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「放送学習による
学力向上プロジェクト」
発足にあたって
守屋

前の研究の課題から、次のように本プロジェクトでは
目的を共有することにしました。
①確かな学力向上に向けて、放送番組とデジタル教材の
果たす役割を明らかにする。

全国放送教育研究会連盟
事務局長

プロジェクトの目的

貞紀

②放送番組の特性を生かして、「豊かな感性を育む」「学
ぶ意欲を喚起する」「学びの基礎力を培う」など、豊か
な学力の向上を目指す授業を創造し、実践を蓄積する。
③子どもの変容を見取る方法や評価の方法を工夫し、放

１

はじめに

送番組を活用した授業の成果を科学的に分析・検証す
る。

全放連（全国放送教育研究会連盟）では、平成12年４月

④研究ネットワークの拡大を促進・その充実を図り、全

に「教育放送番組デジタル化対応ミレニアムプロジェク

国各地の先生方と実践交流を行うとともに、放送番組

ト」を発足させ、今日の教育放送番組のデジタル化に対

活用の普及・促進に努める。

応すべく、５年間にわたり研究を進めてきました。これ
までの研究の成果の詳細は、全国大会での発表をはじめ、

４

おわりに

既刊の「実践研究報告書」に載せてありますが、今後の
課題として、次の５点がとらえられました。
○確かな学力の向上に向けて、放送番組とデジタル教
材が果たす役割を明らかにする。
○放送番組とデジタル教材との複合利用について、評
価と指導の一体化を図る。

この研究プロジェクトは、全放連がＮＨＫ学校放送番
組の活用を中心にしながら、その目的を達成しようと新
たに発足したものです。今までのプロジェクトに参加さ
れていた方はもちろんのこと、主旨をご理解いただいた
方には、所属される校種・地域・担当学年等にかかわら

○地上デジタル放送にかかわる研究に着手する。

ず、一緒に研究を進めていくことができる開かれた研究

○研究のネットワークの拡大を促進し、その充実を図

プロジェクトです。講師として大阪市立大学の木原俊行

る。
○研究の取り組みを継続的に発信し、研究成果の広報
に一層努める。

先生には、月１回の例会やメール上でご指導をいただき、
さらにＮＨＫ番組制作局教育番組センター（学校教育番組）
から番組制作者等の参加もいただき、研究を進めていま
す。すでに今年度も放送教育研究会全国大会や、全日本

２

「放送学習による学力向上プロジェクト」へ

教育工学研究協議会全国大会での成果発表も行いました。
さらに研究を幅広く深めていくために、より多くの地

近年、学校を中心とした教育の場では､子どもたちの

域の先生方が参加されますようお待ちしております。放

｢学力低下｣が大きな問題となっています｡これまでそうし

送番組の特性を生かしながら、新しい授業の展開を創意

た問題に対して､学校や教師は様々な取り組みをしてきま

工夫していきましょう。

した｡｢生きる力｣や｢学びの基礎力｣を含めた｢豊かな学力｣

発足に当たり、今年度早速に、研究授業会場を提供し

を一人一人に身につけさせるための授業改善や様々な教

てくださった川崎市立稲田小学校、横浜市立上大岡小学

材活用を通して､学校教育は少しずつ変わりつつありま

校をはじめ、多くの関係する方々にご支援ご協力をいた

す｡さらに教師一人一人がどのようにかかわり､子どもた

だいたことに感謝し、深くお礼申し上げます。

ちに豊かな学力を身につけさせられるかという力量も問
われています｡
そこで私たちは、学校放送番組を中心とした放送学習
の果たす役割を、もう一度、研究を進めてきたデジタル
教材も含めて広く見直し、「身につけさせたい力」を確実
に育むことのできる「放送学習」の在り方について、研
究を進めていくことにしました。
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学力向上を目指す教育実践
−学力の再定義とその育成方法の再検討−
大阪市立大学大学院文学研究科助教授

木原

俊行

今日、学力の定義や実態、及びその育成をめぐる問題

学びの基礎力は、豊かな基礎体験、学びに向かう力、自

が学校だけでなく、広く社会で話題となっている。そし

ら学ぶ力、そして学びを律する力によって構成されるも

て、それに連動して、教育制度やシステムに関わる様々

のである。

な改革が試みられている。それらは、教師たちに、彼ら
がこれまで当然視してきた学習指導・評価のスタイルを
時代や社会に呼応したものに変えることを強く要請して
いるし、また促進してもいる。
本小論では、そうした要請に応えるための礎を提供す
べく、学力の再定義とその育成方法の再検討を試みる。
具体的には、学力の総合性、思考力の重視とその育成方
法の工夫改善、授業形態の多様化（少人数指導等）の意
義・成立条件、評価規準の作成と運用、教科と総合的な

図1 豊かな学力の構造

学習の連携について叙述する。そして、それらを踏まえ
た放送教育の実践事例を紹介する。

例えば、豊かな基礎体験とは、自然の中での活動、博
物館とか美術館などの訪問、家族以外の大人とのコミュ

１

学力の総合性−豊かな学力へのトータルなアプローチ−

ニケーションなどであるが、それらが、教科学習におけ
る意欲を喚起したり、思考の材料となったりすることは、

「確かな学力」の育成が、学校に、教師たちに、希求

自明であろう。しかしながら、社会状況の変化から、児

されている。これは、「知識や技能はもちろんのこと、こ

童・生徒がそれらの体験を満喫する機会は減っていると

れに加えて、学ぶ意欲や自分で課題を見付け、自ら学び、

言わざるを得ない。学校は、教師は、保護者や地域住民

主体的に判断し、行動し、よりよく問題解決する資質や

と連携しながら、彼らの学びの基礎力を充実させる必要

能力等まで含めたもの」と、文部科学省は定義している

がある。

（http://www.mext.go.jp/a̲menu/shotou/gakuryoku/koreka
ra̲c.htm）
。

上述したような多元性を特徴とする学力を、「豊かな学
力」と呼ぶことにしよう。確かな学力の育成は、学校教

巷では、学力低下問題が取り沙汰されている。しかし

育の使命として、とても重要である。しかし、だからこ

そこで用いられている「学力」という用語は、上記の確

そ、それを支え、またそれを強化する能力・資質を視野

かな学力に含まれる要素のごく一部（知識・理解、単純

に入れて、また尊重して学習指導・評価を展開すべきな

な技能等）を意味する場合が少なくない。それでよいの

のである。豊かな学力の育成に向けたトータルなアプロ

であろうか。学力とその育成に関する議論は、より包括

ーチを、今、教師や学校は志向すべきなのだ。

的であるべきだ。例えば、学力低下問題としてより深刻
なのは「学ぶ意欲」の低下であるという指摘に、耳を傾

２

「思考力」育成方法の工夫改善

ける必要があろう。（１）
さらに学力は、重層的なものである。いわゆる「生き

確かな学力は、前述したように、複数の要素からなる

る力」と確かな学力は、対立ではなく、相補的・相互作

複合的な学力である。とはいえ、その主柱を成すものは

用的な関係にあると把握されるべきである。例えば、文

何かと問われれば、思考・判断を繰り広げる能力（以下、

部科学省は、確かな学力を、生きる力の１要素として性

思考力）であると答えてよいと思われる。いくつかの学

格づけている。

力調査の結果、社会の変化の激しさ（価値観の多様化、

筆者らは、さらに、確かな学力や生きる力を支えるも

社会における情報技術の普及と浸透など）を鑑みると、

のとして、「学びの基礎力」という概念を考案し、それを

学習目標として、知識・理解や技能以上にそれが重要視

学力の基底に位置づけようとしている（図１）。（２）この

されるのは、衆目の一致するところとなりつつある。
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ところが、思考力は、教師が教え込めない能力である。

より自然な形で、文や表現方法の吟味とその妥当性の

また、単純な反復・繰り返しによる学びは、その育成に

検証に生徒を導いてくれることは、誰の目にも明らか

適していない。（３）我が国ではこれまで、思考力の育成

であろう。
ところで、「豊かな材料と道具の提供」や「学びのリ

を標榜した授業において、話し合い活動が重視されてき
たように思う。確かにそれは重要な手だてではあるが、

アリティの充実」は、総合的な学習における、児童・

少なくとも、次の２つの指導方策を、今後各教科におけ

生徒の問題解決や情報活用の過程と酷似している。換

る思考力の育成に適用すべきであろう。

言すれば、思考力を育むためには、教科学習の授業づ
くりに、総合的な学習のそれのアイデアや工夫を投入

（1）豊かな情報の提供

することが、教師たちに強く期待されている。

第１に、「豊かな情報の提供」が思考力の育成に大き
く貢献する（図２）。例えば、社会的な思考・判断を繰
り広げるためには、社会科学的なデータを児童・生徒

３

授業形態の多様化（少人数指導等）の意義・成
立条件

がしっかりと手にする必要がある。地図・年表・統計
グラフの活用、人々への聞き取りなどの活動を通して、

ここ数年、授業形態の多様化、とりわけ学級を分割す

彼らは、社会事象を正確に理解し、その意味を考察し、

る授業形態が学校現場で当然視されるようになった。い

そしてその在り方を判断できるからである。

わゆる少人数指導や習熟度別指導の展開である。その背

中高等学校における指導となると、その多様化も要

景には、基礎・基本の確実な定着を図るためには個に応

請されよう。生徒の学習スタイル等の幅が広がり、同

じた指導の工夫や多様化が必須であり、そしてその一環

じ課題を追究する際に、ある生徒は書物をひもときた

に少人数学習等、学習形態の工夫が位置づくという考え

いと願うし、別の生徒はコンピュータでシミュレーシ

方がある。（５）

ョンを試みたいと望むといった状況が、小学校以上に、
当然視されるからである。

なるほど、この考え方は、ある意味で正しい。しかし、
学習者数を40から20に減じたのだから、あるいは習熟の
程度に応じたコースを準備したのだから、それで学力保
障が満たされると考えるのは、楽観的すぎる。教師たち

