
令和２年度 国立教育政策研究所 教育課程研究指定校事業（国語科）

主体的に学び続ける子どもの育成
～深い学びの実現を目指した学習過程の工夫及び

学習評価の研究を通して～

山陽小野田市立高千帆小学校



学校紹介

山陽小野田市立高千帆小学校

山口県山陽小野田市

・全校児童6１６名

キンコン カンコン



発表の内容

１ 研究の概要

２ 今年度の実践

３ 成果と今後の研究について



基礎的・基本的な力
の定着

１ 研究の概要

本校の児童の実態

全国学力・学習状況調査の結果は，国・県の
平均正答率を継続して上回る結果

・毎朝，１５分間の「モジュール学習」

・２年間の校内研修による研究の成果



児童の課題

・「複数の文章や資料の中から必要な情報を選択
し，目的や意図に応じて適切に活用する能力」

・「条件に応じて適切に活用する能力」

たくさんの文章や資料を
読み取るのは苦手だな

条件に合わせて説明したり
書いたりするのは難しいな



過去３年間の全国学力・学習状況調査の分析

 

年度 問題の概要 出題の意図 内容 学習過程 正答率 

Ｈ２９ 

折り紙のみりょくについて，スピー
チメモとグループの話合いで出さ
れた意見を基に書く 

目的や意図に応じて，話の構成や

内容を工夫し，場に応じた適切な

言葉遣いで自分の考えを話す 

話すこと・聞くこと 

書くこと 

構成の検討 

考えの形成、記述 
58.9 

「水やりに協力してくれる人をぼ集しま

す」の［ イ ］に入る内容を，中学生か

らの【アドバイス】を基に書く 

目的や意図に応じ，必要な内

容を整理して書く 書くこと 考えの形成、記述 32.6 

「きつねの写真」を読んだあとの話合い

におけるア・イの発言の意図として，適切

なものをそれぞれ選択する 

自分の考えを広げたり深め

たりするための発言の意図

を捉える 
読むこと 考えの形成 32.6 

Ｈ３０ 

これから言葉をどのように使っていきた

いかについて，北川さん，小池さんのいず

れかの意見を取り上げ，     を書く 

話し手の意図を捉えながら

聞き，自分の意見と比べるな

どして考えをまとめる 

話すこと・聞くこと 

書くこと 

精査・解釈 

考えの形成、記述 
51.1 

【おすすめする文章】の         

に，むし歯を防ぐ効果について，【保健室

の先生の話から分かったこと】を取り入

れて詳しく書く 

目的や意図に応じ，内容の中

心を明確にして，詳しく書く 書くこと 考えの形成、記述 21.3 

山下さんは，どのようなことが知りたく

て【自伝「旅人」の一部】を読んだのか，

その説明として適切なものを選択する 
目的に応じて，複数の本
や文章などを選んで読む 読むこと 構造と内容の把握 46.8 

Ｈ３１ 
公衆電話について調べたことを【報告す

る文章】の □に，「２ 調査の内容と結

果」の（１）と（２）で分かったことをま

とめて書く 

目的や意図に応じて，自分の

考えの理由を明確にし，まと

めて書く 

書くこと 考えの形成、記述 57.3 

「目的（や意図）」という
キーワードが多く見られた



国語科において，児童が明確
な目的や意図をもって「話
す・聞く」「書く」「読む」
といった学習に取り組めてい
ないのでは・・・？

学習過程や指導方法
学習評価の工夫・改善に向け

た研究が必要！！



研究主題

主体的に学び続ける子どもの育成
～深い学びの実現を目指した学習過程の工夫及び学習評価の研究を通して～

国語科「C読むこと」を中心に



国語科「C 読むこと」領域の学習指導を中心とした研究の推進

〈研究１年次〉
学習過程の工夫改善

〈研究２年次〉
学習評価について

教職員の授業改善・意識の変
容・研究の共通理解

児童が自らの学びを深め，見出し
た新たな課題に向けた意欲につな
がるような学習評価



たくさんの文章や資料を読み
取るのは苦手だな

条件に合わせて説明したり書
いたりするのは難しいな

研究構想図

《協働的な学び部会》
「考えを交流したり確認した
りすることで，学びを深める
ための学習活動の工夫」の研
究

《学習評価部》
「学びの深まりを実感し新た

な課題に向けた意欲向上につ

ながるような振り返りや評価

の工夫」の研究

《導入》
・複数の情報から課題解決の糸口を見いだしたり，文章の構造
や内容などを把握したりするための課題提示や発問の在り方
・自らの考えを形成し学習の見通しをもつための導入の在り方

《展開》
・複数の情報から課題解決の糸口を見いだしたり，文章の構造
や内容などを把握したりするための課題提示や発問の在り方
・自らの考えを形成し学習の見通しをもつための導入の在り方

