
事 例 小学校 国語科 第１学年 「くじらぐも」

豊かな読みにつながる評価規準を明確にした指導の工夫改善テーマ

単位時間における指導の工夫授業改

・目指すべき学習状況を具体化し、それに応じた手だての工夫善のポ

・個に応じた指導のためのＴＴによる指導形態の工夫イント

・自分の考えを表現するワークシートの工夫

・考えを深めるための意図的指名の工夫

１ 学習状況の把握と分析

学習状況の把握

○前時（第４時）の学習状況の把握と分析

【単位時間における具体の評価規準】

国語への関心・意欲・態度 読む能力 言語事項についての知識・観点

理解・技能

場面の様子を想像しながら かぎ括弧や句読点に注意くじらぐもと子どもた

読み、進んで子どもたちやく ながら、キーセンテンスを評 ちが誘い合っている空と

じら雲になりきって音読した 正しく視写している。価 地上の様子を、さし絵や

規 文章をもとに想像しながり動作化したりしようとして

準 ら読んでいる。いる。

【把握方法】

ペア交流や動作化の中で、文中の子どもたちになって想像しながらつぶやく活動を行う。

この学習をもとに書いた「ふき出し」を基に、学習状況を把握する。

学習状況の結果と分析

【結果】

・ くじら雲と子どもたちが誘い合う様子を読もう」という課題で、動作化と音読を組み合「

わせて場面の様子を読み取り 「ふき出し」に気持ちを書いてまとめた。、

「努力を要する」状況と判断される児童の実態（ワークシートのふき出しの内容）

・ おうい、ここにおいでよう」「

＊本文をそのまま書くだけで、自分の読みが表現できていない。

〈分析〉

「努力を要する」状況の児童には、次の２通りのつまずきがあることが分かった。

①文中の子どもたちに同化しきれず、十分な想像ができない。

文中の子どもたちに同化できないのは、場面理解が十分でないためということが考え

られる。様子を観察してみると、動作化の場面で、ただ何となくまわりに合わせてや



っており、動作化によって文章にひたるという面で十分ではなかった。また、音読回

数も少ないという実態があった。

②どのように書いたらよいのか分からない。

本文やさし絵から内容は把握しているが、どのようにつぶやいたらよいのか、どのよ

。うに話したらよいのかという表現方法においての迷いがあるということが考えられる

様子を観察してみると、動作化の場面でのつぶやきがほとんどなく、自分のものにな

っていないという実態があった。

「おおむね満足できる」状況と判断される児童の実態

・ わくわくするな。いっしょにあそびたいな 」「 。

＊自分の気持ちを中心に書く。

〈分析〉

・自分の気持ちを中心に書くことはできるが 「くじらぐもさんもわたしたちのことを、

さそってくれたよ。うれしいな。いっしょにあそぼうね 」といった他者であるくじ。

、 。 、らぐもへの思いが表現できれば 十分満足できる段階に高まることができる これは

教師のくじらぐもへの押さえが弱いということが考えられる。単元末には、くじらぐ

もへの気持ちを手紙に表す活動があるので、文中の子どもたちの気持ちを読むことを

中心に置きながら、くじらぐもの存在を引き出していく必要があると考えた。

第５時からの授業改善へ

２ 分析に基づく授業改善

( ) 授業改善の方針1

児童一人一人に基礎的・基本的な力を確実に身に付けさせるためには、単位時間の指導を工

夫し、１時間ごとに力を付けていくことが大切であると考えた。

そのために、単位時間の指導の工夫として、次の４点から授業改善を試みた。

↑

（ア）目指すべき学習状況を具体化し、それに応じた手だての工夫

（イ）個に応じた指導のためのＴＴによる指導形態の工夫

（ウ）自分の考えを表現するワークシートの工夫

（エ）考えを深めるための意図的指名の工夫

↑

( ) 改善の具体的方途と実践2

①目指すべき学習状況を具体化し、それに応じた手だての工夫

本時の目指す児童の学習状況を、次のように具体化した。

○「十分満足できる」状況

「やっと雲に飛び乗ることができたのは、くじら雲の応援のおかげだよ 」などのように、。

自分の喜びの気持ちの中に他者（くじらぐも等）の内容を入れてふき出しに書いている。

○「おおむね満足できる」状況



「一生懸命ジャンプしたら、やっと雲に飛び乗ることができたよ 」などのように、自分の。

喜びの気持ちをふき出しに書いている。

↑

その学習状況から、次のような手だてを考えた。

・ おおむね満足できる」状況の児童への手だて「

自分の気持ちを中心に考えている児童に 「こんなにがんばれたのはどうしてかな 」と問、 。

いかけることにより、くじらぐもの存在に目を向けさせる。そうすることで、他者への気付

