアで話し合う
２．課題に対しての考えを共有する。

時間をとる。

おにぎりの代わり
泣き止んでほしい

お父さんの思いに近づくために一つだけの食べ物か

笑顔が見たいから

ら花に代わったことに触れ，なぜ「プラットホーム

お父さんの代わり

のはしっぽのごみ捨て場のようなところに わすれ

お父さんのゆみこへの大きく育ってほしいと

さられたように」咲いていたコスモスを選んだのか

いう思いの代わり

を合わせて考えさせたい。

優しい子になってほしい
幸せに育ってほしい

自分の考えを出すときには本文を根拠にするように
声掛けを行う。

３．なぜお父さんは最後に笑ったのかを考える。
ゆみこが笑ったから

初めにペアや近くの子どもと話をさせ，考えを発表
しやすくするそのあとで考えの共有をさせていく。

ゆみこが花を見て喜んだから
安心した

自分の考えを出すときには本文を根拠にするように
声掛けを行う。

４．振り返りを書く。
一つの花に込められたお父さんの思いを自

お父さんの会話や行動からお父さんの思いについて

分なりに考えて書く。

書くことができる。思