《終末》
・新たな課題解決の見通しをもつための振り返りの在り方
・学びの深まりが実感できるための振り返りの視点の与え方

学習過程の工夫改善

《授業力の向上》
〇授業研究会の実施
〇一人一授業

《表現する力の育成》
〇朝のモジュールタイムを活
用した条件作文

学年・ブロック別研修

〇言葉に対する自覚を高め，自らの思いや考えをより明確に再構築できる児童の育成
〇自らの学びを深め，見いだした新たな課題に向けた意欲をもつ児童の育成

深い学びの実現

《調査・分析》
〇学力調査
〇児童アンケート
〇教職員アンケート

《主体的な学び部会》
「自ら考えをもち,学びに見通
しをもたせるための学習活
動」の研究

部会別研修



〈研究１年次〉
学習過程の工夫改善

導入段階

展開段階

終末段階

研究体制



そう思う ややそう思う あまり思わない 思わない

育てた資質・能力の明確にして

指導目標を立てている 6 21 1 0

自分の考えを形成し，学習の見通

しがもてるような学習課題の工

夫
2 23 3 0

目的や意図をもたせることができ

る学習活動 2 22 4 0

考えをより深めることにつながる

協働的な学び 0 18 10 0

どの場面，どのような姿をどのよ

うに評価するか 1 17 9 1

「深い学び」についての共通

理解
6 17 4 1

教職員アンケートの実施（６月）

２ 今年度の実践



児童アンケートの実施（６月）

そう思う ややそう思う あまり思わない 思わない

めあてを意識して授業に取り組ん
でいる 6２％ 31％ ５％ ２％

目的に応じて，自分の考えを話し
たり書いたりしている 51％ 36％ 11％ ２％

目的に応じて，必要な語や文を見
つけたり，文章や段落どうしの関
係を考えたりしながら読んでいる

46％ 40％ 11％ ３％

話し合う活動を通して，自分の考
えを深めたり，広げたりすること
ができている

54％ 33％ 10％ ３％

自分の言葉でふりかえりを書くこ
とができる 75％ 17％ 7％ １％

学習したことを，普段の生活の中
で活用しようとしている 50％ 35％ ９％ ６％



〔主体的な学び部会〕
〔協働的な学び部会〕
〔学習評価部会〕

低学年ブロック
中学年ブロック
高学年ブロック

授業研究会の実施



授業内容の検討

各部会で授業内容の検討 各ブロックでの検討

主体的な学び部会・・・めあて・発問について

協働的な学び部会・・・学び合いの方法や場の設定

について

学習評価部会 ・・・ふりかえりの視点について



第１回 授業研究会 第３学年
登場人物のへんかに気をつけて読み，感想を書こう

教材名「まいごのかぎ」

６月１７日５校時
３年３組 前田学級

６月２４日
研究協議会



成果

・友達との学び合いの方法や場の設定を新たに提
案することができた。

付箋を使って
の意見交流

文番号の活用



・単元のゴールを見据えた
単元づくり。

・指導案の表記の仕方の改善。

課題

・目的や必然性のある
「学び合いの場の設定」
づくり。



子どもたち自身が単元のゴールを把握し，毎時間の授
業のめあてと単元のゴールがしっかり結び付くことが
必要なのではないか。

教師自身がこの単元でどんな力を身に付け
させたいのか，どんな言語活動を仕組むの
かをしっかり吟味する必要がある。

各部会ごとの具体的な取り組み

主体的な学び部会



「子どもたちが主体的に学び続けることができる単元づくり」をするために，

単元計画シートを作成する

「言語活動が課題解決の過程として展開される」もの
になっているか単元計画を立てる上でしっかり考えら
れるシート。
日頃の授業や一人一授業の時に活用。



学習指導要領で指導事項の明確化

毎時間の主眼（教師視点）を記入。

各時間の学習課題が単元の学習課題であ
る言語活動としっかり結び付いているか
確認する。

単元全体の学習課題の明確化



子ども同士の協働を活性化させる。

①学び合いの場面が，指導事項をク
リアするものになっているか。

②学び合いの場の設定や道具の工夫。

協働的な学び部会



「子ども同士の協働が，指導事項に向かって活性化」するために，

①単元のどこで学び合いの
場面を設定するか考える

「授業公開の際は，指導事項をクリアする
ための学び合いの場面を設定」

↓
・指導事項への意識を高める。
・子ども同士の協働が活性化されているか
検討できるようにする。



「子ども同士の協働が，指導事項に向かって活性化」するために，

②学び合い場の設定や道具の工夫をする

コロナ禍において，どう友達と関わればよいか？

友達と話すだけが，協働ではない！

どんな学び合いの場の設定や道具の工
夫ができるだろうか・・・



「子ども同士の協働が，指導事項に向かって活性化」するために，

③根拠を示して意見を言うための
話し方の指導

【話し方の例】
文番号 または 〇ページをみて
ください。
ここに と書いてあります。
だから と思いました。



子どもたち自身が自らの学習を振り返って
次の学習に向かうことができるようにする。

①年間指導計画を基に，単元で取り上げる指導事項を
確認しておく。＝指導改善に生かすための評価

②単元のどの段階で，どの評価規準に基づいて評価
するか決定しておく。＝観点別学習状況の評価

学習評価部会



児童の学習改善、教員の指導改善に生かすために，

①単元で取り上げる
指導事項を確認する

教師が単元やその時間の評価規準を明確にもって
授業に臨むために

↓
・十分満足できる（A）
おおむね満足できる（B）
努力を要する（C） 子どもの姿の想定。

※努力を要する状況（C）への手立てを想定しておく。



１ 主題名 単元名 題材名
２ 指導の立場
３ 研究主題との関わりについて
４ 単元の目標
５ 単元で取り上げる言語活動
６ 評価規準
７ 指導計画及び評価計画
８ 本時案

