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1 はじめに 

 新学習指導要領では「主体的・対話的で深い

学び」の視点による授業改革が求められている。

しかしそれは新しいものではないと思う。３６

年前の新採当時，小・中学校を問わず多くの学

校で公開研究会が行われていた。そこには「授

業名人」と言われる先生が必ずいて，子どもた

ちを主役にした「主体的・対話的で深い学び」

の授業が展開されていた。それを踏まえ，自分

がやってきたことをもとに授業改革を考えてい

きたい。 

  

２ あの子のつぶやきが聴こえたら・・・  

 私の着任した中学校は「全教科」公開だった。

理科の研究テーマに迫るための研究の日々が続

いたが，１年目の理科教師にとっては素晴らし

い学びの場であった。２年が過ぎたころ「授業

名人」という噂を聞いていた小学校出身の先生

が理科の講師としておみえになり，指導を受け

ることができた。授業を観ていただき，指導を

受けるたびに「すべての生徒の思考が見えてい

るのでは？」「すべての生徒のつぶやきが聴こえ

ているのでは？」と驚嘆した。そして毎回「あ

の子のつぶやきが聴こえていたらもっと課題に

迫れたのにねぇ」と言われた。もちろん，その

指摘は驚くほど的確なものだった。「すべての生

徒のつぶやきが聴こえる教師になりたい」その

先生との出会いで，強く思うようになった。 

 

３ 生徒のつぶやきを聴くためには 

（１）盗まれた単元の指導計画 

  単元の指導計画を子どもの思考の流れにそ

って作ることは，小学校ではわりと普通だろ

うが，中学校ではほとんどなかった。子ども

たちの思考の流れや，つぶやきを大事にした

単元の指導計画を作ろうと思えば，思考が止

まってしまう生徒の存在も気になる。スペシ

ャルヒントを準備しようとか，学習形態を変  

えようとか，その子にあった方策を考える。

インクルーシブ教育システム構築が叫ばれ

ている今，授業改革に重要な視点だと思う。 

教科担任制の中学校では，作成した単元

の指導計画を毎年使うことが多い。その結

果，都合がよい生徒の反応やつぶやきを想

定していたことや，思考が停止する生徒へ

のケアの方策が違っていたことにも気付く

ことができた。反省を繰り返し，次第に子

どもたちの思考や誤った概念がわかるよう

になってきた。教師３年目の公開研究会で，

そのように修正を繰り返してきた指導計画

をもとに電気の単元を公開した。後にある

理科教師が，その単元の指導計画を盗用し，

自分の研究発表に使っているのを知った。

ワープロさえない時代に手書きのものをそ

のまま使ったことに驚いたが，盗みたいと

思えるものができたのだと自分に言い聞か

せたのを覚えている。会ったら文句の一つ

でも言ってやろうと思っていたが，次の年

に他市に異動してしまった。 

  

（２）単元のミニ教科書づくり 

   子どもの思考過程にあった単元の指導計

画を作ろうとすると，子どもの実態と教科

書の内容配列が合わないことが多い。その

ためにプリントや資料を準備するが，それ

ならば思考過程にあわせたミニ教科書を作

ってしまえと考え，何種類か作成した。昨
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年流行りの断捨離を敢行しほとんど処分し

てしまったが，今見ると恥ずかしい文言が

並んでいる。インターネットがない時代，

高等学校の教科書はもちろん，時には大学

等の専門書を持ち出し調べたりすることも

あった。その結果，自分自身の専門性が向

上することや，教科書の本当に優れている

点，内容配列がそのようになっている真の

理由等に気づくことができた。 

   

（３）反応性のよい学級を育てる  

  つぶやきを聴くためには，子どもたちの反

応性を良くする必要がある。仲間の発言を尊

重し，批判的にとらえる「聞き方」「話し方」

を躾けることが大切だと思う。 

仲間に向かって発言をさせるために，黒板

の前を離れ，向かい側の児童のところで話を

聴く先生や，子どもたちが仲間の発言を聞き

逃したことを，本気で悔しがる仕掛けをして

いる小学校の先生の授業を今年度観ることが

できた。こうした工夫や努力が反応性のよい

学級を創りあげるのだと思う。 

 

４ 子どもの可能性を引き出すために 

（１）授業を発展させる  

  「なんで科学部はないの？」というつぶや

きを何度か聞いたことがある。「社会に開かれ

た教育課程」の重要性が叫ばれている中，地

域等との連携はその一つに過ぎない。子ども

たちの「学びに向かう力・人間性等」を育成

するためには，その子の能力を開花させる「人

との出会い」をコーディネートすることが，

大切ではないだろうか。 

  理数系の

能力はあり

そうだが，そ

の力を発揮

する機会の

ない子ども

たちを集め，

趣旨に賛同してくれる先生方の力添えのおか

げで大学と連携する取組を続けてきた。その

結果，毎年科学の甲子園ジュニアに市内中学

校混成チームで参加し，学会で発表し優秀な

成績を収める生徒まで誕生するようになった。

それぞれの学校で見いだした才能をチーム八

千代で開花させることも授業改革の一つでは

ないだろうか。 

（２）平等ではなく公正な評価 

  平均点を上回る生徒と下回る生徒で実験レ

ポートの評価の観点を変えたことがある。も

ちろん生徒に説明し，納得してもらったうえ

で実施した。実験レポートは思考方法を教え

る基本形を作り，各項目にそのための話型を

示した。平均点を下回る生徒は，その話型に

そってレポートを仕上げれば標準点を与えた。

さらに聞いてわかったことや，調べたことを

記入すれば加点した。一方，平均点を上回る

生徒は，それぞれの項目の話型を「接続語」

でつなぎ，思考を深めることを加点のポイン

トとした。しかし，そこに論理的な矛盾や飛

躍がある場合は減点していった。すると教師

の丁寧な説明は不要になり，実験中は目の前

の現象に集中し，お互いに意味のある会話が

増えていった。 

一人一人の実験レポートを採点する時間は

膨大になった。しかし，レポートを返却する

と，平均点を上回る生徒は，なぜ減点された

かを仲間と議論し，平均点を下回る生徒は，

自分の努力に満足しながらも，もっと得点を

とりたいと仲間に聞く姿が見られるようにな

った。こうなると教師は意地でもやり続けた

いと思うのではないだろうか。 

 

５ おわりに 

 授業改革のために一番必要なことは，教師が

授業を創ることを楽しむことであり，子どもが

意欲を示す学習課題を探し続けることであろう。

そうした授業は子どもにとっても絶対に楽しい

はずである。しかし，その楽しさとは面白いだ

けでなく，少し難しい課題に対して「やった」

「できた」という楽しさであり，「どうしてでき

ないんだ」「知りたい」という楽しさでなければ

ならない。さらに発展性があるものであればも

っと良い。そのためには，教師自身が学び続け，

教科の見方・考え方と結びつく学習素材を貪欲

に求めることではないだろうか。働き方改革が

進んで，教師自身が主体的・対話的で深い学び

を実践しやすい環境になることを願っている。 

 むかし朝日新聞の天声人語に，ノーベル賞を

受賞した朝永振一郎さんが「教師は生徒を知識

で満腹にしてはいけない」と書いていたことを

思い出す。授業改革は，教師が教えて生徒を育

てることではなく，生徒が自分の良さや能力を

発揮し育つことを教師が支えることではないだ

ろうか。 
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 １ はじめに 

 今年度２学期から，タブレット端末や電子黒板

等，様々なＩＣＴ機器が導入された。教室の景色

が一変し，はじめは私も子どもたちも動揺を隠せ

なかった。しかし，同時に期待も膨らんでいた。 

 今回，ＩＣＴ機器を活用し，子どもたちの可能

性を引き出す授業を探るということで依頼を受け

た。子どもたちの発達段階に応じて，ＩＣＴ機器

の活用の仕方に，違いが見られると思う。現在担

任している２年生が，どの程度使いこなせるのか

を探りながらの活用であった。また，活用するこ

とはできても，それが果たして子どもたちの可能

性を引き出せているのかと考えると，そうとは言

い難い。私自身がまだ学び途中ではあるが，実践

したことを報告する。 

 