知識・理解

は、次のような少人数指導の成立条件に留意すべきであ
技能・表現

豊
道か
具な
材
料

ろう。
思考・判断

（1）密なコミュニケーションの実現
少人数学習においては、まずなによりも、指導者と学

関心・意欲・態度

習者がコミュニケーションを密に展開しなければならな
い。教師の独白が続くような授業になるのなら、少人数
学習はほとんど効を奏しない。教師と児童・生徒との密

図2 確かな学力の構造

な応答・対話を欠いては、彼らがつまずきを感じたり、
興味を失いかけたりしたときに、それを意思表示できる

（2）学びのリアリティの充実

関係性が、両者の間に結ばれないからである。

思考力を育成するためには、学習にリアリティが欠

児童・生徒にとって教師が「重要な他者」であるこ

かせない。それが、児童・生徒に思考の必然性をもた

とは言うまでもない。どの子も、教師に声をかけてほ

らすからである。そして、学びのリアリティは、学習

しい、自分の学習状態や気持ちを理解してもらいたい

課題や教材の工夫から生まれる。

という思いを抱いている。少人数学習は、少なくとも

例えば、ある中学校の英語科では、比較級・最上級

40名の児童・生徒を相手にした一斉学習よりは、１人

の学習に、コンピュータのセールストークという学習

ひとりの児童・生徒が教師とコミュニケーションを繰

課題を導入している。（４）他社のコンピュータと比較

り広げられる可能性が高いはずである。そうした好条

しながら、自社製品の長所をアピールするという具体

件を活かすべく、発問や指示を工夫したり机間巡視を

的かつ実際的な課題を得て、生徒は、アピール文の作

ていねいにしたりして、より多くの児童・生徒と会話

成や伝え方に工夫を凝らしていた。背の高さや鉛筆の

を交わすよう、教師は努力すべきであろう。

長さの比較が課題となる場合と比べると、この授業が、
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（2）学習進度の違いの尊重
学級のサイズが小さくなっても、各教室で同じ指導が

各学校に求められた。（６）それは、評価規準の作成と運
用を主柱とするものである。

営まれているのでは、少人数学習の意義が半減してしま
う。40名の児童・生徒が半分になれば、確かに教師−

（1）評価規準の作成

児童・生徒間、児童・生徒同士のコミュニケーションの

絶対評価の実施において最も重要なのは、評価規準の

機会は増加しやすかろう。しかし、それだけでは、少人

作成である。学習指導要領の目標・内容を参考にして、

数学習が目指す「個に応じた学び」にはならない。

教師たちは、内容のまとまりごとに、目標が実現した場

少人数学習では、これまで我が国でも研究され、実践

合の児童・生徒の姿を、観察可能な形で記述することに

されてきた個別化・個性化教育の指導原理を尊重する必

なる。また、理想的には、評価規準を達成状況ごとにレ

要がある。まず、児童・生徒の学習のスピードに配慮す

ベル分けする営みが、それに続く。そうして具体化され

べきであろう。つまり、もとの学級を２つに分割したり、

たものを、評価基準（判断の基準）と呼ぶ。

２学級を３コースに分けたりした場合、児童・生徒が自

なお、
「内容のまとまり」というのは、多くの場合は、

分のペースで学習に取り組めるように、それぞれのクラ

単元や題材を意味しよう。だから、本時の桁で評価規

スでは授業のスピードを変えるべきである。

準を詳細に用意する必要はない。

（3）教材や学習活動の多様化
少人数学習においてはさらに、教材や学習活動の多

（2）評価規準の運用
用意した評価規準の運用も、絶対評価が導入された

様化も期待される。換言すれば、少人数に分かれた後

コンセプトを踏まえて、慎重に進められるべきである。

のコース別等の学習に多様な教材や活動が準備され、

いくつかの留意点を示しておこう。

二重、三重に、個を生かす指導が繰り広げられること
が望まれよう。

まず、指導を十分にしないまま児童・生徒の学習成
果を評価することがあってはならない。一般に教師は、

その典型例たる、筆者が2004年度に見学した、彦根

課題を提示し、それに彼らが試行錯誤しながら取り組

市立稲枝中学校・数学科の実践を紹介しておこう。同

み、その後発表や議論を経て、解決への方針を彼らが

校では、単純分割による少人数指導に加えて、習熟度

共有するという過程を授業によく採用する。そして、

別指導にも着手している。例えば、第２学年の単元

この過程において、児童・生徒が試行錯誤を繰り広げ

「方程式の応用」では、「買い物・速度問題コース」（基

ている時だけが教師による評価場面として計画されて

礎コース）と「速度・割合コース」
（標準・発展コース）

いるケースも少なくはない。しかしそれでは、児童・

に学級を分割している。ある問題による形成的評価の

生徒は、教師からなんら解決への方針や手がかりを与

結果に基づき、生徒自らがどちらのコースを選択する

えられないで、すなわち指導を受けないで、評価され

かを決定する。

ることになる。

注目したいのは、それぞれのコースにおける指導と

学習成果の評価は、試行錯誤の際の活動のみならず、

評価の工夫である。基礎コースでは、問題数を限定し、

その後の類題や応用問題への取り組みも、そのターゲ

生徒が確実に理解できるように、きめ細かな指導が心

ットに含まねばならない。要するに、評価あっても指

がけられている。それは、個々の生徒に接近しやすい

導なしという状態にならないように、教師たちは注意

机のレイアウトなどに象徴される。そして標準・発展

しておかねばならない。

コースでは、授業の複線化も試みられている。担当す

２つは、教師と児童・生徒による評価規準の共有で

る教師たちは、ヒントカードを準備したり、プリント

ある。目標が満たされた状況に関する教師と児童・生

を複数枚用意したりして、「個に応じた指導」のいっそ

徒の理解を一致させるために、例えば、評価規準の原

うの充実を図っていた。

型を教師が作成し児童・生徒たちにそれを自分の言葉
に翻訳させるといった試みである。

４

評価規準の作成と運用−絶対評価（目標に準拠
した評価）の徹底に向けて−

そして、３つは、学び直し、再チャレンジの機会を
保障することである。絶対評価が「分かる授業」の成
立に寄与するためには、形成的評価とそれを踏まえた

確かな学力の育成が唱道されるのと軌を一にして、絶

深化・補充学習の適切な実施が不可欠であろう。

対評価（目標に準拠した評価）の考え方が指導要録にお

４つは、評価記録の集約である。単元や学期を単位

いて拡張され、それを踏まえた評価実践の計画と実施が

として、教師たちは、評価記録を集約しなければなら
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ない。観点別評価の結果を総合するのは、教師たちに

けではない。しかし、生徒たちは、それらの体験の蓄積

とって実に悩ましい作業である。単元を単位とする場

によって、ひとつのテーマに多様な教科から迫る可能性

合には、４つの評価の観点を平等に扱うのか、それと

を実感し、学際的思考とも呼びうる思考力を手にし始め

も重みづけを試みるのかを検討したり、重みづけの根

るに違いない。

拠を同定したりする作業に、彼らは従事することにな

第３に、各教科で培った能力を総合的な学習における
問題解決的な学習に役立てるという方針が考えられよう

ろう。

（超教科としての総合的な学習）。

５

教科学習と総合的な学習の連携

例えば、総合的な学習において地域環境の問題点を調
査し、その改善に向けた実践活動に児童・生徒が従事す

教科学習の目標と総合的な学習の時間のねらいの間に

る場合を想定してみよう。地域の動植物の生態について

は、いくつかの連続面がある。それは、図３のように示

の調査では、理科で培った実験・観察の技能・表現や科

される。

学的な思考が大いに役立とう。地域の環境マップを作成

第１に、教科学習に必要とされる基礎的な能力の育成

する場合には、社会科で獲得した観察・資料活用の技

を担う総合的な学習が存在する（汎教科としての総合的

能・表現が、そのベースになるに違いない。調査レポー

な学習）。これは、情報活用能力を育成するための基礎的

トにグラフを載せようと思えば、児童・生徒たちは算数

トレーニングに代表される。

科で習得した数量や図形についての表現・処理の能力を

例えば、コンピュータの操作方法とか、アプリケーシ

駆使せざるを得ないであろうし、環境保護を訴えるポス

ョンソフトの操作手順といった「機器操作スキル」は、

ターやWebページの制作活動では、図画工作科で育んだ

いずれの教科のねらいにも属さない。しかしそうしたス

発想や構想の能力、創造的な技能が十二分に発揮される

キルを児童・生徒が身につけていると、各教科における

こととなろう。

学習活動がスムーズに進む。様々な土地の暮らしをWeb

このように、教科と総合的な学習の連携の可能性は、

ページの情報に基づき探究するとか、コンピュータを用

幅広く考えることが望ましい。それによって、教科指導

いて立体の展開図を作成するといった学習活動を、児

に期待される確かな学力を総合的な学習の時間において

童・生徒がコンピュータに慣れ親しんでいれば、社会科

も、定着させたり、発展させたりすることができるから

や算数科の授業に導入できる。

だ。

超教科としての総合

必修教科

選択
教科

汎教科としての総合

教
科
横
断
と
し
て
の
総
合

６．放送番組の活用による学力向上
これまで述べてきたような学力向上を目指す取り組み
の要件は、放送番組の活用によって、満たしやすい。そ
れを、昨年度の大阪府守口市立橋波小学校（当時）の松
浦智史教諭の実践で確認してみよう。（７）
松浦教諭は、第６学年社会科の単元「豊臣秀吉」にお
いて、１）豊臣秀吉が織田信長から天下統一の意思を受