総案の書き方を改める

※４，５，６，７については，『「指導と評価の一体化」
のための学習評価に関する参考資料』に基づいて書くよう
にする。

※７には評価方法を明記する。



★子どもに書かせたい振り返り（おおむね満足できる
子どもの姿）を本時案に明記する。

→子どもに書かせたい振り返りから授業の組み立てを
考える。

書かせたい振り返りの明記



振り返りの視点の統一

※指導改善に生かすための評価
→単元の中で３～４回（毎時間でもよい）行う。

★振り返りの視点の統一
→わ・・・分かったこと（学について）
お・・・思ったこと（自分自身や友達のこと）
ん・・・疑問（新たな疑問は次時に繋がる）



②単元のどの段階で，
どの評価規準に基づいて
評価するか決定しておく

観点ごとに評価し，児童の学習状況を分析的に捉える。

↓
・評価規準に基づいて評価する。
・「知識・技能」「思考・判断・表現」と関連のある
内容から評価する。

※言語活動を評価するのではないことに留意する。



★単元計画の段階で，しっかりと
振り返りをさせたい時間を決め，
評価する。

振り返りの時間の充実

※記録に残すための評価
→単元の中で１～２回行う。

「授業が楽しかった」のような「知識・技能」
「思考・判断・表現」と関連のない記述を
評価の対象にしない。



第２回 授業研究会 第２学年
そうぞうしたことを，音読げきであらわそう

教材名「お手紙」

９月２３日５校時
２年３組 木村学級

９月３０日 研究協議会
講師：山口大学教育学部

岸本 憲一良 教授



成果

・「単元計画シート」の活用により，毎時間のめ
あてが単元のゴールとしっかり結び付いた学習計
画を作成することができた。

・手作り教科書やペープサートを使った音読劇な
ど，学び合いのための道具の使った授業を提案す
ることができた。

・総案の書き方を改善することで，評価の方法を
明確にすることができた。



課題

・自分の考えを叙述や言葉に
着目させて書かせる手立てに
ついて。

・単元の評価方法，評価規
準について。



国立教育政策研究所 教育課程研究指定校事業
「国語」中間発表会



第６学年 登場人物の関係をとらえ，人物の
生き方について話し合おう

教材名「海のいのち」

１１月２日５校時
６年１組 舞田学級

１１月１８日 中間発表会
講師：国立教育政策研究所教育課程研究センター
研究開発部 学力調査官 教育課程調査官

伊坂 尚子 様



成果

・「太一日記」が「登場人物の生き方について話
し合う」という言語活動の手立てとして有効だっ
た。また，「太一日記」を蓄積することで子ども
たちの変容を見取ることができる。