２ 実態調査 

 現在担任をしている２年３組３３名に，実態調

査を行った。（１１月末実施） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 

(1) ＩＣＴ機器を使っての授業で，わかり

やすいと感じたことはありましたか。 

はい ３１名   いいえ ２名 

(2)（はいと答えた人のみ） 

 ①どの教科のどんなところがわかりや

すかったですか。 

（国語） 

・物語のわからない言葉を，先生がインタ

ーネットで調べて，皆で確認したこと。 

・鮭が滝を上る様子を動画で見たこと。 

（算数） 

・九九を電子黒板に映したこと。見やすか

った。 

・いろいろな三角形と四角形の形を見るこ

とができたこと。 

（生活） 

・３人１組でタブレットを使って，水族館

にいる生き物の動画を見て学んだこと。 

（図画工作） 

・出来上がった作品を書画カメラで映し

て，紹介したこと。 

（体育） 

・友だちの鉄棒の技を動画で撮り，見合っ

たこと。 

・追いかけ再生を使って，鉄棒をしている

自分の様子を確認したこと。 

（道徳） 

・メールの使い方についての動画を見たこ

と。 

（全般，その他） 

・ワークシートを電子黒板に映し，書き方

を学んだこと。 

・地図で富士山を確認したこと。 

・書画カメラで映すと，先生の手元がよく

見ることができるから，自分たちもよく

できる。 

１ 

(1) タブレット，スマートフォン等を使っ

たことはありますか。 

はい ３０名   いいえ ３名 

(2)（はいと答えた人のみ） 

 ①１週間のうちの何日使いますか。 

１～２日 １２名  ３～４日 ３名 

５～６日 ７名   毎日   ８名 

②どんなことに使っていますか。 

・ゲームをする。        ２３名 

・動画（youtube 含む）を見る。 １０名  

・写真を撮る。          ４名 

・電話をする。          ５名 

・インターネットで調べる。    ３名 

 （給食のメニュー等） 

・メール（LINE 含む）をする。  ５名 

・勉強をする。（スマイルゼミ等）  ３名 

・歌や音楽を聞く。        ２名 

  授業改革！～新しい授業の創造～  
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３ 

(1)授業内で，ＩＣＴ機器を使ってこれから

どんなことをしてみたいですか。 

（体育） 

・縄跳びの技を調べてできるようにした

い。 

・縄跳びやマット，鉄棒の動画を撮って，

皆で見る。           ５名 

・友だちの技を動画で撮って見せる。 

・自分の動きを動画で撮って確認したい。 

（算数） 

・自分たちでタブレットをもって，学校中

の正方形，長方形，直角三角形を見つけ

たい。 

（生活） 

・生き物の写真を撮って観察したい。２名 

（全般） 

・タブレットで，動画・写真を撮りた

い。              ５名 

・タブレットで，いろいろ調べたい。４名 

・いろいろな写真や映像を見たい。 

・タブレットをもっと使いたい。  ３名 

 

設問１から，子どもたちにとってタブレットや

スマートフォン等の機器が非常に身近なものであ

ることがわかった。今までは，プロジェクターで

の資料の拡大提示が多かった。今回の結果を受け

て，子どもたちにタブレットを渡した授業展開も

実施できるのではないかと考えた。 

 設問２から，ＩＣＴ機器活用による授業は，わ

かりやすいと感じる子どもたちが多い。具体的に

は，資料（写真，映像等）の拡大提示やその画面

への書き込み， 細かな作業の説明やノートの取り

方を拡大提示，児童用タブレットを使っての動画

再生等が挙げられた。 

実物投影機や教師用タブレットで映し出したも

のをプロジェクターで拡大提示することで，今ま

でよりもわかりやすさを感じている児童が多かっ

た。そして，電子黒板の機能を利用してそこに書

き込みを加えることで，さらに理解がしやすかっ

たと感じている児童もいた。 

 また，児童自身がタブレットを使っての学習が

印象に残っている，わかりやすかったと感じる児

童が多かった。 

設問３から，拡大提示のみならず，児童自身が

タブレットを操作し，学習したいという思いが強

いことがわかる。低学年だからということを理由

に，児童用タブレットを使用させることに対して，

躊躇していた。しかし，今回の実態を踏まえて，

タブレットの操作に慣れさせる上でも，低学年の

うちから，日々使っていくことが大切であると感

じた。 

 

３ 授業実践 

 今回の実態を踏まえて，児童用タブレットを用

いて，授業を行った。 

（１） 授業例 

特別活動 ＜学級活動＞ ２時間扱い 

「よいところ 見つけたよ」 

（２）ウ 望ましい人間関係の形成 

ね

ら

い 

・友だちの良さを見つけ，他者理解を育てる。 

・友だちの長所を教え合う活動を通して，自

己肯定感を高める。 

準

備 

児童用タブレット１１台（２～３人に１台），

教師用タブレット，良いところ探し参考シー

ト，振り返りシート，電子黒板，プロジェク

ター 

展

開 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 

時

間

目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ アイスブレーキングをする。 

「ほめほめゲーム」 

・生活班（１班６～７人）で，行う。 

 ・褒められる順番を決める。 

 ・褒められる人に向かって１列に並び，先

頭の人から一人一つずつ褒める。 

  ※ 外見，印象，特技など，なんでもあり。 

  ※ 相手が心地よくなるように褒める。 

  ※ 褒められる人は，黙って受け止める。 

 ・一つ褒めたら，後ろに並びなおす。 

 ・全員が褒められるまで続ける。 

 

２ 本時のめあてを確認する。 

   友だちの良いところを見つけよう。 

 ・帰りの会での「良いところ見つけ」を振

り返り，めあてを提示する。 

 

３ 班（１班３人）で，友だちの良いところ

探しをする。 

・班で互いの良いところを話し合うように

する。 

※ 良いところ探し参考シートを配布

し，いろいろな角度から友たちの良

さを見つけられるようにする。 

・１班に児童用タブレット１台を渡す。 

・撮影の仕方を端的に説明する。 

※ 写真，動画の例を提示する。 

(角度を変える等) 

 

・良さを紹介するための写真，または動画
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２

時

間

目  

（１０秒）を一人一つずつ撮影してくる

よう，説明する。（３０分間） 

※ 友だちの良さが伝わる写真，または

動画を撮るよう伝える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 撮影が終了した班から，発表練習を

するよう指示する。 

（紹介の仕方「○○さんの良いところ

は，～です。撮影ポイントは，～です。」

を提示しておく。） 

 

３ 友だちの良いところを紹介する。 

・発表に対して，聞き手は温かい拍手を送

ったり，反応したりするよう助言する。 

・クラスの皆の良いところがわかるよう

に，板書で残す。 

 ・全員が発表できるようにする。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 本時の学習を振り返る。 

 ・振り返りシートに感想を書く。 

※ 板書を見ながら，友だちの良さ，自分

の良さを認められるように，学習を

振り返らせる。 

 ・感想を発表する。 

 

（２）成果，課題 

 成果 

・本時で２度目の児童用タブレットを使用しての

授業であったが，想像以上に子どもたちはタブ

レットを扱うことができていた。３人一組での

活動だったので，教え合いながら撮影ができて

いた。 

・発表や発言が苦手な子や，引っ込み思案な子も，

子ども同士の撮影なので，楽しそうに活動でき

ていた。撮影に躊躇する子はいなかった。 

・子どもたちなりに，どう撮影すればその子の良

さが伝わるかよく話し合い，考えていた。また，

撮影の仕方についても話し合う等，自然と言語

活動ができていた。 

 課題 

・タブレットの起動に時間がかかるため，あらか

じめ ログイン→カメラ起動まで行い，準備を

しておく必要がある。 

・撮影をしたものを撮れているかどうかすぐ確認

したいという声が多かった。撮影に行く前に，

保存場所や録画したものの再生の仕方を指導し

ておくべきであった。しかし，撮影したものを

確認しながらの撮影では，３０分以内に終える

ことは厳しいと思う。 

・授業実践を行った当時，児童名でログインし，

撮影したデータ（タブレット本体に保存される）

を学校フォルダ（H フォルダー）に移すことが

できなかった。そのため，自分の IDで１１台の

タブレットにログインし，データを「わたしの

フォルダ」に移した。この作業を授業中に行う

ことは困難なため，２時間目の発表はその日の

うちに行えなかった。（現在は，学校フォルダが

Nフォルダとなり，改善している。） 

・３０分の撮影時間の中で，３３名中２名が撮影

してくることができなかった。発表前に全員分

撮影できているか確認する必要がある。この２

名については，発表前に教師用タブレットで撮

影を行った。 

 

