非認知的能力を育成する小学校社会科の授業づくり
―１枚ポートフォリオを取り入れた問題解決的な学習を通してー
教職実践基礎領域
２１８Ｓ０３５
Ⅰ 主題設定の理由
１ 今日的教育課題
これからの時代は、知識や情報の変化が激しく予測
困難な時代と言われている。技術革新に伴い、人間の
職業が人工知能に奪われるともいわれている。平成 28
年 12 月の中央教育審議会答申「学習指導要領等の改
善及び必要な方策等について」
（以下、
答申）
によれば、
これからの時代は「情報化やグローバル化といった社
会的変化が、人間の予測を超えて進展する」1)と述べら
れている。このような指摘は、今後予測できないから
こそ人工知能にはない、人間がもつ力を生かしてくこ
とが重要であると考えられる。同答申では、
「様々な情
報や出来事を受け止め、主体的に判断しながら、自分
を社会の中でどのように位置づけ、社会をどう描くの
かを考え、他者と一緒に生き、課題を解決していくた
めの力」1)が必要であるとしている。
したがって、答えが予測できない課題に対して、必
要な情報を自ら取捨選択し、ときには他者と協働しな
がら、粘り強く解決に向けて努力していく力が求めら
れると考える。
２ 非認知的能力について
上記に述べたような、課題解決のために他者と協働
する力や粘り強く取り組む力は、昨今よく言われてい
る「非認知的能力」と同じ意味をもつと考えられる。
「非認知的能力」は「非認知スキル」や「社会情動的
スキル」とも言い換えられている。
ヘックマン（2001）は、40 年にわたる追跡調査から、
記憶力や学力、知能指数（IQ）などのいわゆる「賢さ」
に関する認知的スキルよりも、忍耐力や協調性といっ
た非認知的なスキルが社会的成功に結び付きやすいこ
とを指摘している。2）また OECD(2015)では、社会情動
的スキルを「(a)一貫した思考・感情・行動のパターン
に発現し、
(b)フォーマルまたはインフォーマルな学習
体験によって発達させることができ、
(c)個人の一生を
通じて社会・経済的成果に重要な影響を与えるような
個人の能力」3)と定義している。そして、このスキルの
具体的な姿として、
「目標の達成」
、
「他者との協働」
、
「情動の制御」を挙げている。
筆者はこのスキルのなかでも「目標の達成」が特に
重要だと考える。
（図１）なぜなら、前述したこれから
の時代に求められる力である「粘り強さ」は「目標を
達成」
するからこそ培われる力であり、
それに伴って、
「他者との協働」や「情動の制御」というスキルも高
めていくことができると考えるからである。
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［図１ OECD「社会情動的スキル学びに向かう力」(2015) をもとに
筆者が作成］

また、改訂された学習指導要領では、育成を目指す
資質・能力の一つに「学びに向かう力、人間性等」が
ある。平成 27 年８月中央教育審議会資料「教育課程企
画特別部会における論点整理について（報告）
」では、
「学びに向かう力、人間性等」を以下のような情意や
態度にかかわるものとして整理されている。
・主体的に学習に取り組む態度も含めた学びに向かう力
や、自己の感情や行動を統制する能力、自らの思考のプ
ロセス等を客観的に捉える力など、いわゆる「メタ認知」
に関するもの
・多様性を尊重する態度と互いのよさを生かして協働する
力、持続可能な社会づくりに向けた態度、リーダーシッ
プやチームワーク、感性、優しさや思いやりなど、人間性
等に関するもの 4)
（下線部は筆者による）

このことからも、特に下線部の態度や力は前述した
非認知的能力に含まれる要素と共通すると考えられる。
さらに
「学びに向かう力、
人間性等」
について加藤
（2020）
は、
「非認知的スキルに該当するものと解釈できる」5)
としている。したがって、非認知的能力は学校教育の
なかで育成する力の一つとして考えられ、我が国でも
注目が高まってきていることが分かる。
３ 小学校社会科における問題解決的な学習について
現行の小学校学習指導要領解説社会編（以下、解説
社会編）では各学年の目標において以下の文がある。
社会的事象の見方・考え方を働かせ、学習の問題を追究・
解決する活動を通して、次の通り資質・能力を育成するこ
とを目指す。6)
（下線部は筆者による）

同じく解説社会編において、下線部の活動は、問題
解決的な学習過程を充実させることが大切であるとし、
「問題解決的な学習とは、単元などにおける学習問題
を設定し、その問題の解決に向けて諸資料や調査活動
などで調べ、社会的事象の特色や相互の関連、意味を
考えたり、社会への関わり方を選択・判断したりして
表現し、社会生活について理解したり、社会への関心
を高めたりする学習。
」6）としている。
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問題解決的な学習は、
「問題解決学習」として捉えら
れる場合があり問題解決学習については、多くの文献
がある。なかでも、
「社会科の初志をつらぬく会」
（以
下、初志の会）では、社会科における問題解決学習の
重要性を説いており、藤井（2003）は「問題解決学習」
の学習活動の目標を以下のように示している。
友達などの他者とよりよく「かかわり合い」ながら、
「自分
なりの考え」を粘り強く深めるという学習活動の「経験」
をさせること。7)
（下線部は筆者による）

