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【国語科】
自らが自己の高まりを意識できる指導の在り方

岐阜市立長良小学校 遠藤 由康

Ⅰ．発表の内容
【願う子どもの姿】
高めたい力や学び方に対する自己の高まり

を意識しながら学習活動に取り組む子ども

【指導にあたっての考え方】
単元，単位時間の中で，子どもの高ま

りに向けた教師の意図的・計画的な指導
を行えば，子どもは，自己の高まりを意
識することができる。

【見通し・ふり返りカードの工夫】
子どもの自己評価と指導のねらいが一

体化するカードを作成し，活用する。
＜活用の場＞
・単元の目指す姿をもつ
・単位時間の目指す姿をもつ
・実現度を確かめる
・次の課題（目標）をもつ

Ⅱ．実践の概要
１．単元の概要
（１）単元目標について

【単元名】これがわたしの「みがき （総合的」
な学習の時間の取組）

～みがきガイドブックをつくろう～
＜小学校６年生＞

【単元目標】
○力いっぱい取り組んでいる「みがき」のこ
とをおうちの人によく分かってもらうため
に，書く必要のある事柄を選んだり，構成
を工夫したりして，効果的に書こうとする

。（ ）ことができる 国語への関心・意欲・態度
○限られたページ数で伝えたいことを明確に
伝えるために，全体を見通して書く必要の
ある事柄を選び，構成を工夫することがで
きる （書く能力）。

○伝えたいことを明確に伝えるために，読み
手への効果を考え，どのページにどんなこ
とを書くか構成を工夫して書くことができ
る （書く能力）。

○事柄の選び方や構成の効果について確かめ
たり，さらに工夫をしたりすることができ
る （書く能力）。

，○文章にはいろいろな構成があることを知り
自分なりの根拠をもって活用することがで
きる （言語についての知識・理解・技能）。

【子どもの言語活動】
経験したことをもとに，読み手に紹介し，

案内に役立てる「ガイドブック」をつくる。

【五つの言語意識】
相 手 みがき のことをよく知らない 見（ ）「 」 （

たことがない）おうちの人に
（目 的 「みがき」でぜひ知ってほしいこと）

を伝えるために
（場面・状況）授業参観や家庭で
（方 法）４ページでつくり，読んでもらう

「ガイドブック」で
（評 価）伝えたいことを明確に伝えるため

に，書く事柄の選択や構成が工夫で
きたかを，自己評価と読み手の反応
で評価する。

（２）学習活動について
上記の単元の構想に基づき，本単元では，以下

のような作品をつくる学習活動を行った。
【作品例】

みがきって何？

みがきとはお年寄りの先生（大先生）に一
人一人，技や技術を学ぶ活動です。全員が同
じことをやるのではなく，みがきの中でもい
くつかにわかれていて，編み物を教えてもら
っている子もいれば，俳句をつくっている子
もいて，将棋で勝つコツを教えてもらってい
る子もいます。
このように，自分の力をのばす，または新

しいことに挑戦する活動なのです。

編み物，裁縫，五目ならべ，将棋，ゲート
ボール，工作，生花，俳句，作法，刺しゅう
の１０種類があります。
それぞれ目標を持ってがんばっています！
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私の編み物の活動は，北舎１階被服室でや
っています。

－１－

これが私のみがき活動！！

私たちはかぎ針で作品をつくることをがん
ばっています。
最初に円周を編んでいき 「そこ」を作りま，

す。円周を編むだけでも「め」を数えて計算
しながら編んでいきます 「め」の数が多かっ。
たり少なかったりすると，平らではなく，お
わんのようになってしまいます。

編み物は集中することがとても大切です。
力を均一に入れないと 「め」が大きくなった，
り小さくなったりして，見ためが少し悪くな
ります。集中すれば「め」をまちがえないで
すむし，よい作品を作ることができます。で
もやっぱり楽しくやり，がんばることが第一
だと思います。あまり上手くできなくても，
一生けん命作った作品ならその作品は素晴ら
しいものになります。
がんばって作った作品は，私の宝物になり

ました！！
－２－ －３－

こんなふうになりたいよ

作品を作ったら，きっと誰かが使うはず。
その作品がコースターでもマフラーでもぼう
しでも。誰が使うんだろう？お母さん？お兄
ちゃん？友だち？それとも自分？誰が使うと
しても，どんな作品でも 「使う人の身になっ，
て考えること」はとても大切なことです。で
も，簡単そうで意外に難しいものです。どう
してもつかれてくると，だだくさに編んでし
まったりしてしまうものです。私はいつか，
どんな時でも，使う相手のことを考えて，き
れいな作品が作れるようになりたいです。

