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ねらいの明確化 ～付けたい力をどう表すか～ 
 

土岐市教育研究所長   樋 田  東 洋  
 

わかってはいるがうまくいかない、そんなこ

とがあります。これもその一つです。 

  「本時付けたい力を明確にしてねらいを設定

せよ」と言われますが、これがなかなか難しい

ことです。なぜなら、そもそも能力というもの

が、目に見えないものだからです。能力がつい

たかどうかは、ある行動ができるかどうかで判

断するしかありません。このような事情から、

ねらいは「○○することができる」のように行

動で表現することになります。しかし、厳密に

言えばそれは行動であり、能力そのものではあ

りません。 

 能力が身についたのであれば、本時の課題解

決に作用しただけでなく、他にも適用し得るも

のになっているはずです。つまり、一回性のも

のでなく、他に適用・転移し得る一般性のある

ものになっているということです。この点はと

ても重要です。私は、見方・考え方、やり方・

解決のコツのようなものがこれにあたるのでは

ないかと思っています。 
○ねらいは、「○○することができる」と行動で表わすのが一般的 

○行動を可能にしているのは、見方・考え方、やり方・解決のコツ等であり、これは他に適用し得

るもの（能力）で、ねらいにこれを明示することが大切 

○形式として示すと「・・するには、◎◎すればよいことに気付き（を理解し）、○○することがで

きる」 ※     部がとても重要 

●「・・を通して、○○することができる」という形式は、課題解決の主たる手だてを示す良さが

あるが、行動のみを示すことになりやすい 
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〈導入〉・国産牛肉と比べアメリカ産牛肉が安い。 
・とうもろこし、だいず、肉類などの生産量に

おいて、アメリカが世界第１位である。 
以上２つの事実から、アメリカの農業生産力の高

さの理由に疑問を持たせ課題化する。 
〈課題〉 アメリカが、これほど多くの農作物を 

生産できるのは、なぜだろうか。 
〈個人追究〉 
配付資料をもとに、個人で課題の解決を図る。 

〈グループ追究＝「協同学習」〉 
３〜４名の学習班で、仲間の考えとの相違に注目し

ながら課題の解決を図る。 
〈全体追究〉個人、グループでつくられてきた考えを

出し合い、全体で課題の解決を図る。 
・気候、農業地域地図、農作物の特徴などから、気候

に合わせて作付け地域が分かれている。 
・農業に適さない気候の地域でも、例えば小麦が栽培

されているのはなぜなのだろう…。 
〈まとめ〉本時で学んだことを、キーワードを適切に使

いながら文章にまとめる。 
 

 
 
 
 

                                     文責  土岐市立土岐津中学校  桑原 幹 

 仲間と関わり高め合う力を育成するために、「生徒同士の間を意見が一往復半以上する授業」を目指して行った前回

の音楽科「日本の民謡を歌おう」の授業実践から見えてきたポイントは、次の２点でした。 

① 目指す姿が生徒全員に共有され、それに沿って個人課題が具体的に設定されると、生徒相互に援助がしやすい。 

② 教師が活動中の生徒の姿を適切に評価すると、その後、生徒自身が自己の変容を実感しやすい。 

 以上についての有効性をさらに検証するために、今度は社会科「アメリカの農業」の授業実践を通して検証したいと

思います。そこで、具体的な方策を授業の流れに沿って示します。 

１ 授業の流れと具体的な方策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 本授業でねらう「一往復半以上」の深め合い 

以下のような、資料からの読み取りや考えの交流によって、学習の深まりをねらいます。 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
検証授業は、12月中旬予定です。１月号で成果と課題の報告予定です。（次回 12月号は、11月の管外研修の報告です。） 