このことから、問題解決学習の学習活動としては、
自分だけではなく他者ともかかわり合いながら粘り強
く深めていくことが重要であることが分かる。
本研究では「初志の会」で扱われている手法等を完
全に取り入れることではないため、問題解決学習では
なく「問題解決的な学習」として捉えることとする。
これらを踏まえて考えると、問題解決的な学習を授業
で取り入れることは、社会科の目標を達成し、粘り強
く問題を解決する力を育成する上で重要な要素の一つ
であると考えられる。
４ 研究対象の子どもの実態
（１）アンケート調査の内容
実習校である豊川市立Ｔ小学校の子どもたちの実
態を把握するために、４年生１クラス（30 名）を対象
にアンケート調査を行った（2020 年６月 29 日実施）
。
アンケート項目は以下（表１）に示した通りで、②は
筆者が用意した項目を選択させ、複数回答としたが、
それ以外の項目は５件法で実施した。

［表１ 社会の授業に関するアンケート］

（２）子どもの実態と課題
アンケートの結果（図２参照）から、
「社会の授業が
好きですか」という質問に対して、
「とても好き」
「好
き」を合わせた肯定的な意見をもつ子どもが 40％であ
ることが分かった。また、
「社会の授業で疑問に思った
ことを授業以外で調べますか」
という質問に対しては、
「よく調べる」
「調べる」と回答した子を合わせると、
34％にとどまり、
「学習したことを友達に伝えることは
好きですか」という質問に対しては、
「とても好き」
「好
き」と回答した子を合わせると 26％しかいないことも
分かった。

［図２ 「社会の授業に関するアンケート」結果の一部］

実習校の子どもたちは、分からない問題に直面した
時、教師に対しても友達に対しても、
「分からない」と
正直に答えることができる子が多い。しかし、分からな
い問題に対して、自分でじっくり考えることが少なく、
すぐに友達に答えを教えてもらおうとしている姿が見
られる。このような実態は、前述したアンケート結果に
もあるように、疑問に思ったことを授業以外で積極的
に調べようとしない姿とも共通していると考えられる。
また、授業中に自分の考えをグループ内で発表する
際、自分のノートを回し、自分の考えを伝えることを
拒む様子が見られた。この実態も前述したアンケート
結果にもあるように、学習したことを友達に伝えるこ
とに苦手意識をもっているということが分かる。
このような実態を踏まえると、前述したような今後
求められる力がより重要と考え、分からない問題に対
してじっくりと考え、他者と学び合って、粘り強く解
決しようと取り組む力（非認知的能力）の育成を本研
究のテーマとした。
Ⅱ 研究の目的と方法
１ 目指す子ども像
今日的教育課題と実習校の子どもたちの実態を踏
まえ、目指す子ども像を以下のように設定する。
主体的に問題を解決しようと、個人及び他者と協働して、
粘り強く追究しようとする子ども。

２ 先行研究の考察
社会科の授業において「問い」に対して粘り強く追
究することができる子どもを育成するための手立てを
導き出すために、先行研究を以下のように考察する。
【手立て①：新たな「問い」が生まれる単元構想の工夫】
澤井（2015）は、社会科における授業デザインの一
つとして「問い」を重視しており、
「何かを解決すると
新しい問いが湧いて、その問いを解決すると、また新
しい問いが生まれる。それを繰り返し解決していくの
が社会科の授業」8)と述べている。藤井（2003）は、
「問
題解決学習における質の高い「問い」が生まれるため
には、追究の深まりとともに発展的に変容していくも
のである」9)と述べている。つまり、学習問題について
調べたり、考えたりする活動を通して、子どもたちの
思考が深まることで、子どもたちが抱く「問い」のレ
ベルが上がってくるということである。このように次
第に「問い」が生まれてくることを、
「一つの問題の解
10)
決が次の問題を生みを出す」 と言われることもある。
一方で、
問題解決学習の課題として藤井は、
「学習課題」
の設定から解決に向けての段階が形式的になってしま
うことをあげている。つまり、問題解決学習では、
「子
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どもが主体的に学習すること」を尊重するはずだが、
学習問題を解決していく流れが形式的となり、結局の
ところ教師の用意した学習活動となってしまう恐れが
あるということである。
以上のような先行研究を踏まえると、問題解決的な
学習における「問い」には、子どもたちから生まれる
ような手立てが必要である。そこで、学習活動を進め
ていくにあたって、子どもたちから連続的な「問い」
が新たに生まれるような単元構想を工夫することが有
効な手立てであると考えた。また、課題部分に関して
は、子どもたちの記述や発言に対して問い返しをし、
子どもと対話をすることで、
「子どもが主体」である単
元構想になると考える。
【手立て②：地域教材としての「ヒト・モノ・コト」の活用】
1960 年代後半から 1970 年代にかけて社会科教育に
おいては「地域に根ざす教育」が全国各地で展開され
ている。なかでも若狭（1984）は、
「地域にある産業活
動や自治活動などを見つめさせ、彼らがそれらに問い
かけ、働きかけ、そして地域での生活を意識化してい
くこと」11)とし、地域教材を促す実践を行っている。
佐島（1988）は、見学や調査を取り入れた学習を行う
ことで「子どもの興味・関心を呼び起こし、学習意欲
を持続させることができる」12)とも述べている。また、
奈良県小学校教科等研究会社会科部会（1994）では、
地域を取り上げて学習することの意義を以下のように
述べていた。
・子どもにとって身近な存在であり、具体的な事実認識に
基づく思考・判断の場面が設定できる。
・子ども自身の生活にかかわりをもちながら問題解決を図
る学習が展開できる。
・地域の問題に取り組むことによって、地域社会の一員と
しての自覚も高まり、公民的資質の育成にもつながる。
・地域の人々の営みにふれることで、共感的な理解から、
自分の生き方とかかわらせて考えることができる。13）

