Ⅲ 各教科等の指導重点事項
子どもたちが課題を解決したときの達成感や学んだことの意義を実感し、次の学習への意欲を
高めるためには、多様な教材や考えにふれたり、身に付けた知識や技能を活用したりしながら課
題解決に向かう授業づくりが大切です。
ここでは、各教科等における、小・中学校共通の指導重点事項を整理するとともに、
「わかった」「で
きた」を実感させ、「もっと学びたい」につなげるための指導のあり方に焦点をあて、各教科等の
特質に応じた授業づくりの一例を取り上げました。

○○科
重点事項

１

・・・・・・・・・・・・・・・
・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
２ ・・・・・・・・・・・・・・・
・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
子どもの「もっと学びたい」につなげるために

「単元名、題材名、活動名
ねらい

等」
（対象学年）

学習課題：
【教師】
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【教師】
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・

・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

各教科等における、
小・中学校共通の指導
重点事項を示してい
ます。

「もっと学びたい」
につなげるために、重
視したい指導のポイ
ントを示しています。

課題解決に向けて
試行錯誤したり、新た
な気付きや理解に結
び付けたりしている
子どもの姿を示して
います。

子どもの「もっと学
びたい」につなげるた
めの教師の働きかけ
を文字囲みで示して
います。
主体的に学習に取
り組もうとする子ど
もの姿を示していま
す。
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国 語 科
重点事項
１

確かな言語能力を育成する指導の工夫
・言葉の働きに関する自分の知識や理解、認識などの変容を自覚できるような学びが、螺旋的に積
み重ねられていく単元や授業を構想する。
・小学校では日常生活において、中学校では社会生活において生かすことのできる言語能力をはぐ
くむことができるよう、身に付けた力を活用した実践的・体験的な活動を取り入れる。

２

叙述に即して読み取り、効果的に表現する力を高める指導の工夫
・論理構成を適切にとらえたり、描写の意図を考えたりするなど、文章の種類に応じた読み方を身
に付けることができるよう、言葉や表現に着目して吟味する活動の充実を図る。
・相手や目的を明確にして情報を収集、検討したり、文章を推敲したりするなどの学習の過程を重
視し、読み取る活動と表現する活動を相互に関連させる。
・伝え合う力を高め、自分の考えを広げたり深めたりすることができるよう、一人ひとりの考えや
表現を価値付け、全体で共有する場を設定する。

３

言語活動を支える基盤づくりの充実
・言葉に対する知識を身に付け、認識を深めることができるよう、獲得させたい言葉や表現等を授
業や生活の中で取り上げるなど、教師の日々の働きかけを大切にする。
・学校司書と連携し、学校図書館や図書コーナー等を計画的に活用するなど、多様な本にふれる機
会の充実を図る。

子どもの「もっと学びたい」につなげるために
・登場人物の生き方や考え方をとらえることができるよう、既習の知識と結び付けたり、登場人物相互
の関係や心情の変化、場面の描写に着目したりしながら読み、考えを交流する場を設定することが大
切です。
「海の命」
（小学校６年）
ね ら い：登場人物の考え方の変化や生き方をとらえることができる。
学習課題：太一の心情や考え方の変化を読み取ろう。

瀬の主

母

夜もねむれない

お と う 海のめぐみだから

太 一

漁師になる

与吉じいさ

・クエの「おだやかな目」を見て、自分がこれまで思って
いた姿とは違うと感じ、憎しみの気持ちが消えていった
のだと思います。
・目の前のクエを打つことが「本当の一人前の漁師」にな
ることなのかと考え、迷いが出たからではないでしょう
か。
・
「海のめぐみだからなあ」
「千びきに一ぴきでいい」という
おとうや与吉じいさの言葉を思い出したからだと思いま
す。

千びきに一ぴきでいい

【教師】太一は、なぜ瀬の主を打たなかったのでしょうか。

［人物の関係をまとめた例］

【教師】太一は、瀬の主を見付けたのにもりで打たなかったことを、なぜ誰にも話さなかったのでしょ
うか。

登場人物の関わりや生き方に着目して考える場を設定する

・漁師として、海の命を守りたかったからだと思います。
・おとうや与吉じいさなど、海に関わって生きてきた人たちの教えが太一の心の中にずっと残って
いたからだと思います。
・母の考え方も変化しているので、人物同士の生き方がつながり合っているような気がします。
・最後の場面の「太一は村一番の漁師であり続けた」ということと関係がありそうです。
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社 会 科
重点事項
１

追究意欲を高める指導過程の工夫
・社会的事象に対する気付きや疑問を引き出すことができるよう、探究心を喚起する学習課題の設
定や資料の提示を行う。
・自分の考えを見つめ直したり、新たな疑問を持ったりすることができるよう、学習課題に対する
まとめや学びを振り返る場面を重視する。

２

考えたことを表現する力を高める指導の充実
・資料から必要な情報を適切に読み取ったり、調べて分かったことを目的に応じて整理したりする
活動を通して、社会的事象の意味や働き、事象間の関連などを解釈し、自分の考えを持つことが
できるようにする。
・地図や統計、年表などの資料や、調査活動を通して分かった事実をもとに、理由や根拠を明らか
にして自分の考えを表現する場面を設定する。
・視点や目的を明確にした話合い活動を取り入れたり、ＩＣＴを効果的に活用したりするなどして、
分かった事実や一人ひとりの考えを比較したり関連付けたりすることができるようにする。

３

社会への参画意識を高める指導の工夫
・社会の一員としての意識を高めることができるよう、様々な立場や意見を踏まえ、よりよい社会
のあり方を考えたり、社会への関わり方を選択・判断したりする場面を、各分野、単元の中に意
図的に設定する。