きが生まれ 「十分満足できる」状況に高めることができるのではないか。、

・ 努力を要する」状況の児童への手だて「

ペアや全体で動作化をする中で、つぶやいた言葉を認めたり、板書に書かれたふき出しを示

したりすることにより、喜びの気持ちを感じ、ふき出しに書くことができるのではないか。

↑

【実際の授業の様子】

本時、１回目、２回目のジャンプした時の様子を本文から読んでいく中で 「３回とも同、

じ大きさの声だったかな？」と投げかけた。すると 「１回目よりも２回目、２回目よりも３、

回目と大きくなったよ！」と返ってきた 「どうしてそう思うの？」と尋ねると 「１回目は。 、

３０㎝だったけれど、２回目は５０㎝になっているのは、くじらが応援してくれたからみんな

がはりきったんだよ 「みんな空に届きたいと思って、力を合わせて大きな声でジャンプした」

んだよ」と話した。だんだん声が大きくなっているという様子を表すために、板書も次のよう

にし、子どもたちの視覚に訴えるようにした。

↑

・具体的な支援の言葉と児童の姿

①一人でつぶやく場

児童 「天までとどけ、１，２，３」

教師 「くじらぐもまで届いたかな 」。

児童 「まだまだだよ 「３０㎝しかとんでいないよ 」。」 。

教師 「１回目の天までとどけ、１，２，３を言った後に、自分の席でつぶやいてごらん 」。

次に、２回目は５０㎝とんだ様子を動作化と音読で表現し、ペアで気持ちをつぶやいた。



②隣同士のペアでつぶやき合う場

児童 「天までとどけ、１，２，３」

教師 「さっきは、３０㎝、今度は？」

児童 「５０㎝に増えた！ 「だって、くじらぐもさんが応援してくれたから 」」 。

教師 「ペアで天までとどけのあとにお話ししてみましょう 」。

↑

教師 「黒板を見てごらん。１回目は３０㎝高さはこのくらいだね。そしたら、くじらぐ

もが、なんと言ったの？ （紙テープで３０㎝をとらえられるように板書に生か」

す）

児童 「もっと高くって応援したんだよ 」。

教師 「くじらぐもさん、みんなにきてほしいんだね。

【 】じゃあ ２回目 一緒にやってみよう、 、 。」 動作化をさせる

児童 「まだまだ、５０㎝ 」。

教師 「そうだね。でも、さっきよりも…？」

児童 「ふえた！ 「もっとがんばればとどくよ 」」 。

「さっきよりもふえたよ。もっと大きい声を出してがんばろう！」

↑

③全員で動作化し、雲のくじらにとびのろうとジャンプする様子を音読で読む場

全員でさし絵のように大きな円になり、動作化しながら声の大きさを工夫して読んだ。

教師 「１回目 」。

児童 「天までとどけ、１，２，３！」

教師 「やっと３０㎝、まだまだとどかないよ！２回目！」

児童 「天までとどけ、１，２，３！」

教師 「空まで届いたかな？」

児童 「まだまだ５０㎝、これじゃとどかないよ。もっと力を合わせなくちゃ！」

児童 「もっと声を合わせて、力を合わせて！」

教師 「だれか、かけ声をかけてくれると、みんなの気持ちが１つになるよ 」。

児童 「よし、みんなで力を合わせてくものくじらにとびのろう！」

「オー！！」

「天までとどけ、１，２，３」

教師 「その時です。いきなり、かぜが、みんなをそらへふきとばしました 」。

児童 「やったあ。くものくじらにとどいたぞ！」

「くもはふわふわして気持ちいいなあ 」。

↑

教師 「がんばって、がんばって３回目、どうなったかな？」

児童 「くじらぐもにとどいた！」

児童 「みんなで力を合わせてね、ジャンプしたら、とつぜん風がふいたんだよ 」。

児童 「風といっしょにびゅーんってお空までとんでいったの 」。

教師 「みんなは、どんな気持ちでしょう 」。

児童 「やっととびのることができたよ。はあーっ、つかれたよー 」。



「くもからしたをみると楽しいなあ 」。

【 】「うれしい。どんなあそびをしようかな。」 教師の問いかけ

教師 「こんなにがんばれたのは、どうしてなんだろう。みんなの力と風と・・・・」

児童 「くじらぐもさんのおうえんのおかげでここまでこれたよ 」。

教師 「そうだね、くじらぐもさんはもっと高くと応援してくれたんだったね 」。

↑

【 努力を要する」状況から「おおむね満足できる」状況に高まった児童のふき出しの例】「

【 おおむね満足できる」状況から「十分満足できる」状況に高まった児童のふき出しの例】「

このように全員がおおむね満足できる評価になることができるように、努力を要する児童には

どのような手だてをうつか、おおむね満足できる段階の児童にはどのような手だてをうつかを、

具体的な支援方法をもって授業に臨むことで、高めていくことができた。