図3 教科と総合の関係

け継いだこと、それはやがて徳川家康に継承されること、
２）秀吉の政策には、太閤検地や刀狩などにより農民統

第２に、複数の教科を貫くテーマやトピックを設定し

制を進め、身分制度を整備するという独自性があること

て、教科学習を連結した総合的な学習がありうる。いわ

などを児童に思考・判断させようとした。そして、その

ゆる教科横断的な指導の展開である。

ための基幹教材として、彼は、 NHK学校放送第６学年社

例えば、福岡県のある中学校では、「国際理解」、とり

会科『にんげん日本史』
「豊臣秀吉」を児童に視聴させた。

わけアジア諸国の異文化を教科横断のテーマに据えて、

この番組は、教科書には載っていない、歴史のエピソー

気候と食文化の関係の追究（社会科・家庭科）、東アジア

ドを児童に提供してくれる。つまり、松浦教諭は、豊か

の国々の格技（体育科）、アジアの民族音楽の鑑賞（音楽

な情報源として、『にんげん日本史』を授業に導入した。

科）、アジアからの留学生との交流に必要とされる英会話

視聴後、松浦教諭は、イメージマップテストを実施し

コミュニケーションのスキル習得（英語科）などを実施

たが、「番組のあらすじ」などを活用して児童・生徒の思

している。それぞれは、相互に強い関係を築いているわ

考・判断を評価してみると、その結果、天下統一の流れ
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や秀吉の政策の独自性に関する児童の考え方には、個人
差があることが分かった。そこで、彼は、デジタル教材
を活かして２つの学習コースを準備し、児童にそれを選

コラム①

−学力向上と放送教育−

択させ、学習させることにした。１つは、再度番組を視
聴し、天下統一の流れや秀吉の政策を松浦教諭に解説し

川崎市総合教育センター

てもらう「補充学習」コースである。そして、もう１つ
は、『にんげん日本史』の「デジタル教材」を活用して、

井部

良一

発展的な内容、例えば秀吉の国内政策と国外政策の比較
検討などにたずさわる「発展学習」コースである。
通常、社会科の授業において、習熟度別指導を展開す

私は日々の授業実践の中で「導入」の場面を特に
大切に行ってきた。なぜなら、新しい学習に取り組

ることは不可能に等しい。いわゆる加配教師が用意され

むときに学習者の「興味・関心」を喚起し、「意欲」

ないからだ。松浦教諭は、「デジタル教材」の情報量やそ

を大きく膨らませることが、その後の取り組みの強

の内容の豊かさを利用し、それとのティームティーチン

い原動力となるからである。強い原動力に支えられ

グを試みたのである。教師と番組「デジタル教材」のパ

た学習活動は、広がりや深まりを生み、充実した達

ートナーシップによって、思考・判断が未成熟な児童に

成感のある取り組みにつながっていく。そして、多

対する「きめ細かな指導」、それがおおむね満足できる状

様な能力が育ち、学力の向上へとつながっていくと

態にある児童に対する「発展的な学習」が両立すること

考える。

となった。

「導入」での工夫はさまざまな方法で行ってきた。
具体物を扱う、模擬体験を行う、本や資料を活用す

注

る、視聴覚に訴える教材を用意する、時には教師自

（1）市川伸一『学ぶ意欲とスキルを育てる』小学館、
2004年

ろな方法のひとつとして「放送番組」が身近にあっ

（2）田中博之・木原俊行監修『豊かな学力の確かな育成
に向けて』ベネッセ教育総研、2004年
（3）安彦忠彦『カリキュラム開発で進める学校改革』明
治図書、2003年

た。教室のテレビからたくさんの教材、資料が流れ
てくる。使わない手は無いなと思っていた。
ある日、道徳の生命尊重を価値項目とした授業の
導入で、『みんな生きている』という命をテーマとし

（4）広島県竹原市立忠海中学校『平成15・16年度学力向
上フロンティアスクール

身のエピソードから入る、などなど。そんないろい

研究実践報告書』、同『学

習指導案集』、2003年
（5）文部科学省Webページの報道発表 「個に応じた指

た番組を視聴した。すばらしい番組でクラス全員が
15分間テレビ画面に吸いつけられた。誰も話もせず
水を打ったような静けさだった。番組が終わったと
き、クラスみんなが感動し、涙していた子もいた。

導に関する指導資料−発展的な学習や補充的な学習

その日は、私は一言も話をせずに道徳の時間を終え

の推進−」（http://www.mext.go.jp/a̲menu/shotou/

た。番組が訴えたこと以上の話ができなかったから

houdou/index.htm）から。

かもしれない。導入だけの展開の無い授業だった。

（6）山根俊喜「通知表・指導要録の課題−教育評価制度

しかし、子どもたち一人ひとりの心の中にはしっか

の歴史と現状をふまえて−」. 田中耕治編『新しい

りと生命尊重の心情が育っていたことは明らかだっ

教育評価の理論と方法』日本標準、2002年、pp.91-

た。時間はたった15分だけど、映像表現やストーリ

164

ー性が見る者の心をこれほどまでに揺さぶることが

（7）松浦智史「『ばんぐみ』再視聴で、時代の流れもバッ

できるという事実に驚いた。それ以後、放送番組を

チリ！−第６学年社会科『にんげん日本史』」．全国

導入にし、番組からの感動をもとに学習を組み立て、

放送教育研究会連盟・教育放送番組デジタル化対応

今でも忘れられないいくつかの授業実践が生まれた。

ミレニアムプロジェクト委員会編『'04教育放送番組

いつの間にか放送番組が頼りになるパートナーにな

デジタル化対応ミレニアムプロジェクト実践研究報

っていた。

告書』
、2005年、pp.36-37

学力向上の大切な要素である「学習意欲」を育む
手立てとして、放送教育はいつの時代も効果的な方
法であると感じている。

6

とは」と題して、大阪市立大学大学院助教授の木原俊行
先生より、私たちが現場で直面している「学力低下」の
問題や、子どもたちに身に付けさせたい「学力」とは何

今年度の取り組み

か、
『豊かな学力の３層構造』についてご講演いただいた。
そして、放送教育と学力向上の接点を実践的に開拓し、
その意義や可能性を追求していく方向性を、メンバーと

｢放送学習｣による学力向上プロジェクト委員会
委員長

竹下

共通理解し、研究をスタートさせたのである。

佳余
研究の内容

放送学習による学力向上プロジェクトの発足

（1）実施期間
平成17年４月１日〜平成18年３月31日

教育の情報化に伴い、「ミレニアムプロジェクト」完成
の年を迎えた今年度、学校におけるインターネット環境
や校内LANの設備も着々と整いつつある。そのような中、

（2）場所
NHK放送センターを中心に全国の委員の在籍校
（3）委員の構成

デジタル化・ネットワーク化に対応する放送学習の在り

全国の幼稚園、小学校、中学校、高等学校、盲ろう

方についても関心が高まっている。

養の５校種の教員

全放連ではこうした流れを受け、平成12年度より、
「教育放送番組デジタル化対応ミレニアムプロジェクト委
員会」を設立し、デジタル教材の可能性を求めて、教育
放送番組とデジタル教材の複合利用について実践的に研
究を進め、それらの教育的効果や実践の成果を様々な形
で発表してきた。
本年度は、こうした５年間の研究の成果を継承しつつ、
新たに研究プロジェクトをスタートさせることになった。
ここ数年、「伝統的な放送教育」と「新しい放送教育」と
いう２つの視点で放送教育の在り方が論議されているこ
とや、38番組のデジタル教材が揃い、サーバー型放送に
向けて番組のコンセプトや構成にも変化が見られる現状
を踏まえ、放送番組とデジタル教材の果たす役割を今一
度整理し検討したいと考えた。

NHK番組制作局学校教育番組制作者
（専任講師）大阪市立大学大学院助教授

木原俊行

（4）研究の概要
①豊かな学力の向上に向けて、放送番組とデジタル教
材の果たす役割を明らかにする。
②豊かな学力の向上を実現する「学校放送番組の活用
モデル」を、日々の実践を通して蓄積する。
③評価方法やデータの蓄積方法を検討し、学力向上に
ついて科学的に検証する。
④研究ネットワークの拡大を促進し、その充実を図り、
普及・促進の仕方を考える。
（5）研究の足跡
○委員会・研究会を毎月１回行う。（毎月第１木曜日
を定例とする）

放送番組の特性を生かして、「豊かな感性をはぐくむ」
「学ぶ意欲を喚起する」「学びの基礎力を培う」など豊か

第一期（研究内容検討、年間指導計画作成）

な学力の向上を目指す授業を創造すること。子どもの変

４月：発足準備会。

16年度研究報告書発送。

容を通してその成果を科学的に分析・検証すること。

５月：発足、研究方針・内容の検討、年間指導計画作

個々の実践を「活用モデル」として蓄積すること。この

成（豊かな学力）。

３点を柱として研究を進め、実践やその成果を「全国大

研修会「豊かな学力とは」

会」などの場で報告し、放送教育の普及・促進を積極的

講師

に努めたいと考える。

「放送学習で育成したい力」「番組・デジタル教

大阪市立大学大学院助教授

木原俊行

また、前述した「教育放送番組デジタル化対応ミレニ

材の役割」について整理し、各自「放送番組を

アムプロジェクト」で培った「実践研究のネットワーク」

活用した学力向上実践プラン」を立て、日常的

や「情報発信の機能」の充実を図り、具体的には全放連

に実践を図る。

のメーリングリストやホームページを活用し、日本全国

６月：研究授業①

の実践者と交流を図っていくことも本プロジェクトのね

７月：評価方法やデータの蓄積方法を検討。

らいである。

８月：デジプロ夏季特別研修

研究のスタートである今年度は、５月に「豊かな学力

５年算数『わかる算数５年生』

１学期の実践を検討。
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授業研究の内容を基に、全国大会の準備。
リーフレット作成の計画・分担。