４ おわりに 

 低学年の児童がタブレットの扱い方に慣れると

いうことも意識しながら，授業を展開した。タブ

レット１台を渡すだけで，自然と会話が生まれ，

言語活動が充実していることに驚いた。子どもた

ちは，タブレットを使っての活動に満足し，今後

の活動にさらなる期待を膨らませていた。しかし，

教員サイドから考えると，操作が思うようにいか

ないことが多々あった。また，準備に時間がかか

るということもある。この操作方法の改善や準備

時間の削減が少しでもできれば，より使いやすく

なると感じた。 

 ＩＣＴ機器を使うことを目的とした授業を行う

のではなく，子どもたちの思考を助けるツールが

ＩＣＴ機器であることを忘れず，今後も学び続け

ていきたい。 
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１ はじめに 

 今年９月に，市内全小中学校に導入されたＩ

ＣＴ機器。設置当初は違和感があった電子黒板

も，今となっては，逆に教室に無いと違和感を

覚えるほどである。近隣市町村に先駆けて一斉

導入されたＩＣＴ機器を，どのようにして活用

していくと良いのか。本稿では，ＩＣＴ教育の

可能性を探りながら，これまで行ってきた取組

を紹介する。 

 

２ ＩＣＴ機器の活用場面とは 

 平成２６年，文部科学省がまとめた「学びの

イノベーション事業実証研究報告書」では，既

にＩＣＴを活用した指導方法について提示され

ている。ここでは，学習場面が大きく３つに分

けられている。ＩＣＴ機器を活用していくにあ

たっては，先生方が段階を踏みながら活用の場

面を広げていくと良いのではないだろうか。 

   

３ ＩＣＴ機器活用の利点は，主体的・対話的

な学習の場面を意図的に設定できること 

（１） 子どもたちがＩＣＴ機器を活用する 

ＩＣＴ機器は，教師のみが使用するので

はなく，子どもたちが活用していくことで，

より“主体的・対話的”な学びが生まれる

と考える。ここからは，主に子どもたちが 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

タブレット端末を活用した学習活動につい

てふれる。 

① 発表資料を作成する 

これまで，模造紙やホワイトボードで

行ってきた発表資料の作成を，タブレッ

ト端末を介して行う方法は，書き直しが

容易で，離席も必要なく，大きく表示で

きるので，とても便利である。 

    「知恵たま」というアプリを使った場

合，パワーポイントで事前に JPG 形式で

フォーマットを作成しておけば，発表用

ワークシートを発表者数分作成する手間

が省ける。また，フォーマットのレイア 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     授業改革！～新しい授業の創造～ 

子どもたちのよさや可能性を引き出し 

伸ばすためのＩＣＴ機器を活用した取組 

八千代市立萱田中学校 教諭 竹内 大迪 
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ウトを縦横どちらか一方向に長くし区切

ることで，実質，複数枚分の発表資料を

作成することもできる。 

合唱コンクールでは，この特徴を生か

し，歌詞カードをパワーポイントで作成，

「知恵たま」で編集した。子どもたちは，

歌詞カードに自由に書き込み，それを見

ながら練習に励んだ。 

② 班で複数台の活用へ 

発表資料の作成では，内容を整理した

り，レイアウトを考えたりと，教師側が

求めていない部分で時間を費やすことが

多い。そこで，発表資料を作成する際に

は，メモ用紙を配っておきたい。タブレ

ット端末を複数台用意しておくことで，

一方では発表資料を作成し，もう一方で

はインターネットや教師が用意した教材

を見て情報収集を行うこともできる。 

    班の構成人数を変えたり，「発表資料の

作成」，「情報収集」，「メモ」と用途を分

け，タブレット端末活用の目的を変えた

りしていけば，一人一台の活用を実現で

きると思う。 

③ 分かったこと，考えたことを自分たち

の言葉で伝える 

作成した発表資料は，最後にクラス全

体で共有する。私は，発表資料は出来る

限り箇条書きや表を用いた簡単なものに

し，自分たちの言葉で発表させている。 

クラス全体で発表するのも良いが，教

室内を自由に歩き回り，伝え合うのも良

いのではないだろうか。 

 

伝え合いを行った際は，４人班を２人 

組に分け，１台のタブレット端末で作っ

た資料をもう一組に送り，二組それぞれ

が班で出した考えを他のグループに伝え

合えるようにした。この方が子どもたち

の発言が活発になり盛り上がった。 

今年度，私は学習のまとめを子どもた

ち自身に，自分の言葉で書かせることに

挑戦している。グループで教室内を自由

に歩き回るやり方は，見かたによっては

遊んでいるようにも見えるかもしれない。

しかし，自分の力で情報を得ようと学び

に対する意識が高まっているように感じ

る。最低限の授業規律は保ちつつ，授業

での要点を押さえることができれば，授
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業は決して型にはめる必要は無いのかも

しれない。 

発表や話し合い活動においては，グル

ープを出来るだけ細かく分け，個々の学

びに対する意識を高めることで，子ども

たち一人ひとりの資質，能力がより育ま

れていくのではないだろうか。 

 

④ なぜ，「知恵たま」なのか 

使用するアプリを厳選すると，子ども

たちのタブレット操作が簡素化できる。

「知恵たま」では，先生と児童・生徒間

で，データの配布，提出もできるため，

タブレット操作が苦手な子どもも，「知恵

たま」の操作に慣れるだけで様々な作業

ができるようになる。また，システムの

設計上，他人のデータを書き換えてしま

ったり，削除してしまったりする心配も

ない。 

タブレット端末を使用する際，使用す

るアプリが決まってくると，子どもたち

は立ち上げたとき，使用するアプリまで

開くようになる。感覚的なものだが，使

用するアプリまで立ち上げさせた方が，

勝手な操作が減るように思う。 

 

（２） 教室にいなくても授業に参加できる 

ｅ－ラーニングが普及しつつある昨今，

授業を教室でしか受けられないのは，もは

や時代遅れなのかもしれない。何らかの理

由により教室に入ることができない子ども

たちに対し，離れたところからでも教室で

の授業を受けさせることができれば，今後

の足掛かりになる可能性がある。私は，今

回導入されたＷｅｂ会議システムを用いる

ことで，それを実現することができると考

えた。 

教室と別室に２台のタブレット端末を置

き，教師アカウント２人分を使ってＷｅｂ

会議の設定を行った。実物投影機をつない 

 

 

 

 

 

 

 

 

だのは，タブレット端末内蔵のカメラでは，

ズームが利かないためである。また，別室の

映像，音声は事前に切っておいた。 

これにより，教室での授業を別室にいる生

徒も受けられるようになった。ただし，黒板

の文字が認識しづらいなど，今後，改善して

ほしい点もあった。 

当然のことながら，班活動が行われたりす

ると，別室授業では参加できない。子どもた

ちが学校で授業を受ける最大の意義は，他者

との関わりから生まれる学び合いだと思う。

そのため，Ｗｅｂ会議システムを用いた授業

への参加は，あくまで教室で授業を受けるた

めのステップアップツールとして活用したい。 

 

（３） 遠隔地との授業交流～Ｗｅｂ会議シス

テム×コラボノート～ 

先日，萱田中学校（１年８組）と阿蘇中学

校（齊藤拓大教諭教科担当１年２組）では，

理科の授業にて授業交流会を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

授業では「阿蘇中学校と萱田中学校では，

 

 

 

 

 

(9) 



 教 育 や ち よ 第 129号 

自生する植物の場所や，植物の種類に，違い

はあるのだろうか。」という学習課題を設定し

た。 

Ｗｅｂ会議システムを使ってお互いにやり

取りをするわけだが，この時，説明の中心と

なったのがコラボノートである。 

コラボノートは，模造紙に複数人が同時に

書き込こみながら，１枚の新聞を作り上げる

ようなアプリで，本市では市内の小中学生全

員で協働学習が行えるシステムになっている。 

本授業においては，電子黒板を２台用意し，

１台ではお互いの発表の様子を映し出した。

そして，もう１台の電子黒板にて，萱田中学

校と阿蘇中学校の植物マップが１つになった。   

ノートを，２校同時に電子黒板に映し出し，

発表や質問，クイズを行う際の参考にした。 

  生徒のワークシートからは，校舎の形や周

囲の環境により，植物の種類や生え方に違い

が見られた様子が分かったことがうかがえる。 

 