堀（2019）によると OPPA（=One Page Portfolio
Assessment）
とは、
「教師のねらいとする授業の成果を、
学習者が一枚の用紙（OPP シート）の中に学習前・中・
後の履歴として記録し、その全体を学習者自身が自己
「OPPA の目的
評価する方法」14)のことである。そして、
を達成するために、１枚の用紙を用いて教師が作成す
るもの」15）を OPP シート（=One Page Portfolio）と
している。OPP シートは、日々の学習内容を記録して
いくことにより、自分の学びの変容を可視的に振り返
ることができ、単元全体を構造的に把握することがで
きるものである。一方で、OPP シートの課題として、
記述においてまとめることが苦手な子どもへの働きか
けや手立てをあげている。
以上のような先行研究を踏まえ、本研究においてメ
タ認知が可能となる OPP シートを活用したいと考える。
学習問題を解決していくためには、今まで自分が学習
してきたこと俯瞰的にとらえた上で考える必要がある。
そのため、単元全体の学びを一枚で見ることができ、
自分が今、何について知りたいのか、どんなことに疑
問を感じているのかを視覚的に分かりやすくした OPP
シートが有効な手立てであると考えた。また、課題部
分に関しては、
机間指導において個別に声をかけたり、
まとめ方を板書したりすることで記入しやすくなると
考える。
３ 研究仮説
目指す子ども像に迫るため、先行研究を受けて以下
のように仮説を設定した。
４年生の社会科の授業において以下の３つの手立て
を取り入れることで、主体的に問題を解決しようと、
個人及び他者と協働しながら、粘り強く追究する姿
がみられるであろう。
①新たな「問い」が生まれる単元構想の工夫
②地域教材としての「ヒト・モノ・コト」の活用
③１枚ポートフォリオ（OPP シート）の活用

（筆者が山田（2016）から一部抜粋、下線部は筆者による）

つまり、社会科において、自分たちが生活していく
地域について学習していくことは、地域の人々とかか
わり、地域を意識することができ、それは子どもたち
の社会科を学ぶ意欲を高める効果があるとして長年の
研究で明らかになっている。
また実習校では、例年地域の人々としめ縄づくりや
稲荷寿司づくりなどの行事を行い「ヒト」とつながる
機会が多い。さらに校区には、歴史のある豊川稲荷、
三明寺などの地域の「モノ」
、３年生では豊川の歴史を
学習した地域の「コト」など、実習校の子どもたちの
身近には、学習に生かすことのできる地域教材があふ
れている。
以上のような先行研究と実習校の実態から、
社会科の授業において地域教材としての「ヒト・モノ・
コト」活用することが効果的であると考えた。
【手立て③：１枚ポートフォリオ（OPP シート）の活用】

４ 研究構想図
以上のことをまとめた研究構想図が図３である。

[図３ 研究構想図]

５ 検証方法
（１）量的検証
前述したアンケート（表１）を実践前と実践後に実
施し、手立ての有効性について検証する。その際、肯
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定的な回答から順に５点、４点、３点、２点、１点と
点数化し、全体の平均と比較することにした。
（２）質的検証
抽出児（抽出児は後述）を設定し、OPP シートの記
述内容、授業中の姿から分析する。
Ⅲ 授業実践①（教師力向上実習Ⅱ）
１ 研究の対象
豊川市立Ｔ小学校 第４学年 30 名
２ 抽出児について
【抽出児Ａ】
抽出児Ａは、意欲的に授業に参加し、困っている友
達には声をかけて助けている姿が見られる。しかし、
分からない問題に直面すると、友達に助けを求めたり
せず、また自分でもじっくりと考えることなく、
「分か
らない」と言い、諦めてしまうことがある。さらに、
一人で作業することを好み、授業や行事などでは友達
と協力することに苦手意識をもっている。以上のよう
な実態から、分からない問題に対しても、自分の力だ
けではなく友達の力も借りながら粘り強く解決しよう
と努力する姿を期待したい。
【抽出児Ｂ】
抽出児Ｂは、授業に意欲的に参加し、発言できる教
科もある。しかし、教科によっては教科書をなかなか
開けず、授業に参加できないときもある。友達ともめ
た時には、授業中でもふてくされたり、なかなか友達
のことを許せなかったりし、切り替えに苦手意識をも
っている。以上のような実態から、授業に主体的に参
加し、問題に対して自分の思い通りに解決できなくて
も、友達を受け入れる気持ちをもち、友達と協力して
問題を解決しようとする姿を期待したい。
３ 実習期間
2020 年６月 29 日（月）～７月 20 日（月）
４ 実践の内容
４年生社会科の単元「県の広がり」の学習において、
以下のような単元を構想した。
【単元構想図】
（全 10 時間）