子どもの「もっと学びたい」につなげるために
・社会的事象をより多面的・多角的にとらえ、生活とつないで考えたり生活に生かしたりすることがで
きるよう、既習事項や複数の資料を関連付けて考える場を設定することが重要です。
「これからの食料生産とわたしたち」
（小学校５年）
ね ら い：食生活の変化と食料自給率、輸入量の変化などを関連付けて調べ、これからの食料生産に
ついて考察することができる。
［提示資料の例］
【教師】５０年前と現在の朝食の写真を比べて気付いたこと
はありますか。
・昔は和食中心だったけれど、今は、パンなどの洋食も増
えてきました。昔に比べて、いろいろな食べ物を食べて
います。
・食生活が変わってきたことが、食料生産に影響している
のではないでしょうか。

①グラフ：日本と主な国の食料自給率
②グラフ：主な食料の自給率
③写 真：食生活の変化
④グラフ：一人１日あたりの食べ物の
割合の変化（1960年・2020年）
⑤グラフ：食料別の輸入量の変化
⑥新聞広告､ ＣＭ等：食品ロスに関す
る資料

学習課題：食生活の変化は、食料生産にどのような影響を与えているのだろうか。
【教師】食生活の変化や輸入量の変化のグラフからどのようなことが分かりますか。
・④のグラフを見ると、米が減って、小麦や畜産物が増えています。パンや肉を食べることが多くなっ
たからではないでしょうか。
・⑤のグラフを見ると、小麦や肉、乳製品の輸入が多くなっています。食生活の変化と輸入量の変
化は、関係がありそうです。
【教師】④⑤の２つのグラフから分かることを関連付けると、食生活の変化は食料生産にどのような
影響を与えていると考えられますか。
複数の資料を関連付け、多面的に考えさせる

・食生活が変化し、輸入されるものが増えて食生活は豊かになりました。
・前の時間に、日本は食料自給率が低いと学習しました。このまま、輸入にたよりっぱなしでいい
のでしょうか。
・最近、
「食品ロス」の問題も話題になっています。たくさん輸入をしているのに、多くの食品を廃
棄しているのはおかしいと思います。
・食料自給率を上げる取組や、以前学習した農業・水産業の新たな工夫について、もっと調べたい
です。
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算数科、数学科
重点事項
１

算数・数学のよさを実感させるための工夫
・日常生活や数学の事象から子どもが見いだした疑問や予想を、課題設定や学習過程に生かすこと
で、必要感を持って学習に取り組むことができるようにする。
・身に付けた知識や技能を具体的な場面で活用したり、さらに発展させて新たな課題を解決したり
することで、学習したことの有用性を実感することができる活動の充実を図る。

２

思考力・判断力・表現力等を育成する指導の充実
・具体物、図、言葉、数、式、表、グラフなどを用いて、自分の考えをまとめたり、互いの考えを
伝え合ったりする活動を積み重ねる。
・子どもたちの多様な考えを価値付けた上で、比較・検討したり、既習事項と関連付けたりするなど、
視点を明確にして再考する場面を設定する。

３ 基礎的・基本的な知識および技能を確実に習得する指導の工夫
・計算や作図など、技能の習熟を図る活動を意図的に設定するとともに、具体物や映像などの教具
やＩＣＴの活用、場面に応じた学習形態等を工夫することで、個への支援を一層充実させる。

子どもの「もっと学びたい」につなげるために
・多様な考え方のよさや新たな課題に気付かせることで、学習したことの有用性や発展性を実感させる
ことができるよう、簡易性や一般性などの視点に基づいて再考する場面を設定することが大切です。
「組み合わせた図形の面積」
（小学校４年）
ね ら い：既習事項をもとに、組み合わせた図形の面積を工夫して求めることができる。
学習課題：かいだん形の図形の面積は、どのようにして求めることができるだろうか。
Ａさん

Ｂさん

Ｃさん

【教師】３人は、工夫しながら興味深い図をかいていました。
それぞれの面積の求め方を考え、説明しましょう。
・Ａさんは、２つの長方形に分けて考えています。
・Ｂさんは、全体を大きな長方形にしてから必要ない部分を引いたと思います。
・Ｃさんは、切り取った部分を移動させて、横に長い長方形にしています。
【教師】こちらの２人は、次のような式を立てていました。
式から、２人の面積の求め方を読み取りましょう。

Ｄさんの式

４×３＋２×４

Ｅさんの式

２×３＋２×３＋２×４

・Ｄさんは、たてに線を引いて２つの長方形に分けたと思います。
・Ｅさんは、３つの長方形に分けて考えています。
【教師】それぞれの考え方のよさは、どんなところで生かせるでしょう。
視点に基づいて再考させることで、学習したことの有用性や新たな課題に気付かせる。

・Ｃさんの考えは、式が短くてとても簡単です。でも、どんな場合でもこの方法が使えるか、確か
める必要がありそうです。
・ＡさんやＤさんの考えは、分け方が分かりやすいので別の図形でも使えそうです。
・もっと複雑な図形でも、これまで学習した基本の図形を組み合わせて考えることができるか、試
してみたいと思います。
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理

科

重点事項
１

自然の事物・現象についての知識や技能の習得につながる指導の充実
・子どもが課題解決を通して理解を深めることができるよう、問題意識に基づく課題を設定すると
ともに、根拠を明らかにして結論を導き出したり、他の場面と関連付けたりする場を設定する。
・観察、実験の基本的な技能の習得につながるよう、目的に応じて器具を操作する過程や結果を適
切に記録する活動などを積み重ねる。