① 目指す姿を共有し、個人課題(追究テーマ)を具体的にするために 
方策：本時の課題を明確に意識させる。 

 導入で生まれた疑問を課題化した後、本時、何を追究することが

ねらいの中心になるのかを全体に問い、鍵となる言葉を確認した後

に、個人追究に入ります。 

方策：段階を踏んで読み取ることで、個人の考えを明確にさせる。 

 個人追究では、まず課題解決につながると思われる「事実」を集

めます。ここでは、数多く集めることを重視します。読み取りの後

半では、読み取った事実から思ったこと、気付いたこと、を文章に

していき、集めた事実が本時の課題にどのようにつながるのかにつ

いて「自分の考え」を持ちます。「事実」と「考え」を分けてとら

えることで、自分の考えの深まり具合をつかませます。 

仲間と関わり高め合う力の育成 
～“ふかめる”段階に焦点を当てて～ 

嘱託研修員会 

例①  南部では、綿花が栽培されている。 表明 
南部には雨が多

く降るよ。 反応 綿花は水が多く必要な作物だから、ここで、 
たくさん育てられるんじゃない。 再表明 

② 活動中の姿を適切に評価し、自己の変容を実感させるために 
方策：ねらいに迫る重要な場面で「協同学習※」の時間を設ける。 

前半は、「事実」を交流し、どの生徒も一定量の事実を確認できる

ように助け合います。後半には、確認できた事実が、どうしてアメ

リカの農業生産量の多さにつながるのかについて考えを出し合い、

深められるよう促します。 
方策：自分の考えと仲間と見つけた考えを分けて書く。 

自分の考えは鉛筆で書き、協同や全体追求の中で書き足していく

言葉は、青ボールペンでノートに書きます。こうして仲間との交流

によって自分の考えが変容していくことを実感しやすくします。 

※ 協同学習…小グループで、課題を解決するために、互いに力を合

わせ、助け合いながら、個の力を高めていく 

              （土岐津中学校としてのとらえ） 

 

綿花と違って、気候と栽培しているものが合

っていないところもあるね。    再表明 

小麦の特性からすると、降水量

が足りていない！    反応 

きっと何か理由があるぞ！   反応 

・アメリカで多くの農作物を生産できるのは、

環境に適した作物を栽培する適地適作を行な

っていて、さらに、栽培に適していない地域で

も、大規模なかんがいを行ったり、バイオテク

ノロジーを利用した新種の開発をしたりする

企業的な農業で生産量をあげる努力をおこな

っているからである。 

例②  小麦は、中央平原で栽培されている。 表明 



 
 
 
 
 
 