（１）新たな「問い」が生まれる単元構想の工夫
単元の導入では「愛知県内のご当地キャラクターに
ついて知りたい。
」という思いを抱かせるために、ご当
地キャラクタークイズを実施した。クイズでは、全国
のご当地キャラクターのイラストから、どの都道府県
のキャラクターであるのかを連想させた。子どもたち
は、既習内容も踏まえて都道府県名を答えることがで
きていた。その後、
「愛知県内のキャラクターはどんな
ところに住んでいるのかな。
」
という問いを抱かせるた
めに自分が調べたいキャラクターを、キャラクターと
地域名が書かれた資料（図４）から選択させた。そう
することで、キャラクターの地域を地図帳から確認す
るという学習活動につなげることができた。

［図４ 子どもに配付した資料］

第２時以降では、「キャラクターにはどのような特
徴があるのかな。
」という問いを抱かせるために、キャ
ラクターの持っているものや、顔の形などに着目させ
ながら気づいたこと書き出させた。このような学習活
動を取り入れたことで、
「みどりっちのぼうしの葉っぱ
は何か知りたい」や「なんでロボット風なのかってい
うぎもんをかいけつしたい」というような、キャラク
ターの特徴に関する疑問をもつことができるようにな
った。
（図５）

［図５ 新たな問いが生まれた子どもの記述］

単元の終末には、自分が調べてきたキャラクターた
ちが「どうやったら、いなりんのところに会いに行く
ことができるのかな」という問いを抱かせるために、
それぞれの地域から豊川稲荷までの交通手段について
考える学習活動を取り入れた。子どもたちには、愛知
県内の交通の様子にキャラクターを配置した地図（図
６）を配付し、高速道路
や鉄道、船の航路などを
なぞるように指示をし
た。このような学習活動
を取り入れたことで、子
どもたちは自分が調べ
たキャラクター周辺の
［図６ キャラクター配置の地図］
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交通について知るだけではなく、地域によって交通の
発達に違いがあることに気づくことができていた。
このような単元を構想したことで、授業後に「家で
調べてきてもいいですか」と尋ねてきた子がいた。そ
の子は、次の授業では、家で調べたホームページを印
刷して持ってきていた。また、他の子どもは、
「1 回調
べるともっと調べたくなる」や「次はみんなのぎ問を
といていきたい（自分のも）
」という記述も見られた。
（図７）このような、疑問に対して粘り強く解決しよ
うとする姿や記述から、新たな「問い」が生まれる単
元構想が生きたと考えられる。

また、子どもたちが調べてきた地域の「コト」を愛
知県の地図と対応させ、視覚的に分かりやすくするた
めに、教室にポスターと地図で掲示した。
（図 11）こ
のような学習環境をつくることで、休み時間にも友達
が調べた地域を読んでいる姿も見られ、授業以外でも
学ぶ姿が見られた。

［図 11 教室での掲示］

［図７ 疑問を解決しようとしている子どもの記述］

（２）地域教材としての「ヒト・モノ・コト」の活用
第１時では、ご当地キャラクターという地域の「モ
ノ」を取り上げて、ご当地キャラクタークイズを出題
した。その後、豊川市のご当地キャラクター「いなり
ん」
を提示し、
いなりんには友達が少ないことを伝え、
「いなりんに愛知県のご当地キャラクターを友達とし
て紹介したらどうか」と提案し、図４の中から愛知県
内のご当地キャラクターを選択させた。
第５時からは、ご当地キャラクターが所属する各自
治体の市役所や区役所、市民団体など地域の「ヒト」
と子どもたちをつなげた。第２時以降の調べ学習で、
解決できてない疑問を子どもたちに挙げさせて、その
内容を直接メールにて問い合わせた。返信が来たキャ
ラクターから、
返信内容について印刷したもの
（図８）
配付して、さらなる調べ学習を行った。

［図８ 地域の「ヒト」からの返信内容］

第７時からは、調べてきた地域の「コト」をポスタ
ーにまとめ（図９）
、アピールポイントとして発表させ
た。
（図 10）このような学習活動を取り入れたことで、
自分が調べた地域とは違う地域の特徴についても知る
ことができていた。