－４－

２．自己の高まりを意識する指導
（１）子どもの自己評価と指導のねらいが一体化

するカードの作成
この単元の学習で，自己評価をするために，次

のような「見通し・ふり返りカード」を用いた。

， 「 」このカードでは 単位時間ごとの 高めたい力
と 「書くこと」の領域の学習で身に付けていきた，
い「学び方」を位置付け，自己評価できるように
した。この内 「高めたい力」については，単位時，
間ごとの評価規準と対応させて内容項目を位置付
けた。これによって，子どもの目指す姿と，教師
の指導のねらいが，一体となるようにした。

， ， ，さらに 子ども自らが どんな力を付けたのか
具体的に確かめる必要がある項目は，記述するよ
うにした。
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【評価規準との対応】

過程 評価の内容項目時 評価規準

伝 １ ○力いっぱい取り ○読み手によく
え 組んでいる「みが 分かるガイドブ
た き」のことをおう ックをつくるた
い ちの人によく分か めに，書くとよ
こ ってもらおうと， いことをたくさ
と 伝えたいことをた ん思いうかべる
を くさん書き出そう ことができた。

。（ ）も としている ア
つ

２ ○ページの順番と ○書くとよいこ
レイアウトから， とにぴったりと
読み手に明確に伝 合う見出しを考
えるための書く事 えることができ
柄の選び方と構成 た。
の工夫を見付けて
いる （ウ）。
○おうちの人に伝 ●ガイドブック
えたいことを明確 をつくる学習で
に伝えるために， のめあてをくわ
事柄の選び方と構 しく考えること
成の仕方の工夫を ができた。
見付け，自分に取
り入れようとして
いる （ア）。

作 ３ ○おうちの人の疑 ○どのページに
品 問やつぶやき，行 どの見出しを付
を 動，ガイドブック けるか，読み手
つ を見たときに抱く のことを考えて
く 思いなどを想定し 決めることがで
る て見出しをつく きた。

○読み手によくり，全体のページ
分かるための工の構成をしてい
夫を，自分のガる （ウ）。
イドブックのこ
とで書こう （記。
述）

４ ○おうちの人の疑 ○それぞれのペ
５ 問やつぶやき，行 ージに書くこと

，動，ガイドブック やのせるものを
を見たときに抱く 読み手のことを
思いなどを想定 考えて決めるこ
し，伝えたいこと とができた。

○読み手によくを明確に伝えるた
分かるための工めのレイアウトの
夫を，自分のガ効果を考えて書い
イドブックのこている （ウ）。
とで書こう （記。
述）

伝 ６ ○事柄の選び方や ○自分の工夫と
え 構成の効果につい そのわけを話す
る て考えた自分のよ ことができた。

○自分のガイドさを確かめたり，
ブックづくりや仲間のよさを取り
仲間のガイドブ確 入れて工夫をした
ックづくりからか りしている ウ。（ ）
見付けた工夫をめ
書こう （記述）る 。

○伝えたいことを
明確に伝えるため
のいろいろな構成
に気付き，書き出
している （オ）。

※ア：関心・意欲・態度 ウ：書く能力
オ：言語についての知識・理解・技能

（２）指導の実際
自己評価は，子どもが，直接的には授業の終末

の過程でカードに記入する。しかし，自己評価の
指導は，この過程でだけ行うべきものではないと
考える。単元，単位時間の中で，子どもの高まり
に向けた教師の意図的・計画的な指導が行われな
ければ，子どもは，自己の高まりを意識すること
はできないと考える。この考えに立って，次のよ
うに指導をした。

①－１ 単元の目指す姿をもつ（単元の導入）
「書くこと」の指導では，まず，学年の初めの学
習で，子どもたちの意識に沿ったその学習の進め
方（学習過程）を子どもたちに分かるように整理
した。そして，単位時間の学習ごとに足跡を振り
返り，掲示に位置付けた。

その上で，以後の「書くこと」の学習単元の導
入時に，単元の終末までの評価を位置付けた「見
通し・ふり返りカード」をめあてづくりの中で手
渡す。これによって，単元の学習の見通しと，自
らが目指す姿を具体的にもつことができるように
した。
以下は，子どもがもっためあてである。
【Ｒ男の単元のめあて】
順番を，学校→みがきの内容→大先生の紹

介にする。
おうちの人は，まず学校へ来て，場所がど

こにあるか見る。そして，場所に着いたら，
どんなことをしているのか見る。その後，ど

。ういう先生が教えてくださっているのか見る
だから，このような順番にする。

【Ｔ子の単元のめあて】
読み手によく分かるように，順番とページ

の中での場所，図や写真を使うこと，言葉を
工夫すること。
順番は，まず 「みがき」というものを知ら，

ないから「みがきとは ，来たいと思ったとき」
に来ることができるように「地図 ，見たとき」
にどんなことをやっているか分かるように 活「
動でがんばっていること」にしたい。
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（ ）①－２ 単位時間の目指す姿をもつ 導入の過程
単位時間の授業の導入時には，評価規準に示す