（2）授業研究を通して
子どもの実態から、「放送学習によって身に付けさせた
い力」を焦点化し、その「身に付けさせたい力」を確実

第二期（授業実践、放送教育研究会全国大会等参加）
９月：全国大会発表に向けての検討

に育むことのできる「放送学習」の在り方をこの２つの
授業を通して研究した。番組をどの場面でどのように活

・実践研究交流会での提案内容

用したことが、学力の向上につながったか、それぞれの

・リーフレットの内容の検討

授業の成果は、後述の実践報告を参照されたい。

10月：放送教育研究会全国大会への提案検討

①６月28日

・実践研究交流会での提案内容

授業者

リーフレットの発行

利用番組

11月：全日本教育工学研究協議会全国大会での発表
研究授業②

２年国語『はじめてのこくご

佐藤

拓

５年算数『わかる算数５年生』
「四角形がわかる」
＊「川崎市立小学校情報教育研究会」のメンバーも授

ことばぁ』
12月：活用実践の整理

川崎市立稲田小学校

普及・促進の方向性の検討

業研究会に加わってもらい、①時間を充分に保障し、
一人一人が主体的に思考して問題解決を図るために、

第三期（研究のまとめ、紀要作成）

「丸ごと視聴」は、有効であったか。②四角形の構成

１月：研究のまとめ、報告書執筆

要素をとらえさせるのに、視聴後の展開（発展問題）

２月：報告書完成、研究報告会

は有効であったか。等を協議した。
②11月29日

本年度の研究の成果と課題

授業者

横浜市立上大岡小学校

金子

実

利用番組
（1）研究の方向性の検討
前身「教育放送教番組デジタル化対応ミレニアムプロ

２年国語

「はじめてのこくご

ことばぁ」

『そうだ！これだ！』

ジェクト」では、教育放送番組とデジタル教材を複合利

＊研究協議会では、制作者、横浜市研究会の先生にも

用することの意義や可能性について実践的に検証し、そ

加わってもらいグループを編成し、ワークショップ

の成果を全国に発信してきた。具体的には、年２回の授

を行った。内容は、前半は、①学力（話す・聞く）

業研究会を行い、放送教育研究会全国大会で実践報告と

の向上

して発表した。さらに、メンバーの実践を集めたリーフ

と評価方法の３つの視点で「授業の感想」を整理し

レットを作成し、大会参加者に広く広報した。また、

交流を図る。後半は、「国語教育における放送番組の

2004年度には、日本教育メディア学会、全日本教育工学

役割」というテーマで、①こんな学力向上が図れる

研究協議会全国大会等で、本研究会の意義や実践発表を

②手立て・留意点

行うに至った。また、研究方法として特筆すべきは、メ

意見交換を行った。「国語教育」に果たす放送学習の

ーリングリストを活用した地方メンバーとのコミュニケ

意義を多面的に議論することができ、ワークショッ

ーションであった。定例会は首都圏で行ったが、研究会

プ形式の協議会は有意義であった。

事前の提案や実践報告はメーリングリスト上で行い、年
度終わりに作成した報告書には、地方のメンバーからの

②個に応じた指導（発展問題）③評価規準

③評価規準・評価方法について

（3）リーフレットの作成
本プロジェクトのメンバーは、「豊かな学力」の中のど

リポートも多数寄せられた。これらの研究活動を通して、

んな力に焦点を当て、日々の「放送学習」に取り組んで

番組の性格を的確にとらえ、育てたい力に合わせて教育

いくかを定め、実践への具体的なビジョンを描き、日々

放送番組とデジタル教材を多様に組み合わせて活用する

実践してきた。その中より５つの実践〔「学びの基礎力」

ことの重要性を明らかにすることができた。

を重点にした実践が１、「確かな学力」を重点にした実践

新しく発足する研究プロジェクトにおいては、これら

が３、「生きる力」を重点にした実践１〕をリーフレット

の研究の成果を継承し、「学力低下」という今日的課題も

の形にまとめて発行し、放送教育研究会全国大会で広報

踏まえつつ、放送教育と学力向上の接点を実践的に開拓

することができた。

することを目的に、「放送学習」の在り方について、研究
を進めていくことにした。

（4）全国大会への取り組み
平成17年10月28日・29日に行われた放送教育研究会全
国大会の実践研究交流会（国立オリンピック記念青少年
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総合センター会場）にて、テーマ「基礎・基本」のもと、
５年算数番組『わかる算数５年生』を活用した実践報告
を行った。これは、前述の６月の授業研究①で明らかに

コラム②

学力向上と放送教育

なったことを報告したものである。詳しくは本報告書

熊本市立飽田東小学校

佐藤実践を参照されたい。

前田

（5）全国教育工学研究協議会全国大会での発表

康裕

研究の成果の一端を大阪府枚方市立五常小学校 松浦智
史が発表した。
研究テーマ

NHKの『にんげん日本史』は、人気の高い番組だ。
『学校放送番組と関連Webによる「個に

応じた指導」の実現〜小学校５年生社会科の単元「これ
からの食料生産」を事例として〜』
利用番組

５年社会科

『日本とことん見聞録』

（6）「学力向上のためのチェックリスト」の作成

特に面白いのは動画クリップの存在である。その動
画クリップを使った授業例を紹介する。
縄文・弥生の文化を学習しているときに「縄文人
と弥生人が戦ったら、どちらが勝つでしょう？」と
発問したことがある。

（4）で述べた、放送教育研究会全国大会の実践研究

私のクラスには「必ず自分の意見を決める」「その

交流会「基礎・基本」分科会は、木原俊行先生のコーデ

根拠を資料集から指摘する」という学習のルールが

ィネートで、提案者の発表を題材に参加型協議会が行わ

あった。子どもたちは、資料集を見ながらしばらく

れた。その際、参会者に自己の実践を振り返ってもらう

考えた後、次々に意見を言い合った。

ための指標として「番組活用のアイデア集」を用意した。

「縄文人が狩りの生活をしているので武器を使うのが

そしてその後、アイデア集の項目をプロジェクトのメ

うまいが、弥生人は農耕生活をしているので武器を

ンバーで再度検討し、「放送番組活用による豊かな学力の
育成

使うのは下手なのではないか。」

〜こんな力を育てませんか〜」を作成した。詳し

「資料集の○ページには、『武器の発達』が載ってい

くは、本報告書「放送番組活用による豊かな学力の育成

る。弥生人は新しい武器を開発しているのではない

〜こんな力を育てませんか〜」のページを参照されたい。

か。」
狩猟生活をしていたという理由で縄文派の子ども

今後の課題

たちが優勢である。

・子どもの実態を的確にとらえ、『豊かな学力』の構成要

弥生人」を見せた。弥生人の圧勝である。弥生派の

素「学びの基礎力」「確かな学力」「生きる力」のどこ

子どもたちが歓声を上げる。「道具をつくる技術の発

に焦点を当てた実践なのかを明確にする。その上で、

達」「集団行動による戦法」といった解説に子どもた

盛り上がったところで、動画クリップ「縄文人VS

「身に付けさせたい力」を具体化し、それを「学力向上」
の評価の観点として常に意識して実践する。

ちは納得していた。
この授業では「縄文人と弥生人の戦い」が大切な

・ストーリー性や映像の情意性といった他のメディアに

のではなく、「戦うことを想定する」ことにより、

はない放送番組の特長を生かし、「豊かな感性をはぐく

「双方の違いを明らかにする」ことをねらっている。

む」「学ぶ意欲を喚起する」「思考・判断のモデルを獲

その話し合いの中で子どもたちは資料活用の能力を

得する」などの多様な授業実践を蓄積し、放送学習が

も高めていく。

豊かな学力向上に果たす役割を整理する。

もし、発問せずに、いきなり動画クリップを見せ

・子どもの変容を感覚的なものでなく、できるだけ数値

たらどうだろう。子どもたちは何も考えないので学

化してデータとして蓄積するために、子どもの見取り

習は成立しない。また、発問を出したとしても、「必

の方法を授業展開とともに検討していく。

ず自分の意見を決める」「その根拠を資料集から指摘

・教科のねらいと番組活用のねらいの整合性をより深く
追究し、その成果を積極的に発表する。
・研修のテーマや方法を工夫し、異校種や地方の実践者
との交流の機会を増やしたり、研究内容の質を高めた
りするように努める。

する」という学習のルールが存在しなければ、一部
の子どもたちが自分の知識だけで意見を交わすよう
な授業になるだろう。
時折、
「放送による教育は、子どもを受け身にする」
などといった批判を聞くことがある。そんなことは
ない。授業での「使い方」がまずいのだ。放送教育
を活かすも殺すも授業設計次第なのである。
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授業研究①