［図９ アピールポスター］

［図 10 発表する子ども］

（３）１枚ポートフォリオ（OPP シート）の活用
本単元の OPP シートとして以下のもの（図 12）を使
用した。

［図 12 授業実践①で使用した OPP シート］

第１時と第 10 時では、
「愛知県はどのような特徴が
あるのかな」という同様の発問にすることで、学習前
と後において、両者を比較することができるようにし
た。比較することで、何がどのように変化したのか、
それに対して自分はどのように思うのかなど、自分の
学びを俯瞰的に見ることができるようにした。
それ以外の時間では、
「学習した中で１番大切だと感
じたことを書きましょう」とし、１時間の学びのなか
で自分が最も大切だと感じたことを振り返りながら記
述できるようにした。
単元の最後には振り返りとして、単元の「はじめ」
「なか」
「おわり」に着目した記述させた。前述したよ
うに１時間ごとの学びの蓄積を元に、単元全体を構造
的に見ながら振り返られるようにした。
以上のような OPP シートを活用することで、学習前
において「市がたくさんある」という記述（図 13）を
していた子どもは、学習後の振り返りでは「さいしょ
は市がたくさんあることしか分からなかったが、かぶ
りものや名前の理由までわ
かった」
（図 14）という記述
が見られた。このような記述
［図 13 学習前の記述］
から、この子どもは学習前か
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ら１時間ごとの学びについて着目し、単元全体を俯瞰
的に見て振り返ることができたと考えられる。

［図 14 学習後の記述］

しかし、他の子どもの振り返りには、
「愛知県にはい
ろんなキャラクターがいることを知った」や「キャラ
クターについて調べられてよかったです」という記述
が多く見られた。このことから、OPP シートを元に１
時間ごとの自分の学びを振り返ることはできているが、
１時間ごとの学びに対する記述がキャラクターのみで
浅くなってしまったため、前述したような記述が多く
見られたのだと考えられる。
５ 授業実践①の検証
（１）量的検証
社会の授業に関するアンケート調査（表１）を行い、
５件法で回答した６項目について単元前後で比較した。
なお、統計的な有意差についても t 検定を行い検証し
た。
（図 15）

域の人から自分の疑問に対する返信を配付し、調べ活
動を行った。その際、すべての地域から返信をいただ
けたわけではなかったため、調べ活動が行き詰まって
しまう子や調べた内容について地域差が出てしまった。
また、
「③社会の授業で疑問に思ったことをあきらめ
ずに最後まで調べますか。
」
「④社会の授業で疑問に思
ったことを自分が納得するように調べますか。
」
では有
意差は認められなかった（③④ともに t(29)=0,p=1
＞.05）
。これは、疑問をすべて解決することができな
かったことが原因の一つであると考えられる。すべて
解決できなかった要因としては、すべての疑問を地域
の人に聞いて解決しようとしたことで、時間が足りな
かったことが挙げられる。そのため、子どもたちに疑
問を考えさせた際には、疑問に対する予想を考えさせ
たり、疑問を解決するにはどうしたらいいのかを考え
させたりして、見通しをもって調べ活動を行わせる必
要があったと考える。
（２）質的検証
【抽出児Ａについて】
① アンケート結果から
抽出児Ａの社会の授業が「好き」と答えた理由にお
ける単元前後の変化は、以下の表（表２）に示した通
りである。なお、その理由を以下の選択肢（表３）か
ら好きな順に選択させた。

[表２ ②に対する回答の単元前後の比較]

[図 15 授業実践①における単元前後の比較]

「①社会の授業は好きですか。
」の項目については、
3.13 から 3.53 に上昇し、
（t(29)=-2.35,p=0.03<.05)
有意差が認められた。これは、子どもたちにとってご
当地キャラクターという身近で親しみやすい地域教材
を用いたこと、問いを解決するための手立てとして地
域の「ヒト」を活用しながら時間をかけて解決してい
くことができたからだといえる。
「⑥学習したことを友達に伝えることは好きです
か。」の項目については有意差は認められなかった
(t(29)=-1.58,p=0.12>.05）が、単元前後を比較すると
ある程度の上昇が見られた。これは、同じキャラクタ
ー同士や近くの地域同士で調べたことを話し合わせる
ことで、
お互いに学び合うことができたからと考える。
しかし、十分な上昇が見られなかった要因としては、
調べてきたことについて自信をもつことができなかっ
たからだと考える。これは、調べ活動が十分に行えな
かったことが推測される。本単元では、それぞれの地

[表３ 社会の授業が「とても好き」または「好き」な理由の選択肢]

