
「ICTの活⽤による主体的・対話的で深い学びの実現に
向けた授業改善」

国⽴教育政策研究所 令和２年度教育改⾰国際シンポジウム
ICT を活⽤した公正で質の⾼い教育の実現に向けたデモンストレーションスクールの取組

令和３年２⽉16⽇（⽕）
広島県安芸太⽥町教育委員会



平成22年度より、東京⼤学CoREF※、市町教育委員会、⼩
中⾼等学校と連携し、
「⼈はいかに学ぶか」の研究に基づき、
⼦どもたちが「⾃分で考え、対話を通じて理解を深める」

協調学習を教室で実現するために、
校種・教科を超えて「知識構成型ジグソー法」の型を使っ

た授業研究
オンラインでの授業づくり検討
対⾯の教科部会や研究会

※東京⼤学⼤学発教育⽀援コンソーシアム推進機構

これまでの取組（コロナ禍以前）
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安芸太⽥町が考える公正で質の⾼い教育
●⼦どもはみな学ぶ⼒をもっている
●学びのプロセスは多様
●多様性をお互いに⽣かし合いながら、

関わりを通じて、みんなで賢くなる。
（⽬指す公正で質の⾼い状態）

そのために･･･
多様な⼦どもの学びのプロセスについて
多様な教員がチームで学び合いながら、
学びの実態に即した質の⾼い授業を
実現し続ける学校を⽬指して 3



これまでの取組（仮説検証型授業研究）
デザイン

仮説⾒直し

デザイン

実践
プロセス

データ収集
（＝⾒取り）

学習評価＝
デザイン評価 学習プロセスの

⾒取りに基づき、
次のデザイン
仮説の質を向上

こんなところ
で予想外につ
まずいていた

つけたい力は
こういうもの
だから、こん
な課題で

次はこんな学
び方／つまず
き方をすると
いう前提で…

それだと子ど
もは具体的に
こんな答えを
出しそう

つまずきの
原因は？
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授業研究の⾵景も変わる
（旧来︓先⽣がどう教えているか、

教室全体がどんな様⼦かに焦点）
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授業研究の⾵景も変わる
（ 今後︓個々の⼦どもが

どう学んでいるかに焦点 ）
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学校でできるのは、⼦どもの⼼に寄り添うこと
つながりをつくること

⼦どもたちの学びに必要なのは 学ぶ意欲

だから、焦るけど、焦って詰め込みたくはない
これまで⼤切にしてきた協働・対話は、

やっぱり⼤切にしたい

⇒コロナ禍においても
主体的・対話的で深い学びをあきらめない。

コロナ禍において
学校休業中に先⽣⽅と考えたこと
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ウィズコロナで協働・対話をどう実現するか
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5年⽣6名、6年⽣5名
複式学級での算数科授業
⼦ども・担任教師は教室で

密を避けてスクール形式に並ぶ
導⼊や全体交流

⇒通常の授業と同様に実施
グループでの学習

⇒web会議システム（Zoomの
Breakout Session）を活⽤して実施

【⼦どもの学びの事例】
６⽉ A先⽣ 算数科5年「合同」6年「⽐」
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授業デザイン（5年）
メイン課題

グループA：
上の図の中に

合同な三角形の
組み合わせは？

グループB：
見た目は異なるが
同じ面積の図形

グループC：

面積が求められるのは
？

②①

③

4cm

10cm

①個人思考

②課題解決のヒントになる視点
を別々の班に分かれて学習

（エキスパート活動）

10
2014年 宮崎県えびの市⽴真幸⼩学校（当時）津奈⽊考嗣先⽣作成教材の追試

【問題】四角形ABCDは長方形です。色のついた部分の面積を求めましょう。



授業デザイン（5年）
メイン課題

グループA：
上の図の中に

合同な三角形の
組み合わせは？

グループB：
見た目は異なるが
同じ面積の図形

グループC：

面積が求められるのは
？

②①

③

4cm

10cm

④各班の考えを全体で交流し、
見直し深める

（クロストーク活動）

⑤最後にもう一度個人で課題
に対する考えを整理

③持ち寄った視点を交流、
活用して班で課題解決

（ジグソー活動）
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【問題】四角形ABCDは長方形です。色のついた部分の面積を求めましょう。



 グループ学習終了の段階
⇒どちらのグループも答えにたどりつかず。

 全体交流 ⇒考えを再整理し、答えに⾏き着く。
 個⼈まとめ（次時）

⇒６名中5名が正しい考えを説明。
「聞こえてるー︖聞こえてるー︖」連呼。
通信環境の問題 ＝画⾯共有ができない。

⇒「図形にかき込みながら説明」難しい。
⾔葉だけの説明 ＝考えの共有が難しい。

⇒相⼿の考えに、疑問を差しはさみずらい。

学習のプロセス
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⼦どもたちが⾏えるようになっていたこと
⇒画⾯の共有・書き込み・成果物の保存等

通信環境の問題
⇒画⾯共有停⽌・フリーズ

→６年⽣はZoomができず
※接続トラブル ⇔ ⼦どもの学びは⽌まらない

（例:⼿元のミニホワイトボードの活⽤）
◎授業者「通信トラブルがなければ︕」

ICT利⽤の成果と課題
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先⽣︓２つのZOOM会議開催（複式学級⽤）
２台のタブレットにヘッドセットを差し替え
２つの学年のグループ学習の様⼦を⾒取る