算数科における数学的な考え方を高める一実践
〜NHK学校放送番組『わかる算数５年生』とデジタル教材の活用を通して〜
川崎市立稲田小学校

Ⅰ

佐藤

拓

を平行という観点で分類していく過程を示している。番

実践の概要

組が子どもたちに数学的な思考のモデルを与えてくれる
ことを期待している。

①ねらい（子どもの実態とつけたい学力）
子どもにとって算数の授業がおもしろい！と感じるの
は、学びの内容が理解でき、わかった時である。具体的

③継続視聴で育てる力

には自分の答えがあっていたとか、自分の考えが友達と

算数のねらいの４観点に従って、年間20本をどのねら

同じだったとか、認められた時である。つまり、一人ひ

いにあてはめて利用するかを考えていった。今回の実践

とりの考えが授業に生かされ、練り上げられながら、

では、子どもの数学的な考え方を高めるために、いろい

個々の考えが高められていくことが大切である。

ろな考えがもてるような取り組みを行ったが、回によっ

本学級の児童は、計算問題には集中して取り組むが、
文章問題などで自分で立式し、答えを導くことが苦手で

ては知識理解の定着を図ることや、関心意欲を高めるた
めに利用した。

ある。そこで、本実践においては、児童が問題意識を持
ち、問題に対する見通しを立てて立式していける数学的

Ⅱ

実践報告

な考え方を身につけるようにしていきたいと考えた。
①授業プラン
・単元名：小学校５年生

②番組利用について

算数

四角形

『わかる算数５年生』は、視聴する子どもたちが、同

・単元の目標：台形、平行四辺形、ひし形について理解

世代の子どもたちの学ぶ姿を通して理解を深める番組で

する。また、これらの四角形の対角線の

ある。様々な問題に意欲的に取り組む姿、また多様な問

性質について調べる。

題解決の場面に触れることで、算数の面白さや楽しさを

台形、平行四辺形、ひし形を作ったりか

味わうことができるようになっている。今回の「四角形

いたりできる。

がわかる」では、あるなしクイズという形式で、四角形
小単元

ねらい

・指導計画（10時間）
学習活動

評価の観点

●ドット図を利用して四角形を作 ●できるだけたくさんの四角形を 【関】ドット図を用いた四角形の
ることができる。
●四角形をいろいろな観点で仲間
分けすることができる。

作ろうという意欲をもって四角 構成や、できた四角形の特徴に興
形を作る。

味をもつ。

●作った四角形を仲間分けする方
法を考える。

●辺の平行関係や対角線に着目し ●番組視聴から、平行な辺の数や 【考】図形の仲間分けの観点を列
いろいろな

て、四角形の特徴を考える。

対角線に着目して四角形を仲間 挙し、四角形の特徴を考えること
わけすることを知る。

四角形

ができる。

●いろいろな四角形を観点にそっ
て仲間わけする。

３時間

※補充学習としてのデジタル教材の活用（家庭学習や放課後など）
●分類した四角形の仲間の名前を ●できた四角形の仲間の名前をつ 【知】台形、平行四辺形、ひし形
つける。
●台形、平行四辺形、ひし形の意
味と性質を知る。

けながら、それぞれの特徴や性 の意味や辺、角の性質がわかる。
質について考える。
●観点によって分け方が違うこと
を知る。
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小単元

ねらい
●台形の作図をする。

学習活動

評価の観点

●仲間分けした四角形で平行な辺 【考】台形、平行四辺形、ひし形

●平行四辺形の作図をする。

を１組持つ四角形について考 の書き方を、定義や性質をもとに

●ひし形の作図をする。

え、その作図をする。

考えることができる。

●仲間分けした四角形で平行な辺 【表】分度器や三角定規を使って、

四角形の

を２組持つ四角形について考 それぞれ作図ができる。

かき方

え、その作図をする。
●仲間分けした四角形で平行な辺

３時間

を２組持ち、４辺の長さが等し
い四角形について考え、その作
図をする。
四角形の
対角線

●対角線の意味を知る。
●いろいろな四角形の対角線の特
徴を理解する。

●四角形を対角線の交わり方で仲 【知】四角形の対角線の意味や、
間分けする方法について考える。 長さ、交わり方がわかる｡
●平行四辺形、ひし形、長方形、
正方形の対角線を調べ、その特

２時間

徴を生かして作図する。
●既習事項の理解を深める。
まとめ練習

●既習事項の確かめをする。

●台形、平行四辺形、ひし形の定
義や性質をまとめる。
●それぞれの作図をする。
●四角形を名前や性質で分類す

２時間

る。
●対角線から四角形を見分ける。

②学習の流れ
段階

学習活動（子どもの反応）
１．「四角形がわかる」を視聴して、いろいろな

番組視聴
（15）

四角形の特徴を考えよう。
・自分の書いた四角形の特徴は？
・これとこれは似ている（仲間）かな？
２．番組視聴から、どのような四角形の特徴をも
とに仲間わけをしていたか考えよう。
・平行が何組あるかで仲間わけをしていたよ。

番組の振り

・平行かどうか確かめていたね。

教師の支援

◆評価

・前時で書いた自分の四角形の特徴を考えていく
ために、番組視聴することをおさえる。
・番組と同じ四角形を準備し、手元で操作活動が
できるようにする。
・番組内で、四角形をどのような観点で仲間わけ
していたかをおさえるような話し合いにしてい
く。
・向かい合う辺の関係（平行）、隣どうしの辺の関

返りと押さえ ・全部で３つに仲間わけをしていたよ。

係（垂直）、4 辺の関係（長さが同じ）といった

・最後の問題のあるなしはなんだろう？

観点をもって仲間わけをしていたことに気づか

・平行じゃない仲間わけはあるかな？

せる。
（児童の反応により適宜観点を変えていく）

（8）

・最後の問題については、答えでなく四角形の特
徴を考える観点として考えるように指導する。
３．あるなしクイズを作り、四角形の特徴を考え
よう。
・番組にでてきた四角形を使って「あるなしクイ
算数的活動
（17）

ズ」を作ってみよう。
・自分は平行が１つ（2 つ）ある四角形を集めて
仲間わけをしたよ。
・自分が作った四角形も入れてクイズを作ってみ
たよ。

・辺の平行や垂直に着目して仲間わけをするよう
に支援する。
・仲間わけの方法は、以下のようなものが予想さ
れる。
L1: 平行のあるなしクイズを作る（番組の図形を使
って）
L2: 平行のあるなしクイズを作る（自作の図形も取
り入れて）
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段階

学習活動（子どもの反応）

教師の支援

・最後の問題のあるなしは…自分が作った四角形

◆評価

L3: 平行以外の観点であるなしクイズを作る。（番

も取り入れて、クイズの答えを考えたよ。

組の最後の問題から）

・もっと難しいクイズも考えられないかな。

L4: 平行も含めた２つの観点であるなしクイズを作
る。（垂直、対角線など）

算数的活動

・個人活動だが、必要に応じて隣同士やグループ

（17）

の形態をとる。
◆四角形の仲間わけを通して、辺の平行や対角線
など、四角形の特徴を考えることができたか。
４．友達からどんな四角形の仲間わけをしたか聞
まとめ
（5）

・友達の発表を聞き、それが平行や対角線に着目
した四角形の仲間わけになっているか考える

き、四角形の特徴を考えよう。

（クイズの④を当てはめて）

・いろいろな仲間わけがあるね。
・どの四角形も辺の平行や垂直によって仲間わけ

・次時に台形、平行四辺形といった定義をしてい
くので、その前段として自分で名前考えるとい

ができるんだね。

うことも大切であることを知らせる。

・名前をつけるのもわかりやすいね。

③子どもの変容
（Ａ児について）
事前の20の四角形の仲間分けでは、図形名や構成要
素で仲間分けをするなど、図形に興味が高い児童であ

・本時の授業では、投げかけ、見終わった後の押さえが
足りず、活動が流れてしまった。一人一人のレベルに
合った活動をどう保証し、その支援をどうするかそれ
がどこまでできるかが課題であった。

る。あるなしクイズの仲間分けでは、番組の内容を理

・算数だったので、個人ベースで作業をさせようとした

解し、平行での仲間分けや最後の問題にでてきた対角

が、個人差があることから、番組と同じことをするだ

線に注目して仲間分けを行った。授業後には、発展的

けでいっぱいであり、個別支援が難しかった。これか

な問題に取り組ませて、同じような問題作りを行った

らの支援のありかたを、発展的な学習も含めて考えて

りしてきた。

いきたい。

（Ｂ児について）
事前の20の四角形の仲間分けでは、「○○型」とい
った図形をイメージで仲間分けをしていた児童である。

・番組は、分断・部分視聴など様々な活用の仕方がある
が今回は丸ごとで使われた。
・最近は分断的な活用もあるが、番組の目的をしっかり

あるなしクイズの仲間分けでは、平行による仲間分け

つかむことを考えて、丸ごと視聴をした。視ることで

を行ったが、あるなし両方に平行があるというように、

思考を作っているので、分断することによる混乱も考

番組の内容を正しく理解することができていなかった。

えられるところから丸ごと視聴とした。

そこでデジタル教材の「やってみよう」に取り組ませ、

・丸ごとについては、教師のねらいとのかかわりで、子

番組と同じようなクイズ作りに取り組ませた。その後、

どもたちが番組をみることで、算数に対する思いを深

平行四辺形と台形の作図では、図形の構成要素を正し

めていってほしいという願いがある。視聴方法がポイ

く理解して、正しくかくことができていた。

ントであった。子どもたちのポイントを明確にさせ、

（全児童について）

作ったものを使うことで、番組の再構成ができたので

実践前は、ある児童の発言で授業が流れ、自分で考
えようとする姿勢が少なかった。番組を視聴すること

はないか。
・その番組で何を求めているかでみせ方はいろいろあっ

で、様々な意見がでるようになり、一人ひとりが考え

てよいのではないか。視聴後の活動の計画によって、

をもち、また意欲を持続させて学習課題に取り組む姿

丸ごと視聴や分断視聴があるのではないか。今日のよ

勢が見られるようになった。

うに思考や深く考える時には、丸ごとみて、思ったこ
とを出させるとよい。今日は、もっと意見を言わせて

④協議会記録

話し合ってまとめていかなければいけないのではない

・丸ごと15分間みた後の活動が難しい。

か。

・デジタル教材の活用もしたが、活用した教材が番組と
Web上では色が違った。
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・グループ活動のほうが思考の練り上げがあってよかっ
たのではないか。