子どもの姿に向かって，子どもが，その時間のめ
あてを具体的にもつことができるようにする。
【第３時の例】

【ねらい】
おうちの人に伝えたいことを明確に伝える

ために，ガイドブックを利用するおうちの人
の立場に立って必要な事柄を選んで見出しを
つくり，全体のページを見通して構成するこ
とができる。

主 な 学 習 活 動過程

導 ○見出しをページごとに置く。
入 ○見出しを置いたわけを話す。

展 読み手によく分かるように，書くこ
。開 ととページを考えて見出しを付けよう

○どこにどんな事柄を書くか考えて見出
しのカードを作り，貼り付ける。

終 ○わけを交流し，自分や仲間のよさを見
末 付ける。

【評価規準】
おうちの人の疑問やつぶやき，行動，ガイ

ドブックを見たときに抱く思いなどを想定し
て見出しをつくり，全体のページの構成をし
ている。

この授業の導入の過程で，子どもの発言を板書
に整理しつつ 「おうちの人は，どんなことが分か，
らないかを考えているね。だから，おうちの人が
このガイドブックを見ながらみがきを見ると，よ
く分かるんだね 」のように価値付けた。。

②実現度を確かめる（展開の過程）
展開の過程においても，評価規準に示す子ども

の姿に向かって，教師が価値付けたり，方向付け
たりすることが大切である。第３時の展開の過程
では，Ｍ子に次のように指導をした。

【指導例】
Ｍ： みがきとは 「わたしのみがき 「これ（「 」 」

からの目標」と，見出しを考えている ）。
。Ｔ：どうしてそういう見出しの順番にしたの

Ｍ：お母さんは，みがきって１度も見たこと
， 。ないし 何をやっているのか知らないの

だから，まずみがきがどういうものか知
らないと，見ても分からないと思うの。
その後で，私のみがきのことを，見開き
を使って詳しく書くとよく分かると思う
し，最後にこれからのめあても書けば，
もっとよく知ってもらえると思うの。

Ｔ：なるほど，おうちの人は，みがきってど
んな学習なのかということから分からな
いんだね。

Ｍ：そう，だから，まずそこから分からない
と，見ても何も分からないの。

Ｔ：おうちの人がよく分からないことを考え
て書いているから，きっとおうちの人に
このガイドが役に立つね。

このように，常に目指す姿に向かって一人一人
を価値付けたり，方向付けたりする。こうするこ
とで，子どもは，自分が目指す姿を意識し続け，
また，それに対しての実現度を確かめながら，学
習を進めていく。

③次の課題（目標）をもつ（終末の過程）
授業の終末においての価値付けもまた，子ども

が，自己の目指す姿に対する実現度を確かめると
ともに，次の課題をもつ上で重要である。第３時
の終末では，指名に対するＡ子の発言を次のよう
に価値付けた。

Ａ：おうちの人が，学校へ来た時のことを想
像して，まず，どこでやっているのかを
書きます。そして，私のやっているとこ
ろへ来たら，生花のことが詳しく分かる
ようにします。最後に，実際につくった
作品を紹介します。このように，おうち
の人が少しずつ分かるようにします。

Ｔ：おうちの人が学校へ来たときの動きを想
像してつくったね。その上で，よく分か
らないことがだんだん分かっていくよう
にするというところまで考えたんだね。
そこまで考えたから，きっと役に立つガ
イドブックになるね。

Ａ子は，授業の中で仲間から気付いた「行動を
想像する」ことと，さらに「自分のしていること
が順番に分かる」ようにするという考えをもって
見出しを置いた。これを上記のように価値付け，
広げた。

Ⅲ．実践を通して
， ， 。Ａ子は 終末で カードに次のように記入した

・どのページにどの見出しを付けるか，読み手の
◎ことを考えて決めることができた。

・読み手によく分かるための工夫を，自分のガイ
ドブックのことで書こう。
地図→みがき→作品紹介と，少しずつ分かるよ
うにした （記述）。

，「 」「 」これに対して みがきとは わたしのみがき
「これからの目標」と見出しを考えたＭ子は，次
のように記入した。
・どのページにどの見出しを付けるか，読み手の

○ことを考えて決めることができた。
・読み手によく分かるための工夫を，自分のガイ
ドブックのことで書こう。
「お母さんだから」と考えて，まずは，みがき
の説明から書くように順番を考えた （記述）。
このように，子どもたち一人一人が自分の高ま

りを的確に意識できつつある。

これまでの実践から，子どもが自ら，自己の高
まりを意識できるためには，以下のことを大切に
すべきではないかと考える。

○単元，単位時間を通して，子どもの高まり
に向けた教師の意図的・計画的な指導を行
う。

○年間を通して，各単元，各時間で繰り返し
指導をする。

○振り返りに用いるカードも，年間を通して
活用し，実態に合わせて工夫・改善する。