↑

②個に応じた指導のためのＴＴによる指導形態の工夫

○学習のつまずきに応じた指導援助



・ねらいにかかわる文章を視写させる時に、正しく『 』が使えない児童や、言葉をとばして

しまいがちな児童に、Ｔ２がかかわるようにした。

・課題を皆と同じペースで書くことができない児童に、Ｔ２が言葉を書き足して補助した。

・ 努力を要する」状況の児童にかかわり、動作化を一緒に行ったり 「今は、１回目のジャ「 、

ンプだったね。どのくらいとべましたか？」と本文に立ち返らせながら、つぶやきをうなが

したりした。また、２回目のジャンプで５０センチにアップしたときには 「さっきよりも、

増えたね。どんな気持ちだったかな 」と文中の子どもから離れることのないように問いか。

けをして、想像を広げさせた。ふき出しに読みを表すときには、動作化の時につぶやけた言

葉を入れられるように支援した。

○役割分担

・Ｔ１がくじら雲の役、Ｔ２が地の文、児童は子どもたちというように、役割読みをすること

で、様子を想像しながら読むことができるよう工夫した。

・本時のまとめ読みの段階で 「天までとどけ、１，２，３」と音読の工夫をする中で、想像、

を膨らませることができたら、Ｔ２が「その時です 」と地の文を続けて読み、子どもの思。

考の流れを妨げることなく場面を展開できるようにした。

↑

③自分の考えを表現するワークシートの工夫

・教科書のさし絵を取り入れて、ふき出しを配置し、言葉を書き入れられるようにした。ワー

クシートは、授業の流れとともに書き込むことができる内容にし、授業における児童の思考

を助ける役目となるようにした。

・正しく視写ができるよう、かぎ括弧の位置や、句読点の位置を徹底できるようワークシート

を四等分する波線を入れた。

↑

④考えを深めるための意図的指名の工夫

・動作化やペア交流の時に想像を広げて詳しく気持ちを話せたり、ねらいとするキーワードを

入れて話せたり、振り付けをしながら文中の人物になりきって「よし、みんなで力を合わせ

て、空のくじら雲のところまでとんでいくよ！」と話せたりしている児童を価値付けること

で、個を生かし、全体の学習状況を高めようとした

・机間指導で把握した「十分満足できる」状況の児童を意図的に指名し 「くじらぐももおう、

えんしているよ。みんなで、大きな声で天までとどけと言おうよ 」というふき出しの内容。

をクラス全体に広げ、他の児童にも参考にさせることにより、ふき出しが書けるようになっ

た。

３ 授業改善後の成果

↑

①目指すべき学習状況を具体化し、それに応じた手だての工夫

・ おおむね満足できる」状況の児童を「十分満足できる」状況に高めるには、どのような「

場で、どのような言葉を投げかけるのかの見通しをもつことができた。例えば、やっと雲

にとびのれた喜びにひたる児童に 「どうしてとびのることができたの？」と問い返すこ、

とにより、その児童は 「くじらぐも」の存在に目を向け、ふき出しの中に書き加えるこ、



とができるようになった。

・ 努力を要する」状況の児童を「おおむね満足できる」状況に高めるために、板書にまと「

めた価値の高いつぶやきや発言を参考に考えをもたせたり、ペア交流でかかわるといった

具体的な見通しをもって授業に臨み 「おおむね満足できる」状況として願うふき出しを、

書くことができた。

②個に応じた指導のためのＴＴによる指導形態の工夫

・一人一人の児童の学習状況を見極め、実態をとらえた上で、Ｔ２の役割をはっきりさせる

ことで、学習のつまずきに応じた指導・援助ができた。

・正しく全員が視写でき、 徐々に間違いなく書けるようになった。

・皆と同じペースで書けない児童が、焦ることなく、皆と同じという安心感のもと授業を受

けることができるようになった。

③自分の考えを表現するワークシートの工夫

・授業の中で児童が、自分は何をすべきかが明確になり、全員が授業に集中して取り組むこ

とができるようになった。

・授業過程に沿ってワークシートを活用することができたので、児童の思考の流れを助ける

手だてとなった。

④考えを深めるための意図的な指名の工夫

・動作化やペア交流の時に価値の高いつぶやきをしている子を意図的に指名することで あ、「

んなふうに話せばよいのだな」という目指すべき学習状況についてのイメージをもつこと

ができ、児童一人一人がふき出しを書ける手だてとなった。

・自分の生活と結びつけたり、他者である「くじらぐも」への気持ちを含めて書いている児

童のふき出しの内容を意図的に指名してクラス全員に広めたり、掲示によって紹介したり

することで、次時には、そのよさを生かしてふき出しを書く児童が増えた。