・どちらでもよいと思う。番組をみて、クイズづくりに
なった。どこの視点でクイズ作りをしたのかの確認を
してから次回はクイズづくりをした方がよかったので

コラム③

ぬくもりのある放送教育

はないか。

Ⅲ

実践を終えて

薩摩川内市立鳥丸小学校
戸川

洋二郎

①成果
『わかる算数５年生』の番組は、子どもが自分の学び

山あいの複式小規模校である本校に赴任した当初、

方を振り返り、意欲的に授業に参加することを促すこと

間接指導時（教師が他学年を指導中のため、直接指

に効果があった。とかく算数の苦手な子どもは、自分で

導できない）の穴埋めに放送番組を使おうと考えて

考えることが苦手で、またどのように考えたらよいかわ

いた時期があった。学習のねらいに到達すべく活用

からないことが多い。この点において、番組を視聴する

しようというのだから問題はないはずだが、どうも

ことにより、様々な考え方があることを知り、似たよう

しっくりこない。１単位時間のなかで２学年を交互

な考え方を学び、自分のものとすることができるように

に教える複式学級においては、間接指導時の視聴覚

なった。また、最後の発展的な問題に取り組むことによ

機器の活用は定番だ。しかしこれでいいのかと、ず

り、より高度な考え方や学びの意欲をもつ子どもの姿が

っとひっかかっていた。

見られるようになってきた。

とある研究会の席上、放送番組を活用した授業プ
ランに対して、講師の先生が「そこには、番組への

②課題

思いが感じられませんね」と、コメントを寄せられ

デジタル教材は教師向けのものが多く、児童が直接使

たことがあった。「長年番組を使っていると、愛情も

えるものが少ない。今後、練習や発展的な問題が充実し

湧くかもしれませんよ」と。なるほど、私が間接指

てくれば、視聴後の活動や個別学習に対応できるように

導時に行おうとしていたプランには、番組への思い

なってくるであろう。そうすることで番組の利用や授業
の展開がより多様化されるようになってくると考える。

（愛情）が足りなかった。
私たちが放送番組を活用するのはなぜだろう。単

算数という教科は、最後は子ども一人ひとりの理解や

なる知識教授だけなら、他にもっと効率的な方法が

進度にあわせた教材を準備し、提供していくことが大切

あるだろう。でもそれでは味気ない。ぬくもりのあ

である。番組で学ぶこと、デジタル教材で学ぶことを整

る授業をしたいものだ。

理しながら、より児童が興味をもって意欲的に学習して
いけるような授業を展開していきたい。

改めて番組を見つめ直してみる。ユニークな番組
キャラクター、テンポのよい音楽、系統立てられた
番組構成や年間のシリーズ性、または制作者たちの
思い、そこには無機質な雰囲気はない。番組からの
メッセージが芳醇に漂ってくる。
そんなことを思い、限られた直接指導の時間に、
どうやって番組視聴を組み込み、子どもたちと一緒
に番組を楽しみながら授業が展開できるかと、試行
錯誤中である。放送番組への「愛情」を抱き、ぬく
もりのある放送教育を行えるように。
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授業研究②

ことばぁで、いきいきわくわく、お話し大好き
〜第2学年 国語『はじめてのこくご ことばぁ』〜
横浜市立上大岡小学校

Ⅰ

実践の概要

金子

実

ついて、自分の気がついたことの中から相手にとって必
要な事柄を選んで伝えるという要素がある。

１．ねらい

そこで、自由に気がついたことを発表するだけでなく、

本学級の子どもたちは入学

様々な特徴をつかんで、話す事柄を探すといった活動を

時より、朝の会などで話をす

取り入れることで、伝えるためのポイントを見つけなが

る機会があったことから、話

ら自分の考えを相手に伝えるといった学習につなげて行

好きである。音読も明瞭な声

きたいと考えた。

でしっかりとできている子が

今回の指導計画や授業展開を考えるにあたり、番組

多い。声の質がよいので、毎朝発声練習と季節の歌を一

Webを参照した。先生のページの中にワークショップが

曲歌っている。

あり、そこに活用ヒントや指導のポイントが載せられて

そんな子どもたちの願いは、「話を上手に楽しく聞ける

いた。また、授業で使うカードもここで手に入れること

ようになりたい」「もっと話し上手になりたい」というこ

ができた。番組と合わせて授業計画をたてる際に大きな

とである。確かに毎日のスピーチを聞いてみても、話が

助けとなった。

しっかりはっきりできている反面、話す方は好きだが、
聞くことが長続きしない時がある。また個人差も大きい。

３．継続視聴で育てる力

そこでこの番組を活用して様々なコミュニケーション

この番組は、先にも述べたように、コミュニケーショ

能力のスキルを向上することで、国語の学習から日常生

ンに必要な様々な要素を整理してゲーム化し、楽しみな

活に至るまでの言葉についての関心を高めることと合わ

がらスキルの向上ができるように組まれている。そこで、

せて話し上手・聞き上手になることをめざした。

子どもたちの話す、聞くについてのスキルアップをはか
り、言語に対しての関心を高め、感覚を磨くために継続

２．番組利用について
この番組は、学校という社会で集団生活を始めたばか

視聴をすることにした。これは視聴ごとに取り組むこと
が学びの基礎として培われていくことを期待している。

りの子どもたちに必要なオーラルコミュニケーション能

そしてこれを日常化することで、学びを確かなものにし

力を、楽しみながら向上させることをねらいとしている。

ていきたいと考えている。特にぽかぽかダンスは体を動

そのためコミュニケーションのスキル向上のため「こと

かすことで、心の開放と言葉の持つ響を体で感じとった

ば」「こころ」「からだ」などに対して、多角的にアプロ

り表したりすることができるので、この部分だけは毎朝

ーチされた構成となっている。

視聴することにした。

その内容は

育てたい観点は、以下の通りである。

（1）心を広げる体操「ぽかぽかダンス」

・相手意識をもって話したり聞いたりしようとする。
（関心・意欲）

（2）コミュニケーション能力を向上させるためのスキル
（3）話の専門家によるお話や朗読

・言葉がもつ響を楽しんで体で表現しようとする。
（関心・意欲）

（4）子どものスピーチ「ぼくのわたしの宝物」
である。
今回利用した「そうだ！これだ！」は、自分が選んだ
鳥の特徴をどう伝えれば、相手にわかってもらえるかを
考えながら話すというものである。
国語の教科書の中に「すすんで話したり聞いたりしよ
う」という学習がある。この学習では、自由に切り取っ
た紙が何に見えるかを当てっこすることで、自分の考え
を相手に伝えるというものである。その際に形の特徴に
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・言葉がもつ意味を考えながら適切に使うことができ
る。

（言語についての知識・理解・技能）

・話し手の思いを感じ取りながら、話しを聞くことが
できる。

（言語についての知識・理解・技能）

・様々な場面場面に合った言葉で話したり聞き返した
りすることができる。
（言語についての知識・理解・技能）

Ⅱ

なされてきて子どもたちが番

実践報告

組を大変気に入っていること
が十分うかがえた。

１．授業プラン
（1）単元名

小学校２年生

国語

すすんで話したり聞いたりしよう
〜何に見えるかな〜

その後、自分たちも「ピー
ちゃんをさがして」ゲームを
行うことを伝え番組に出てき
たカードと同じものをホワイトボードに貼った。すると、

（2）単元の目標
（関心・意欲・態度）

子どもたちの意欲はピークに達した。（番組に出てきた鳥

・絵の見え方について、友だちとのやりとりを楽し

の絵は番組Webから取り出せる。
）
その後、学級を６人ほどの

む。
（話す・聞く力）

５つのグループに分け、１グ

・「何に見える」「なぜ、そう見える」という話題

ループごとに交代で前に出て

に沿って話し合う。
（3）指導計画（５時間）

話し合いヒントを出し、それ
に対して他のグループが相談

①逃げた鳥をつかまえろゲームをする。
（本時①）

して解答カードに書き、鳥を

②逃げた動物をつかまえろゲームをする。(本時②)

当てていく形をとった。どういうことをヒントとして出

③何に見えるか思いついたことを話し合う。

すか話し合っていたが、なかなか決まらず、回答側にと

④グループで、「何に見えるかなゲーム」をする。

っては待ちきれない様子がみられた。

⑤クラスで「何に見えるかなゲーム」をする。

鳥カードの場合で言うと、「くちばしの形」「羽の色」
「鶏冠の形・色」「足の向き」「水掻きのあるなし」「尾の
形・色」「首の長さ」など比較する要素が多く、どれを取

（4）学習の流れ

り上げるかという話し合いに時間を要した。

（４校時目）
１．番組を視聴する。
２．番組のふり返りをして、ゲームの約束を確認

５校時には、発展として番
組と同様の小集団で他の動物
絵カード（パンダ・たぬき・

する。

犬）の絵さがしゲームを行っ
にげたとりを

つかまえよう

た。そのために、やり方ばか

３．約束に合わせて、鳥探しを始める。

りでなくヒントの選定や投げ

４．学習のふり返りをする。

かけ方の「話型」の確認をした。
具体的には、他の動物カードを示して、３人一組でゲ

（５校時目）

ームをした。冒頭の学習問題の確認として「前回のゲー

１．前回のゲームのやり方を元に、相手が早く当て

ムのやり方を元に、相手が早く当てられる言い方を考え

られる言い方を考える。

る」
「大切なことをできるだけ１回で言う」と投げかけた。
つまり、回答側が一度で答えられるよう「特定するため

友だちが早くわかるように話して
にげたどうぶつをつかまえよう
２．工夫したルールを確認する。

の要素をなるべく多く一度に伝えよう」というものであ
る。
「質問されなくても当ててもらえる話し方を工夫する」こ

３．約束に合わせて、動物探しを始める。

とで、ヒントを伝えるときの「羽の色が緑」「足に水掻き

４．学習のふり返りをする。

がついている」などの単発的な表現で果たして「話す」
鍛錬の場と言えるだろうかと事前研で話し合っていたこ

２．当日の学習の流れ（当日の授業記録より）

とを受けてのことである。ここでは「どうぶつあてっこ

まず「そうだ！これだ！」を冒

カード」を使っていた。２人で何回尋ねたかも記録し、

頭に０分スタートで視聴した。

一方が尋ねた場合でも２人の両方に回数を記入すること

タイトル曲や「ぽかぽかダンス」

など、予想される事例も挟みながらルールの説明をした。

を思いっきり元気よく歌い踊る

始まったところでやり方が浸透していないことに担任

様子から、ここまで継続視聴が

が気づいたので、一旦活動を中断させ、一グループで一
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回模擬的にやって見せた。女子児童で一対一で行ってい
た所に目を止めると、そこではなお、単問で続けていた。
「耳の形が三角です。」などと言うと、解答者は正解とな
る動物へとなるべく絞り込むために問いかける内容をよ
く吟味していた。「それはおなかが白ですか」「いえ違い
ます」「つぎのヒントを言います」このやりとりが「番組

