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■はじめに 

 

 さる 2017 年（平成 29 年）3 月 31 日付けで、このたびの「小学校学習指導要領」が改訂されてから、

はやくも 3 年目を目前にむかえようとしている。 

教育現場では、「主体的・対話的で深い学び」の実現のための確実な理論学習と、それの実現に向けた

授業改善や授業の先進的・研究的な実践が強く期待されはじめている。 

 

 そのような大きな期待を前にして、言葉の正確な意味において「真摯に応えながら」、実際に目の前の

子どもたちを育て上げるための具体的な指導方法を求めて、2018 年 9 月 11 日・12 日の両日、長崎県

大村市立西大村小学校では、大胆な試みが具体化された。 

この「主体的・対話的で深い学び」の実現を真正面にすえた「校内特別授業研究会」が開催されたの

であった。 

 

 じつをいえば、この授業研究会が開催された 9 月 11 日・12 日というのは、長い夏休みが明けてから、

まだ 10 日の教育日しか経過していない。そんな、これまでの常識では考えることのできない時期の、

しかも二つの公開授業つきの研究の場なのであった。 

 

第 1 日目には、４時限と５時限に、二つの提案授業が公開された。 

一つ目は、5 年 1 組担任の宿輪圭史先生のご指導による算数「分数と少数 整数の関係を調べよう」

であり、二つ目は、6 年 2 組担任の林田芳仁先生のご指導による国語「物語を作ろう」であった。 

どちらの授業も、授業の開始から、…･･･いや授業の開始の前から、子どもたちが主体的に参加して、

活発な学習活動が繰り広げられるという典型的な「対話的な深い学び」の場となった。 

この二つの授業については、当日の詳細な指導案をはじめとして、実際の授業の中での子どもたちの

活き活きとした対話活動が、そのままの授業記録の形で収録されている。さらに、授業後の子どもたち

の様子を示す学級通信や、参観された先生方の率直な意見も、そのまま収録した。 

当日の 6年の公開授業「物語を作ろう」から出発して、そのごの学習の中で物語が完成した。できあ

がった作品の中から、クラスの児童みずからの手によって選ばれた物語、2編も収録してある。 

 

第 1日目の午後、15時からは、桒原による全体講義の機会をいただいた。 

テーマは、「主体的・対話的で深い学び」の授業の指導 ―― 授業始まり（日直）の指導から主体的・

対話的に ―― 、であった。 

学習指導要領改訂の直後から盛んに喧伝されている「主体的・対話的で深い学び」の授業を実現する

ための入り口と桒原自身の授業実践の事例も挙げて、「わかりやすい話」を心掛けたつもりである。 

全部で 95分間にわたる講義であったが、実際の講義をさらに噛みくだいて、大はばに加筆修正した。

本書の最後に、28ページにわたって収録してある。さらに、聴講者の感想も収録させてもらった。 

 

 校内特別授業研究会の第 2 日目、桒原は午前中に 3 つの授業を参観することになった。 

 1 時限目は、4 年の学級担任、名切丈史教諭による算数授業であった。この授業は、前日夕方の懇親

会の席上での「桒原への授業参観の要請」がきっかけであった。名切先生の志（心指し＝心の向いてい

る方向）の高さと行く末に、私は感心させられたことであった。 



2 時限目には、新任教師、2 年担任の畑田明子教諭の指導による算数「計算の仕方の工夫」であった。 

新任の先生の、夏休み明けの学級づくりの指導が素晴らしく、子どもたちは学習内容へと集中していた。 

3 時限目は、これまた新任教師、3 年学級担任の梶山円貴先生の指導による算数授業であった。授業

始まりの良さや、子どもたちが声をそろえて一斉に発言する場面など、集中する場面が多かった。 

 つづく 4 時限目には、授業を公開してくれた上記の若手 3 人に集まってもらって、校長室で理論研修

の時間をもった。若手教師に対する職場の期待の大きさと配慮に、私自身が感心することになった。 

 

 以上のような 2 日間にわたる夏休み明けの「西大村小学校・校内特別授業研究会」に参加したあと、

その日のうちに、私は山口市に帰着したのであった。 

 

 翌朝には、さっそく山口学芸大学の私の研究室から、次のようなメールを差し上げることになった。 

 

「子どもたちの表情の明るい学校でした。 

  子どもたちの動きが、洗練されていました。 

 

  仕事のできる先生方だと思いました。 

  先生方の表情も明るく、動きがスマートでした。 

 

  長い時間をごいっしょして感じたことでした。 

  ありがとうございました。」 

 

