
学校教育担当
キャラクター

甲斐善之助

様々な状況に対応する学び

オンライン授業の実施に向けて

単元到達度評価問題の活用

昨年度の課題から
指導のポイントを探る！ （９月）

「特別の教科 道徳」

ゴールの姿を明確にした授業づくり

組織で支える「絆づくり」と「居場所づくり」

すべての子供が安心できる2学期にするために

授業の振り返りの質を高める

「教育環境を整えましょう！」シリーズ
～ユニバーサルデザイン（UD）の視点から～

第２弾 「時間の構造化」



授業の振り返りの質を高める
すべての子供に

「できた」「わかった」を！

西部教育局
お役立ち情報
令和２年９月号

【

□ 感想や質問を書く時間を
設定している。

□ ノートやワークシートに振り
返りの記入欄を設けている。

□ 振り返りに対して教師が価値づけや
問い返しを行うことで、「何が分かり、
できるようになったのか」を全ての子
供が自覚できるようにしている。

□ 具体的に振り返る
ことができるよう、
振り返りの視点を
示している。

板書をなぞって振り返りをアウトプットする場を設定する

①今日の学習のめあては、「分母が同じ分数の足し算の仕方を
考え、説明しよう」でした。

②はじめは、分子と分母をそれぞれ足して３／１０になると思った
けど、図に書いてみたら１／５が２つ分と、１／５が１つ分になる
ことがわかりました。（学習過程）

③だから、「もとになる分数」で、この何個分になるかを考えれば、
整数と同じように計算できると考えます。（キーワード・まとめ）

④次は、分母がちがう分数の足し算にも挑戦したいです。
（次時に向けて）

振り返りでは、１時間（１単元）を通して、
子供たち自身が「何ができるようになったのか
（わかったか）」を自覚することが重要です!

振り返りの視点を具体的に示す

Ａ この学習で意識したことを書きましょう。
Ｂ この学習を通してできるようになったことを書きましょう。
Ｃ 課題を解決するために試行錯誤したことを書きましょう。
Ｄ 参考となった友達の発言や助言について書きましょう。
Ｅ 何をきっかけにしてねらいを達成したのかを書きましょう。
F 工夫しようとしたが、十分ではなかったことを書きましょう。
G この学習で今後の学習や生活に生かせそうなことを書きましょう。

指示シートを数パ
ターン作り置きし
ておいたり、ワーク
シートに位置付け
たりしている学校
もあります。

感想を書きましょう。

だけでは、

「わかってよかった。」
「○○が楽しかった。」

・・・で終わってしまいます。

ポイント１

（例）小５・算数

学習過程 学習方法

何ができるようになったのか

こんな振り返りで授業を終わっていませんか？
「今日の授業は実験だったので楽しかったです。」

「今日はまじめに受けることができました。」

「班の人と積極的に話し合いができました。」

「今日は分数のかけ算が分かりました。」

授業の感想

規律の遵守

まとめの書き写し だけではなく・・・

ポイント３

今後に生かせそうなこと

教師が振り返りの例を具体的にイメージする

「芸術家」という言い方について書いたところが
分かりにくいとＡさんに言われました。（視点Ｄ）
確かに読みにくいので、次の時間に文を切って、事
実と分かったことをはっきり分けてみよう
と思います。（視点F）

本時では友達と下書きを読み
合う活動をするから、視点Ｄと
視点Ｇについて振り返りを書
かせよう。

※「『指導と評価の一体化』のための学習評価に関する参考資料（小学校・国語）」より

イメージ（例）

（例）小6・国語ポイント２

板書されたキーワードを
参考にアウトプットする



単元到達度評価問題の活用

昨年度の課題から指導のポイントを探る！（９月）

西部教育局
お役立ち情報
令和２年９月号

公倍数や公約数を見いだす活動を通
して、数の構成について考察する力を
付ける。

整数の集合に類別したり、乗法的な構成
に着目して集合を考えたりするなど、新た
な観点から整数を捉え直し、様々な場面
に活用するとともに、数に対する感覚がよ
り豊かになるように指導します。