抽出児Ａは、
「①社会の授業が好きですか。
」に対し
て「好き」な理由の一つとして、単元後には「キ（学
習したことを新聞などにまとめること）
」
を選択してい
ることが分かる。これは、アピールポスターで地域の
「コト」をまとめるという学習活動を取り入れたこと
で、抽出児Ａの社会の授業に対する学習意欲を高める
ことができたと考える。
一方で、抽出児Ａの質問項目②に対する回答として、
上位の２つには変化が見られなかった。特に、
「１人で
調べること」を単元前後ともに２番目に挙げており、
抽出児Ａの期待する姿としての「協力する姿」は見ら
れなかった。これは、抽出児Ａの選択したキャラクタ
ーが１人しかおらず、他の子と話し合いをする機会が
少なかったことが理由の一つと考える。
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② OPP シートと授業中の姿から
抽出児Ａの第５時の記述では、
「とましーなは雨具が好きなの
かもしれない」
（図 17）とある。
これは抽出児Ａが選択したキャ
ラクター（図 16）に対して、授業
[図 16 抽出児 A のキャラクター]
中に「どうしてこれ（傘）を持っ
ていると思うの」と筆者が問いかけたことに対する予
想であると考える。その後、第６時では設楽町役場の
方からの返信を配付し、傘についての疑問を解決する
ことができた。そのため、第５時の所に「雨が降って
いなくても傘と長靴（を身につけている）
」
（図 18）と
追加で記入していた。このように、前の授業で疑問に
思ったことを次の授業で解決していることから、疑問
に思ったことに対して諦めることなく調べることがで
きていると考えられる。さらに、抽出児Ａの振り返り
には「たくさん調べてきたから、だんだん分かること
が増えた。
」とあり、本単元の調べ活動において意欲的
に取り組むことができたと考えられる。

Ⅳ 授業実践②（教師力向上実習Ⅲ）
１ 実践対象
豊川市立Ｔ小学校 第４学年 30 名
２ 抽出児について
授業実践①と同様の２名とする。
３ 実習期間
2020 年 10 月５日（月）～11 月５日（木）
４ 実践の内容
４年生の社会科の単元名「自然災害からくらしを守
る」の学習において、以下のような単元を構想した。
【単元構想図】
（全 10 時間）

[図 17 抽出児Ａの第５時終了時における記述]

[図 18 抽出児Ａの第６時終了時における記述]

【抽出児Ｂについて】
① OPP シートと授業中の姿から
単元の導入で抽出児Ｂは、キャラクターを決めるこ
とができず机に突っ伏しており、
「やりたくない」とい
う否定的な発言をしていた。そこで抽出児Ｂには声を
かけながら一緒にキャラクターを選択させた。
その後、
他の子どもと同様にキャラクターの場所を地図帳から
探させた。しばらくすると、自分のキャラクターがい
る場所を地図帳から見つけ出すことができ、うれしそ
うに筆者のところまで報告に来る姿があった。このよ
うな授業中の姿の変容から、地域教材が抽出児Ｂの授
業に対する参加意欲を高めたことが分かる。
抽出児Ｂの第２時以降の記述について比較すると
（図 19）
、第２時では「へんなのをもっている」とい
うキャラクターの見た目についての記述であった。し
かし、第５時や第６時での記述では、キャラクターの
地域についての記述が見られる。さらに、単元最後の
振り返りでは、
「調べるのが楽しかった」という記述も
見られ、本単元において地域の特徴について、意欲的
に調べることができたのだと考える。

[図 19 左から抽出児Ｂの第２時、第５時、第６時の記述]

（１）新たな「問い」が生まれる単元構想の工夫
導入では「防災倉庫には何が入っているのだろう」
という疑問を抱かせるために、防災倉庫の中に入って
いるものは「何のために入っているのか」という理由
をつけて考えさせた。このような活動を取り入れるこ
とで多くの子どもが理由についても予想しながら考え
ることができて
いた。さらに、
「何
が入っているか
もっと知りたい
です。
」や「
（疑問
に思ったことと
して）防災倉庫の
中に何があるか」
［図 20 防災倉庫を見学する様子］
という疑問を記
述している子もいた。
第２時には「防災倉庫の中に入っているものは何に
使うのか」や「防災倉庫の中に入っているものはどう
やって使うのか」のように防災倉庫の中に入っている
ものについての疑問を抱かせるために、事前に防災倉
庫をみて気づいたことや、入っているものの数に着目
するように伝えてから、防災倉庫の見学をさせた。こ
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のように視点を与えて見学させることで、
「なんで毛布
が 100 枚もいるのか」という疑問を抱く子もおり、そ
の後の疑問を解決していく学習活動へとつなげること
ができた。このことから、視点を与えることで子ども
目線での防災倉庫についての気づきから新たな問いを
生むことができた。
（２）地域教材としての「ヒト・モノ・コト」の活用
導入では、学校にある防災設備を地域の「モノ」と
して、
「防災倉庫」の中身を予想させた。総合の授業で
学校内の防災設備について学習していたこともあり、
子どもたちにとって身近な存在であった。そのため、
予想を考える際には、総合で学習したことを振り返り
ながら、中身について予想することができている子も
いた。
第３時からは、子どもたちが防災倉庫を見て疑問に
思った「コト」をクラス全体で共有できるよう、疑問
の種類ごとに分類し、教室に掲示した。
（図 21）この
ように、疑問を視覚的に分かりやすくしたことで「毛
布はあるのか」という疑問に対しては、
「毛布は防災倉
庫の右上あたりにあったよ」
「毛布は 100 枚入ってい
たよ」と子ども同士で教え合う姿も見られた。このよ
うな学習環境をつくることで、子ども同士での解決を
促すことができたと考える。