⼦ども︓（話すのが苦⼿な⼦が話に割り込み
にくいときに）共有されている画⾯に説明を
書き込んで割り込む
どちらの学年も内容的に資料共有が必須の状

況でZoomを使って⼦ども達に任せられる
⇒⼦ども達にとってICTが筆記⽤具と同じよ

うに⾃然なものになりつつある

11⽉ A先⽣ 5年「⾯積」6年「データの調べ⽅」
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発⾔例︓
（メインの課題の図形について）「Cのエキスパートに似てる」と
いう発⾔が⼦どもから出てきたので、そのままいけるかなと思った
ら、その直後に「縦の⻑さが分からないと⻑⽅形が求められないよ
ね」という発⾔が出て、結局⾯積ではなく⻑さの⽅に着⽬して考え
はじめてしまった。

事後協議︓つぶやきから学ぶ
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参加された先⽣⽅へのアンケートから

子どもたちの声、
つぶやきが確実に
聞き取りやすい

子どもたちの手元
がわかればもっと
いい

⾒取りやすかったか ウェブ会議システムが
授業研に使えるか

遠隔地の授業研に
簡単に参加できる

教室にいないので、子どもたち
の学びについて、参観者同士で
すぐに気づきを共有できる
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今日の形態の方が思考や対話を見取りやすい

どちらかと言うと今日の形態の方が思考や対話を見取りやすい

どちらとも言えない

どちらかと言うと普段の形態の方が思考や対話を見取りやすい

普段の形態の方が思考や対話を見取りやすい

是非活用すべき

他に支障がなければ活用すべき

どちらとも言えない

あまり望ましくない

望ましくない



授業研究の事例から

K⼩学校TO⼩学校

TU⼩学校
A中学校

K⼩学校

K中学校

6⽉ A先⽣onZoom
5年「合同」6年「⽐」

9⽉ B先⽣onZoom
4年「倍の⾒⽅」

9⽉ C先⽣on対⾯
4年「倍の⾒⽅」

10⽉ C先⽣onZoom
4年「概数」

11⽉ B先⽣対⾯
4年「概数」

11⽉ A先⽣onZoom
5年「⾯積」6年「データの調べ⽅」

⼦どもの学び

先⽣たちの学び

17実践者とモニターが役割交代しながら、取り組むことで、
コミュニティ全体で学びを⾒つめ直し、発⾒をみんなで共有



若⼿教員を中⼼に
●教材への理解が深まり教科の本質に迫りつつある。
●⼦どもの学びの実態をより⾒取れるようになっており、

それらを踏まえた授業デザイン⼒が向上している。

●中堅、ベテラン教員、学校外の多様な⼈との関わりと
コミュニティ全体の成⻑

●「ICTを使ったから〜/使わなかったから〜」を超えて、
「⼦ども達の活動・思考×ICT」「授業デザイン×ICT」
「先⽣の指⽰や⽀援×ICT」がどう機能していたかを
⾒極めることができるように 18



●スクール形式でZOOM
を使ってグループ協議

参観者は別室or 遠隔で
Zoom経由参観

 ICTによる対話記録を⽤
いた事後協議

【先⽣たちの学びの事例】
10⽉ C先⽣ ４年 算数科「概数」
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 ICTによる対話記録を使わない場合と⽐べて、
より⼦どもの思考の流れに着⽬した⾒取りが可能に

聞こえない発話の推測、解釈、事前の対話に戻って
の確認が⽣起した

⼦どもに対する⾒⽅の変化や授業者⾃⾝への気づきも

おかしを買います。下の表の３つを買ったら，だいたいいくらになるかな？

ひろこさんは，買おうとするものの代金の合計を３つの方法で見積もってみました。その結果，「だいたいいくら

か」を見積もるためには，「四捨五入」で見積もる方法が一番いいと考えました。他の場合も計算してくらべ，なぜ

「四捨五入がいい」と考えたのか，そのよさを説明しましょう。

※どれも上から１けたのがい数で表しましょう。（上から２けた目を「四捨五入」「切り上げ」「切り捨て」しましょう。）



11⽉ B先⽣ 4年 算数科「概数」
⼦ども達がもっと使

える図に変更し表の
中に

⾒せたいところに注
⽬させるために他を
隠す⼿⽴ても追加

※他校の先⽣⽅とも授業者の想いを共有して、学びの事実と
原因を同定し、他校の先⽣がそれに基づいた授業デザイン
につくり変えて実践する姿が⾒られている。 20

はなさんは、買おうとするものの代金の合計を「四捨五入」で見積もりました。なぜ「四捨五入」がいいと思った

のでしょうか。他の場合も計算して比べ、そのよさを説明しましょう。

※どれも上から１けたのがい数で表しましょう。（上から２けためを「四捨五入」「切り上げ」「切り捨て」しましょう。）

だいたい
いくらになるかな。



今後、町教育委員会としてやりたいこと

それぞれの学校が⾃⽴して、
ICTも使いながら、

⼿軽に、
対話による授業を実施、
対話の記録、
遠隔授業研究のための配信が
できるような教室環境づくり
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安芸太⽥町が考える公正で質の⾼い教育
●⼦どもはみな学ぶ⼒をもっている
●学びのプロセスは多様
●多様性をお互いに⽣かし合いながら、

関わりを通じて、みんなで賢くなる。
（⽬指す公正で質の⾼い状態）

そのために･･･
多様な⼦どもの学びのプロセスについて
多様な教員がチームで学び合いながら、
学びの実態に即した質の⾼い授業を
実現し続ける学校を⽬指して
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