 

 

 

今回は時間の都合により，学習のまとめは

それぞれで行うこととなったが，授業中に話 

し合い活動を行い，学習のまとめをコラボノ

ートに書き込めば，授業に参加した６５人全

員の考えを瞬時に共有することが可能となる。 

４ ＩＣＴ教育を一般化するためにできること 

ＩＣＴ機器を使って授業を行うことに対して，

ハードルが高いと感じている先生方も多いと思

う。ＩＣＴ教育の一般化を図るためには，「すぐ

使える」ようにすることと，「私にもできる」よ

うにすることが欠かせないと私は思う。 

 

（１） 校内ガイドラインの作成 

 本校では，夏休み後の使用開始を前に，校

内ガイドラインを作成した。その際，教員一

人に一台，優先使用端末を設定し，各教員が

自由に使用できるようにした。これにより，

職員室で充電しながら使用する先生も見られ

た。「すぐ使える」ことが活用率の向上につな

がるだろう。 

（２） 子どもたちに責任感を持たせる 

  タブレット端末の立ち上げには約３分程度

の時間がかかる。これは，設定の復元等を行

うソフト「Future 瞬快」が動いているためで

ある。この状況下で，「すぐ使える」ようにす

るためには，授業開始よりも３分早く立ち上
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げるしかない。そんな時は子どもたちの力を

ぜひ借りたい。保管庫からの取り出し，配布，

返却までを生徒が行うだけで，教師の負担は

大きく軽減される。もちろん，教師が施錠な

ど管理を行うのは大前提の話である。 

（３） 教室内にタブレット端末を常設する 

  私の学級では，日直が使用できるというル

ールを設け，試験的にタブレット端末を１台

常設した。帰りの会に，日直の１分間スピー

チのコーナーがあり，日直はみんなが興味を

引くニュースを探すのに使用した。やはり，

「すぐ使える」ことは，子どもたちの可能性

を引き出すうえでとても大切だといえる。 

 

（４） 校内研修でノウハウを伝えあう 

本校では，月に１度，初若年研修を開催し，

様々なテーマで研修を行っている。ＩＣＴの

活用に関する研修でも，活発な意見交換が行

われた。各自の取り組みにより得たノウハウ

を，共有し合い，実際に取り組み，「私にもで

きる」と実感することで，ＩＣＴ教育の一般

化がはかられていくのではないだろうか。 

 

５ おわりに 

私は，ＩＣＴ機器の活用に関して，すべてに

おいてＩＣＴ機器を用いる必要はないと思って

いる。ＩＣＴ機器を用いた授業の教材研究に追

われ，子どもたちと関わる時間が減ってしまっ

ては本末転倒である。私自身，板書は毎回必ず

書いているし，話し合い活動のまとめを，あえ

てホワイトボードや紙に書かせることもある。 

新学習指導要領には，「言語能力，情報活用能

力 ，問題発見・解決能力等の学習の基盤となる

資質・能力を育成していく」という文言がある。

ＩＣＴ機器を活用する際には，使用する意図，

目的を明確にし，教師の自己満足にならないよ

う気を付ければ，子どもたちの成長につながっ

ていくだろう。 

新しく更新されたＩＣＴ機器を用いての授業

は，まだ始まったばかりである。子どもたちの

よさや可能性を引き出し伸ばすために，私自身，

今後も研究・実践を重ね，より良いＩＣＴ機器

の活用方法を模索していきたい。 
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１ はじめに 

新木戸小学校は平成２５年度から指定を受

け，「英語活動を通したコミュニケーション能

力の素地の育成」を研究主題に，学級担任が

主導する英語活動の研究に取り組んできた。

今までの積み重ねと，求められる変化に向け

て取り組んでいる授業実践を紹介する。 

２「外国語」教科で変わること 

（１） 時間配当 

３・４年生 外国語活動（週１時間） 

５・６年生 外国語（週２時間） 

（２） 学習内容 

外国語活動ですでにおこなわれていた「聞

く」「話す」活動に加え，「読む」「書く」の

活動および，言語的な知識・理解に結びつ

く内容への気付きが加わる。 

（３） 目標 

〇４技能５領域  

〇外国語活動「～するようにする」 

〇外国語  「できるようにする」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）評価 

目標に準拠した３観点の評価 

〇知識及び技能 

〇思考力・判断力・表現力等 

〇学びに向かう力・人間性等 

３ 授業において大切なこと 

（１） 場面（状況）設定の工夫 

子どもたちが，知的好奇心をもって英語

活動に取り組めるように，進んで英語を話

したくなる場面を設定することが授業で一

番大切である。 

６年生「Let’s go to Italy」の学習単元で

は“Where is ～ ?”の表現や自分の行って

みたい国を発表したり，友だちがそこでし

たいことを聞き取ったりして，お互いの思

いを伝え合う活動を楽しんだ。 

さらに本年度は，４年生の「道案内」の

授業で，実際の場面を想定して ALT に学校

周辺の案内をする活動も取り入れた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 題材選びの工夫 

子どもたちに親しみのある身近な題材や

英単語を選び，抵抗感なく英語を話せるよ

うにしている。特にテキストを使用してい

ない１・２年生は，他教科や季節，学校行

事との関連性をもたせ，３年生への系統性

を意識しながら授業構成を組んでいる。 

１年生の「乗り物」単元では，国語科の

「はたらく車」に関連して，乗り物を表す

英単語にふれた。２年生の「色と形」の単

元では，秋の読書週間中に学習した色と形

の中で，自分の好きなものを選び，しおり

を作成させ，英語で表現した。 

     外国語活動・外国語 

 新学習指導要領の改訂に向けて， 

学級担任が今から意識すること 

新木戸小学校 教諭 輪島 愛里 

 

実践報告 

 

例：「話すこと（やりとり）」ウ 

自分や相手のこと及び身の回りのも

のに関する事柄について，簡単な語句

や基本的な表現を用いてその場で質

問をしたり答えたりして，伝え合うこ

とができるようにする。 
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（３） 言語材料の提示の工夫 

教師は，その時間に使う英語の言い回

しを丁寧にしっかりと聞かせることを

重視して授業を行う。３・５年生「いろ

いろなものを数えよう」の実践では，

「Seven Steps」という歌を歌い，３年

生はバッグや筆箱の中にある身の回り

の物を数えた。５年生は運動会の得点や 

全校児童の人数を数えた。系統性を意識

しながら，子どもたちを自然な発話へと

導いた。 

また，言語や文法を自然と習得させる

方法として，歌と絵本を活用している。

音楽専科の協力で，英語の歌を今月の歌

に取り入れている。絵本の読み聞かせは，

授業の終わりの Closing にクールダウ

ンの時間として扱っている。 

（４） ALT・CTA の授業協力 

良質な英語の音声のインプットを保障

するためには，ALT・CTA の協力が必要

である。毎時間の略案を学級担任が作成

し，学年の英語担当が空き時間を利用し

て打ち合わせをする。また今年度から，

Team teaching の授業を中心に※Small 

Talk を，取り入れ始めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文部科学省「小学校外国語活動・外国

語研修ガイドブック」より 

（５） 視聴覚教材の効果的な活用 

   学級担任が単独で授業を行う際，「自分の

発音に自信がない。英語が分からない。」な

どの悩みを抱える先生方は多い。しかし，

この問題は簡単に解決できる。子どもたち

の意欲づけや英語の正しい発音を提示する

手段として，視聴覚教材の活用を取り入れ

ている。本年度から導入された電子黒板を

使って，デジタル教材・CD・電子ペン・Ｄ

ＶＤ・ボイスレコーダーの音声など，様々

な音声機器で，良質な英語の音声を提示す

ることにより，子どもたちの集中力も高ま

った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

〇『えいごリアン』 

2000 年４月から 2008 年３月まで NHK E

テレで放送されていた，小学生向け英語

教育番組。 

〇『プレキソ英語』 

2011年４月２日から NHK Eテレで放送さ

れている小学５・６年英語向け。 

（東京学芸大学教授の粕谷恭子先生監修） 

４ 終わりに 

文部科学省は授業の指導体制を「外部人

材を活用しながら，学級担任・専科教員が

中心に指導していく」としている。子ども

たちの発育段階や学級の雰囲気を理解し，

つぶやき・様子を見逃さず，どのくらい理

解しているか判断しながら，授業を進行す

ることができるのは，他でもない学級担任

である。先生方には，移行期間の今こそ，

授業実践を積み重ねてほしいと思っている。 

本校の研究は，子どもたちが英語との出

会いを楽しみ「自分のことを英語で話して

みたい・伝えたい。」という場面（状況）を

大切にして，実践を積み重ねてきた。新学

習指導要領の改訂に向けての変化をチャン

スと捉え「Let’s try!」を合い言葉として，

更なる研究に取り組む。  

 

