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子どもたちの「瞳が輝く」授業づくりを！

平成２８年４月

菊陽町教育委員会
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「きくようのちから」改訂版

２ｐ今日のめあてと振り返り
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（菊陽南小学校）
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５ｐ潤いのある教室環境が人を育てる
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６ｐノート指導で学びを深める
（武蔵ヶ丘小学校）

７ｐ違いを大切にした学び合い
（菊陽中学校）

８ｐ家庭学習で基礎学力の定着を
（武蔵ヶ丘北小学校）

９ｐ〈資料〉菊陽町 学びのカリキュラム

１０ｐらしさを認めてのばす個への対応
（武蔵ヶ丘中学校）
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今日のめあてと振り返り

【子どもの立場では】

○学習の「めあて」が設定されることにより、子どもは見通しを持って学習できるので、主体

的な学びが促される。

○「めあて」に対する「振り返り」をすることで、自分自身の学びを確かめ、学習の達成感を

味わい、意欲を高めることができる。

【教師の立場では】

○学習課題や活動への見通しを明らかにすることで、児童生徒が、自ら考え、判断し行動する

能動型学習を展開することができる。

○児童生徒の興味・関心を生かした学習課題や活動を選択することができるようにすることで

自主的・自発的な学習を促すことができる。

○「めあて」に対する「振り返り」を位置づけることで、自分自身の指導を振り返ることがで

きる。

○「めあて」を持たせ、見通しを持って学習に参加させる （主体的に学習する力）。

○「振り返り」をする活動を計画的に取り入れる （自分の学びを振り返る力）。

○自分の「振り返り」をもとに 「学びのカリキュラム」をめやすにして、学年に応じた自分、

に必要な学習を考えさせる （自主的に予習や復習等の家庭学習に取り組む力）。

【 めあて」と「振り返り」を計画的に 【 まとめ」と「振り返り」の違い】「 「

「まとめ」は 「学習課題（問題 」や「めあ取り入れるための 教材研究の流れ、 】 、 ）

①学習指導要領で目標・内容をつかむ。 て」と対になる答えのこと。

②教材そのものに精通する。 「振り返り」は 「自分はどうだったか」に、

③指導内容の本質をとらえる。 ついて見つめ直すこと。

～振り返りの３つの視点～④児童の実態を的確につかむ。

⑤１時間の授業を組み立てる。 ①今日、身につけたこと。

・吟味されためあてと内容を ②友だちと協働して身につけたこと。

盛り込む。 ③これから身につけたいこと。

・評価を工夫し、振り返りの 低学年のうちは、簡単な言葉や○×をつけ

場面を設定する。 ることから始めるやり方もある。だんだんと

⑥授業の評価と反省をする。 少しの時間で取り組めるようになるので、意

識して取り組むことが大切である。

き
「めあて」と「振り返り」の意義

児童生徒への手立て（育てたい力）

留意事項

2



工夫した導入と発問で授業が変わる

☆「工夫した導入」とは… 授業のねらいを達成するためのもの。その結果、効果的に児童生

徒を導いていくもの。

☆「工夫した発問」とは… 児童生徒が自ら考え、活動したくなるもの。その結果、授業のね

らいや課題解決につながるもの。

【児童生徒の立場では】

○学習意欲が高まり、自ら追求する力が伸びていく。

○見方・考え方が育ち、多面的な思考力・判断力が育っていく。

【教師の立場では】

○授業のねらいが達成できる。

◎その結果、児童生徒にとっても、教師にとっても「楽しい 「知的な」授業が展開される。」

（主体的な自力解決の力）
○児童生徒の興味・関心・意欲が高まるような工夫を行う。

○児童生徒の考えが深まるような工夫を行う。