２

見通しを持って観察、実験を行い、思考力・判断力・表現力等を育成する指導の充実
・既習内容と比べたり、生活経験と関係付けたりして、予想や仮説を立てる場を設定する。
・子どもが課題に対する考察を深めることができるよう、比較、関係付け、条件制御などの考え方
を働かせ、より妥当な考えかどうかについて話し合う活動を取り入れる
・探究の過程を振り返る場面を設定するなど、子どもが学んだことを活用して考えたり、問題意識
を高め、新たな課題につなげたりすることができるような手立てを講じる。

３

自然の事物・現象に進んで関わり、探究しようとする態度を養う指導の工夫
・子どもが理科の楽しさや有用性を実感し、学ぶ意欲を高めることができるよう、学んだことを自
然の事物・現象や日常生活との関連でとらえ直す場面を設定する。
・進んで自然に関わろうとする態度を養うことができるよう、植物の栽培や気象観測などの直接体
験や、画像や動画などの情報をもとに、自然の変化や規則性を発見する場を設定する。

子どもの「もっと学びたい」につなげるために
・学習内容の有用性を感じることで学ぶ意欲が高まるよう、既習内容や日常生活と比較したり、関係付
けたりすることで課題解決の見通しを持つことができる場面を設定することが大切です。
「水溶液の性質とはたらき」
（小学校６年）
ね ら い：水溶液の酸性、中性、アルカリ性に着目し、身の回りのものを使って水溶液を区別するこ
とができる。
【教師】前の時間に、リトマス紙で水溶液の酸性、中性、アルカリ性を調べましたが、これらの性質
をぶどうジュースでも調べることができるでしょうか。
・ぶ どうジュースもリトマス紙のよう
に、赤か青に変わると思います。
・リ トマス紙の場合は２種類必要なの
で、ぶどうジュース１種類だとでき
ないと思います。
学習課題：ぶどうジュースで酸性・中性・アルカリ性を区別できるだろうか。
［演示実験］
紫色のぶどうジュースをスポイトで取り、
塩酸に数滴加えると、塩酸は赤い色になる。

【教師】リトマス紙の代わりにぶどうジュースを使うことができるでしょうか。
前時の学習内容を活用し、解決の見通しを持たせる

・ぶどうジュースが酸性で赤くなるなら、炭酸水でも赤くなると思うので、すぐに確認してみたい
です。レモン汁など、ほかの酸性のものでも調べてみたいです。
・中性やアルカリ性では赤以外の色になるかもしれないので、食塩水と石灰水で試したいです。
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生 活 科
重点事項
１

自分のよさや可能性に気付くことができる指導の工夫
・自分自身の成長について実感し、次の活動への意欲を高めることができるよう、見付けたことを
ＩＣＴを活用して写真等で記録させるとともに、自分でできるようになったことや役割が増えた
ことなどを振り返り、表現する場面を設定する。
・自分のよさや得意としていることに気付くことができるよう、友達のよさを互いに伝え合う活動
を設定する。
・各単元における子どもの成長を見取り、「～ができるようになったね。」「～博士になったね。」な
どの言葉をかけるなど、認めたり励ましたりすることを心がける。

２

幼児期の教育や中学年以降の学びとのつながりを意識した指導の工夫
・
「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を手がかりに、遊びを通してはぐくまれた学びについ
て把握するとともに、入学当初においては、生活科を中心に各教科等との関連を図った単元を構
成するなど、合科的・関連的な指導を工夫する。
・生活科での学びが、中学年以降の社会科や理科、総合的な学習の時間等に発展的につながってい
くよう、子どもの思いや願いを生かした主体的な活動を重視するとともに、人や社会と関わるこ
との楽しさや、自然の不思議さ、面白さを実感できる活動を設定する。

子どもの「もっと学びたい」につなげるために
・子どもが主体的に活動できるよう、
「やってみたい」「伝えたい」などの子どもの思いや願いを生かし
た活動や、人や社会と関わることの楽しさなどを実感できる活動を設定することが大切です。
「えがおのひみつ たんけんたい」
（小学校２年）
ね ら い：地域や地域の人々に関わることへの期待を持ち、知りたいことやしてみたいことについて
考えることができる。
学習課題：もっと知りたいことやしてみたいことを話し合おう。
【教師】前のまち探検ではどんな人に会いましたか。心に残っていることは何かな。
・和菓子屋さんの店に入ると、にこにこしながらあいさつをしてくれました。
・図書館のカウンターにいた人も優しかったです。
・クリーニング屋の人は、真剣な顔でアイロンをかけていたよ。
・汗をかいてお仕事していたね。
【教師】どうして働いている人たちは笑顔なのかな。真剣な顔にもなるのはどうしてかな。
子どもの発言を焦点化して予想を立てさせる

・お客さんにたくさん来てほしいからかな。
・本を好きになってもらいたいからだと思います。
・アイロンをかけるときは、熱いから、やけどをしないように、真剣な顔になっているのかな。
・仕事が好きだからという気持ちだと思うな。
【教師】よく考えているね。みんなが考えたことを確かめるためには、どうしたらいいかな。
予想したことを確かめる方法や内容を考えさせ、子どもの思いや願いを明確にする

・もう一度探検に行ってインタビューしてみたいです。
・仕事をしているところを見せてもらったら、確かめられるかもしれないよ。
・自分も一緒に本の貸出しをしてみたいです。
・どんな仕事が大変なのか聞きたいな。
・どうして和菓子屋さんになったのか聞いてみたいと思います。
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音 楽 科
重点事項
１