１２と２０と２４のように３つの数の公約数もみつけることが

できそうだね。数は、いろいろな見方ができるのだね。

だいすけさんのやり方は、１２を割り切る数のまとまりと２０を
割り切る数のまとまりをすべて書き出すことで、１２と２０のど
ちらも割り切ることができる公約数をすぐにみつけられるね。

（令和元年度単元到達度評価問題 ５年 ９月 より）

２つのみつけ方を比べると、それ
ぞれどんなよさがあるでしょう。

見方・考え方の理
解につなげるため
の教師の働きかけ

１２と２０の公約数である１，２，４を

みると、最大公約数が４で、公約

数は、その最大公約数の約数に

なっていることに気付いたよ。

図形の性質や図形の構成要素に着目し、
考察したり活用したりする力を付ける。

（令和元年度単元到達度評価問題 6年 6月 より）

２つのおうぎ形をどう組み合わ
せたらアーモンド型の図形が
できるかな。

正方形の中に２つのおうぎ形を

みつけることができるよ。これを

使ってアーモンド型の面積を

求めることはできないかな。

公式が使える図形をみつけて、さしひいたり、組み合わせ

たりすると、いろいろな求め方を考えることができるね。
面積の学習内容は、上学年における「B 図形」
の領域に移行しています。面積を求める際、図形
を構成する要素に着目して、求め方を考えること
ができるようにすることが大切です。

から を引くと の部分の面積が求められ

るよ。その２つ分としても、面積を求められそうだよ。

３ １２と２０の公約数をみつけます。だいすけさんとあやこさんは、そのみつけ方

を、 

 次のように説明しています。 

 

 

 

 

 

 

１２の約数と２０の約数を

書いて、その中から 

同じ数をみつけました。 

１２の約数の中から 

２０の約数を 

みつけました。 
× × × 

（２）あやこさんの考え方を使って、６と１８の最大公約数を書きましょう。 

    また、考え方も書きましょう。（考え方１点、答え１点） 

 （考え方） （答え） 

４ 下の図形の色をぬった部分の面積の求め方を考えています。 
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（１） あやこさんは上の図のように考えました。？にあてはまる図形を下の 

アからエまでの中から１つ選んで、その記号を書きましょう。（答え２点） 
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１０㎝ 

１０㎝ 

２枚のおうぎ形が重なっているように 

見えたんだ。こんなふうに考えてみた

よ。 

おうぎ形の面積は、半径が１０㎝の円の４分の１になるよ。

２つのおうぎ形を合わせると、重なった

ところが、アーモンド型の図形の形になるよ。

図形の組み合わせ方を工夫してもっと簡単に求めたり、

他の図形の面積の求め方も考えたりしてみたいな。

１２の約数の中から２０の約数をみつけました。

１２の約数 １ ２ ３ ４ ６ １２

あやこさんのやり方は、１２を割り切る数のまとまりだけ書き出し
て、２０も割り切る数かどうかを判断していけばいいのだね。

※３年生は出題内容を変更し、４年生は９月の出題内容を新たに作成しているため、本号には掲載しておりません。

１２の約数と２０の約数をかいて、その中から同じ数をみつけました。
１２の約数 １ ２ ３ ４ ６ １２
２０の約数 １ ２ ４ ５ １０ ２０

求め方の見通しをもたせ
るための教師の働きかけ

アーモンド型の部分が２重になっているから、２つのおうぎ形

の面積を合わせたもの

から、正方形の面積を

引いたら求められるね。

＋ － ＝

× × ×



道徳の授業づくりで大切にしたいことは、道徳科の目標を踏まえ、道徳的価値に基づいた
上で児童生徒に何について考えさせ、何に気づかせたいのかを教師が明確にもつことです。