 そのあと、本冊子の内容について、提案をさせてもらったのであった。 

 当初、私からは「40 ページの冊子を作りましょう」と言っていたのであったが、とうとう当初の予定

の 2 倍を越えて 100 ページにも届きそうな冊子が、ここに出来上がったのであった。 

 

 西大村小学校長の岩本昌弘先生には、夏休み明けの「特別授業研究会」実施に向けての大所高所から

のご配慮へのお礼とともに、桒原からのたってのお願いを、次のように申し上げた。 

「このたびの指導要領改訂の目玉は、主体的・対話的で深い学びを「授業改善（授業の実践的研究）」に

よって実現することです。校内授業研究の運営や指導を、校長としてどのように進めるか。そして教師

の「人間性」重視の学校運営をどのように進めるかを、ぜひとも書いてください。」 

 

 このような経過を経て、西大村小学校長 岩本昌弘先生の、 

「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けて、 

と題する玉稿をいただくことができたのである。 

 この冊子の冒頭を飾るにふさわしい論文であると考え、あえて執筆の経過も書かせていただいた。 

多忙な本務と並行しながらのご執筆に対して、心からの感謝を申し上げるしだいである。 

 

若き日、熱意あふれる学級経営と授業の実践者として貢献され、さらには指導主事として教育現場の

授業実践を具体的に牽引されてきたご苦労や、さらに校長職 9 年目の実績があったればこその「示唆に

富む授業指導の指針」であり、「こころざし豊かな学校経営の指針」である。 

読者には、ぜひとも岩本校長先生ご執筆による論文：「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けて、

を熟読してくださって、教育現場での具体的なお役立てをお願いする。 

 

                   2018 年 12 月 7 日、山口学芸大学の研究室にて 

                                   桒 原 昭 徳 



 

 

                                 

 

■目次 

 

まえがき ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ 

目次 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３ 

日程 ・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４ 

 

「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けて 

大村市立西大村小学校長 岩本昌弘 先生 ・・・・・・・・・・ ５  

 

山口学芸大学での桒原先生講義を受けてからの実践について  ・・・・・・・・・・ ９ 

西大村小学校 研究主任・6年担任 林田芳仁 

体育主任・5年担任 宿輪圭史 

 

宿輪圭史先生指導 ５年算数「分数と少数 整数の関係を調べよう」  ・・・・・・・・ １１    

   １．学習指導案 

２．算数「分数と少数 整数の関係を調べよう」授業実践記録  

３．５年宿輪授業を参観された先生方の感想 

４．宿輪学級の学級通信より 

 

林田芳仁先生指導 ６年国語科「物語を作ろう」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２８ 

１．学習指導案 

２．国語科「物語を作ろう」授業実践記録、授業参観者の感想 

３．６年・林田学級の学級通信より 

４．６年２組授業実践後の子どもたちの作品 

 

桒原先生訪問授業における授業反省  西大村小教諭４年担任 名切 丈史 ・・ ５０ 

桒原先生参観授業の反省       西大村小教諭２年担任 畑田 明子 ・・ ５２ 

桒原先生訪問授業における授業反省  西大村小教諭３年担任 梶山 円貴 ・・ ５５ 

 

西大村小学校・校内特別授業研究会・全体講義 

「主体的・対話的で深い学び」の授業の指導 

―― 授業始まり（日直）の指導から主体的・対話的に ――  山口学芸大学 桒原昭徳 ・・・・ ５７   

 

全体講義、聴講後の感想（西大村小学校の先生方） ・・・・・・・・・・・・・  ８５ 

 

あとがき ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９１ 

編集・執筆者のプロフィール ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９２ 

 

 

 



 

 

 

■日程 

長崎県大村市立西大村小学校の「校内特別授業研究会」は、2018年 9月 11日と 12日の両日にわたっ

ておこなわれた。 

以下、２日間の日程を、授業の実践および研究の観点から記すことにする。 

 

２０１８年 

 ９月１１日（火曜）第１日目  

 

０９：３１、桒原、諫早駅着。 

１０：００すぎ、桒原、西大村小学校着。 

 

 ４時限目、５年宿輪学級の公開授業「分数と少数 整数の関係を調べよう」 

      １０：５２、桒原、西大村小５年の宿輪学級へ。 

      １０：５９、当番「黙想していいですか」、全員「はい」の合図で、黙想が始まる。 

１１：００、チャイムが鳴り、実質的な授業時間が始まる。～１１：４５まで。 

 給食 

 ５時限目、６年林田学級の授業公開「物語を作ろう」 

桒原、６年の林田学級へ。１３：２１、ｳｫｰﾐﾝｸﾞｱｯﾌﾟ、群読「いま始まる新しいとき」｡ 

１３：２５、チャイム。日直「姿勢、黙想」、そのあとストレッチ。授業始まり。 

前時の復習、半数の児童が挙手。～１４：１０まで。 

  