 

 

※Small Talk 

新学習指導要領においてのポイン

トで，高学年新教材で設定されている

活動である。２時間に１回程度，帯活

動で，あるテーマのもと、指導者のま

とまった話を聞いたり，ペアで自分の

考えや気持ちを伝え合ったりするこ

とである。また，５年生は指導者の話

を聞くことを中心に，６年生はペアで

伝え合うことを中心に行う。 
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１ はじめに 

 現在の生徒たちは，ひと昔前と比較して，ALT

に対する親近感，進んで声をかける姿など，ALT

との距離感が近くなっているように感じる。授

業時間以外でも，積極的に ALT とコミュニケー

ションを図ろうとし，相手に通じたと感じた時

の楽しそうで嬉しそうな姿が印象的である。こ

うしたことからも，彼らが小学生時代に，外国

語活動を通して，楽しく英語に親しんできたこ

とがうかがえる。 

 小学生は興味・関心が高く，見聞きした言葉

を吸収することができる。また，間違いを恐れ

ず，興味をもって覚えたての言語を駆使し，活

動ができる年代ではないだろうか。 

 中学生は成長と共に，相手と意味内容をやり

取りしたいという思いが強まる一方で，十分に

伝えきれないことにジレンマを抱え，伝えるこ

とを途中で諦めてしまうことがある。 

 そうした中学生に対して，語彙や文法などの

言語形式の指導と，言語形式を使って意味内容

を相手とやり取りする指導の両立を意識し，悩

みながら日々の授業実践を行っている。お互い

の気持ちや考えなどを伝え合うことができる

ようになるためには，第一に「他者を大切にす

る気持ち」がその基盤としてできあがっている

かどうかが大きく関わっている。 

 この基盤ができあがれば，思いや意見等を言

語化し伝え合おうとする心が働いていくと考

える。 

  

２ 他者意識を育てる授業 

（１） 授業の始めに行う帯活動例 

   生徒たちが英語の学習に対して前向き

に取り組み，かつ，心地よい学習環境を整

えることを目指して，帯活動や円滑なコミ

ュニケーションを図れるような関係性づ

くりを実践している。 

① ハイタッチ 

席で隣の人，縦の人や斜めの人などと挨 

拶を交わし合った後でハイタッチをす

る。相手とハイタッチを行うことで，よ

り相手を身近な存在と感じるようにな

る。    

② 「マジカルクイズ」 

絵や写真あるいは文字を提示された

生徒が，それを英語で説明する。聞いて

いる生徒は，それが何であるのかを当て

る活動。 

    それぞれに明確な役割を与えること

で，教室中に英語が飛び交い，「英語が伝

わった喜び」を実感でき，自己効力感が

伸びていく効果がある。また，役割を

次々と変え多くの生徒と対話をするこ

とで，他者理解が促進されていくと思わ

れる。 

③ チャット活動 

その日の生徒の様子や学習の到達状

況に応じてテーマを設定し対話をする。   

チャット活動のあとには，短時間でもシ

ェアリングの時間を設定する。お互いの

考えや気持ちを対話した相手とだけで

共有するのではなく，相手から聴いた情

報等を第三者に英語で説明することで，

生徒同士の伝え合う・聴き合う関係性が

深まっていくと考えている。 

（２） 話し手・聞き手を意識させる活動例 

① オリジナルのスキット発表 

習得した語彙や文法を含んだ文を用

いて，ペアと協力してオリジナルの会話

文を作る。よりよく他者に状況が伝わる

よう工夫し，発表する活動である。 

 

 

               

 

 

    

  

     「外国語」 

言語活動を充実させるための 

授業づくりについて 

～他者意識を醸成する授業を目指して～ 

八千代市立阿蘇中学校 教諭 久保山 陽子 

 

実践報告 
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スキットを作るという課題を共有さ

せることで，お互いに役割を与え合い協

力し合うことで責任を果たそうとする

意識が生まれる。完成までの過程の中で

積極的にコミュニケーションをとるこ

とで，相手の理解が深まり，話すことへ

の関心が高まり，その言葉の表現や語彙

の自主的な学びへとつながっていくと

考えられる。 

また，生徒が発表の充実感を得られる               

ように，発表後に質疑応答を通じて聞き

手とシェアを行うなど，発表者に「理解

してもらえた。努力が報われた。」と感じ

てもらえるように努めている。聞き手側

も，聞いただけで終わりではなく相手が

伝えたいことは何なのか要点を聞き逃  

すまいと集中して聴く姿が見られる。 

② プレゼンテーション発表 

１２月初めに，３年生が今期導入さ

れたタブレットを活用しながらパワー

ポイントを用いて，尊敬する人につい

てのプレゼンテーションを行った。１

年生の頃は，書いた原稿を読み上げる

ことで精いっぱいだった生徒が，聞き

手に意識を向けて発表をする姿に３年

間の成長を感じた。そこには丸暗記で

もない，気持ちのこもった「自分のこ

とば」で発表する姿があった。また，

話し手の姿勢に対し，聞き手側は，視

線や表情，うなずきで応えていた。 

 

３ おわりに 

 ３年生の男子生徒が作ったプレゼンテーシ  

ョンは親友についてのものだった。まとめの部 

分を”I want to be his best friend forever.” 

と結んでいた。画面の上に現れた文字は太く

堂々としていて，ここに彼の相手を大切に思う

気持ちが凝縮されており，見ている生徒の心が

揺さぶられた。 

 新学習指導要領には，小学校外国語活動，外

国語，中学校外国語に設定されている目標のす

べてに「言語活動を通して」という文言が記さ

れている。言語活動とは単なる新出単語や新文

型の口頭練習ではなく，実際に外国語を用いて

互いの考えや気持ちを伝え合う活動である。人

との関わりの中で他者と伝え合うことができ

るように，前述のような実践を日々試行錯誤し

ながら行っている。 

 生徒の中には，壁にぶつかる度に，「無理」

「できない」とすぐに諦めてしまう生徒もいる。

そんな時こそ，「相手を大切に思う気持ち」や

「他者への意識」が基盤にあれば，相手を信頼

し「仲間の力を借りて，まずはやってみよう」

という気持ちになるのではないだろうか。他者

を認め，他者から学べる生徒を，英語の学び，

授業を通して一人でも多く育てていきたい。 
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１ はじめに 

  算数の学習をしていると，子どもたちに「将

来何に役に立つの？」と聞かれることがしば

しばある。単元によっては，子どもが納得で

きるような答えが出せずに困ってしまうこと

もある。だが，その中で「速さ」の単元につ

いては，日常生活で触れる機会も多く，体感

させやすい内容であると考える。子どもたち

が興味をもって学習に取り組めるようになる

ための方法の一つとして，「自分の事として考

える」ことがあると思う。今回は速さの学習

のまとめとして，スポーツの様々な記録を，

自分の記録と比べて考える学習を行ってみた。 

 