知覚と感受を関わらせ、音楽のよさを実感する指導の充実
・音楽表現を工夫したり、音楽を味わって聴いたりすることができるよう、音楽を形づくっている
要素と曲想とを結び付けて考え、言葉で伝え合う活動を適切に位置付ける。
・曲を聴いて感じ取った面白さや美しさと、音楽を形づくっている要素の働きとを関連付けてとら
えることができるよう、聴く視点を示したり、つぶやきを取り上げて問い返したりするなどの手
立てを講じる。
・思いや意図を持ち、試行錯誤することにより高まった音楽表現を全体で共有する場を設け、価値
付けることで、曲や表現のよさを実感させる。

２

音楽活動の基礎的な能力を培う指導の充実
・表現を創意工夫するために必要な技能を習得できるよう、個々の思いや意図を伝え合う活動と音
楽で試す活動を行き来させる学習過程を重視する。
・表現領域の複数の分野を関連付けたり、表現領域と鑑賞領域を関連付けたりするなど、題材にお
いて取り上げる音楽を形づくっている要素を明確にした指導を積み重ねる。

３

多様な音楽のよさを感じ取らせるための指導の充実
・長唄や民謡など、郷土の音楽や諸外国の様々な音楽のよさを味わうことができるよう、それらの
音楽の特徴をとらえることができる教材を選択するとともに、曲に合った歌い方や楽器の特性を
生かした演奏の仕方を指導する。

子どもの「もっと学びたい」につなげるために
・学んだことのよさを実感したり、新たな学習に生かしたりすることができるよう、題材で取り上げる
音楽を形づくっている要素を明確にし、歌唱や鑑賞、音楽づくりの各活動でその要素について考える
場を設定することが大切です。
「日本の音楽に親しもう」
（小学校５年）
ね ら い：日本の音階や旋律の特徴が生み出すよさや面白さを生かし、音の上がり下がりやつなげ方
を工夫した旋律をつくることができる。
学習課題：日本の音階を使って旋律をつくろう。

【教師】この音階を演奏して音階の感じを確かめましょう。
既習事項との関わりを想起させ、旋律づくりへのイメージを広げさせる

・前の時間に歌った「子もり歌」の音階に似ています。
・箏や尺八の「春の海」を鑑賞したときの音階に近いような気がします。
・どの音をつなげて演奏してみても、日本的な旋律ができそうです。
【教師】どんな感じにしたいか、音の上がり下がりや音のつなげ方を工夫して、実際に演奏して確か
めながら旋律をつくりましょう。
旋律づくりを工夫する際の視点を示し、演奏を通して試行錯誤するよう促す

Ａ：隣り合った音を使ってつなげたら、寂しい感じの旋律
になりました。
Ｂ：高い音から下がっていくと、もっと悲しい感じがしま
せんか。
Ａ：②の方が悲しい感じが強いですね。①と②をつなげて演奏してみましょう。
Ｃ：①の終わりの音と②のはじめの音が離れていて、つながっている感じがしないですね。
Ｂ：①の途中から音が上がるようにしてみたらどうでしょう。
Ｃ：つながっている感じになりました。
Ａ：①と②がまとまる感じで、すごくなめらかになりましたね。今度はこの音階を使って「春の海」
のようにもっと華やかな感じにしてみたいです。
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図画工作科、美術科
重点事項
１

思いを膨らませ発想を広げる導入の工夫
・「今の気持ちの色」や「形から感じるイメージ」など、題材について形や色などの視点から子ど
もの考えを引き出し、共有する場を設定する。
・作品制作の主題を明確にするために、思いを言葉で表したり、イメージマップを作成したりする
などの活動を取り入れる。

２

思考力・判断力・表現力等を高めるための工夫
・感性や想像力を働かせ、感じ取ったよさや美しさを自分の表現に生かすことができるよう、表現
と鑑賞の活動を相互に関連させる。
・子どもが創造的に作品づくりに取り組むことができるよう、用具や材料に選択の幅を持たせたり、
試行錯誤の時間を保障したりする。

３

表現の多様性や、身近なもののよさ、美しさへの関心を高める指導の充実
・楽しく豊かな生活を創造しようとする態度を養うために、生活や社会の中に見られる形や色彩、
作品などから感じ取ったよさや美しさについて話し合う機会を設ける。

子どもの「もっと学びたい」につなげるために
・各学年で取り扱う材料や用具を準備し、子どもが思いを形にする過程で、組み合わせ方や色を何度
も試すことができるよう、試行錯誤する場を設定することが重要です。
「ギコギコトントンクリエイター」
（小学校４年）
ね ら い：切った木の形をもとに、組み合わせを試しながら楽しくメッセージボードを作ることがで
きる。
学習課題：木の形の組み合わせ方を工夫しよう。
【教師】のこぎりで自由に切った木を組み合わせて、どんなメッセージボード
にするか考えましょう。
・木の形がネコの耳に似ているので、ネコの形のメッセージボードを作って
みたいです。背中の部分が丸くなるように木を並べると、ネコがくつろい
でいる感じに見えます。
・木を組み合わせるとひまわりのように見えるので、周りを花びらにして、
真ん中にメッセージを貼れるようにしたいです。

［木を組み合わせた様子］

【教師】形をイメージしながら、材料の木を並べ替えたり、付け足したりして、木の組み合わせ方を
工夫してみましょう。
イメージを広げることができるよう、木の組み合わせ方を変えながら考えることを促す