私達教員は、どうしても児童・生徒の問題行

動に注目しがちになる。その問題行動をやめさ

せようとあらゆる手を尽くしてもうまくいか

なかった経験はないだろうか。私も含め、私達

教員は、時折、問題行動の要因（本質）を見極

めないまま表出している問題行動ばかりを責

めてしまってはいないだろうか。 

本書は長年にわたり荒れた学校の生徒指導

担当や生徒指導コンサルタントとして、手腕を

振ってきた著者が、現場の実践で得た経験を２

５のルールにまとめている。本書のルール１に

は、「激しく荒れている子より、荒れていない

子たちに取り組む」とある。本当にそれでよい

のだろうかと初めは疑問に感じたが、読み進め

ると得心がいく。荒れている児童・生徒は全体

の割合からするとごく一部であり、それ以外の

大勢をしめる集団は頑張ろうとしている。著者

はこの集団を「中間的集団」と呼んでいる。こ

の中間的集団に対して教師の労力をできるだ

け効率的に配分して、全体の底上げをすること

を説く。 

身近なところに置き換えてみた。掃除をしな

いで遊んでいる生徒に注意する労力を割き、そ

の生徒の陰に隠れながらも、まじめに掃除に取

り組んでいる集団を見逃さないことに力を注

ぐことが大切だと感じる。また中間的集団をリ

ーダー的集団に同調させていくことが出来れ

ば、さらに良い。 

全体の底上げをし、集団として高め合える西

陵中学校を願い、本書を同僚と回し読みした。

実際は上手くいかない事の方が多いが、時々読

み返しては自分の言動をチェックしている。 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

前年度までの実践で「学び方を身に付け」は成

果を感じることができました。今年度は「主体的

に学び合う子」に重点をおき算数科を通して日常

的に研究実践を積み上げてきました。 
本校の児童の実態から、単位時間の中に小集団

での交流を位置付けることにしました。小集団の

場合、自分の考えを話すことに抵抗がなくなり、

相手の反応を確かめながら説明をすることで根拠

を明らかにすることや筋道立てて説明することの

必要性を感じることができると考えたからです。 
小集団での交流の目的と形態を次のように考え

ました。ペア交流：「どの子にも正しい説明の仕方

を身につけさるために、指定したペアで説明を聞

き合う」アイテム交流：「筋道立てて説明をする力

をつけるために、同じアイテム（考え方や算数的

活動）の仲間を見つけ、考えを説明し合ったり、

発表準備をしたりする」スクランブル交流：「多様

な考え方を知るために同じアイテムの仲間や違う

アイテムの仲間と交流し、自分の考えを確かめた

り主張したり、違う考えと比べたり取り入れたり

する」 
多くの子どもたちは、「自分の考えに自信が持て

る」「違う考え方が分かって楽しい」という点から

小集団での交流に意欲的に取り組むことができ、

これが主体的に学び合う子の育成につながってい

ます。本時のねらいを達成するための効果的な交

流の仕方や、交流を成立

させるために必要な知

識・技能・数学的な思考

力を身につけるための

方途の研究を続けてい

ます。

 

「私の愛読書」 

荒 れには必 ずルールがある 
土岐市立西陵中学校  教諭  山田 鏡一 

「我が校の教育実践」 

学び方を身に付け、主体的に学び合う子 

～妻木小「まんぞく授業」をめざして～ 

土岐市立妻木小学校 教諭 小栗 由子 



 
 
 
 
 
 

私は、５年生の担任をしています。下石小学

校の５年生は「そろえ大使」に任命され、一年

を通して学校生活の様々な場面で『もの・姿・

気持ち』をそろえる取り組みを全校の代表とし

て行います。その取り組みを通して、子どもを

やる気にさせるために大切だと感じたことに

ついて紹介します。 

４月、「そろえ大使」に任命されてすぐ、「ど

うしてそろえることが大切なのか」、そして、

自分たちの生活を振り返って、どんなことをそ

ろえていきたいかを話し合いました。教師がす

べて教え、決めていくことは簡単ですが、やる

気をもって活動するためには子どもたち自身

で意味や良さを考えさせることが大切だと思

い、話し合いを行いました。そのおかげで、子

どもたちは「自分たちで決めたことだからやり

きろう」という気持ちをもって取り組み続ける

ことができました。 

１学期は「姿勢・きりかえ・礼」をそろえる

と決め、「礼」がそろっているかどうかをビデ

オで撮影して見せたり、授業中や集会などの

「姿勢」がそろっているかどうかも、写真を撮

って見せたりして、子どもたちが自分たちの姿

をみて取り組みを振り返られるような工夫を

しました。子どもたちは、「思っていたより自

分の背筋が曲がっている」「自分の礼がみんな

よりもすごく浅い」など、自分の姿を見直すこ

とができました。逆に全員がそろっていたとき

のビデオや写真を見て、「すごい！」と嬉しそ

うでした。リーダーの呼びかけに応えながらお

互いに高め合うことは大切なことですが、クラ

スの一人ひとりが自分の姿を見つめ直せる材

料を、日頃から集めておき、みんなで振り返る

ことは大切だと感じました。 

２学期も「反応の声・すばやい行動・残量ゼ

ロ」の取り組みを行っています。子どもたちの

やる気を高められるような工夫を考えていき

たいです。 

 
 

 
 
 
 
 
 

