
初期研修（２年目）小学校・小学校若手育成研修 模擬授業記録 国語 A班 

                             令和元年 8月 20日 AM  文責：郡山西小 森 彩乃 

 

ちいちゃんのかげおくり（3年） 

子どもの多様な意見を引き出す発問、自他との共通点・相違点に気付く対話について 

 

1. 模擬授業の概要 

 学習活動 児童の活動 留意点 評価 

導

入 

導入では、担当する場面（第２場面）の音読を行った後、本時のめあて（ひとりぼっちになっていくちいちゃんの様子

や気持ちを考えよう。）を確認する。 

展

開 

3. お母さんたちとは

ぐれたちいちゃん

の様子や気持ちを

読み取る。 

 

 

 

 

 

4. ひとりぼっちにな

ったちいちゃんの様

子や気持ちを読み取

る。 

 

5．読み取ったことを

交流する。 

 

(1)お母さんたちとはぐれ

たちいちゃん 

(2)お母さんらしい人を見

付けたちいちゃん 

について叙述を基に、ちい

ちゃんの台詞に続く言葉を

考える。 

 

 

(2)で読み取ったことや叙

述をもとに、ひとりぼっち

になったちいちゃんの様子

や気持ちを考える。 

 

ちいちゃんの様子や気持ち

が分かるところや考えた理

由を話し合う。 

根拠となる叙述を基に、動作化

させたり、表現させたりしなが

らちいちゃんの様子や気持ちを

考えさせ、台詞の続きを考えさ

せる。 

(1)(2)でのちいちゃんの様子や

気持ちを比較して違いに気付か

せる。 

 

ひとりぼっちになっていくちい

ちゃんの気持ちの動きに着目さ

せる。 

 

 

考えた理由や根拠となる叙述を

説明させる。 

 

ま

と

め 

まとめは、学習の振り返りをする。第２場面について考えたことや思ったこと、話し合って感じたことを書く。どの言

葉や文からそう思ったのかを引用したり、理由を書いたり、話し合いによって気付いたことや感じたことを書くよう留

意している。 

 

2. 協議のまとめ（※授業未実施のため指導案の検討） 

協議内容① 子どもの多様な意見を引き出す発問 

・発問を協議のポイントとする際には、発問を指導案に記載しておく。 

・発問計画を事前に行うことで、子どもたちの発言を把握しやすい。 

協議内容② 自他との共通点・相違点に気付く対話 

・ペアでの交流を想定した場合、｢展開 5．読み取ったことを交流する｣で、話し合った後に交流した内容を

全体に発表する時間を設けると、さらに気付きが広がったり、言語化することによって気付きを頭の中で

整理したりすることができる。 

・発問計画では、樹形図のように一人の子どもの意見に対して他の子どもがどのように発言するか予想する

ことで、対話での学びの深まりに対する支援を行うことができる。 

ポイント 1 

子どもの多様な意見

を引き出す発問 

ポイント 2 

自他との共通点・相

違点に気付く対話 
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     ①言語活動の具体的イメージ 
     ②授業のねらいと対話の在り方 
     ③児童の思いを引き出す発問の工夫・手立て 
 
  
 

・「感想交流会」をどのように設定していくのか。          
・ルールの設定の仕方                      
・言語活動の目的を児童にどのように伝えるのか。（いかにやる気にさせるか。） 

 
 
・発表者が話したいことを話すだけの一方的な活動にならないようにする。他者からの反応があることが大切で

ある。 
・感想交流会で使える材料を毎時間残していく。 
     ゴールを見据えて言語活動を設定し、授業の計画・進行をする。 
 
 
 
★対話の種類  
１ 意見を生み出すための対話 
 一人ではなかなか考えがまとまらない児童に対して、ペアやグループで対話させることで、他者の考えをヒン

トにしながら自分の考えをもたせる。 
       
２ 自分の考えを深めたり、広げたりするための対話 
 前提として自分の考えをもっている必要がある。他者の考えを聞いて、自分の考えを深めたり、広げたりする。 
 
３ 作品との対話 
 作品を読み込み、学習する中で、自分の中で考えを変容させる。振り返り等で、学習の過程で自分の考えがど

のように変化したか意識付ける。 
                    
                    
 ただペアやグループで話し合わせればよいわけではなく、まずどのような目的で対話を取り入れるのか決める。

また、形式やタイミングなど取り入れ方を細かく設定しておく。 
 
 
 
ポイント 
・キーセンテンスをしっかりと捉える。 
・補助発問を有効に活用する。 
・児童の混乱を防ぐため、発問中に言葉を変えたり、言い換えたりしないようにする。 

協
議
の
柱 

①言語活動の具体的イメージ 

課題や 

悩み 

ポイント 

②授業のねらいと対話の在り方 

③児童の思いを引き出す発問の工夫・手立て 

ポイント 
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～ちいちゃんのかげおくり（３年、第４場面）～ 
授業について 

 
 