・ネコの足の部分を付けて、尾の角度を変えるとジャンプしているように見えます。もっと木の位
置を変えて、動きを出してみたいです。
・ひまわりの花に、葉っぱの形になるように木を付け足すと、バランスがよくなりました。さらに
葉っぱの部分をリボンの形にすると麦わら帽子にも見えてきました。
・形が決まってきたので、今度はどんな色にするか考えてみたいです。
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体育科、保健体育科
重点事項
１

運動意欲を高める学習過程の工夫
・成功体験を積み重ね、自信を持って運動に取り組むことができるよう、本時のねらいを明確にす
るとともに、主運動につながる準備運動を取り入れたり、技能の実態に応じてルールを工夫した
りする。
・撮影した動画を用いて、導入で個々のめあてを設定させたり、終末で自分の変容に気付かせたり
するなど、ＩＣＴを効果的に活用する。

２

思考力・判断力・表現力を育成するための指導の充実
・課題を解決したり活動の仕方を決めたりするための話合い活動や、互いに助言したり教え合った
りする活動の際には、
「よい動きについて確認する」「ルールや練習方法、練習の場等を選ぶ」「作
戦を立てる」などの視点を明確にする。
・ＩＣＴを活用して自分やチームの動きなどを撮影し、よりよい動きをイメージしやすくしたり、
動きを比較して課題をとらえさせたりする。

３

健康の保持増進と体力の向上に向けた取組の充実
・健康の大切さを実感し、生涯を通じて自らの健康を適切に管理、改善していく能力を高めるため
に、健康的な生活習慣と自らの日常生活の様子とを比較して考えたり、話し合ったりする場面を
設定する。
・食事、運動、睡眠などの調和のとれた生活習慣が身に付くよう、養護教諭や栄養教諭等と連携し
た保健学習を推進する。

子どもの「もっと学びたい」につなげるために
・自己の能力に応じた課題や記録に挑戦し、技能の向上を実感できたときの楽しさや喜びを味わわせ
るとともに、自分の課題を解決するための練習方法や練習の場を考える活動を設定することが重要
です。
「陸上運動 ハードル走」
（小学校６年）
ね ら い：互いの走行姿勢や動きのポイントを伝え合い、自分の課題に合った練習を行うことができ
る。
学習課題：自分の課題に合った練習の内容や場所を選び、練習に取り組もう。
【教師】前半の練習を振り返り、互いの動きについてアドバイスし合いましょう。
・前の時間よりも、怖がらずに体を前に倒して跳べるように
なったので勢いがついてきました。ハードルを越す瞬間、ま
だ足が斜めに出ているので、真っ直ぐ前に出すことでバラン
スを崩さずに走れると思います。
・動画で確認したら、着地した後の１歩が大きく踏み出せてい
たので、前回よりも余裕を持ってインターバルを走ることが
できていました。

［動きのポイントの例］
・遠くから踏み切り、ハードル
の近くに着地する
・体を前に倒し、低くまたぎこ
す（頭を上下させない）
・前から見ている人に、振り上
げる足の裏を見せる

【教師】さらにどのような練習を行えば、記録は伸びそうですか。
自己の能力に応じた練習方法や練習の場を選択させる

・ミニハードルを使い、ハードルを越す足の膝を素早く垂直に上げ、その後、真っ直ぐに伸ばす練
習をします。
・ハードルの間を３歩で走れるようになったので、着地した後の１歩目を速く、大きく踏み出せる
よう、ハードルを少し低くし、インターバル走での加速を意識して練習します。
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家庭科、技術・家庭科
重点事項
１

確かな知識・技能の習得を図る指導の工夫
・実践的・体験的な学習を通して、
「なぜそうなるのか」「どうしてそうするのか」「どのような関
係や法則があるのか」などの疑問を大切にする。
・調理、製作等の実習ではＩＣＴを活用し、写真や動画で、道具の持ち方や安全な使い方、操作の
方法や姿勢などについて、互いに確認し合う場を設定する。

２

思考力・判断力・表現力を高める指導の工夫
・課題解決に必要な力を養うことができるよう、題材を構成する際には、「生活や社会の中から問
題を見いだして課題を設定する」
「解決方法を検討する」「課題解決に向けた実践を行う」「実践
を評価・改善する」「よりよい生活や社会の実現に向けて考察したことを表現する」などの活動
を適切に位置付ける。
・ＩＣＴを活用して、子どもの思考の過程や結果を可視化することや、考えを短時間で共有し、
「比
較する」「関連付ける」
「分類する」などの活動の時間を保障することを通して、考えを広げたり
深めたりできるようにする。

３

学ぶ意欲を高める指導の工夫
・日常生活と深く関わる題材を設定し、自らの生活や身近な技術への関心を高めることを通して、
課題を積極的に解決しようとする態度をはぐくむ。
・学んだ知識や技能が、よりよい生活に結び付いていることを実感させるため、学校や家庭で実践
したことを継続的に記録させ、互いに紹介する場を指導計画に位置付ける。

子どもの「もっと学びたい」につなげるために
・家庭生活の中から課題を見付けたり、家庭での様々な経験や工夫について共有したりする活動を通
して、家庭での役割に対する思いや願いを持たせ、実践しようとする意欲につなげることが大切です。
「クリーン大作戦」
（小学校６年）
ね ら い：気持ちよく生活するために、住まいの清掃が必要であることを理解し、適切な清掃の仕方
を考え、実践することができる。
学習課題：自分でできる家庭でのそうじ計画を考えよう。
【教師】住まいには、どのようなよごれがありますか。また、よごれによって、困っていることはあ
りませんか。
・食事の食べこぼしは、床をよごすし、虫やダニの発生につながりそうです。ダニはアレルギーで
困る人もいます。
・パソコンやゲーム機にほこりがたまると故障の原因になるそうです。
・扇風機の羽根や空気清浄機の裏側にもほこりがつきやすいです。
・お風呂や台所など、水を使う場所はカビが発生しやすく、簡単にはきれいにできません。毎日、
そうじをする必要があります。
【教師】家庭科室での実践を生かし、家庭でのそうじ計画を立てましょう。
子どもの気付きや身に付けた力を生かす場面につなげる