「人は難しい」から、
気持ちが伝わらない
こともあるかもしれ
ないけど、ぼくは必
要だと感じたら声を
かけたいな。

相手の立場や思い
があるから、周り
の様子をみたり、
見守ったりする方
法もあるかもしれ
ないな。

学んだ道徳的価
値に基づいて、
自分の行動への
価値付けができ
るような展開の
工夫が必要です。

「特別の教科 道徳」

ゴールの姿を明確にした授業づくり
西部教育局
お役立ち情報
令和２年９月号

学習活動に沿った振り返りをイメージする

生徒の今後の考えや行動へつながる展開の工夫をする

指導案を作成する際にも、「授業づ
くりのポイント１～３」を意識して
みてください。

〇資料の提示
の仕方
〇役割演技
〇学習形態 等
（個・グループ）

展開の工夫例

「授業づくりのポイント」を意識しながら教材研究をすることで、
本時で学ぶ道徳的価値をより焦点化することができます。

資料名：「席を譲ったけれど」（中学校１学年）Ｂ－（６）思いやり，感謝
本時のねらい：資料を通して，他者への思いやりとは何かを考えさせ，感謝と思いやり

の心をもって行動しようとする実践意欲と態度を育てる。

内容項目の確認をすることで，本時で目指す生徒の姿をより具体化したり、発達段階に合
わせた内容を焦点化したりすることができます。

◎学習指導要領解説で
確認する

重点を置く内容項目の確認をする

Ｐ．３６参照

四つの視点

内容項目

内容項目の概要
の中に、中学校3
年間に学ぶこと
が必要と考えら
れる道徳的価値
が含まれています。

小学校6年間と中
学校3年間を視野
に入れ、各学年の
指導において、常

に全体の構成や
発展性を考慮し
て指導していくこ
とが大切です。

人間としての生き方についての
考えを深めている生徒の姿

解説Ｐ．１４～１８参照解説Ｐ．36、37参照



組織で支える「絆づくり」と「居場所づくり」

すべての子供が安心できる２学期にするために
西部教育局
お役立ち情報
令和２年９月号

「見る」「聞く」「認める」を意識した学級経営を

夏季休業明けで、学校が始まることに不安を感じている子供や夏期休業中に友達関係や家庭環境
が大きく変わった子供がいます。２学期はじめの子供の様子をしっかりと「見る」ようにしましょう。

【「見る」視点（例）】
～健康～
□登校時や授業中に眠たそうにしていないか。
□給食を残したり、食べ過ぎたりしていないか。

～表情～
□授業中の態度に変化はないか。
□気分にムラがないか。イライラしていないか。

～環境～
□友達関係に変化はないか。
□夏季休業中に家庭状況の変化はなかったか。

「見る」

子供の様子に合わせた支援をす
ることが大切です。
～支援（例）～
★起床時間や就寝時間等を聞き
取り、生活リズムを整えるように
助言する。

★夏季休業中に努力したこと等を
把握し褒める。

★家庭環境の変化等を把握し、
関係機関と連携する。

コロナ禍による生活が変化することへの戸惑いや学習内容が難しくなることへの不安等、子供は
様々な思いをもって２学期を過ごします。子供の思いを丁寧に「聞く」ことで、一人一人の気持ちを受
け止めましょう。

「聞く」

休憩時間に声をかけたり、行事
の準備期間に一緒に活動しなが
ら話をしたり、教育相談期間を利
用したりと、「聞く」方法は様々あ
ります。直接「聞く」だけでなく、
日記や生活ノート等も有効です。
情報は、職員間や関係機関で共
有しましょう。

【「聞く」ポイント】
①話しやすい場所で
②じっくり待って
③子供目線で警戒心を解きながら
④共感して

学校行事等に対して、苦手意識
をもっていたり、参加することにプ
レッシャーを感じていたりする子
供もいます。
行事前後のすべての子供の様
子を「見て」、思いを「聞き」、しっ
かり「認める」ようにしましょう。

～行事の準備期間にこのような子供の姿はありませんか～
◆自分の考えを表現せずにじっとしている。
（友達の意見を尊重しているように見えるけど…）
→ 実は、自分の思いを聞いてもらえないと感じている。

◆行事が近づくにつれて元気がなくなる。
（準備を頑張り、疲れが出たように見えるけど…）
→ 実は、苦手意識があり、行事に参加することに不安を感じている。

大きな行事だけではなく、日々の
生活の中で活躍できる場を設定す
ることも大切です。また、教室掲示
や学級通信等で子供の頑張りや
思いを「認める」こともできます。

子供の自己有用感を育むためには、教師が子供を認め育てることが大切です。様々な活動や行事
の中で、子供の熱意や頑張りを「認める」ことで、一人一人のよさを引き出しましょう。「認める」