昨年度に続き「濃南タイム」を核として研究を

進めている。「濃南タイム」が他校の話し合い活動

と異なる点は、課題に応じて必然性のある話し合

いの形態（ペア、小集団、全体）と機能（意見を

出し合う、選択・分類する、合わせる、合意形成

する、評価・批評をする）を提示したり、生徒に

選択させたりする点にある。そのことで話し合い

に深まりが生じ、思考力や表現力向上につながる。   
今年度は英語と数学で授業研究会を設けた。   
英語科では対話活動の中で「濃南タイム」を困

った点の解決の場、仲間のよさを広める場、互い

の伸びを確認し合う場とした。【確認・評価型】仲

間の具体的なアドバイスを得たり、よさを認めら

れたりしたことにより、多くの生徒が1時間で自

信をつけ堂々と対話を行う姿に変容した。 

数学科では、「濃南タイム」を班の仲間と互いの

意見や考えを交流することを通して、自分の考え

を整理・統合、深化するための場とした。【統合、

深化型】班での交流だけで十分に解決できないと

きには、教師の個別指導の声をヒントに、仲間と

さらに話し合い、整理・統合、深化させることが

できた。その後、全体交流の場で確認を行うこと

でどの子も正しい理解につなげることができた。 
「濃南タイム」には、各教科の特性に応じてそ

れぞれの活用の仕方はあるものの、上記２つの類

型に大別することができると考える。いずれにせ

よ、教師の意図的な働きかけや問い返しが「濃南

タイム」を一層充実していくことにつながるので、

この点をこれからの課題にし、さらに推進してい

きたい。

 