○本時の内容、ねらい・・・第１場面と比較することで、２つのかげおくりの違いに気付く。 
 
○模擬授業の重点ポイント、この授業によって目指す子どもの動きや学び･･･子どもたちにとって分か

りやすく、多様な意見が出る発問の工夫。叙述を基に自分の意見を言ったり、相手の話を聞いて自

分の考えをもてたりする対話的な学習活動。 
 
○本時の展開では、第４場面とそれ以前の場面を比較して、ちいちゃんの失ったものについて考え

る。 
 
○模擬授業後の協議で検討したい内容・・・児童一人一人が、課題に対して自分の思いをもてるよう

な工夫がなされていたか。一人の意見を全体の学習にするための教師の言葉がけによって、対話的

な学習活動になっていたか。 
 

 
模擬授業後の協議で 

 
○第４場面とそれ以前とを比較するとき、対比する文が多くあるので、ペア学習を設定すると多様な

意見が出るかも。 
 
○めあてが「２つのかげおくりを比べよう」なので、第１場面と第４場面の２つのかげおくりを比べ

て失ったものという意見が多く出てくると思う。 
 
 
 
指導の先生より 
 
子どもに付けたい力・何をどんなふうにできたらいいのか、単元が終わった後の子どもの姿をしっか 
りとイメージ！！ 

 
 

 
その力を付けるために、どんな言語活動を通して指導事項を指導するのか？ 
例えば、ここでの指導事項は、「３、４年 C 読むこと ウ、場面の移り変わりに注意しながら、登場人 
物の性格や気持ちの変化、情景などについて、叙述を基に想像して読むこと。」を指導する。（戦争は 
大変だな、いけないな、ということを扱うわけではない。） 

 
 

 
 
そのために、各時間に場面の移り変わりや気持ちの変化を読み取っていく。（各時間の計画） 



１ 、 言語活動（ 感想交流会） の具体的イ メ ージ
【 出た意見】 感想文を書かないと 交流はでき ない。

相手から の反応がないと 交流になら ない。
【 毛利先生の今までの指導】 ①話し 方・ 聞き 方の指導

②でき ている子を見本にする
③ク ラ スにルールや考え方を浸透さ せていく

【 具体的な案】 ちいちゃ んの気持ちメ ータ ーを作っ てはどう か。

２ 、 授業のねら いと 対話の在り 方
【 考えら れる対話の仕方】 ①ペア

②３ 〜４ 人のグループ
【 対話をする目的】 ・ 全体で発表する前にペアで共有し ておく 。

・ 他人の意見を聞き 、 新たな考えに気付く 。
・ 自分の考えを練り 直す。

【 まと め】 ・ 自分の中で新し い考えが生まれる。
・ 自分の考えに変容がある。
・ 相手は多様である。

３ 、 児童の思いを引き 出す発問の工夫・ 手立て
【 本日の模擬授業での発問】 ①深く う なずいた時のちいちゃ んはどんな気持ちだろ う 。

②第１ 場面と 第４ 場面を比べてちいちゃ んが失っ たも のは何だろ う 。
③たく さ んの人たちの中にいるのに、 ちいちゃ んはどう し てひと り
　 ぼっ ちなのだろ う 。

【 具体的な発問例】 ・ 会話文の前後を考えてみまし ょ う 。
・ ３ 文でまと めてみまし ょ う 。
・ 本文から まと めてみまし ょ う 。
・ お家の人に話せるよう にノ ート にまと めまし ょ う 。
・ お話全体に結び付けて考えてみまし ょ う 。

→対話

  める。

・ 作品と の対話により 、 初発の感想から 振り 返っ て比べながら 深め
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１． 模擬授業の概要 

本時の概要 

 
２．協議のまとめ 
 
 
・ペアワークは本単元の言語活動のために毎場面取り入れることが望ましい。 

 学習活動 児童の活動 留意点 評価 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

展 
 
 
 
 

開 

３ 三場面を音読し，ちい 
ちゃんの気持ちを読み

取る。 
 
 
 
 
 
 
 
４ 読み取ったことを交 

流する。 
 
 
 
 
 
 
 
５ 心が打たれたところ 

とその理由を交流する。 

・三場面を２回音読し，一人

ぼっちで家族の帰りを待つち

いちゃんの行動・様子・気持ち

が分かる言葉に線を引き，ち

いちゃんの気持ちを読み取

る。 
 
 
 
 
・ちいちゃんの様子や気持ち

が分かるところと，その理由

を説明する。 
 
 
 
 
 