で驚いている様子であった。
また他にも防災倉庫には、
水やトイレットペーパーが入っていないことなど、避
難した時に、防災倉庫の中身だけでは、不十分である
ことについても教えていただくことができた。その後
の学習活動においては、
「Ｔさんに聞いて他の疑問も解
決したい」という記述も見られた。このことから、自
分たちが分からなかった疑問を地域の「ヒト」に聞く
ことで解決できることに気づけたと同時に、主体的に
問題を解決しようとする姿がうかがえたと考える。
（３）１枚ポートフォリオ（OPP シート）の活用
本単元の OPP シートは以下のものを使用した。
（図
23）三つ折りにして使用し、学習前と学習後を並べて
比べられるようにした。
【表】

【裏】

［図 23 授業実践②で使用した OPP シート］

［図 21 防災倉庫を見て疑問に思ったこと］

第５時では、クラスのなかで出てきた疑問を解決す
るにはどうしたらいいのかと問いかけた。すると、
「昔
から知っているからおじいちゃん、おばあちゃんに聞
く」
「防災倉庫をよく知っている人に聞く」
「
（防災倉庫
に豊川市と書かれた部分を見て）豊川市の人に聞く」
というように
「人に聞く」
という意見が多く出てきた。
そこで、第６時はＴ小学校区の防災リーダーである
Ｔさんから話を聞く場面を設定し、地域の「ヒト」と
子 ども たちを つ
なげた。Ｔさんか
ら、「Ｔ小学校の
体 育館 に避難 す
る人数は 2000 人
であること」を伝
えられた時には、
子 ども たちは 予
想 を超 えた人 数

また、１時間ごとの学びの記録としては、毎時間筆
者が書くテーマについて提示することにした。そうす
ることで、各時間で何を書けばよいのかを具体的に分
かりやすくすることができ、多くの子が記述できるよ
うになった。さらに各時間に「疑問に思ったこと『ふ
しぎだな』
『調べてみたいな』
」というスペースを配置
し、前の時間でどんなことを疑問に思っていたのかを
一目で分かりやすくし、問いを意識できるような工夫
を行った。
このような OPP シートを活用することで、学習後の
記述には「防災倉庫を見て気づいたことでは、一番初
めに予想したものの中でもあるものやないものがあり
ました」
（図 24）や「はじめは何があるのか気になり
ました。でも後から何があるかもわかるようになって
きました」
（図 25）という記述が見られた。これは、学
習前の自分の記述と、学習後の自分とを比較して記述
することができているからだと考えられる。

［図 22 T さんの話を聞く様子］
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[図 24 はじめの予想を振り返る子どもの記述]

[図 25 今までの学びを振り返る子どもの記述]

５ 授業実践②の検証
（１）量的検証
授業実践①と同様に６つの項目について単元前後で
比較した。
（図 26）

不十分であったことも理由の一つと推測される。調べ
活動では、資料を丸写ししようとし、自分が知りたい
情報を正しく読み取ることができていない子どもの姿
が目立った。その結果、時間が足りずに納得するまで
疑問について調べることができなかったと考える。
（２）質的検証
【抽出児Ａについて】
①アンケート結果から
抽出児Ａのアンケート結果（表４）について分析す
る。
実践①の検証と同様質問項目②について分析する。

[表４ ②に対する回答の単元前後の比較]

[図 26 授業実践②における単元前後の比較]

最も上昇した項目としては、
「⑥学習したことを友達
に伝えることは好きですか。」で、2.87 から 3.4
（t(29)=-2.11,p=0.04<.05）と上昇し、有意差が認め
られた。これは、自分が調べてきたことをもとに友達
の疑問を解決することができたという実感があったか
らだといえる。このことから、子どもたちが実際に見
た防災倉庫から抱いた「疑問」をもとに単元を構想し
たことで、なんとかして疑問を解決しようとする思い
が強くなったのだと考える。また、疑問に思った「コ
ト」を教室に掲示し、いつでも学び合うことができる
環境をつくったことも有効な手立てであったのだと考
える。また、
「①社会の授業が好きですか。
」の項目に
ついても 3.33 から 3.73（t(29)=-2.18,p=0.04<.05）
へと上昇し、有意差が認められたことから、本単元に
おいて意欲的に取り組むことができたと推測される。
これは地域教材である「ヒト」とのつながりや防災倉
庫である「モノ」を自分たちの目で確認したことなど
が効果的な手立てであったと考える。
一方で、
「④社会の授業で疑問に思ったことを自分が
納得するように調べますか。
」と「⑤社会の授業で疑問
に思ったことを授業以外で調べますか。
」では、それぞ
、2.6 から
れ 3.17 から 2.9（t(29)=0.97,p=0.34>.05）
2.47(t(29)=0.60,p=0.56>.05)の減少が見られた。
この
ことから、疑問について自分たちが納得するまで調べ
きることができなかったといえる。これは、子どもた
ちから出た疑問に対して筆者と子どもたちとの間で十
分な対話がなかったために、疑問の精査ができなかっ
たことが理由の一つであったと考えられる。また、子
どもたちが疑問を解決するための「調べるスキル」が