２ 授業の内容 

  「速さ」の学習を身近なものとして考えた

ときに，車の運転をしている時，カーナビの

目的地までの距離と今走っている速度を照ら

し合わせてあと何時間かかるかということを

考えることがないだろうか。例えば，高速道

路を時速 100 ㎞で走っている。１時間で 100

㎞，30 分で 50 ㎞，３分で５㎞と暗算でもど

んどん簡単な数で考えていくことができる。

日常のスポーツの記録もこのように考えてい

けば，身近なものとして子どもたちが捉えら

れるのではないかと考えた。 

  １問目は，「フルマラソンを制限時間の７ 

時間で走るにはどのくらいの速さで走れば良

いのか」を考える問題だった。フルマラソン

の映像を子どもたちに見せると，仮装して走

っている人や，友だちと仲良くゴールしてい

る様子が見られる。それでも 42.195 ㎞を走

り続けるということで，問題を解く前は，自

分は走り切れないと予想する児童がほとんど

であった。計算上は概数で 42 ㎞を７時間で

走るとして考えた。この時に，子どもたちは

自分が走ることができるかどうかを考えるに

は，「時速」ではなく，「50ｍ走のタイム」で

考えた方が分かると言った。計算の結果，50

ｍ走を 30 秒で走り続ければ，７時間で到着

することが分かった。この数を見たら，子ど

もたちは自分でも走り切れそうと言っていた。 

  ２問目は，１問目から続いて，「フルマラソ

ンを世界記録の２時間１分３９秒（約２時間）

で走るにはどのくらいの速さで走れば良いの

か」を考える問題だった。こちらも，１問目

と同じように 50ｍ走のタイムで計算してみ

ると，50ｍ走を約８．５７秒で走らなければ

いけないことが分かった。計算した後，この

タイムは速い子なら６年生でも走ることがで

きるが，42 ㎞をこのタイムで走り続けるのは，

やはりすごいと感じることができた。 

  また，少し趣向を変えて，次の問題では「バ

レーボールのスパイク（時速 120 ㎞）を６ｍ

先でレシーブするには，どのくらいの時間で

反応すれば良いのか」や「野球の大谷翔平選

手が投げた球（時速 165 ㎞）は何秒後にキャ

ッチャーまで（18ｍ）届くのか」を考えた。

プロの選手がどれだけ短い時間で反応してい

るのか，数から考えることができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ おわりに 

  子どもたちが進んで考えたい，それぞれの

考えについて，自ら友だちと話し合いをした

くなるような題材として，自分の事として考

えられる問題を扱ってみた。自分の考えにつ

いてキラキラとした笑顔で話合いをしている

姿を見ることができた。気付けば算数が好き

になっている。そんな授業をこれからも目指

していきたい。 

   

 スポーツの記録を体感する 

  ～算数科「速さ」の学習を通して～ 

八千代市立大和田小学校 教諭 細木 勇太郎 

わくわく授業 

 

時速１２０㎞ 

スパイクが打たれてから，何秒以内に落下地点に入れば
レシーブできる？ 

６ｍ 
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１ はじめに 

 近年の技術革新はめざましく，生活はより便

利で豊かになっている。ものづくりにおいても

大量生産された安価な製品があふれており，壊

れたら買い換えるということが当たり前の価値

観になっている。加えて，家事手伝いの中に含

まれていた手工具を使った簡単な物の修理など

の生活体験がないという生徒が大多数になって

きている。技術分野の学習を通して，物の大切

さやたくさんある製品の中から自分が本当に必

要としている物を見極める力を育成したいと考

えている。 

２ 授業の工夫 

（１） 説明は短く簡単に 

  技術の授業は実技が中心であり，作業が多

くあるため生徒の意欲を引き出しやすい教科

である。５教科の授業とは違った生徒が活躍

する姿も多く見られる。私は，授業開始時に

行う作業内容の説明などは出来るだけ簡潔で

短い時間で済むように心がけている。時間を

かけて丁寧に説明した方が良い場面もある。

しかし早く作業をしたい生徒たちが内容を深

く理解しているかというと，残念ながらそう

ではないことがある。話が長くなればなるほ

ど膨らんでいた意欲も段々としぼんでいって

しまう事が多い。そこであらかじめ作業の順

番や気を付けるべきポイントは板書などで示

しておき，あまり細かい所までは話をしない

で作業をスタートさせている。 

（２） 分かるツール 

  八千代市では平成３０年９月から ICT 機

器が導入され，２学期から授業のスタイルが

大きく変わった。その一つが電子黒板である。

これまでは，黒板にスクリーンを貼りプロジ

ェクタで作業の説明などのスライドを投影し，

写真やイラストで分かりやすいように工夫を

行っていた。しかし２学期からは電子黒板に

接続するだけでパソコンやタブレットの画面

が表示されるため準備の時間が大幅に短縮さ

れた。また一見スライドは作るのは大変そう

に思われるかもしれないが，生徒が作業して

いる姿を撮影し，そこにコメントを付けるだ

けで出来上がる。一旦スライドを作ってしま

えば他のクラスの授業でも使用できるし，改

善点があればその都度修正していけるのも利

点の一つだと考える。先ほど（１）で説明を

短く簡単にするという話をしたが，それを可

能にしているもう一つの要因が「知恵たま」

というアプリである。このアプリを使用する

ことで説明用のスライドを配布できるのであ

る。この機能を使い生徒は自分で作業の仕方

や注意点を再確認できる。時間が経つにつれ

忘れてしまいがちな注意点も再確認すること

で気を付けることができる。 

（３） アシスタントティーチャーを育てる 

  この方法は色々な教科で行われていること

で珍しい技法ではないが，特に技術の授業に

おいてはとても重要な方法である。作業補助

やアシスタントティーチャーの失敗経験の共

有が後から作業を進める生徒の注意点として

さらに意識されることになる。アシスタント

ティーチャーの生徒にとっても他の人の作業

を手伝うことで２回目３回目の作業になり，

内容の定着や作業の工夫を行うことができる

というメリットがある。基本的にアシスタン

トティーチャーになり得る生徒は要領よく作

業をこなし先へ先へと進みたがるが作業に進

度差が生まれる原因にもなるので，他の生徒

に教えることで進度差を解消する事にも繋が

っている。 

３ おわりに 

 技術の授業で一番嬉しい瞬間は最後の完成

した瞬間である。思わず「できた！！」と叫ん

でしまう生徒もいるくらい嬉しさが溢れてくる。

それ以外にもやすり掛けを終えた瞬間や切り終

わりなど，生徒の笑顔が輝く瞬間がこの教科の

素晴らしい特性だと思っている。そういった生

徒の「できた」を支えるため，これからも授業

改善に努め，さらに笑顔が輝く瞬間を増やして

いきたいと思っている。 

   

生徒の「できた」を支えるためには 

八千代市立八千代台西中学校 教諭 鈴木 渓 

わくわく授業 
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１ はじめに 

 「日本語ができない子が，編入してきますよ」

と知らされたら，あなたはどう思いますか？「国

際交流の良い機会になる」と思うでしょうか。

それとも，「困った」でしょうか。実際，市内の

小中学校では，毎年このような編入が何件かあ

ります。私の勤務する村上地区では，本年度，

５人の日本語が話せない児童の編入がありまし

た。そして，外国人児童生徒の数は，増加する

傾向にあります。 

 私は，日本語教諭になって６年目になります。

少ない経験の中で分かった，外国人児童生徒の

適応の仕方や，先生方の支援の方法などをお伝

えすることができればと思います。 

 

２ 初期指導 

質問１「日本語が話せない子に，次のうち，最

初に何を教えればよいでしょう」 

    ①教室やトイレなどの学校の施設 

    ②挨拶や自分の名前 

    ③「あいうえお」などのひらがな 

答え すべて正解です。優先順位としては，

①②③の順です。「サバイバル日本語」と言って，

子どもが安心して安全に学校生活を送れるよう

に，「トイレ，いい？（トイレに行ってもいいで

すか）水，いい？（水を飲んでもいいですか」

などの言葉を教えます。並行して，よく使う「お

はようございます・さようなら・私の名前は〇

です」などを教えます。ひらがなは，ローマ字

で読みを書いて練習帳などを使って教えます。 

 「言葉が通じないのにどうやって教えるの」

と思われることでしょう。日本語指導用の教材

は，絵で場面を伝え，言葉を教えるようになっ

ています。（資料１）文部科学省の「カスタネッ

ト」「クラリネット」という教材は，多言語の音

声もあり，指導に便利です。また，この頃は，

周りの子どもたちが色々と親切に教えてくれて，

外国人児童は徐々に学校に慣れていきます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料１）「日本語学級 1」大蔵守久著 凡人社発行 

 