○児童生徒のレディネスを把握することが先決。

○児童生徒の「未知」と「既知」のバランスをとる。

○児童生徒に「驚き 「感動 「困難 「矛盾」などが生」 」 」

まれるようなものを。そして、既習の知識や技能では

解決できないような事態に直面させ 「なぜ？ 「どう、 」

して？」という知的好奇心を刺激し、課題意識（解決

の見通し）を持たせる。

、 、 、 （ ）・具体物 実物 実物に近い模型 映像 ＩＣＴ活用

などの効果的な活用を図る。

・体験活動、ゲーム的要素、ストーリー性などを取り

入れたり、身近な素材や事象など、生活の中から設

定したりする。

○工夫した発問を作るために

①ねらいとすること、考えさせたいことを直接尋ねない。

②抽象的なことばでなく、イメージしやすい具体的なことばを使う。

③答えが多様に出て、話し合いや討論につながるような問いを意識する。

④５Ｗ（いつ、だれが、どこで、何を、どうした、なぜ）を意識する。

○児童生徒の聞く姿勢（集団としての学習態度・意欲）と教師のパフォーマンス（表情豊かに

言葉を届けること）が土台にある授業を意識する。

く

「工夫した導入・発問」の意義

児童生徒への手立て（育てたい力）

留意事項

なぜだ

ろう？

何だ、

これ？

これ知ってる！

やってみた

い！

あの考え

方が使え

そうだ！
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要点を焦点化し、思考が深まる板書に

【子どもの立場では】

【教師の立場では】

○視覚的に学習内容を共通理解させ、習得すべき できる。基礎基本を焦点化

○考える材料を共通認識させ、 につなげることができる。主体的な学び

○子どもの考えを活用して、 することができる。個人思考や集団思考を活性化

○教科毎の特性に応じて、 させる （基礎基本の活用力）学習内容を活用 。

○板書の考えと自分の考えの させる （思考・判断力）共通点や相違点を意識 。

○学習したことを使って、 で内容をまとめさせる （表現力）自分の言葉 。

【板書の基本】

○楷書で、正確で、丁寧に！

○学年や実態にあった漢字使用と文字の大きさ。

○チョークの色を使い分ける。

【要点の焦点化・思考が活性化する板書】

○子どもの考えや発言の意図的な活用。

○要点の関連づけ、基礎基本の焦点化。

○図や絵、資料、既習事項の効果的な提示。

【子どもと共に創り上げる板書】

○板書の場面で、子どもを活躍させる。

○子どもの「つぶやき」を活用する。

○板書内容、書くタイミングを計画する。

よ

板書の意義

児童生徒への手立て（育てたい力）

留意事項

月／日

めあて 少数×小数の計算方法を説明しよう。

本時の課題 既習事項

ヒントの資料

子どもの考え

Ａさん Ｂさん Ｃさん

まとめ

整数に直して計算して、倍にした

数だけ答えをもとに戻す。

・学習内容全体の把握

・事実や考えの共有

・個々の理解の違いに応じる

音声は消えるが、板書は残る！

○課題を焦点化し、概念や知識、解決方法を整理できる。

○学習の流れ、学びを振り返ることができる。

○思考力・判断力・表現力を高める材料となる。

○考えを取り上げ、認めることで意欲の向上につながる。

○個に応じた思考の支援になる。

○解決方法を「まね」することができる。

板書の３つの機能

疑問・共通点・相違点

考えの関連づけ

・分かったこと

・言えること

適用問題
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潤いのある教室環境が人を育てる

教室環境の意義

【子どもの立場では】

○学校での生活基盤となる場所である。

○一人一人が学級での所属感を持てる場所である。

○学習する場であるという自覚を促される場所である。

【教師の立場では】

○あらゆる教育活動の基盤となる場所である。

○学習のみならず、基本的生活習慣や道徳意識の涵養・実践の場所である。

○子どもと交流し、人間関係をより深める場所である。

○物質面での環境だけでなく、人的環境も重要である。

児童生徒への手立て（育てたい力）

○ロッカーや机の中身の定期的な点検・整理をする （基本的生活習慣）。