１５：００～１６：３５、全体講義 

■「主体的・対話的で深い学び」の授業の指導 

― 授業始まり（日直）の指導から主体的・対話的に ――  山口学芸大学 桒原昭徳 

夕刻 懇親会 

 

 ９月１２日（水曜）第２日目  

  

桒原による授業参観、話し合いと理論研修 

 

１時限目、4 年、名切丈史教諭、算数「わり算のひっさん」 

 

２時限目、2 年、畑田明子教諭、算数「計算の仕方のくふう」 

 

３時限目、3 年、梶山円貴教諭、算数「大きい数のしくみ」 

 

４時限目、上記の若手 3 人と桒原との話し合い、および理論研修（校長室） 

 

１３：３９、桒原、諫早駅発。夕刻、山口市帰着。 

以上 

 



「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けて 

 

大村市立西大村小学校長 岩本昌弘 

 

□ はじめに 

  ２０１７年３月、新しい学習指導要領が告示されました。同年６月に示された総則 編に改訂の経

緯がまとめてあります。そこには、我が国の近未来の姿として、「厳しい挑戦の時代、グローバル化の

進展、予測困難な時代、人工知能（ＡＩ）の飛躍的な進化」など時代の大きな変化とともに、その変

化に対応できる、生きる力を持ったたくましい児童生徒を育成していくことの重要性が謳われていま

す。 

  そのための鍵を握っているのが、これまでの教育実践をベースにした更なる「授業 改善」です。

本校においても、よりよい授業の姿を求めてこれまで日々授業改善に努 めてきました。授業づくり

を進めるうえで何より大切にしているのが、全ての教科・ 領域に共通する「学習規律」です。その

理論的な支えになったのが、「学習規律のゴールイメージ」をはじめとする桒原昭徳先生（現山口学芸

大学）の多くの著書でした。 

  校長になって現勤校（大村市立西大村小学校）で３校目になりますが、いずれの学 校においても

「学習規律」の重要性を訴え、柱に据えながら学校づくりを進めてきま した。 

  そこで、本稿では、現勤校での実践を中心にしながら「主体的・対話的で深い学び」 の実現に向

けた学校経営のあり方について、以下に述べたいと思います。 

   

１ 「主体的・対話的で深い学び」のとらえ方 

  新学習指導要領では、「何ができるようになるか」として、育成を目指す資質・能力を次の３つの柱

でまとめています。 

  ① 生きて働く「知識・技能」の習得 

    ② 未知の状況にも対応できる「思考力・判断力・表現力等」の育成 

    ③ 学びを人生や社会に生かそうとする「学びに向かう力・人間性等」の涵養 

  昨年８月に開催された長崎県教育委員会主催の小学校教育課程説明会・総則部会において、この３

つの柱のうち、特に③の「学びに向かう力・人間性等」の涵養が重要であると何度も強調されました。

要は、学んだことをいかに正しく活用し、社会のために役立てていくかということです。 

  さらに、この「何ができるようになるか」のために「どのように学ぶか」、即ち「主 体的・対話的

で深い学び」の実現が強く求められています。このことについて、文科省視学委員である田村学先生

の著書『深い学び』には、『「主体的な学び」「対話的な学び」「深い学び」は大切な視点であり、３つ

の視点は連動して学習過程を質的に高める重要な授業改善の視点である。とりわけ、「深い学び」の視

点を意識して授業を改善していくことが求められている』と述べてあります。 

  また、「深い学び」とは、『「知識・技能」が構造化されたり、身体化されたりして高度化し、適正な

態度や汎用的な能力となって、いつでもどこでも使いこなせるように動いている状態になること。つ

まり「知識・技能」が「駆動」している状態になること。』ということが強調してありました。 

  よく話題豊富で、多くの知識や経験を持っている人のことを「あの人は引き出しが 

 

                                      （以下、省略） 

 

 

 

 



 

■９１ページ 

■おわりに 

このたびの長崎県大村市立・西大村小学校、校内特別授業研究会は、2018 年 9 月 11 日（火曜）およ

び 12日（水曜）の 2日間にわたって開催された。 

 長い夏休みが明け、児童たちが登校しはじめてまだ 10 日しか経過していないというのに、大村市立

西大村小学校では、５年と６年の公開授業を中心とした校内授業研究会が実施されたのである。 

 