・場所によってよごれ方がちがうので、家の中で一番
よごれやすいところを調べて、そうじをしたいです。
・食事の後は、テーブルやその周りのよごれをきれい
にしようと思います。
・環境のことを考えて、台所のそうじは洗剤をあまり
使わないようにします。
・そうじの仕方に順番をつけて、素早く短時間ででき
るようにしたいです。
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［家庭科室で実践した箇所］
・流し
・洗濯機
・窓
・引き戸

・ガス台
・食器棚
・床
・引き戸のレール

外国語（英語）科
重点事項
１

コミュニケーション能力を高める指導の充実
・実際のコミュニケーションの場を想定させ、子どもが必要性、有用性を実感しながら身に付けた
知識や技能を活用する活動を意図的に設定する。
・英語で自分の考えや気持ちを伝え合う活動を授業の中心に据えるとともに、単元の中で活動と指
導の場面を繰り返す。

２

思考力・判断力・表現力をはぐくむ言語活動の工夫
・子どもの興味・関心を踏まえた課題を設定し、既習の語彙や表現を用いて考えや気持ちを自由に
述べ合う時間を設けるなど、豊かな表現力を身に付けさせる機会の充実を図る。
・外国語の背景にある文化に対する理解を深めるために、ＩＣＴ等を活用して調べたり、ＡＬＴに
質問したりする活動を充実させる。

３

小・中学校の学びの連続性を意識した指導の充実
・小・中学校の各学年での学びの連続性を意識し、日常的な話題や社会的な話題について、自分の
考えを即興的に表現する活動を段階的に設定する。
・年間指導計画やＣＡＮ－ＤＯ形式での学習到達目標リスト等を活用し、到達すべき姿を子どもと
共有した上で授業を行う。

子どもの「もっと学びたい」につなげるために
・コミュニケーションを行う目的、場面、状況等を明確にし、自然なやり取りの中で新しい語句や表
現に出会わせることが大切です。
「Unit7 My Best Memory」
（小学校６年）
ね ら い：小学校生活の思い出を英語で伝え合うことができる。
学習課題：自分たちの学校と外国の学校との違いを考えながら、小学校生活の思い出を紹介しよう。
【ALT】Look at the picture. What's this ?
Ａ：Bus !
【ALT】Yes, that's right.
［提示した写真の例］
This is my school bus.
・スクールバス
I went to school by bus.
・ハンバーガーとオレンジジュース
【ALT】What's this ?
・ハロウィンパーティー
Ｂ：Hamburger !
Ｃ：Orange juice !
【ALT】Yes, we don't have school lunch. You have school lunch. いいですね。
Also, we don't have a gym and a gym uniform.
Ａ：Gym ? Gym uniform ?
【ALT】Gym is the place where the students study P.E. class. They wear their
gym uniform when they have P.E. class.
Ｂ：もしかして、体育館と体育着のことですか。
Ｃ：分かった。ＡＬＴの先生の学校には体育館や体育着がないのですね。
【教師】We didn't know about it. Do you have any school events ?
【ALT】Yes, I do.
【教師】What is your favorite school event ?
【ALT】My best memory is Halloween party. We saw many Halloween costumes.
I enjoyed talking with my friends.
How about you?  I want to know about your best memory.
【教師】OK. What is your best memory? Now, you can talk with your friends.
目的、場面、状況を明確にし、伝えたい内容を自分で考える場面を設定する

Ａ：ハロウィンパーティーが楽しそうだと思いました。私は、修学旅行が一番の思い出なので、外
国の学校にもあるかどうか聞いてみたいです。
Ｂ：私も外国の学校に修学旅行があるのか興味があります。
私の一番の思い出は、運動会です。運動会は、英語にするとスポーツという単語を使うのかな。
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道 徳 科
重点事項
１

多面的・多角的に考える指導の工夫
・子どもの実態や育てたい姿をもとに、その内容項目について最も考えさせたいことを明確にした
ねらいを設定する。
・子どもが様々な視点から語り合い、広い視野から道徳的価値について考えることができるような
発問や問い返しを工夫する。
・動作化や役割演技などの表現活動、問題解決的な学習を取り入れるなど、子どもが自らの考えを
もとに、互いに考えを交流し深めていくことができるような授業の展開を工夫する。

２

自己の生き方について考えを深める指導の工夫
・子どもが問題意識を持ち、道徳的価値の理解をもとに自己を見つめる動機付けを図る導入の工夫
をする。
・子どもの思考を深める手がかりとなるような板書の工夫をしたり、子どもが自己の生き方につい
ての思いや願いを持つことができるような終末の工夫をしたりする。

子どもの考えを深めるために
・子どもが道徳的価値の理解をもとに、物事を多面的・多角的に考えることができるよう、教材の登
場人物に自分を重ねたり客観的に見たりして話し合う場を設定することが大切です。
・自己を見つめ、よりよい生き方について考えを深めることができるよう、話合いの視点を焦点化し、
自分との関わりで考えさせることが大切です。
主題名：相手の立場に立って親切に（Ｂ親切、思いやり）
教材名：
「道案内」
（小学校５年）
ね ら い：登場人物の言動について話し合うことを通して、相手の立場や気持ちを考えて親切にしよ
うとする気持ちを高める。
【教師】二つの親切についてどう思いますか。
多面的・多角的に考え、話し合う場を設定する
○親切をしたとき
・いい気分
・すがすがしい