抽出児Ａは単元前の「①社会の授業は好きですか。
」
に対して
「どちらともいえない」
を選択していたため、
質問項目②の理由に対しては回答なしであった。しか
し、単元後には質問項目①の回答が「とても好き」に
変化した。その理由として 1 番目に「ケ（その他）
」を
選択し、
「教えてもらうこと」
と回答していた。
これは、
防災リーダーであるＴさんに防災について多くのこと
を教えていただけたことが「とても好き」の理由につ
ながったのだと推測される。このことから、抽出児Ａ
は、疑問に思ったことを地域の方に教えてもらうこと
の大切さに気づくことができたと考える。
② OPP シートと授業中の姿から
抽出児Ａの OPP シートから、第８時には「Wi-Fi」に
ついて着目していることが分かる。
（図 27）これは、
第８時において防災倉庫の中に「Wi-Fi があった」と
答えた班と、
「Wi-Fi はどこにもなかった」と答えた班
があり、意見が分かれており、抽出児Ａなりに疑問に
感じて記述したものと見られる。しかし、第９時でも
「Wi-Fi」
についての疑問を解決することができなかっ
た。そのため、第９時でも引き続き「Wi-Fi」について
疑問に思っていることが分かる。
（図 27）第９時の終
わりに筆者は、
「家で調べてきたい人は付箋を渡すので
書いて教えてほしい」とクラス全員に伝えたところ抽
出児Ａは付箋を取りに来た。

［図 27 第８時（右）
、第９時（左）における抽出児Ａの疑問］

第 10 時の授業前、抽出児Ａは筆者に「Wi-Fi はなか
った」と書かれた付箋を渡してきた。抽出児Ａに話を
聞くと、家に帰ってからパソコンを使って、Wi-Fi が
防災倉庫のなかに入っているかどうかを調べたという。
このような抽出児Ａの姿から、自分が疑問に思ったこ
とに対して諦めることなく、粘り強く解決しようと努
力することができたのだと考えられる。
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【抽出児Ｂについて】
① アンケート結果から
抽出児Ｂのアンケート結果は表５である。抽出児Ａ
同様、質問項目②について分析する。

【課題】
▲ 子どもたちが自分たちの疑問を十分に解決することができなかった。そ
のため、子どもが解決の見通しを立てられるように十分に対話をする必要
があった。また、子どもたちの「調べるスキル」を向上させるために、系
統的に指導する場を設ける必要がある。
▲ 仲間と協働する姿はあまり見ることができなかった。そのため、仲間と
協働して解決できるような学習活動や、仲間と協働している姿を認める声
掛けなどをしていく必要がある。
▲ OPP シートの１時間ごとの記述の内容が浅くなってしまった。記述する
時間を十分確保しつつ、
「大切なこと」のような曖昧なことばではなく何を
どのように書けばいいのか、記述内容のテーマを明確にする必要がある。

[表５ 抽出児Ｂの実践②における単元前後の比較]

抽出児Ｂは
「①社会の授業は好きですか。
」
に対して、
単元前は「どちらともいえない」だったが、単元後は
「とても好き」を選択した。このような変化が見られ
た理由の一つは、
質問項目②に対する回答
「イ
（見学）
」
が推測される。本単元では、単元の前半と中盤とで防
災倉庫の見学を２回取り入れた。そのため、抽出児Ｂ
は自分の目で見て調べることが社会の授業に対する意
欲を高めたのだと考える。
② OPP シートと授業中の姿から
抽出児Ｂが社会の授業に対する意欲を高めたと考え
られる姿は授業中や OPP シートからもうかがえた。授
業中ではＴさんがＴ小学校に避難する人が 2000 人い
ることを伝えた際には、
「なんで 2000 人も避難するん
だろう」と自分のなかの疑問を呟いていた。さらにＴ
さんが「地域の人たちで協力して避難所を運営する」
という話をされた際には、
「本当ですか」とＴさんに話
しかけ、驚いている様子も見られた。
OPP シートの学習後の記述では「食料がいっぱいあ
ると思ったけど意外となかった」
（図 28）という記述
も見られた。
「意外と」
という部分からも分かるように、
学習前後を比較し、自分の学びをメタ認知することが
できたと考える。さらに毎時間ごとの振り返りでは、
疑問に思ったことに対して「ネットで調べたい」や「ト
イレが６個あるのが不思議だと思いました」という記
述も見られた。このような抽出児Ｂの姿から、問いを
抱き、地域の人から疑問を解決しようと社会の授業に
対して意欲的に取り組むことができたのだと考える。

［図 28 第 10 時の単元後における抽出児Ｂの記述内容］

Ⅴ 研究の成果と課題
以上のことから、下記のように成果と課題をまとめ
ることができる。
【成果】
〇 子どもから「問い」が生まれるような単元構想を行ったことにより、
子どもたちから多くの「問い」を引き出すことができた。このような「問
い」を学習活動の軸とすることで、主体的に問題を解決する姿や粘り強
く解決しようとする姿に効果的であったと考える。
〇 地域の「モノ」を教材として用いたことで、子どもたちが地域の「ヒ
ト」から地域の「コト」について学習を進めることができた。
〇 OPP シートを用いることで、学習前と学習後の記述について比較する
ことができ、自分の学びをメタ認知することができていた。
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