 ３ 中期・後期指導 

質問２「日常会話ができるようになったら， 

日本語指導は必要ないのでしょうか」 

答え 必要です。日常会話と学習で使われる言

葉（学習用語）は違っています。学習用語が理

解できないために学力が上がらないことがあ

ります。特に，長方形や平行四辺形など，漢字

が使われる学習用語の理解や区別に難しさを感

じているようです。 

指導には，二つの方法があります。在籍学級

から子どもを他の教室に連れてきて個別に指導

する「取り出し」と，学級の授業に入って学習

の支援をする「入り込み」の指導です。八千代

市には，外国語協力員の先生に外国語で子ども

に直接指導をしてもらえる機会があります。

「取り出し」での学習支援や，学校からの手紙

の翻訳をしてもらえます。 

 

４ おわりに 

外国人児童の中には，「いつ自分は，母国に帰

ることになるのか」と，急な帰国を心配してい

る子がいます。保護者と日頃からコミュニケー

ションをとり，子どもたちが安心して学校生活

を送れるようにしてあげたいと思います。 

わたしの学級経営   

 わたしの日本語指導 

 八千代市立村上小学校 日本語教諭 寺岡敦子 
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１ 理想とする学級とは 

 私が考える理想の学級とは，学級に所属する

生徒全員が，「学校生活が楽しい」と感じること

ができる学級である。所属する生徒全員が「学

校が楽しい」と感じるために，担任としてでき

ることを考えていきたい。 

 

２ 担任としての学級経営 

 生徒たちが「学校生活が楽しい」と思えるよ

うな学級にするためには，いくつかポイントが

あると思う。 

まずは，学級への所属意識が重要だと考える。

学級に所属している以上，係や委員会などの役

割がある。これに責任をもって取り組み，学級

に必要とされていると感じることで所属してい

る意識は高まる。しかし，見えないところで活

動していることも多く，責任を果たしているか

どうかをすべて把握することは難しい。しかし，

生徒は「役割を果たしている」ことを褒められ

ることで，さらなる意欲が高まる。担任が生徒

を褒めるためには，できるだけ多くの時間を生

徒と過ごすことが重要である。一緒にいる時間

が長ければ，生徒のことを見ることができるし，

コミュニケーションを取る中で，わかる実態も

ある。休み時間の過ごし方，給食の準備，放課

後の活動など，意外なところで気を利かせて動

くことができる生徒がおり，その働きが学級を

円滑に動かしていることも多い。気が利く生徒

がいることを担任が褒め，学級の仲間が認める

ことで，働いた生徒のモチベーションは上がり，

さらに良くしようと努力してくれる。そうなれ

ば気を利かせてくれた生徒だけではなく，周囲

の生徒にとっては，その行動が模範となって，

良い効果が広がっていく。自分がその良い行動

を最初に行った人間だということは，生徒にと

って大きな自信となり，学級に所属している意

識も高まると考えられる。そういったやり取り

の中で，一人の生徒だけでなく，学級に所属す

る生徒全体の認められているという気持ちを育

て，学級に良い影響を広められると思う。 

しかし，生徒を褒めたことによる良い影響が

学級全体に広がり，定着するには時間がかかる。

なかなかうまくいかないことにもどかしさを感

じることも多い。我慢をしながら機を窺うこと

は忍耐が必要だが，生徒の成長を信じて待つこ

とも重要と考える。また，どのタイミングで声

をかけ，どのような言葉をかけるかも考えなが

ら，近くで生徒を見ることが大切だと思う。い

つ，だれが，どのような言葉をかけると効果的

なのかは，常に意識しておくことが重要である。 

 そして，一番大切だと思うことは，生徒とた

くさんコミュニケーションを取ることである。

生徒の状態を把握するだけでなく，信頼関係を

築くことも重要である。普段から多くの時間を

共にすることで，ちょっとした変化に気付き，

簡単な悩み事などを打ち明けられる環境を作る

ことができる。そして，小さな悩みでも積み重

なると大きな問題につながるので，初期対応も

大切である。ちょっとした声掛けや休み時間の

雑談が，生徒にとっては救いの一手となること

もある。事務処理などに追われて，時間の確保

が難しいが，できるだけ多くの時間を生徒と過

ごすことで，学級は安定すると考えている。 

 

３ 学級経営に必要なこと 

 学級経営の話だけではないが，教師としてど

れだけ多くの時間を生徒と共有し，しっかりと

コミュニケーションを取るかは，重要なことで

ある。なかなか指導が入らず，うまくいかない

生徒ほど，たくさん関わり，話をすることで胸

の内を話してくれるようになる。心と心をつな

げることができれば，学級をひとつにしていけ

る要素となると思う。「生徒とずっと一緒にいる」

言葉にすると簡単なことだが，実践するとなる

と大変なことも多い。だからこそ，常に意識し

なければならないことであると考えている。 

  

  学級経営で意識していること 

八千代市立睦中学校 教諭 今泉 大輔  

わたしの学級経営  

 



(20) 教 育 や ち よ 第 129号 

 
 

 

 

 

１ 居心地の良い学校 

 音楽専科として着任してから早くも４年が経

過しようとしている。初任の頃，子どもたちや

先生を含め，出会う人すべてが初対面で，毎日

が緊張の日々だった。今では，その感覚を懐か

しく思うくらいに，勤めている学校が居心地の

良い場所となっている。校内のすべての子ども

たちとも授業で関わりをもてるので，挨拶や会

話もお互いのことが分かっている上でできる。

最近ではそのような些細な日常も小さな喜びと

感じて生活を送っている。 

２ 八千代市小中学校音楽会 

 毎年１１月に市内の小中学校が集まる音楽会

がある。本校では，４年生の合唱を披露してい

る。子どもたちには，発表を通して「歌うこと

でしか得られない喜びと楽しさ」を体感して欲

しいといつも願っている。これは私自身が中学

時代の合唱で得た感覚で，当時は激しい情熱を

もって歌い続けていた。子どもたちが歌ってい

る時に何を感じているのかは実際にはわからな

いが，歌っている時の表情を見れば，少しは私 

 

 

 

 

１ はじめに 

 私が教諭を強く志したきっかけは，講師をし

ていた経験にある。講師は短い期間で勤務校が

かわり，やっと生徒との人間関係ができたころ

に離任する。講師を行っていた勤務校での部活

動はサッカー部。専門種目の顧問ということも

あり熱意を込めて指導していた。生徒とぶつか

ることもあった。その度に自分の考えを言葉に

して伝えてきた。離任式の際に別れを惜しみ全

員が泣いてくれた。これをきっかけに教諭とし

て働きたいという思いが強くなり採用試験に打

ち込んだ。 

２ 想いを形にする力 

 教員になってから「うまくいかないときが本

当の自分の実力である」とよく言われてきた。

（うまくいく時があればいいが，そうでないこ

との方が多い。）うまくいかない時はどうしたら

よいか。クラスにどんな姿になってほしいか語

り，次に進むためにどのように挑戦すれば，自 

分の望む結果につながるかを生徒に伝え続けて  

 

 

 

 

の思いも伝わっているのかなと感じている。音

楽会が終わった後に，子どもたちの日記や感想

を読んだ。そこには「仲間の大切さ」や「緊張

に克ったこと」，「上手く歌えない部分があって

悔しかったこと」など個々の想いが書いてあっ

た。とても感心させられることが数多くあり，

今後への励みとなっている。来年度もどういっ

た子どもの成長がみられるか楽しみである。 

３ 地域との関わり 

 勝田台は地域との連携が密な地区である。落

ち葉掃きや PTA 主催の勝南まつりでは，卒業生

たちと一緒に活動したり，音楽の演奏をしたり

した。地域に貢献する卒業生は驚くほど成長し

ていて，献身的な心をもっていた。こうした関

わりによって，子どもたちの成長というかたち

でも，地域をより良くしていきたいと考えるよ

うになった。そのために，これからも音楽を通

して，子どもたちが，多くの人と関わったり，

誰かを喜ばせたり，感動させたりできるよう，

成長させたいと強く感じている。 

 

 

 

 

 

