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１ はじめに 

 学級活動は、生徒の学校生活において最も身近な所属

集団である学級を基盤とした活動であり、特別活動の中

で唯一年間３５時間と授業時数が規定されている活動で

ある。そこで身に付けた資質・能力は、将来生きる力に

直結する重要な力となる。本稿では、特別活動の中でも、

中学校の学級活動に焦点を当て、実践ポイントを以下に

述べる。 

２ 学級活動とは 

学級や学校での生活をよりよくするための課題を見

いだし、解決方法を話し合い、決めたことを実践する一

連の活動である。自主的・実践的な態度や社会性等の育

成を目指す。内容は「（１）学級や学校における生活づく

りへの参画」・「（２）日常の生活や学習への適応と自己の

成長及び健康安全」・「（３）一人一人のキャリア形成と自

己実現」となる。 

３ 実践ポイント 

学級活動だけに限らないが、よりよい問題の解決を目

指すためには、学級全体で話し合い、多様な意見をいか

しながら集団での合意形成・自己の意思決定をすること

が重要である。以下に話合い活動のポイントを示す。 

〇問題意識（なぜ話し合うのか）の共有化 

受け身的な話合いを避けるため、生徒にとって切実感

のある議題や題材を選定し、議題の提案理由や題材に

ついて十分に周知する。 

〇教師の適切な指導 

 生徒主体とはいえ、教師の適切な指導は必要である。

生徒の実態に応じて、適切な声掛けや指導を行う。生

徒に任せっきりにしない。 

〇多様な意見をいかす 

 （１）では、安易な多数決は避け、多様な意見を出し

合ったり、比べ合ったりして、それぞれの意見のよさ

をいかして集団での合意形成を図る。 

 （２）（３）では、他者の意見を聞いて、自分の考えを

広げながら自己の意思決定ができるようにする。 

〇小学校の経験に積み重ねる 

 生徒が小学校で身に付けた話合い活動に関する議題の

選択、話合いの方法、役割分担や学級会グッズ等の経

験や具体物をいかすようにする。 

〈学級活動の学習過程（例）〉 

 ①問題の発見・確認 

②解決方法等の話合い 

③解決方法の決定 

④決めたことの実践 

⑤振り返り 

※③の解決方法の決定については、学級活動（１）は集団での

合意形成、（２）（３）は自己の意思決定となる。 

４ 実践と振り返り 

 話し合ったことを全員が実践して振り返ることにより

実践の成果と課題が生まれ、実践の継続や新たな課題に

つながる。実践と振り返りに関して注意すべき点は以下

のとおりである。 

〇主体的な実践 

 決めたことに対しては、他者と協力しながら責任をも

って自分の役割を果たしたり、粘り強く実践したりす

ることができるようにする。「決まってしまったから」

という気持ちではなく、「みんなで（自分で）決めた

ことだから」という気持ちで取り組めるようにする。 

〇振り返りの蓄積 

 振り返りを記述したワークシート等を蓄積することで、

生徒に考え方が変容してきたことを実感させること

ができる。また、評価にも活用できる。 

〇振り返ったことを次の課題へ 

 実践した結果を十分に分析し、そこでの成果や課題を

次の課題解決につなげられるようにする。そういった

経験が積み重ねられていくことで、生徒の意欲と主体

性がさらに向上していく。 

中学校で使われている学級会グッズや役割分担 

     〈短冊〉      〈司会グループ〉 

〈賛成・心配マーク〉 

５ おわりに 

 多様な個性をもった人間の中で合意形成に参画したり、

一人一人が役割を担ったり、協働して豊かな生活を築い

たりしようとする学級活動は、やがて職場集団や家庭で

の活動につながる重要な活動である。「問題の発見」から

「振り返り」に至る一連の学習過程を適切に指導し、繰

り返し経験を積み重ねることで、学級経営が充実し、主

体的・実践的な態度が育まれた生徒が増えることに期待

したい。 

〈指導の手引き①〉
～生徒の自主的・実践的な態度を育む学級活動（中学校）の指導の工夫～

川口市教育局学校教育部指導課指導主事  金山 和生 

次の課題解決へ
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１ はじめに

令和３年４月より、中学校でも新学習指導要領が全面実 

施され、数学の本質的価値に迫る授業づくりがより本格化

していく。 

そこで、教師は、「技能や結果」のみを求めるのではな 

く、生徒が働かせた「数学的な見方・考え方」を価値づけ

ることが大切である。 