「道案内」

・おばあさんには
分かりにくかった
・自分たちが満足して
いるだけ
・何かが足りない

ぼくと木村くん

二つの親切

女子中学生

・おばあさんにも
分かりやすい
・おばあさんのことを
よく考えている

☆親切をするとき
・相手の様子をよく見る
・相手のことを考える
・相手の立場になる

［一緒に歩いた（女子中学生）
］
・言葉づかいも丁寧で、おばあさんにとっ
ても分かりやすいです。
・おばあさんのことを本当によく考えてい
ると思います。
［地図をかいて渡した（ぼくと木村くん）］
・おばあさんにとっては、分かりにくかっ
たと思います。
・「ちゃんと説明したのに」といらいらし
ているのは、おばあさんへの気づかいが
足りないと思います。
・「親切をした」と満足しているだけだと
思います。

［対比的な板書例］

【教師】ぼくと木村くんの行動は「親切」とはいえないのですか。
・「困っているおばあさんのため」に行動しているのだけれど ･･･。
・その気持ちは分かるけれど、ぼくと木村くんは、もっとおばあさんのことを考えなければいけな
かったと思います。
・私がしてきた「親切」もぼくと木村くんのような親切のときがあったのかも ･･･。
【教師】みなさんが親切な行いをするとき、どのようなことを大切にしたいですか。
よりよい生き方についての考えを深めさせる

・自分の思いを押しつけるのは、親切とはいえないと思います。
・相手の様子を見て、相手のことをよく考えることを大切にしたいです。
・何が相手のためになるのか、相手の立場になって考えて行動できるようにしたいです。
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特 別 活 動
重点事項
１

話合い活動の充実
・学級や学校のよりよい生活づくりにつながる集団決定ができるよう、「相手の意見を取り入れ、
折り合う」
「反対するだけではなく、改善策を提案する」など、相手の立場も踏まえた建設的な
話合い活動の充実を図る。
・短冊やホワイトボード等を活用して、一人ひとりから出された意見を分類・整理するなど、合意
形成までの流れを可視化したり、構造化したりする。

２

体験活動の充実
・よりよい生活や望ましい人間関係を築く力をはぐくむことができるよう、学年・学級における集
団活動や異年齢集団活動など、様々な人との関わりを通して体験を共有したり、多様な価値観に
ふれたりする機会の充実を図る。
・事前に活動のねらいを十分に理解させるとともに、自他のよさに気付き、活動の成果を今後の生
活に生かすことができるよう、個人の変容や集団の成長に着目した記述や発表を取り上げ、価値
付ける。

子どもの「もっと学びたい」につなげるために
・学級や学校における生活に希望や目標を持ち、その実現に向けて自分自身の課題を見いだし、実践
の場面を具体的に考えさせることが大切です。
「日常生活における自己実現」
（小学校５年）
ね ら い：最高学年の６年生のよさに気付き、自分自身で向上できることを話し合う。
学習課題：なりたい自分に近付くために、今できることについて考えよう。
【教師】これまでの行事やクラブ活動などで、６年生の活躍を見て、自分もこんなふうになりたいと
思うところはどこですか。
・運動会で団結して応援できるように、６年生がリードしてくれたところです。
・全校○○タイムで１年生も楽しめるように、クイズを工夫しているところです。
・クラブ活動で、オセロや将棋のルールを丁寧に教えてくれたところです。
【教師】理想の６年生を目指して、今から自分にできることを考え、付箋に書きましょう。
・協力して行事に取り組み、下級生の手本となるようにしたいです。
・恥ずかしがらずに、積極的に発表したり、話合いに参加したりしたいです。
・周りの人に優しく接し、笑顔で明るいあいさつをしたいです。
【教師】付箋に書いた、自分でできることについて、
「自分の
ために」
「クラスのために」
「学校のために」の３つ
に分類しながら、グループで意見交換をしましょう。
意見を可視化し、整理することで、具体的な行動目標や
新たな気付きに結び付けさせる

・運動会の応援リーダーになって、協力して行事を成功さ
せたいです。
・私はクラスや学校を活気づけるために、児童会活動のあ
［意見を分類した例］
いさつ運動に参加したいと思います。
・２人の意見を聞いて、行事や委員会での活動に一生懸命取り組むことが、クラスや学校のために
なると気付きました。
・私は自分の意見をしっかり持てるように、話合いに積極的に参加しようと思っています。他にも
どのような行動が周囲のためになるのか考えたいです。
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総合的な学習の時間
重点事項
１

探究的な学習活動の充実
・体験から生じた疑問や体験活動前後の認識の違いから探究課題を設定させることで、課題意識を
持ち主体的に学習を進めることができるようにする。
・情報の収集や記録の蓄積、資料の整理や分析、まとめの発表など、多様な場面でＩＣＴを効果的
に活用し、学習活動の充実を図る。

２

他者と協働的に取り組む学習活動の充実
・自分の考えを相手に伝えたり、他者の考えにふれたりする機会を設定し、考えをとらえ直し、再
構築することができるようにする。
・収集した情報を比較・分類し、必要な情報を選択したり、関係性を読み取ったりすることができ
るよう、他者と協働して整理・分析する活動を学習過程に取り入れる。