・文番号を活用することで，叙述を基に根拠を伝
えることができていた。また、全体共有をする時
に時にも有効だった。



課題

・グループ交流をする時の目
的や意図の明確化。

・子どもたちの学びを単元のど
の段階で，どの評価規準に基づ
いて評価するかを明確に教師自
身が持ち，学習活動を吟味する
必要がある。



朝のモジュール学習を活用した条件作文

・毎週水曜に実施（１５分間）

テーマや条件の指定

自分の考えを表現する力の育成



３ 成果と今後の研究について



導入段階
成果
・毎時間のめあてが単元のゴールとしっかり結び付い
た学習計画を作成するための手立てとして，「単元計
画シート」の活用が有効だった。

子どもたち自身も単元のゴールを意識し
て学習に取り組むことができました！



展開段階

成果
・新型コロナウイルス感染症の状況下でも，で
きる学び合いの場の設定や道具の工夫を新たに
提案し，子どもたち同士の協働の場を設定する
ことができた。



【場の設定】
音読の仕方 付箋の活用

にている
ちがっている
なっとく・なるほど

ICTの活用



手作り教科書

【道具の工夫】
文番号

ペープサート

ワークシート



終末段階

成果
・総案の書き方を改善することで，評価方法を
明確にすることができた。

・教職員の学習評価に対する意識の変容がみら
れた。



学校全体としての成果

教職員の授業づくりに対する意識の変
容・研究についての共通理解を図るこ
とができた。



教職員アンケートの結果

そう思う ややそう思う あまり思わない 思わない

６月 10月 ６月 10月 ６月 10月 ６月 10月

育てた資質・能力の明確にして

指導目標を立てている 6 ９ 21 16 1 ０ 0 ０

自分の考えを形成し，学習の見通
しがもてるような学習課題の工夫 2 ５ 23 20 3 ０ 0 ０

目的や意図をもたせることができ

る学習活動 2 ７ 22 17 4 １ 0 ０

考えをより深めることにつながる

協働的な学び 0 ２ 18 23 10 ０ 0 ０

どの場面，どのような姿をどのよ

うに評価するか 1 ３ 17 21 9 ０ 1 ０

「深い学び」についての共

通理解
6 ９ 17 15 4 １ 1 ０



全国学力・学習状況調査の結果分析

設問番号 出題の趣旨 学習指導要領の領域 形式 正答率

１三
目的や意図に応じ，取材内容を基にして，
自分の考えをまとめる

話す・聞く
５６ エ

記述 97.8

３一
叙述を基に場面の様子を捉え，登場人物
の気持ちを想像する。

読むこと
３４ ウ

選択 88.2

３三
登場人物の相互関係に基づいた行動を表
す叙述から，心情を捉える。

読むこと
５６ エ

選択 81.7

３四
複数の叙述を関係付け，登場人物の心情
について自分の考えをまとめる。

読むこと
５６ エ

選択 60.2

・校内研修と関連のある設問



設問番号 出題の趣旨 学習指導要領の領域 形式 正答率

３四
複数の叙述を関係付け，登場人物の心情
について自分の考えをまとめる。

読むこと
５６ エ

選択 60.2

木村さんは，線部オを線部ア，エと関係づけて読み，【ふせん④】を書きまし