・５時間目のゲームでは授業者が各グループを回りき
れることではないから、どうやって評価をするのか。
４時間目は国語として５時間目は学級活動とした方
が楽だったのではないか。
・（国語という）教科であるので「ワークシート」を
難しくしてしまったのではないか。

をなぞる」形での『話す・聞く』場面であろうと考えた。
ワークショップ２「国語教育における放送の役割」
３．子どもの様子

〜『ことばぁ』で付ける学力虎の巻〜

４校時の学習では、鳥のカード１種類だけだったこと

・番組の可能性として、コミュニケーションの楽しさ

や特徴のとらえ方を番組の中でおこなったため、ゲーム

が日常につながることで言語力となっていくのでは

のルールを知り、やりかたに慣れるという点ではわかり

ないか。

やすかったようで、活動によく取り組んでいた。
５校時には動物の種類がふえ、特徴をつかめているの
が出題者だけであったことから、説明する側は早くわか

・番組をなぞることで、視点を決めて話したり論理的に
説明したりする『話す・聞く』のスキルアップが可能
なのではないか。

ってもらえるように特徴をつかんで説明し、探す側はま

・番組によって、子どもたちは意欲をもって学習に取

ず特徴の違いをつかみながら相手の話を聞かないと探す

り組んでいた。番組Webからの利用でだれにでも活用

ことができないため、聞くことに集中していた。

できることが再確認できた。

ふり返りカードを見ても、「もっとやりたい」「もう一

・どのような言語の力にむすびつけていくかが課題で

度やりたい」と記し、ゲームをしながら話す・聞くの楽

はないか。話し方や語彙力、話しの順序性などが含

しさを実感できたようである。また、自己評価での「上

まれる。今日の場合は、相手意識や目的意識をどう

手に話せたか」「上手に聞けたか」については、意識して

入れるか。ゲームではなく、人を紹介したりものを

取り組んだ児童は「次はもう少し質問をしたい」「１回で

紹介したりすることもできたのではないか。

わかってよかった」といった具体的理由をあげてふりか
えることができていた。
４．協議会記録
ワークショップ１「今回の授業について」
・話すことに焦点をあてて授業していたのがとてもよ
かった。楽しく学習ができていた。
・教材の利用が図られていて、一人ひとりの児童に浸
透していた。
・ゲームそのものの特性が今日の学習に果たして良かっ
たのか。
・もっと話すことに絞って『書く』ということがなく

・３年生への見通しをもった活動につなげられるよう
に位置づけをしっかりしたい。
５．講評（大阪市立大学大学院助教授

木原俊行先生)

（1）番組の有効性について
・番組を最初に見ることで学びへの集中力を高めて
いる。活動のモデルを示しているという放送教育
の伝統的な効果が確認できた。また、それを高め
ているのが継続視聴であったことも再確認できた。
・２校時にわたった学習展開の場合、２校時目は学
びの定着を図るのか、発展向上させるのかといっ
たように、様々な展開が考えられる。

てもよかったのではないか。
・ゲームを繰り返しやっていて、その時点での『話す

（2）目標と評価規準，判断基準について

聞く』の力は子どもたちにとってある程度高まりが

・評価規準は、黒板に明示してあった。これは学習

見られたが、国語力でいう力につなげていくには、

のめあてでなく、活動を例示したものである。

もう少し違う仕掛けが必要ではなかったか。
・一つのカードだけでなくて他のカードでもやったこ
とで思考力として高まったのではないか。

・「これができるといいよ」という判断基準も示し
たい。例えば「気持ちを込めて」など、学習の方
向・方針・見通しを与えることが教師の働きかけ

・国語の授業としての押さえはできていたのか。

として必要になる。これができると子どもによる

・想定した国語力というのはどういうものなのか、国

自己評価もうまく機能していく。

語として押さえなくてはいけないのは言語環境であ
る中、ゲーム中の言葉も気になった。
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・別の考え方で、低学年だからこそ「コミュニケー
ション成立の楽しさ，充実感」を強調する授業で

あってもよいのではないか。
・学力向上は、学校や学級の実態によって、狙いは

ようになってきたと共に、聞いている方もどこがわかる、
わからないと、はっきりと意思表示ができるようにもな

かわる。学力向上に一般論はない。実態に応じた

ってきた。

ねらいを定めるしかない。だからこそ指導案の実

②課題

態にその旨を詳しく書かれたい。

今回の授業を構成するにあたり、国語としての『話
す・聞く』をどのように位置づけて日常生活での『話

（3）評価方法の工夫について
・学習課程（いつ，なにを，評価されるのか）の明
確化をはかること。

す・聞く』と関連づけていくか、そのためには、教科に
おいての評価をどのようにするべきかということが課題
として残った。日常の言語力を高めるためにも教科で何

・評価規準・評価基準を明示すること。

を課題として扱い、それをどのように評価することで日

・評価専従教師の導入や、自学教材の活用と評価場

常化に向かえるのかを明確にしていく必要があると考え

面の成立を考えていくこと。

る。そのためにも、１・２年向けとして作られているこ
の番組の扱いも、学級の実態に応じてどのように軽重を

（4）コミュニケーション能力について

つけ扱うかといった年間計画の立て方とそれに伴った評

・子どもたちは心地よいという部分がないと、コミ

価規準・判断基準の設定が、より効果を高めることにつ

ュニケーション能力をつけよう、向上させようと

ながるので、番組の分析と評価計画について、改めて考

は思わない。これは学級内・地域との結びつきの

えていく必要があると考える。

中で鍛えられていき、技法を身につけていくこと
になる。与えられた時間、その中での言い回し・
抑揚などはまさしく国語での『話す・聞く』の力
である。
・一般的にいわれているものは会話として形が整っ
ていればよいが、実践的なものは、相手が説得さ
れなければならない。

Ⅲ

実践を終えて

①成果
実践を終えて、子どもたちの意識調査を行ってみた。
ことばぁの番組を活用した学習では、９割の児童が楽
しかったと答えた。特に、「友だちに伝えるというゲーム
が楽しかった」と言った子どもが半数いた。また、「自分
の言葉遣いがよくなった」「話をしていて相手の気持ちが
わかるようになった」「言葉のキャッチボールができるよ
うになった」といったように、自分の話し方・聞き方に
ついて実感している様子をうかがうことができた。
特に、ふだんの話し方が自分は上手になったと感じて
いる児童が７人（24％）、日常の言葉に気をつけている
と意識している児童が２人（７％）いた。そこで話し方
や聞き方が上手になったと言われたことがあるかを見る
と、11人（38％）が家族や親戚、近所の人からほめられ
たことがあると答えた。はっきりと意識されないと言わ
れにくいものであるだけに、この人数は意識的に学習し
た成果が表れたと言ってもよいのではないだろうか。
また他の教科で自分の考えを説明する場面では、習っ
た言葉を取り入れて自分の考えを説明することができる
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実践事例

「わかる国語だいすきな20冊」の継続視聴
〜読書活動の充実から「確かな学力」への第一歩〜
川崎市立藤崎小学校

Ⅰ

草柳

譲治

実践の概要

①ねらい（子どもの実態とつけたい学力）
・学びの基礎である、豊かな基礎体験（直接体験、メ
ディア体験、他者との支え合い、基本的生活習慣）
や、学びに向かう力（感じ取る力、学習動機、自己
効力感、自己責任）が不足している子どもたちが多
い。
・言語について正確な理解や的確な表現が苦手なため、
生活や学習の場面で自己表現をすることに自信を持
てない子どもたちが多い。
・ 週に１度の朝の読書活動の時間は確保されている
が、効果的な読書活動が行われているか疑問である。

このような実態を踏まえて…
②継続視聴で育てる力
この番組は年間20本で、20種類の本を紹介している。
○
○

番組視聴を通して、多ジャンルの本にふれる中で、

そしてその20冊の本のジャンルは多岐にわたってい

読書の楽しみや様々な言語表現について知る。

る。学級担任が年間で20ジャンルの多岐にわたる本を

自分のお気に入りの本を友だちに知らせる活動を

紹介し続けることは難しい。しかしこの番組20本を継

する中で、自分の考えを広げたり深めたりする態

続視聴させることにより、そのことは可能になる。

度を育てる。

様々なジャンルの本にふれることにより子どもたちの
心は耕され、豊かな心へとつながる。
また、継続視聴することにより子どもたちの番組へ
の愛着や視聴能力が高まることが考えられる。「次の番
組が楽しみ」「番組のあの部分が好き」などという声か
ら、中には「今回はおもしろくなかったけれど次回へ
期待しよう」などという声も聞かれることがある。子
どもたちの積極的な気持ちが、学びへ向かう導入とな
り、関心や意欲を継続させた授業を展開することが可
能となる。
継続視聴により番組と子どもたちのよりよい関係を
築き、学びが継続されることを想定して、活動を計画
し実践をした。
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Ⅱ

