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コロナ禍においても
「主体的・対話的で深い学び」へ向かう工夫
主体的な学び
への工夫
算数

工夫：解決する意識を高める導入
での問題提示と思考を促す発問
小学校４学年 複合図形の面積を求める場面です。
T先生の導入を見てみましょう。
先生は何かをもっています。
この広さは何でしたか？

端的な
復習

１㎝2 ！

縦×横です。
長方形や正方形の面積を求める
公式を覚えていますか？
１辺×１辺です。

驚きのある
問題提示

問題です。
ジャジャーン！
※紙で問題を隠してお
き，少しずつ見せな
がら紙をめくる。

え～～～！！
長ぐつだ！
ひっくり返った長ぐつ！

困ることはありますか？
困り感の
共有

今までと違うところは？

どんなめあてがいいですか？
子どもと共に
めあてを設定

！

正方形でも
長方形でもないよ
縦と横がたくさん
あるね
正方形や長方形に
分けて・・・
正方形や長方形が
いっぱい隠れてそう
増やす方法もあると思う

問題提示では，子どもたちは「どんな図形かな」と疑問をもったり，「こんな図形か
な」と考えたりしながら問題を見ていたから ，「え～！」という声をあげたんだね。
困り感の共有では，子どもたちが解決したいという必要感を高めることや，最初と最後
の自分の変容を自覚することにもつながるね。この学習場面以外でも参考になりそう！

コロナ禍においても
「主体的・対話的で深い学び」へ向かう工夫
対話的な学び
への工夫

工夫：Web会議システムでつながる
「小学校同士の遠隔協働学習」
小６外国語「一番の思い出」（全４時間）

小学校外国語

【本時のねらい（要約）】
内容を確認したり，情報を加えたりしながらやり取りをするこ
とを通して，他校の友達のことを知ることができる。

学習問題
導
入

やり取りを工夫しながら一番の思い出を他校の友達に伝えよう

ねらいとやり取りの工夫
をモニターで確認しよう

展
開
１

中間評価で上手くいったこと
や困ったことを相談しよう

「One more please?」
がGoodだったね！

実際に伝え合おう

My best memory is sports
day. It was fun!

ジェスチャーを付ける
と伝わりやすいね。
展
開
２

一番の思い出を

展
開
３

中間評価を生かして再度伝え
合いをしてみよう

私も「One more please?」
で，確認しながら聞けた！

導入のやり取りの工夫を確認する場で，ねらいと伝え合いの見通しがもてたんだ
ね。その後，実際に伝え合う中で，上手く伝わったことや伝わりづらかったことが
分かってきたよ。だから，中間評価で改善点を考えることにしたんだよ。友達が
「One more please?」と確認しながら聞いていたことが役立っていたので，みんな
も使ってみることにしたんだね。友達同士の学び合いが，対話的な学びにつながり
みんなの自信となったんだね。

信州型UD推進校
片丘小学校の取組
を紹介します

片丘小学校では，学期ごと日々の授業改善で重
点とする着眼点を設定して取り組んでいます。
２学期は着眼点を「温かく受容的な学級」
に設定し，取組を進めました。

「温かく受容的な学級」の着眼点についてのＵＤ研修を実施する
「教師が一人一人の特性を把握し，その特性を生かした授業づくり＝
一人一人をよく見て，いいところを見つける」ということが大変心に
響いた。明日から子どもの言葉や考えを位置付けていきたい。
子どもたちみんなに活動の場がある授業や，見通しがもてる活動方法
の工夫を考えたい。友だちとのかかわりを大切にした活動をやってみ
たい。
（研修の際に先生方がＵＤカードに記入した「試みたいこと」より）
ＵＤリーダー
ほりうち

のりこ

堀内

紀子先生

「試みたいこと」や取組の具体を研究通信「自ら学ぶ子」 に
掲載し，全校の先生方に紹介しています。

ＵＤリーダーが参観した授業の様子や指導・支援のよさを研究通信に掲載する
子どもたちの考えから行事をつくる
（学級活動）
収穫祭の準備の場面で，必要な係は何
かを子どもたち自
身が考え，短冊型
の模造紙に子ども
の言葉を生かして
係名を書き込んで
いった。
(「自ら学ぶ子」11月５日号より)

見通しをもちやすくする配慮
（理科）
校外での観察で，班ごとに観察するポ
イントと順番を映
像で確認した。各
自が役割を果たす
ための見通しをも
つための配慮が有
効であった。

(「自ら学ぶ子」11月５日号より)

子どもの視点に立った授業づくりへの考察を研究通信に連載する
追究の見通しが十分にも
てないと「分からない」
という言葉で教師に思い
を発信するＡさん。こん
なとき，どうしたらいい
のでしょうか。
研究通信「自ら学ぶ子」

授業で出てくる文章を短
く切って伝えたり，図や
イラストなどを活用して
視覚で伝えたりすること
によって，Ａさんから
「分かるかもしれない」
というつぶやきが！

各学級での実践や一人の子どもに焦点を当てた考察を掲載した研究通信「自ら学ぶ子」
を軸にしながら，「子どもの視点」に立った授業改善の方向を全校の先生方と共有する
取組を継続して進めているんだね。日々の実践を見直し，子どもたちが安心して学べる
環境づくりを進める流れを学校の中につくり出しているよ。