 夏休み明けのそんな多忙な時期の研修会をもてる学校というのは、そんなに多くはない。 

校長先生の強力なリーダーシップがあるだけでも、また、何人かの教師による先進的な授業実践があ

るだけでも、その時期の研修会は実現しない。 

両者の力がタイミングよく組み合わさって、しかも、その上に全教職員のバックアップと学ぶ姿勢ま

でもが揃った場合だけなのである。 

 

 このたびの「校内特別授業研究会」には、いくつかの伏線があった。 

 この校内授業研究会をさかのぼる 3 ヶ月前に、じつは西大村小学校 6 年担任であり、同時に研究主任

でもある林田芳仁先生と、5 年担任の体育主任・宿輪圭史先生のお二人が、遠く 300km もの道のりを越

えて、桒原の勤務する山口学芸大学へ研修に来られたのであった。「学力と表現力を育てる授業指導」と

いう研修テーマを掲げて、授業理論を学ぶ旅を済ませてくださっていたのであった。 

6 月 13 日と 14 日のことであった。岩本校長先生の深いご配慮である。 

 

 その日の午後、私は山口学芸大学へも近く、さらに山口湯田温泉への玄関口でもある JR 湯田温泉駅

で、お二人をお迎えしたのであった。駅からお二人の宿舎までは、車で 10 分もかからない。 

チェックインをすませると、そのまま静かなロビーの隅のテーブルをかこんで、3 人での研修を始め

た。テキストは拙著『体育授業のためのやさしい教授学』（大修館 2012）であった。 

 お二人と話し合うなかで徐々にわかったのであるが、この日の午前中２時限までの授業を実施したあ

と、長崎県の西大村小学校を出発してこられたのだという。1 時間の授業をもおろそかにしないお二人

の姿勢に打たれた。 

 お出会いしたばかりだというのに、なんと 70 分間の研修をすませたのであった。 

 さらに、その日の夕方、湯田温泉での 3 人の研修は、3 時間に及んだ。 

 翌朝 8 時過ぎからも研究室に来られて、3 時間にわたって授業指導の理論を学修することになった。 

 

 夏休み明け、かならずお二人の授業を参観するために、桒原が大村市に出かけることも、その２日間

の研修のうちに決まったような気がしている。 

 

 最後に本冊子が成るにあたって、とりわけ林田芳仁先生には、研究主任と 6 年担任を兼ねた重職のう

えに、このたびのご自身の授業公開や授業記録の作成や若手教師への指導と配慮、さらに私の全体講義

の文章化に当たってまでも、多大な労力を注いでいただいた。 

記して、心よりの感謝を申し上げるしだいである。 

加えて、わざわざ山口学芸大学まで研修においでいただいたお二人の前途に期待したいのである。 

（2018 年 12 月 6 日、桒原記） 

 

 

 



■９２ページ 

■編集・執筆者のプロフィール 

桒 原 昭 徳（くわはら・あきのり） 

1945年 8月 山口県熊毛郡平生町生まれ。習成小・柳井中・柳井高卒業 

1964年 4月 広島大学教育学部小学校教員養成課程入学 

1971年 3月 広島大学大学院教育学研究科（教育方法学）修士修了 

1971年 4月 広島県安芸郡府中小、1973年４月 広島大学附属小 

1980年 4月 公立新見女子短期大学、1985年 5月 山口大学教育学部 

2007年 4月 山口学芸大学創立、非常勤として「幼児教育概論」担当 

2009年 3月 山口大学教育学部定年退職、同 4月 山口学芸大学着任 

2011年 4月 山口学芸大学大学院新設「小学校授業実践特論」等担当 

現在に至る 

1968年 10月～ 日本教育方法学会会員 

1995年 7月～ 日本生活科・総合的学習教育学会会員、現在に至る 

 著 書 『学習規律を育てる』近代文芸社、2007 

『学習規律のゴールイメージ』近代文芸社、2008 

『体育授業のためのやさしい教授学』大修館、2012 

 

●桒原、山口学芸大学での担当授業（２０１８年度） 

 学年  前    期      後    期         

 １年  ①子ども基礎演習    ②子ども基礎演習 

                  ③生活 

  ２年  ④教育方法論 

  ３年  ⑤生活科教育法     ⑥特別活動の指導法（小） 

                  ⑦３年・卒論ゼミ 

  ４年  ⑧４年・卒論ゼミ    ⑨４年・卒論ゼミ 

                 ⑩教職基礎演習（13～15回）  

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

山口学芸大学 教育学部 桒原担当授業資料 

2 年「教育方法論」・4 年「教職実践演習」 

■『西大村小の授業改善 2018 

―― 主体的・対話的で深い学びの授業と理論  

2018年 9月 11・12日 校内特別授業研究会の記録』 
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