また、「統合的な考察」を重視し、別々の考えや解決の仕

方と見ていたものを束ねておくことにより、似たような問

題に直面したとき、これまで学んできたことを活かし、よ

りよく解決できたり、さらに発展的に考えたりできるよう

にすることが求められている。 

２ 数学の本質的価値に迫る授業づくり 

（１）コンテンツ（内容）ベースからコンピテンシー（資

質・能力）ベースの学びを目指す。 

 数学科の目標（解説P.20参照）が、「知識及び技能」、 

「思考力、判断力、表現力等」、「学びに向かう力、人間性 

等」の３つの柱で整理され、育成すべき「数学的に考え 

る資質・能力」が明確化された。 

コンピテンシーベースの学びとは、１年生 平面図形  

を例に挙げるなら、垂直二等分線、角の二等分線、垂線  

等の基本的な作図の方法を忘れてしまっても、自分で作  

図を作り出せるようになることである。 

そのためには、基本の作図を理解するために、方法を  

理解して、実際に作図ができるようにすると共に、それ  

らの基本の作図の背後にある図形の性質に着目し、なぜ、 

そのような作図ができるのかを考察し、表現する力を身 

につける必要がある。 

☆Point 

１ 基本の作図が右の 

図のような関係にあ 

る２円の中心と２つ 

の交点でできる図形 

の対象性が根拠にな 

っていることに学習者が気づくこと 

２ 学習者が、この図を通して、３つの基本的な作図

を統合的に見ることができるようにすること 

⇒このように、作図を統合的に見ることで、それぞれ 

 が別々の作図ではなく、すべてが同じ図形の性質を

用いていることに理解できるようになる。 

（２）「数学的な見方・考え方」が「事象を数量や図形及び

それらの関係などに着目して捉え、論理的、統合的・

発展的に考えること」と定義された。   

これまでの学習指導要領の中で、「数学的な見方や考    

え方」は、教科の目標に位置づけられたり、評価の観  

点名として用いられたりしてきたが、今回の改訂では、 

「数学的な見方・考え方」は、数学の学習の中で働き、鍛

えられていくものであり、数学の特質に応じた物事を捉え

る視点や考え方として整理された。 

以下、２年生 図形の調べ方（多角形の内角の和）を例

に「数学的な見方・考え方」を価値づけていく。 

この問題に対しては様々な解法があるが、【生徒Ａ】の見

方・考え方は本時のねらいに直接つながるものである。し

かし、「１つの頂点からひいた対角線によって三角形に分

割していない生徒【生徒Ｂ・Ｃ・Ｄ】の「見方・考え方」

も十分に価値づけること（誉めること）が大切である。 

☆Point 

１ 中学校数学においては、「線を引く」等の方法や計

算方法ばかり大切にしがちである。しかし、より大切

なのは、その基になった見方・考え方である。 

２ 「三角形の内角の和は、１８０°になる」という既

習事項を活かすために、「多角形は、三角形の複合図

形である。」「分ければ既習の三角形になる。」という

図形の見方ができたことが大切なのである。 

３ 方法は、図形により様々で、「どの方法が最も有効

か」は図形によって変わるが、「既に求積ができる図

形のどのような組み合わせか」という見方・考え方は

求積の全てに通じる数学的な見方・考え方である。 

⇒ 価値づけるべきは、「すでに求められることを活か

せるかを考え、多角形を三角形の複合の図形と見る見

方ができたことである。（もちろん、その上で、具体的

な方法もたくさん誉めていただきたい。）

３ 終わりに 

 「数学的な見方・考え方」を働かせる主体は、生徒であ

り、生徒は、これまでも数学の問題に出会えば、「数学的な

見方・考え方」は必ず働かせてきた。 

また、数学は、答えが一意に決まることが多いが、答え

が違っていても、教師が視点やプロセスを評価することで、

生徒は、「創造性」という数学の本質的価値に迫れることが

できる。 

先生方には、「数学的な見方・考え方」が、次の時間、次

の単元、次の学年の「主体的・対話的で 深い学び」の基盤

となっていくよう価値づけていくことをお願いしたい。

＜引用・参考文献＞ 

・文部科学省（2018）「中学校学習指導要領解説 数学編」 

・明治図書（2018）「数学教育 ５月号」 

〈指導の手引き②〉 

「数学的な見方・考え方」を働かせることで、数学の本質的価値に迫る中学校数学科の授業づくり 

川口市教育局学校教育部指導課指導主事 中山 直紀
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『光村図書.（2020） Here We Go! 5』 