信州型UD推進校
明善小学校の取組
を紹介します

目指す子ども像の具現のために これら3つの柱を基に
「自己肯定感を育み，高める」

「明善小UD」

「個別最適化された学びの実現」

の具現化と推進に取り

「インクルーシブ教育の推進」

組んでいます

「明善小UD」の具現化と推進にかかわる取組 その１

「MIM」を活用した児童理解と支援
MIMを活用した継続的な児童理解，その営みからみ
えてきた困り感を抱く子どもへの支援を，髙見澤先生
を中心に行っています。
「MIM」の可能性や活用の具体について，情報交換
されたい方は，ぜひ，髙見澤先生にご連絡ください。
ＵＤリーダー
たかみさわ

しんすけ

髙見澤 信介 先生

「特殊音節の読み」でつまずいている子どもは少なくありません。明善小では，子ど
もの困り感を把握し，子どもが楽しみながら乗り越えられるようＭＩＭを活用していま
す。国語科研究部会の活動の１つに位置付け，取り組んでいます。

「明善小UD」の具現化と推進にかかわる取組 その２

既存の「明善小学校の考える
ユニバーサルデザイン」の活用

子どもが，
【授業に参加するために】UD化できることは何か
【学習内容を理解するために】UD化できることは何か
明善小学校の考えるユニバーサルデザイン
（左，中） これらについて考え，９つの大切と考える大項目等を3
先生方が本年度取り組みたいこと一覧（右）
年前に決めだし，全ての先生方で大切にされてきました。

本年度は大項目の一つ「Ⅸ 授業内容の構造化」を研
究の重点とし，先生方ひとりひとりが，小項目を基に自
身の実践を省みて授業改善の方策を自ら決めだし(Plan)，
実践(Do)しています。そして同僚と共に互いの取組を
振り返り，次の取組につなげていく(Check→Actionへ)
そんな営みを継続しています。
本年度重点項目（Ⅸ）と小項目について，
先生方の取組への意識の集計結果（％）

髙見澤先生は，ご自身が見いだした授業改善の方策を
基に，社会科で実践し「明善小UD」の具現化を試みて
います。詳細は「まなびすけ信州」内「信州型UD実践
ノート」に掲載されますので，ぜひご覧ください。

今後の取組の中で「明善小UD」が先生方の中でさらに明確になっていくだろうね。
学校の自律を感じさせられたよ。さて，皆さんの学校では，子どもの困り感を根拠を
もってとらえる取組，子どもが自分らしく学べるようにするために，全ての教師が自身
にできることは何かを考え，実践し，検証していく取組はどのようにされていますか？

「教育クラウド 使ってみよう」研修
「教育クラウド 使ってみよう」出前講座が始まっています。各校で研修
をする中で，先生方が活発に意見交換されたり，クラウドアプリでの「同
時編集」を楽しそうにされたりする姿から，私たちもICTを用いた学びの可
能性を感じています。研修の様子をお知らせします。

研修メニュー
１
２
３
４

一人一台端末の活用の仕方を話し合おう＋情報提供
クラウドとは何か
クラウド体験（ジャムボード，ドキュメント，フォーム等を用いて）
今後の一人一台端末の活用の見通し

クラウドのイメージをつかむ

端末を用いてクラウド体験をする

先生方の感想から
クラウドがどういうものかわかりやす
く説明していただけてありがたかった。
ジャムボードやドキュメントを体験で
きてよかった。
アプリを実際に使って体験することで，
授業でどのように使えそうかはっきり
してきた。
「ジャムボード」（付箋ツールアプリ）
を使って、アイデアを出し合う

まずは職員間で，クラウド上で作業が
できそうです。（職員間で意見を出し
合う時など）

実際に先生方が一人一台端末を立ち上げて使ってみたり，クラウ
ドアプリを体験してみたりすることで，授業やその他の活動の中で，
児童生徒とどう活用していけそうか，見通しがもてたみたいだね。
まずは「使ってみる」ことが大切だね！
次ページの研修資料を校内研修に活用してね！

クラウド研修で行っている研修内容の一部を紹介します。
先生方の研修にご活用ください。

中信教育事務所

１ 一人一台端末の活用の仕方を話し合おう

２ クラウドとは何か

NITS「学校におけるICTを活用した授業場面」
と検索 活用例を見ることができます。

クラウドとは…
インターネット上にデータを保存する仕組

３ クラウド体験①

３ クラウド体験②

Googleのクラウドを例に体験
①Googleの検索画面を開く
②右上の９つの●（メニュー）をクリック

たくさんのアプリが出てきます。開いて試し
てみてください。（メールアドレスが必要で
す。市町村教委と連絡を取り合いながら取得）

３ クラウド体験③

４ 今後の一人一台端末の活用の見通し

アプリの１つジャムボード。付箋を用いた
意見交換が，画面上でできます。

今は「導入」の段階。見通しをもちながら，
どんどん使っていきましょう！