○話し方・発表のきまりの掲示（時と場に応じた話し方ができる力）

○子ども達が計画的に掲示できるコーナーを作る （情報を発信する力）。

留意事項

○児童生徒の視線・動線上に適切で必要な情報をおく。

(例）掃除当番表は、掃除用具の近くに。教育目標は正面に高く。

○ユニバーサルデザインの視点を持って、見やすく整理された掲示を。

○学習コーナー・児童会コーナー等は、時期や期限でこまめに更新。

○児童生徒の学習成果物は全員同じものを掲示し、必ず教師のコメントを。

○動植物の栽培は、教室に潤いをもたらすが、安全・衛生面には常に配慮。

、 、○児童生徒が管理・運営するコーナーも用意し 児童生徒の創意や工夫を盛り込みながら

当番や委員会の積極的な活用を促す。

○授業中や日常生活での教師の言葉も、大事な言語環境の一つ。

○掲示物の内容や位置は、学校で統一をして、共通した

指導ができるように。

○児童・生徒の用具置きやゴミ箱の様子に学級の姿が

現れることを忘れずに。

○事故防止の視点を持って、定期的な点検を。

う
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ノート指導で学びを深める

【子どもの立場では】

○自分の考えが広まったり、深まったりする。

○自分の考えが整理され、説明にも役立つ。

○学びを確認する練習をすることができる。

○学習の記録として復習時の参考書や資料として活用できる。

○自らの学びを評価できる （感想を書く ）。 。

【教師の立場では】

○子どもの学習状況を把握し、効果的に学習を進めることができる。

○自己の授業改善に役立てることができる。

○予習や復習等と関連させて、子どもの学習習慣の改善ができる。

○ノート指導は、発達段階や教科の特性を考慮し、継続して行う （まとめる力）。

○常にノートの記述を把握し、朱書き等で評価を行う （学習意欲、工夫する力）。

○子どもの発達段階に応じた規格のノートを準備する。マス目(大小)、罫線のみ等

○ノートガイダンスの実施：書く内容や書き方のルールなどを確認する。

（丁寧に記入する。大きさをそろえる。線を引くときは定規を使うなど）

○めあては、赤鉛筆（ペン）で囲む。

○間違い直しは、消しゴムは使わず、近くに訂正を記入する。

○必ず記入する事項を明確にする。

＜例＞学習日時、学習課題、考え（自他 、まとめ、ふりかえり 等）

○ふりかえりの時間を充実させる （わかったこと、感想等）。

ノートの意義

留意事項

学習日時

学習課題（めあて）

自分の考え

友だちの考え

学習のまとめ
学習のふりかえり

適用問題

小学校高学年以降

は、自分の工夫を書

き込んで、自分なり

の参考書になるよう

なノート指導を！

の

児童生徒への手立て（育てたい力）
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違いを大切にした「学び合い」ち
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家庭学習で基礎学力の定着を

， 「 」 。○高学年 中学生になるにつれて 自ら学ぶ力 が身に付く
○自分自身でもう一度反復練習することで、学習したことを
確実に身に付ける。

○低学年の時期から継続することで、少しずつ家庭学習の習
慣が身に付く。

１ 家庭学習をするときの環境づくりについての指導
○帰宅後，なるべく早い時間に学習に取り掛かる習慣を作る。
○テレビや音楽プレーヤーを見たり聴いたりしながら等の「ながら学習」をしない。

２ 毎日の学習内容の位置づけをする指導
①今日出されている課題をする。
②教科書・ノートを見返して，今日の学習を振り返る（復習 。）
③明日の授業を確認し，教科書を読んで次の学習を確認する（予習 。）
④自主学習に取り組む。

３ 家庭学習の方法や内容についての定期的な指導
○事前・事後指導，評価を行い，参考になる取組内容を全体に紹介していく等。

※この他，教科に関係のない内容や発展的な学習も考えられます。自分のアイデアで工夫させたり，
教師から工夫した学習方法や内容を知らせ選ばせたりすることも効果的です。