【「認める」視点（例）】
□目立たなくても責任をもってやり遂げている。
□いつもと同じように継続して取り組んでいる。
□目標まで行き着かないが、その子供なりに全力で
取り組んでいる。

◎言いたいことは
なんだろう？

◎どんな気持ち
なんだろう？

△子供を励まして
何とかしよう

△やる気がない
から 説得しよう！



目 的

オンライン授業の目的は？ どのような形態があるの？

全員が教室に集合できなくても授業(学びの保障)を可能にする

双方向通信による友だち、先生、学校とのつながりの場を保障する

①感染症対策等で、1つの教室に全員が集合できない場合も授業を行うことができます。
②長期休業等の際に友だち、先生、学校とつながる機会となり、学びの保障の側面だけでなく、
メンタルケアの側面もあります。

③県内、国内の学校との交流だけでなく、海外の学校との交流もできるなど、多様性に富んだ
授業も可能になります。

YouTubeの「鳥取県教育委員会」チャンネルに、これまでのオンライ
ン授業の取組の動画が掲載されています。ぜひ、御活用ください。

https://www.youtube.com/channel/UC1-MNsEz72z3mUb61-Elr5A

実践事例を知りたい！

様々な状況に対応する学び

オオンライン授業の実施に向けて

西部教育局
お役立ち情報
令和２年９月号

先生方の感想 「接続方法や、オンライン授業ならではの板書や話し方などのコツがあることが

わかった。」

子供たちの感想「臨時休業になっても授業ができるとわかって安心した。」「またやってみたい。」

形 態

事例Ⅰ 全ての子供たちが家庭で授業を受講する

県東部での実践例

モニター

C

県西部での実践例

事例Ⅲ 家庭での受講と複数教室での受講を合わせて行う

事例Ⅱ 複数教室に分かれて、担任の授業を同時に受講
する

A教室で通常
の授業をする。

A教室の授業を
受信する。

県中部での実践例

オンラインでの授業
は初の試みなので、
課題もありましたが
実施した先生方や子
供たちからは次のよ
うな感想が聞かれま
した。

「オンライン授業を実施してみたいが、どうしたらいいの？」「実施してみたけれど、こんなことで困った。」等々、
要望、相談等ありましたら、西部教育局まで御連絡ください。

鳥取県内での実践例を紹介します。



特別支援教育ほっと通信
令和２年９月
西部教育局

日々の生活が

乱れてくる

子どもたちの
心が

荒れてくる

学習に集中
しにくくなる

具体的 には・・・ 「いつ何があるのか」、 「どのような流れで進むのか」を明確にすること。

こうならないためには・・・

「時間の構造化」を徹底しましょう！

「教室環境を整えましょう！」シリーズ
～ユニバーサルデザイン（UD)の視点から～

第2弾 「時間の構造化」

教室環境が

乱れていると・・・

1週間の流れ

1日の流れ
□ 今していること（現在地）に、
印をつける。1時間の流れ

□ 学習の中で常に使うキーワードは、
事前に作成し、同じものを提示する。

□ １単位時間や学習内容を
明確にする。

□黒板はきれいで、すっきりさせ、
視覚支援をより見やすくする。

□時間等の変更があれば、
事前に色チョーク等で書く。

【ポイント】
・全体の流れとともに現在地を明確にする。
・時間変更は、できる限り事前に提示する。
・学習の流れに関するキーワードは、すぐに
（繰り返し）使えるように準備しておく。

全教室で意識しましょう！

先生方が確実に時間を守り、
「よりよい行動モデル」になりましょう！

時間に関する掲示等の
色を統一する。

□時間の流れに関する
掲示等の色を統一する。

現時点でできているか（意識しているか）、
□ にチェック（ ）してみましょう。
また、6月号で御紹介した「場の構造化」に
ついても、改めて確認してみましょう。

✔