３

地域や実社会とのつながりを深める学習活動の充実
・学校や地域の特色を生かしながら、地域をフィールドにした調査活動や体験活動の充実を図ると
ともに、地域の方や専門的な知識を有する方などと関わる場面を設定する。
・自分たちの身近な生活と社会の出来事を結び付けるなど、広い視野から物事をとらえ、考える学
習活動を取り入れる。

子どもの「もっと学びたい」につなげるために
・自分たちの生活と社会で起きている様々な出来事との関わりから、子どもが自ら解決すべき課題を
見いだせるよう、課題との出会わせ方を工夫することが大切です。
「守ろう わたしたちの海」
（小学校５年）
ね ら い：海の環境と自分たちの生活がつながっていることに気付き、海を大切にしていこうとする
意識を高める。
学習課題：豊かな海を守るために、自分たちにできることを考えよう。
【教師】写真や資料を見て、感じたことを発表しましょう。
・魚や鳥のお腹から人間が捨てた多くのゴミが見付かっています。かわいそうです。
・海が汚れると海の生き物だけでなく、人間や地球にも影響がありそうです。
・美しい海を保つための活動が世界中に広がっていると聞きました。
・エコバッグを使うことも海の生態系を守ることにつながっています。
・海は私たちにどのような恵みを与えてくれているか知りたいです。
【教師】どうして海を守っていくことは大切なのでしょうか。
私たちの生活と海のつながりについて考えてみましょう。
自分たちの生活と結び付けて考える場を設定し、課題意識を高めさせる
釣り
ＢＢＱ

海藻

海水浴
洋上風力発電
天然ガス
石油

珊瑚
真珠

貝
魚

海
塩
豆腐

シーチキン
かまぼこ
船
旅

輸送

食べ物
観光・レジャー
資源・エネルギー
経済・産業

［海のイメージマップ］

・海岸清掃のとき、砂浜にゴミがた
くさん落ちていて驚きました。
・私たちは、普段から魚以外にも海
産物の加工品を食べています。
・最近、沖合では風力発電の風車を
つくる工事が行われています。
・海の景色や波の音には、心を落ち
着かせる効果があると思います。

【教師】豊かな海を守るために私たちにできることを考えましょう。
・川や海のクリーンアップに積極的に参加しようと思います。
・海の生き物や環境について詳しく調べて、多くの人に知ってほしいです。
・海に関わる仕事や海を守ることにつながるボランティア活動について調べ、自分にできることを
探していきたいです。
・人の暮らしが海に及ぼす影響について考えてもらえるようなポスターを作ります。
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小学校外国語（英語）活動
重点事項
１

コミュニケーション能力を育成する単元計画の工夫
・単元の終末で目指す子どもの姿やゴールを明確にした上で、各単位時間における活動計画を作成
する。
・単元全体を通して、英語を用いて互いの考えや気持ちを伝え合う言語活動を設定する。
・コミュニケーションを行う相手や目的、場面、状況等を明確にし、英語で尋ねたり答えたりする
必然性のある場面を設定する。
・言葉や文化の面白さ、豊かさを実感することができるよう、ＩＣＴを活用して世界の言語や文化
にふれる機会、共通点や相違点を考える場面を設定する。

２

英語で会話しようとする意欲を高める指導の工夫
・教師自身がモデルとなり、ネイティブスピーカーとのコミュニケーションにより思いが通じ合う
楽しさを示すなど、子どもが自分もやってみたいと感じられるような場を設定する。
・
「英語だけど分かった」という実感に結び付けられるよう、あいさつや簡単な指示、称揚などを
英語で行うとともに、コミュニケーション活動を行う際には、ネイティブスピーカーとやり取り
をする様子を英語で演示する。

子どもの「もっと学びたい」につなげるために
・英語を使って思いが通じ合う喜びや達成感を持つことができるよう、伝える相手や伝えたい内容を
自分で考えさせたり、伝え合う必然性のある場面を設定したりすることが大切です。
「Unit5 Do you have a pen?」
（小学校４年）
ね ら い：おすすめの文房具セットを作るために、学校で使う物や持ち物について尋ねたり、答えた
りして伝え合う。
学習課題：おすすめの文房具セットを作り、紹介しよう。
【教師】友達の持っている文房具について尋ねたり、答えたりしましょう。
Ａさん：Do you have a pen ?
Ｂさん：Yes, I do. I have a red pen.
Ａさん：How many pencils ?
Ｂさん：Three.
【教師】友達にプレゼントする文房具セットを考えましょう。
喜んでもらうセットを作るためにはどのような質問をしたらよいでしょう。
相手意識や目的意識を高めることができるような発問を工夫する

＜Ａさんの思い＞

Ｂさんの好きな色の文房具をプレゼントしたら喜んでくれるかな。だから
好きな色を聞いてみよう。
Ｂさんは絵を描くのが上手だから ･･･。何をもらったらうれしいかな。

Ａさん：What color do you like ?
Ｂさん：I like green.
Ａさん：Do you want color pencils ?
Ｂさん：Yes, I do.
【教師】だれにどんな文房具セットを贈るかグループで紹介し合いましょう。
Ａさん：This is for B san. B san likes green. So I have three green pencils.
I have two green notebooks and one green marker.
え～っと。他にも B san likes ･･･ Ｂさんは絵を描くことが上手なので、
New color pencils and one sketchbook をプレゼントしたいです。
Ｃさん：Ａさんの聞き方がとっても上手でした。Ｂさんは嬉しかったと思います。
Ｄさん：私はなかなか質問が思いつきませんでした。次はＡさんのように友達の好きなことを聞い
てみたいです。
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