めやす学習時間の

☆基本的生活習慣の定着をめざして指導を継続しましょう。

長時間のテレビ視聴やゲームのしすぎがないかの確認，また

「早寝・早起き・朝ご飯」をキーワードに生活のリズム作りに

心掛けさせましょう。

☆家庭学習の様子を教師が常に確認し，個人の実態に

応じて内容を工夫し，認め励ますことを心掛けましょう。

☆保護者と連携しながら，家庭の仕事に取り組むことの

大切さも学ばせていきましょう。

家庭学習充実のためのポイント

家庭学習を

充実させる

のは

何のため？

か

日常生活で大切なことを継続指導！

国語・ 英語）（
読書、読後感想文。・

・音読、視写、暗唱。
言葉（単語）の意味。・
日記･創作文･（英文 。・ ）

漢字･単語の読み書き。・
・授業の感想を書く。

算数・数学
・教科書を読む。
・教科書問題再挑戦。
・計算ドリル問題。
・教科書まとめ視写。
・テスト問題再挑戦。
・授業の感想を書く。

社会
・教科書を読む。
・教科書文の視写。

、・新聞等で資料を集め
感想を書く。

・人物・地名調べ。
・県、国の特徴調べ。
・授業の感想を書く。

１年生…２０分
２年生…３０分
３年生…４０分
４年生…５０分
５年生…６０分
６年生…７０分
中１生…８０分
中２生…９０分
中３生…１００分

理科
・教科書を読む。
・教科書文の視写。
・資料集めをして、

気づきや考えを書く。
・科学に関する読書を

して感想を書く。
・授業の感想を書く。

家庭で取り組ませたい自主学習の内容（例）

家庭学習の意義

児童生徒への手立て

（育てたい力）

留意事項

最低，これ位は必要という時間
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菊陽町　学びのカリキュラム（学習習慣の定着を図るために）

1年生 2年生 3年生 4年生 5年生 6年生 1年生（７年生） 2年生（８年生） 3年生（９年生）

20分以上 30分以上 ４０分以上 ５０分以上 ６０分以上 ７０分以上
平日８０分以上
休日１２０分以上

平日９０分以上
休日１５０分以上

平日１００分以上
休日１８０分以上

毎日宿題をしま
しょう

毎日宿題をしま
しょう
休日には自学も
やってみましょう

毎日宿題と自学を
しましょう

自分で計画を立
て、毎日宿題と自
学をしましょう

自分に必要な学習
を考え、毎日宿題
と自学をしましょ
う

自分に必要な学習を
考え、毎日宿題と自
学をし、予習や復習
を取り入れましょう

環境

学習の準備物

学
校

　　　　　　　　　　　○　自学とは、「自習学習」のことです。学習方法は、各学校で配布してある「家庭学習の手引き」などを参考にしてください。
　　　　　　　　　　　○　家庭学習の時間は、「学年×１０分＋１０分」となっています。

小学校 中学校

家庭学習時間

家庭学習の内
容

家
庭

宿題など提出物を期限を守って提出しましょう 提出物を提出期限までに計画的に学習し、提出しましょう

　○机、いすをならべましょう　　　　　　　　　　　　　○学習がしやすいように机の上を整理しましょう　　　　　○姿勢を正しくして座りましょう
　○筆箱には、鉛筆などがきちんといれておきましょう　　○個人のたなを整理整頓しましょう　　　　　　　　　　　○自分の持ち物を片付けましょう

毎日宿題と自学をし、これまで学習した中学校の内容
を、自分に必要な学習と自分に合った学習方法で復習を
しましょう

学
習
態
度

筆箱の中
（鉛筆5本、赤鉛筆、消しゴム、定規）

家庭での支援

                                                      ★学習環境を整えましょう
　                                                                        ○テレビを消して学習させましょう（子どもが集中できるように、テレビを消しましょう）
　                                                                        ○決めた場所で、約束した時間に学習させましょう
　                                                                        ○学習用具の整理整頓ができるようにしましょう

                  ○筆箱の中（鉛筆5本、消しゴム、定規）
                  ○赤ペン（赤鉛筆）1本
                  ○下敷き

            ○筆箱の中（鉛筆、シャープペンシル、赤ペン・青
ペン
                              マーカー１本・消しゴム、定規）
            ○下敷き