１ はじめに 

今年度より小学校では新学習

指導要領が全面実施となった。

中学年では外国語活動として

「聞くこと」「話すこと」を中心

とした活動を通じて外国語に慣

れ親しみ、高学年では外国語科

の導入により、「読むこと」「書

くこと」が加わった。これにより、総合的・系統的に

扱う教科学習を行うとともに、中学校への接続を図

ることを重視することとしている。本校では児童に、

より効果的に英語の力を身に付けさせるためにラウ

ンドシステムによる指導を実施している。 

２ ラウンドシステムとは 

 ラウンドシステムとは、「学習者が教科書の内容を

いろいろな方法を用いて何度も繰り返し学習し、身

につける指導法」である。本校では、この指導法をも

とに教科書の内容を１年間で３回学習する「３ラウ

ンドシステム」による指導を行っている。 

３ 指導の流れ 

ラウンドシステムのポイントは「繰り返し」と「イ

ンプットを重視し、アウトプットを急がない」ことで

ある。 

まず、ラウンド１では、英語表現に耳を慣れさせる

ことを重視する。具体的には英語を聞く場面を数多

く設定し、何度もストーリーを聞いて概要をつかま

せる。また、教師と ALT とのやり取りを聞かせたり、

教師と児童のやり取りを行ったりする。 

ラウンド２では、登場人物の台詞を真似して発話

する「なりきりスピーキング」を行う。台詞を繰り返

し聞いて真似して発話することで英語表現を徐々に

染み込ませ、ラウンド３の自己表現活動時の自然な

アウトプットにつなげるようにする。また、ここでは

更に読む活動を取り入れ、音と文字を一致させる指

導も行っている。 

ラウンド１ １単元分の流れ 

ラウンド２「なりきりスピーキング」の流れ 

ラウンド３では、これまで学んできたことをもと

に対話や発表を行う。児童は十分に慣れ親しんだ英

語表現を使って、自分の気持ちや思いを伝え合う自

己表現活動に取り組む。 

４ 終わりに 

教科書『Here We Go!』には、登場人物が様々な場

面で英語を使うストーリーが設定されている。各単

元の会話の中には、未習表現が含まれることもある

が、ラウンドシステムによりストーリーを何度も行

き来することで、インプット活動が豊富となる。今後

も、本教科書の特性を生かした指導により、児童の学

ぶ意欲を喚起させ、主体的・対話的で深い学びのある

授業を行っていきたい。 

〈私の教育実践〉 

ラウンドシステムを活用した小学校高学年外国語科の授業展開 

川口市立本町小学校教諭 齋藤 大地 

ラウンドとねらい 主な活動内容 

ラウンド１ 

概要理解 
ストーリーを聞いて概要を捉える。 

ラウンド２ 

内容理解 

ストーリーを聞いて内容を理解し、登場

人物の台詞を聞いたり言ったりする。 

ラウンド３ 

自己表現 

ストーリーをもとに、これまで学んだこ

とを生かして自分たちの会話をする。 

What sport do you like?

What sport do you like? 

真似ることがポイント。聞こえた音をそのまま発話さ

せ、英語のアクセントやイントネーションに気づかせる。

①スピーキングを行う場面を日本語字幕入りで視

聴し、内容を理解する。 

②センテンスごとにリピートする。 

③登場人物に合わせて、台詞を言う。 

④登場人物に合わせて、アフレコする。 

⑤わからない箇所を全体で確認しながら、練習を 

繰り返し、表現をインプットする。 

⑥スクリプトを読み、音と文字を一致させる。

聞こえた音声を繰り返し真

似して発話する。文字は見せ

ず、音声に集中させる。 

第

１

時

①ピクチャーカードを見て場面をイメージし

ながら、ストーリーを音声のみで聞く。 

②アニメーションを視聴する。 

③ストーリーの内容を全体確認し、もう一度

アニメーションを視聴する。 

第

２

時

④ストーリーを音声のみで聞いて、ピクチャ

ーカードをストーリーの順に並べ替える。 

⑤アニメーションを視聴して、内容を確認する。 
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川口市マスコット「きゅぽらん」 

１０月～１１月 各学校の子供たちの様子①

安行中学校 

季節は秋。各学校で、季節の行事やいろいろな学校行事が実施さ

れました。子供たちの、いきいきとした表情や真剣な表情が感じ取

れます。先生方も、様々に工夫した教材で授業を行いました。

１１月 芋煮会

戸塚北小学校

在家小学校 

見沼少年自然の家 授業参観 ４年生 授業参観 ６年生

非行防止教室３年生が１年生に読み聞かせ

幸町小学校

表現運動発表会 ６年生

芝東中学校 

体育祭の代替行事読み聞かせの活動
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１０月～１１月各学校の子供たちの様子②

里小学校 

１・６年生なわとび交流 体育科授業公開 ６年 食育授業

ダンス教室 スポーツ大会２年生 いもほり

神根東小学校 

朝日西小学校 

学校公開日の様子（特別活動「ミニリンピック」）

神根中学校 

南極の氷に触れる体験

学年別体育祭（１年生）

青木中央小学校 

図工（釘打ち）の作業を外で 授業参観（５年生ソーラン節）

前川東小学校 

養護教諭による歯科指導 教職員研修（外国語） 秋探し（１年生）

上青木南小学校 
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