 
・心が打たれたところとその

理由をまとめる。 
・心が打たれたところとその

理由をグループで交流する。 

・読むポイントをおさえ

る。（ちいちゃんの行動・様

子・気持ちが分かるところ

を見付けながら読ませ

る。）全員と個人で計２回

読ませることでより作品

への読み取りを深いもの

にする。 
 
 
・動作化させたり，叙述に

注目させたりしながら，根

拠を明らかにし，母と兄の

帰りを強く信じて待ち続

けるちいちゃんの気持ち

を考えさせる。本文の内容

に沿って交流していくの

で，物語の流れもつかませ

る。 
・叙述に基づいた根拠をか

けるようにする。 
・友だちの意見に対して，

感想を伝え合う。自分の考

えと比べながら聞いて， 

共通点や相違点に気付か

せる。 

一 人 ぼ っ ち

で，母や兄の

帰りを信じて

待ち続けてい

るちいちゃん

の様子や気持

ちを読み取っ

ている。 
（発言・ワー

クシート） 

ま
と
め 

６ 学習のまとめをする。 ・場面で読み取ったことや交

流での気付きを確認する。 
  

ちいちゃんのかげおくり（３年） 対話や発問の工夫について 

協議内容① 対話的なペアワークの方法について 



・活動が丁寧だった分時間が少し長くかかってしまっていた。３年生なら流すところは流して話し合うところは

長く話し合えるようにしておくべき（焦点化）。 
 
 
 
・教師が望んでいる意見を児童から引き出すためには，その前の本文の読み込みや作品との対話が必要となって

くる。 
・単調な答えにならないように，発問を工夫したり，以前からの話形の学習の定着を図ったりすることが大切で

ある。 
 
３．奈良教育大学 東畠先生の指導助言 
・三年生の教材としては難しい。それは指導要領の読むこと，３，４年（ウ）の指導事項に合っている。その指

導事項は場面の移り変わりや気持ちの変化についてである。気持ちがどう変化していくのか，またその変化は

どういう叙述から読み取れるのかを大切にしたい。 
・言語活動を通して指導事項を指導することを大切にする。何をさせたいのかをイメージして言語活動を設定す

る。その言語活動次第で子どもたちの育つ姿が変化する。 

協議内容② 多様な意見を出すための発問について 
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1. 模擬授業や東畠智子先生の指導助言から 

 

 

 

 

2. 研究授業をする上での見えてきた課題 

○全体で話し合い、3点について討議を進めた。 

 

 

感想交流会をゴールに置いた言語活動を行う。 

・感想文を書く。 

・反応があること。→児童の中で反応がある＝交流会 

・毎時間残していく…「学びの足跡」を掲示物 orワークシートとして残す！！ 

ペア学習 

グループ学習 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国語科グループの振り返り 奈良教育大学 東畠先生の指導助言から 

・発問や対話の焦点化 

  →タイミング 

  →回数や内容をどうするか 

・より多くの意見を出させるには？ 

 

 

・学習指導要領 指導事項の再確認 

・言語活動を通してどんな力を付けさせたいか 

・作品との対話 

・発問計画 

・教材研究、指導法、学習活動 

 

 

言語活動の具体イメージ 

授業のねらいと対話の在り方 対話って

難しい… 
児童の意見を… 

・豊かにするため。自分の意見に自信の

ない子でも意見をもつことができる。 

・深めるため。 

対話的な学びの視点 

「対話的な学び」について、中央教育審議会答申(平成 28 年 12 月)では、次のように示されている。 

「子供同士の協働、教職員や地域の人との対話、先哲の考え方を手掛かりに考えること 等を通じ、自己

の考えを広げ深める「対話的な学び」が実現できているか。身に付けた知識や技能を定着させるととも

に、物事の多面的で深い理解に至るためには、多様な表現を通じて、教職員と子供や、子供同士が対話し、

それによって思考を広げ深めていくことが求められる。」 

中央教育審議会答申(平成 28 年 12 月)より 

 

 

ここがポイント ~「対話的な学び」の実現に向けて~ 

○対話の相手は子どもだけでなく、教職員、地域の人、先哲など幅広いものである。 

○自分と他者の意見や考え方を比較したり、自分だけでは気付くことが難しい気付

きを得たりしながら、考えを広げたり深めたりできるようにする 
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第二場面 

「たくさんの人たちの中にいるのに、ちいちゃんはどうしてひとりぼっちなのか。」 

 

 

第三場面 

「深くうなずいた時のちいちゃんはどんな気持ちだろう。」 

 

 

第四場面 

「第一場面と第四場面を比べて、ちいちゃんが失ったものはなんだろう。」 

 

 

 

3. 記録者のあとがき 

 

児童の思いを引き出す発問の工夫・手立て 

皆さん、研修お疲れ様でした。また、模擬授業をされた先生ありがとう

ございました。時間のない中、しっかりと教材研究されていることに驚

き、身の引き締まる思いでした。 

各班の振り返りや課題をみんなで確認し、それを受けて、奈良教育大学

の東畠智子先生の指導助言を聞きました。国語科の指導に関して、基本的

なことや具体的なゴールを見据えて言語活動を設定する大切さを助言の

中で、改めて皆さん感じたことだと思います。また、2学期の授業で取り

入れることができると感じています。「国語は言語活動を通して指導事項

を指導する。」行き詰まったら、一度、学習指導要領に戻って指導事項を

確認しようと思いました。 

繰り返し 

比較 

対比 
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