た。木村さんが【ふせん④】に，正太郎がキツネたちをかがやかしいものと感
じている，と書いた理由の説明として最も適切なものを，次の１から４までの
中から１つ選んで，その番号を書きましょう。

線部オ「ちょうどそのとき，まばゆい朝日に，キツネどもの足あとは，金色にかがやい
て，深い林のおくにつづいていくのでありました。」に対して，木村さんが

「まばゆい朝日」と「足あとは、金色にかがやいて」というところから，正太郎
がキツネたちをかがやかしいものと感じているということが分かる。

と書いた理由の説明

【多く見られた誤答】
「木村さんは，まばゆい朝日に照らされて，深い林のおくまで春の雪がきら
きらとかがやいていると考えたから。」 ２３人（２４．７％）

表現情景に登場人物の心情が暗示的に表現されていることを捉え
ることができていない。



児童アンケートの結果

そう思う ややそう思う あまり思わない 思わない

６月 10月 ６月 10月 ６月 10月 ６月 10月

めあてを意識して授業に取り組ん
でいる 62％ 59％ 31％ 34％５％ 6％ 2％ １％

目的に応じて，自分の考えを話し
たり書いたりしている 51％ 52％ 36％ 35％ 11％ 11％２％ ２％

目的に応じて，必要な語や文を見
つけたり，文章や段落どうしの関
係を考えたりしながら読んでいる

46％ 44％ 40％ 42％ 11％ 11％３％ ３％

話し合う活動を通して，自分の考
えを深めたり，広げたりすること
ができている

54％ 54％ 33％ 32％ 10％ 11％３％ ３％

自分の言葉でふりかえりを書くこ
とができる 75％ 68％ 17％ 24％ 7％ ６％ １％ ２％

学習したことを，普段の生活の中
で活用しようとしている 50％ 46％ 35％ 40％９％ 10％ 6％ ４％



児童アンケート結果から
・目的に応じて，自分の考えを話したり書いたりしていますか。（全校児童）
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・文章や資料を読むとき、目的に応じて、必要な語や文を見つけたり、文章や段
落どうしの関係を考えたりしながら読んでいますか。（全校児童）
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44%
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・児童の意識変容・課題解決には至っていない。

課題・今後の研究について

継続して，学力調査でみられた課題解決に向け，
学習課程の研究を行っていく必要がある。

学習指導の改善の視点

〇児童が明確な目的をもって読むことができる言語活動
を設定する。

〇児童が自ら作品に働きかけるような読み方ができる
ようにする。

〇複数の作品を読む活動を積極的に取り入れるよう
にする。



・単元や授業における学習評価の方法や評価
規準についての認識。

課題・今後の研究について

学習評価に関する研修を行い，全教員で共通理
解を図る。また，単元ごとの評価規準の作成を
行い，授業研究会での提案を行う。



ご清聴ありがとうございました