「私の教育実践」 

子どもたちをやる気にさせるために ～「そろえ大使」の取組を通して～ 

土岐市立下石小学校  教諭  山内 有紀恵 

「我が校の教育実践」 

楽 し く て た め に な る 授 業 づ く り 

～濃南タイムを核として追究し、「できる」「わかる」喜びを味わう姿をめざして～ 

土岐市立濃南中学校 教諭 丹羽 みゆき 



◆肥田中学校    河合 暁良 

「自分に厳しく、人

に優しく」これは私が

教員になってから、常

に大切にしているこ

とです。担任をしてい

る学級の生徒にも、こ

の言葉を伝えること

がよくあります。それ

は、自分を高め、人の 
ために行動ができる人になってほしいという願

いからです。もちろん、私自身もそうでなくてはいけ

ません。今後も、自分に厳しく人に優しい教員にな

れるよう、生徒と共に成長していきたいと思います。 

土岐市 小・中学校     （その１は 9月号→その２は 10月号→本号） 

ニューフェイスの紹介 その３ 

◆濃南中学校(養護教諭) 浅野 綾子 

 
４月に濃南中学校に

赴任し、８ヶ月が経ちま

した。明るく素直な子ど

もたちに囲まれ、とても

充実した日々を過ごし

ています。しかしその笑

顔の裏側で抱えている

様々な思いを知る度に 
養護教諭として、どのように受け止めていけば

よいのか試行錯誤しています。温かな先生方や

保護者の方々に支えられながら、子どもたちの

健康を守ることを第一として専門職としての感

性や技術を磨いていきます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆泉中学校    駒宮 文 

「先生！先生！」と朝

教室に入ってきた瞬間か

ら話しかけてくる生徒た

ち。私は彼らから毎日エ

ネルギーをもらっていま

す。自分自身の指導のつ

たなさに苦悩することば

かりですが、日々、さま 
ざまな問題に直面しながらも成長しようとする

彼らを見ていると、自分も精いっぱいの努力を

しなければという気持ちになります。今後も、

３月に「この学級でよかったなぁ」と全員が思

えるような学級を目指して頑張っていきたいです。 

◆泉中学校    横山 匠 

 
 泉中学校の体育大

会で初めて団演技と

いうものを見ました。

練習で３年生が１，２

年生をリードし、常に

本気の姿で取り組ん

でいました。その姿

に、私も感動し、多く

の生徒と共に涙しま 
した。泉中学校全体で共に高め合う素晴らしい

生徒たちと、経験豊富な頼もしい先輩方と共に

私も日々成長していくため、これからもがんば

ります。 

◆駄知中学校   加藤 工貴 
響きわたる合唱の

声、雑巾で必死に床を

磨く姿、元気いっぱい

の挨拶、勉強に向かう

姿勢、私が４月に見つ

けた生徒の姿です。今

でも変わらない生徒

たちの姿に、自分も負 

けないようにと日々過ごしています。「先生の髪

型面白い（笑）」毎日こんな会話から始まります。

今は面白いと思っている生徒たちが、「先生は、

寝癖が直せないほど頑張ってるんだね。」と思っ

てもらえるように頑張ります。 

◆駄知中学校   ሽ方 冴香 

初めての担任。それは

とても楽しみにしてい

たものであり、思ってい

た以上に大変なもので

した。しかし、クラスの

生徒たちの底力に驚き、

感動する瞬間は、教員を

目指して良かったと心 
の底から思います。また、生徒の間で飛び交う

英語が日に日に増えていく様子に自分自身が学

びの大切さに気付かされます。共に悩み、喜び

合うことを心がけ、一日一日を丁寧に過ごして

いきたいと思います。 



 
 
 
 
 
 
 

 
「流行を追い、時流に阿ることを新しいという

のではなく、目的完遂のなやみと、問題解決の苦

しみの追求過程の後に来るものが新しいのであ

る。」新しい学校を目指した、戦後の新制中学校

のある教師が書いた文章の一節です。 

含蓄のある言葉だと思います。決意と情熱、希

望と自負を感じます。そして、半世紀以上たった

現在でも、色あせることのない、新鮮な響きのあ

る内容だと感じ、納得させられます。同時に、こ

ういったなやみや苦しみは、今も多くの教師が味

わっていることであると思います。そして、わた

したちは日々新しい学校の創造に関わっているの

だと、嬉しさもわいてきます。 

わたしたちは、授業であれ行事であれ、子ども

たちが今までできなかったことができるようにな

るために、繰り返しやってみるようにしたり、気

持ちを集中させられるようにしたり、集団で取り

組ませてみるようにしたりと、日々いろいろと工

夫しています。そのひとつひとつが、子どもたち

の昨日をふまえ、明日に向かって、今やっている

ことだと思います。   
そして、学校の主人公である子どもたちの姿を

見るにつけ、学校で行われている活動の一瞬一瞬

が新しいものであり、「学校は生きている」と実

感して、毎日感動しています。

 
 
 

「心にひびく言葉」 

新 し い 学 校  
駄知中学校 教頭 岩崎 義昭 

 
掲 示 板 

◇ ２０１４年岐阜県発明くふう展入賞者 
<作品の部>岐阜県教育委員会賞  いすのハンガー   齋木 理子（肥田小４年） 

岐阜県町村会長賞   ビー玉ころがし   曽我 賢紀（泉西小６年） 
努力賞  次がとりやすいペーパーホルダー 齋木 凌拳（肥田小６年） 

<絵画の部>岐阜県町村会長賞   共ぞんする五つの島 江口 広馬（鶴里小６年） 
 
◇ 第５８回岐阜県児童生徒科学作品展中央展入賞者 

入 選  ハンドフリー糸電話～糸電話の研究パート２～ 後藤 彩羽（駄知小３年） 
入 選  麺のねばりとこしのもと      伊藤 花純（泉小５年） 
入 選  とべ！！僕の紙とんぼ       溝口 拓己（肥田小６年） 
入 選  形による強度の研究 Ｐａｒt２   熊谷 文太（泉中２年） 

 
◇ 第１４回岐阜県社会科課題追究学習作品展中央展入賞者 

入 選  東濃鉄道 駄知線の研究      猪野 友貴（土岐津小５年） 
 
◇ 東教推（実践交流会） 教材・教具の部  －出品ありがとうございました－ 

立体のかさ説明教具         算数    妻木小  渡邉 宏彦 
(２点)・マット運動デジタル教材      保健体育 駄知中  中嶋 信啓 

・ルール（球技）学習のためのデジタル教材  
中学校関数の表・式・グラフ一覧   数学   駄知中  小久保 拓哉 
泉中学校区土砂災害ハザードマップ  防災教育 泉中   小嶋 隆弘 
(２点) ・イオン 個人操作モデル    理科     泉中    安藤 亮 

・斜面実験機（演示用） 