習慣

学習用具の準備　　学習の始まりを大切に　　あいさつ　　発表の仕方　　話の聞き方　　ノートの使い方　　学習用具の整理整頓

宿題など提出物を忘れずに提出しましょう
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らしさを認めてのばす個への対応

【子どもの立場では】

◯安心して自分の考えや意見を発表することができる。

◯学習課題に取り組む意欲が湧く。

【教師の立場では】

（個の把握）●子どもの学習状況を把握することができる。

（つまずきの予測とそれに応じた指導）● 個への対応学習状況に応じた ができる。

（指導計画のふり返り、ＰＤＣＡサイクルによる指導改●指導についての評価・改善ができる。

善）

●予想される子どもたちの反応を分類し、段階的なアドバイスや意

図的な指名ができるように準備しておく （主体的に学習に取り組。

む態度の育成、自力解決をする力の育成）

●お互いの意見や考えを大切にする協働的な学習態度を育成する。

（互いに認め合い高め合う態度の育成）

●学習形態を工夫する（集団解決をする力の育成）

授業は、 という認識のもと指導を行う。● 子どもを認め、褒め、励ます時間である

学習を深めることにつながる考えやつぶやきなどを 取り上げ、個々の頑張り● 意図的に

を授業の中で認め合う場を積極的に設ける。

理解が進んでいる子どもには、発表やアシスタントティーチャーとしての役割を与え●

るなど、 を設ける。授業の中での活躍の場

できるだけ 、または が基本。待つことも● 自力解決 集団解決

大切。

という協働的なスタンスを大切にして、●子どもと共に考える

問題点を分析したり、新たな視点を与えたりする。

適切な助言や指導・支援には事前の準備が不可欠

ら

らしさを認めることの意義

児童生徒への手立て（育てたい力）

留意事項
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菊陽町教職員の皆様へ

平成２５年６月に『きくようのちから』を発刊し、その間、先生方の授業

づくりの礎として、また、子どもたちの学力向上をめざした校内研修を進め

るうえでの拠り所として活用していただき、確実な成果を生み出すことがで

きました。

この度、菊陽町の各小中学校の教務主任の先生方に何度も内容の検討をい

ただき 『きくようのちから』改訂版を作成することができました。ご尽力い、

ただいた先生方に心から感謝申し上げます。

教育の成果は、一日一日の「指導・支援」の積み重ねを経ることによって

実を結びます 『きくようのちから』改訂版は、菊陽町全小中学校の教室の中。

で、子どもたちが瞳を輝かせながら学習にのぞむ姿が見られ 「わかった 「で、 」

きた」という声が響き渡るような「授業づくりの基礎・基本」をまとめてい

ます。

常々職員室の机上に置いて、意識しながら授業実践を重ねていただきたい

と思います。

発刊にあたりまして、ご協力いただきました関係各位に厚くお礼を申し上

げます。

菊陽町教育委員会

表紙の絵は、夏目漱石の小説「坊ちゃん」に登場す

る個性豊かな教師を、菊陽町のキャラクター「キャロ

ッピー」になぞらえて表現したものです。

表紙の絵や文中の挿し絵の一部

は、菊陽町在住の会社員、後藤健之

（ごとう けんじ）さんの作品です。

発刊にあたって

表紙の絵
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菊 陽 町 教 育 の 理 念

前途洋々と陽光「さん」と輝く人材を育む

「菊池郡の南方に位置し、陽光『さん』として輝き、前途の希望は洋々たる

ものがあるという意味をもち、永遠の発展を祈念する」という菊陽の町名の由

来から、教育の理念を『前途洋々と陽光「さん」と輝く人材を育む』とした。

菊 陽 町 教 育 目 標

人間性豊かな菊陽町民として成長することを願い、幼・保等、小、中

、 、及び家庭・地域社会との緊密な連携のもと 人権尊重の精神を基調とし

子どもたちに「生きる力」を育み、生涯学習社会の実現をめざした教育

指導を推進する。

【 菊陽町教育振興基本計画（平成23年12月策定）より 】
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