いる。挑戦する姿勢が想いを形に 

していくと考える。この気持ちは講師時代に経

験したおかげでより強く想うことができた。 

２年目を迎え，１学年の学級担任を受け持っ

ている。毎日苦戦しながらだが，生徒にこんな

人，こんなクラスになってほしいと常々思いを

語り，生徒は自分たちがどんなクラスになりた

いかを考えられるようになってきた。 

３ これから成長するために 

 学び続けることがすべてである。学びをやめ

た者に成長はない。生徒の変容にアンテナを高

くして気付くことが重要だと感じる。すべては

生徒の将来のために何をすべきなのか，想いを

形に変えられるように何を伝えていくことが大

切なのかを考えなければならない。しかし考え

ているだけでは先に進めない。まだまだ未熟だ

からこそ挑戦する形を考えることを忘れないよ

うにしたい。消極的な成功よりも積極的な成功

につながるように失敗を恐れずに突き進んでい

きたい。 

より楽しく，歌い，関わり合い 

八千代市立勝田台南小学校 教諭 工藤 悠輝 

 
 

 

想いを形に変える力を身に付けたい 

八千代市立村上東中学校 教諭 渡辺 慧 

 

若い力 
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1 年生４４名の前に初めて立った４０数年前 

右往左往しながら無我夢中で過ごした。隣のベ

テランの先生は，実に眩しく，教室を覗き見し

ては，その技を取り入れようと毎日が必死だっ 

た。あれから，たくさんの先輩や同僚，子ども 

や保護者，そして地域の方々と出会い，成長す

ることができた。 

 数年たった頃のことだ。「針に糸を通してくだ

さい。一点に集中しますね。これが，学習です。」 

朝の打ち合わせで話された校長先生の言葉が今

も忘れられない。ピーンと引き締まった空気感  

は，授業の指針となった。年を経て，「学びの質」 

に目を向けることの大切さに気付かされた。「 

一人一人にどんな学びが生まれたのか。」「子ど 

もたちの中にどんな関係性や価値観が生まれた

のか。」等，質の高い授業を求めて学び合った。

ピーンとした空気感と共に，安心して学べる柔

らかく温かな雰囲気の大切さも学んだ。 

 その他にも，時間を忘れて「どう表現させる 

か」を語り合った図工科の研究や子どもと共に 

１ はじめに 

 私は中学生のころ，「働く大人」に憧れていま

した。大人はみんな輝いていて，自分もあんな

ことがしてみたい，こんな会話ができるように

なりたい。そんなことばかり考えていました。  

 やっぱり「働く大人」に魅力のない社会は色

んな意味で豊かにならない，そう思うのです。  

 「教師」という職業は，「働く大人」として，

子どもたちの前に立つ数少ない職業です。だか

らこそ，好き・嫌いは別にして，少なくとも「大

人としての魅力」がある，「モデリングの対象」

としての側面を持つ存在でありたいと思ってい

ます。 

２ かっこ悪い自分への気づき 

 私の考え方は一般的ではないかもしれません

が，教師に必要な条件として「かっこよく生き

る」ことを挙げます。「かっこよさ」のとらえは

様々ですから，「かっこ悪さ」を例に挙げます。 

「働く大人・教師」として一番「かっこ悪い」

姿は子どもに対して，言い訳をする姿ではない

でしょうか。自分の経験を振り返って，ドラマ

のように映像化してみると，その時の表情は醜  

 

 

 

 

燃えたスポーツ大会，毎朝の詩の朗読や合唱，

休み時間を忘れて激論を交わした国語の授業

等々，何とも心躍るシーンがいくつも浮かんで

くる。一つ一つがかけがえのない宝物である。

こんなに面白い時間が他にあるだろうか。そし

て，多くの仲間から刺激をもらい，新たな考え

や見方をいただくことができた。 

 職を終える時思ったことは，「楽しい思い出 

に囲まれ，皆様のお陰で幸せな教員人生を送る

ことができた。」という感謝の一言であった。  

 悩みや失敗は数知れず，枕を濡らした日もた

くさんあったが，人の成長に立ち会うことがで

きる教職という仕事の素晴らしさや面白さに心

震えることがそれ以上に多かった。 

 先生がわくわくすれば子どももわくわくし，

好奇心に満ちあふれる。皆さんには，多くの時

間が残されている。どうか学ぶことや教えるこ

とを楽しんで，豊かな学びを生み出してほしい

と願っている。 

 

く，情けなくなるような自分の姿 

が映し出されます。実にかっこ悪い。 

 なぜ，こうなってしまったのか， 

どうして関係性を築けなかったのか…悶々と悩

みます。今になっても，日々そんなことがあり

ます。 

３ おわりに 

 こんなことばかり考えていた（いる）私の行

きついた結論は，子どもたちは私たちの「かっ

こ悪さ」を映してくれる「鏡」であるというも

のです。「働く大人」として子どもの前に立つ私

たちにとって大切なことは，「かっこ悪い」自身

のことを教えてくれる子どもたちへの気づき

（感性）と，それを認知した上で，何とかしよ

うとあがく姿勢ではないでしょうか。 

 大人には遠慮があって，映してくれない自分

の姿も子どもの「鏡」は映してくれる…そんな

感性が自分を磨いてくれるはずです。そして，

そこからあがくことが「働く大人」としての自

分を確立してくれると信じています。 

 かっこよく生きるために，もがき，あがく，

そんな「働く大人」も悪くないですよ。 

豊かな学びを生み出す教師に  
―教えることを楽しんでー （前 米本小学校 校長） 

八千代市立村上北小学校 教諭 原田 厚子 
 

「働く大人」として子どもたちの前に立つ（前 八千代台西中学校 校長）        

八千代市立高津中学校 教諭 佐伯 崇夫 

先輩からのエール 
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１ 本年度の研究主題について 

 本年度の研究主題として，中学校社会科部会

は上記タイトルにある主題を設定した。研究主

題設定の理由として，目まぐるしく変化する日

本の社会の中で，自らその変化に対応していけ

る価値観を身につけさせていきたいという思い

がある。 

 

２ 研究主題に対する具体的な取り組み 

～まずは教員の実力養成から～ 

（１） 施設見学 

  昨年度は，「千葉市郷土博物館」へ行き，千

葉氏一族の繁栄について学んできた。 

  本年度は，「国立歴史民俗博物館」へ行き，

各時代の最新の歴史研究の成果などを聞くこ

とができた。その他にもビール工場へ行き，

製作工程を学ぶなど，様々な場所へ赴き，社

会科教員としての教養を深めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）教材研究 

①先輩方から学ぶ 

幸いにも社会科部会は，多くの先輩方が

出席している。特定の分野を指定して（本年

度であれば，地形図の学ばせ方など），その

先輩方からアドバイスをいただきながら，

指導の略案を作成した。 

  ②教材から学ぶ 

   本年度，教材研究の一環として，「風刺画」

をどのように教材として使用するかという

研修を行った。グループごとに，授業で効

果的に使えそうな風刺画を選び，指導計画

を作成した。 

３ これからの展開 

 中学校社会科部会としては，「つながり」とい

う視点を重視している。「過去と現在」，「人と人」，

「事象と事象」などをつなげられる社会科教員

を目指して，これからも研修に励みたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会の変化に主体的に対応し， 
生きる力を育てる社会科学習 

～人や物，事象とのつながりを意識して～ 
八千代市立高津中学校 教諭 清水 俊輔  

市教研活動紹介（中学校社会科部会） 

 

編集後記 
 新学習指導要領において「学習の基盤となる資

質・能力」として「情報活用能力」が位置付けられ

ました。そして，その育成を図るため，各学校にお

いて，コンピュータや情報通信ネットワークなどの

情報手段を活用するための環境を整え，これらを適

切に活用した学習の充実を図ることとあります。 

第 128 号では，ICT 機器更新で広がる授業の可能

性について特集させていただきました。本稿では，

主体的・対話的で深い学び実現に向けた授業改善の

ための大切な視点と，その実現のために ICT 機器を

活用した授業実践について特集しております。八千

代市のすべての教室で，主体的・対話的で深い学び

が実現するためのツールとして ICT 機器の活用に

ついてみんなで考えていきましょう。(編集委員長) 

平成 30 年度 
「教育やちよ」編集委員 
 
村 上 小 学 校 校長 平 岡 広 充 
 
村上東中学校 教頭 長 尾  隆 
 
みどりが丘小学校 教頭 瀨 口 朗 子 
 
村上東小学校 教諭 金 子 智 子 
 
村上北小学校 教諭 坂 本 裕 美 
 
村上東中学校 教諭 小 林 伸 一 
 
高津中学校  教諭 井 上 元 太 
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