③変容

実践報告

活動前と活動後の読書に対する気持ちの変容
「あなたは読書が好きですか？」

①授業プラン
回

活動
形態

１

２

活用番組タイトル
ズッコケ（秘）大作戦

２

１

天使のいる教室

３

１

大漁

４

１

蜘蛛の糸

５

１

花とひみつ

６

１

てつがくのライオン

７

１

ふたりのイーダ

８

１

夏の庭

関連する学校行事、
学習活動
国語

等

好き
普通

読書の楽しさ

を伝えあおう
国語

大好き

活動前

あまり好きではない

活動後
0％

詩を味わおう

きらい

50％

100％

上記のグラフのように、子どもたちの読書に対する関
心・意欲は、活動前と比べると高まったことが分かる。
また、保護者からも子どもたちが家庭で読書をする機会
敬老の日

９

１

決定版 十一ぴきのネコ

10

２

走れメロス

11

１

セロ弾きのゴーシュ

12

１

ぼくがぼくであること 川崎子ども権利週間

13

１

俳句

14

１

狂言・附子

15

１

闇の守り人

16

１

ぽけっとの海

17

１

ちっちゃな家族

18

２

怪人二十面相

19

１

花豆の煮えるまで

20

１

さようなら

※１

授業参観

が増えてきたと言う声が個人面談等で多く聞かれた。

Ⅲ

実践を終えて

①成果
朝の読書の時間に、今までなかなか本を選べずにい
たり１冊の本を読み切れないでいたりした子どもが、
番組で紹介された本を興味深く読んでいたり、１冊読
み切ったりしている姿があった。そして、楽しそうに
自分のお気に入りの本を紹介していた。

※２

国語「大造じいさん
とガン」
卒業生を送る準備

〈活動形態について〉

さらにこの活動での成果は、効果的な読書というだ
けではなく、自信をもって自分の言葉で友達の前で発
表できたということもあげられる。ここで得た自信が
他の学習や生活場面でもあらわれ、学びに向かう姿勢
が前向きになってきた。
②課題

１・・・・朝の学年の時間を活用して視聴のみをする。

全体的に子どもたちの読書に対する関心や意欲が高

２・・・・国語の時間の中で番組を活用し授業をする。

まったり読書の幅を広げたりすることはできた。しか

※１

この時間までに、子ども達がこれまで読んだ本の

し、個別にみると読書を通しての自分の考えを広げた

中から「だいすきなこの１冊」を用意するよう声

り深めたりする態度を育てることに関し、まだ不十分

を掛けておく。そして、子どもたちが本を紹介し

な子どももいる。この活動で身についた学ぶ意欲や姿

合う。

勢を礎に、今後は、より個に応じた番組活用や授業展

ミステリー小説というジャンルに出会うことによ

開を考え、子どもたちの自信や学びを確かなものにし

り、新しい読書の楽しさをより深くより多様に味

たいと思う。

※２

わうために、番組のホームページを活用しての読
書のアニマシオン活動を行う。
②学習の流れ（「ズッコケ（秘）大作戦」活用時の学習の
流れ）
・ 今回紹介する本「ズッコケ３人組」について聞く。
・ 番組を丸ごと視聴する。
・ 番組視聴後に、自由に感想交流をする。
・ 楽しい表現に着目し、この物語の楽しさにふれる。
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実践事例

第６学年 道徳「みんな生きている」
〜心のウォーミングアップ 自分の言葉で語り合う楽しさを知る〜
千代田区立九段小学校

Ⅰ

実践の概要

（1）ねらい

Ⅱ

竹下

佳余

実践報告

（1）授業プラン

課題に誠実に取り組み、自分なりのやり方でまとめた

道徳の配当時間35時間のうち、15時間を当てる。さら

り、自信を持って発表したりする力は身についてきた子

に、15時間のうち、10時間：本校で共通理解されている

どもたちではあるが、話し合いを通して自己の考えを見

道徳の学習の流れにそってプランニングし実践する。５

直したり新たな視点でものごとを見たりする力は充分と

時間：「けいじばん」を活用する。「会議室」で話題を設

は言えない。このような実態から①自分の考えを理解し

定して他校との交流に挑戦する。

てくれる友達や先生がいるという自覚、②努力すれば、
自分にもたいていのことはできるという自信と、自己を
高めていこうとする意欲を喚起する場を増やすことで、

（2）学習の流れ「いただきます ごちそうさま」を活用して
①ねらい

学び合いの中に楽しさを見出す子どもが増えるであろう

私たちの生活は、多くの人々の支えや助け合いによ

と考えた。『みんな生きている』の視聴により、心のつぶ

って成り立っている。しかし、そのことに対する感謝

やきを自由に表現したり、友達の意見を自己の考えと照

の気持ちをつい忘れがちになる。その対象が人以外の

らし合わせながら聞いたりする経験は、道徳のみならず

ものになるとなおさらである。「食べ物」を切り口に、

他教科の授業でも豊かな学び合いを実現する「学びの基

私たちの命を支えてくれるものの存在に気付き、感謝

礎力」につながると考える。

の気持ちをもつとともに、今後自分はどのようにすべ
きか具体的に考え行動できる子どもたちを育てたい。

（2）番組利用について
『みんな生きている』は、主人公の生き方に共鳴した

１．番組視聴

り、自分と比較したりする中で、「自己を見つめ直すきっ
かけ」を与えてくれる番組である。番組の中で出会った
主人公の気持ちを考えることで、自分の中にももっと頑
張る力があることに気付き、豊かな気持ちを抱くことが
できる。また、話し合いの中で、「自分の考えを発表して
良かった」「友達の意見と同じで良かった」と感じること
ができる。この満足感が他教科の話し合いの場面にもつ
ながり、そこでも豊かな学びが創り出されることを期待
している。
（3）継続視聴で育てる力
主題歌を楽しく合唱する。番組をスタートさせた段階
で、子どもたちは、番組の中に入り込み、主人公と向き
合う。これは、継続視聴の自然な誘いである。
『みんな生きている』の視聴を始めた頃は、番組の後
の感想を問うと、自分の考えや思いと言うよりは、印象
に残った場面を述べることが多かった。それが回を重ね
るごとに自分の言葉で自分の考えを話す子どもが増えて
きた。理屈ではなく、心に感じたことを素直に表現でき
ること、これこそが継続視聴で育てたい力である。
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２．番組について話し合う。
発問①
奥原さんの養豚場で暮らす豚を視て、どんなことを思った
り、考えたりしましたか。
○豚の様子…動きたくない。極楽。
○豚の運命…食べられるために生きている。
○豚への願い…おいしくなるように。
病気にならないように。

発問②（主発問）
食肉卸売市場に連れて行かれる豚たちの様子を見て、どん
なことを感じましたか。
○かわいそう（閉じこめられる）。
○子どもと別れたくない。仲間
のことが心配。
○どこへ行くのだろう。
○い つ ま で も こ こ に 居 た い 。
飼い主と別れたくない。
○豚肉は大切な宝物。

（3）子どもの変容
広い意味で「命」を感じ取りそれを大切にする心を育
３．自分の生活を振り返り、これからの食生活を考える。

てたいという思いから出発した授業だった。番組の中に

発問③

描かれている豚の生き様も、豚を丹誠込めて育て市場に

食べ物として、（豚の）命を受け取った私たちは、どうし

送り出す奥原夫妻の思いも、「感謝していただく」という

たらいいのでしょう。

テーマについて話し合うには、絶好の教材だったと思う。
子どもたちは、豚の生活そのものに一喜一憂し、私が
最初の発問の答えとして期待したことが、番組視聴と同

子どものノートより
○死にたくもないのに死んだ命を
食べるのだから、せめて、感謝
しておいしく食べてあげるべき
だ。
○私は、このぶたの番組を見るまでぶたの出荷の場面を知
らなかったので、何とも思わないで食べていました。だ
けど、このぶたの番組を見て、出荷されるぶたを見てか
わいそうと思いました。だから、食べている生き物に感
謝したい。
○今までそんなに深く考えていなかった。これからは、物
を食べる時は感謝しながら食べる。
○私は、今までたくさんのぶたを食べてきました。でも、
ぶたが、どのように育っていって私たちが食べる食用の
肉になるかを考えていたことはありませんでした。これ
からは、ぶただけでなく、いろんなものを大切にして、
私たちがもらった命を残さず感謝しながらたべたいです。
○題名みたいにちゃんと「いただきます。ごちそうさま。」
と言った方がいいと思う。残さず食べた方がいい。最近
給食の「いただきます。」とかのあいさつがいいかげん
だからです。番組み
たいに生き物が殺さ
れるのはかわいそう
なのに、それを残す
のはかわいそう。

時進行に子どもたちの口から発せられた。視聴中にトラ
ックを見送る奥原さんの表情を見て、「どんなことを考え
ているのか。」とつぶやいた子がいたので、そのことを自
然に話し合う展開となったのも嬉しい誤算であった。
時間的には厳しかったが、授業の終末に、栄養士にも
指導に加わってもらった。豚肉のパワーを番組の内容に
合わせて「心情面」と「栄養面」から効果的に指導して
もらい、豚の命と自分たちの命を幅広くとらえさせ、命
の重みをより強く実感させることができたと思う。実際
の食生活でいかに意識を改善できるかについては、いく
つかのハードルがあるが、「食べ物＝命」という意識は子
どもたちに根付いたと確信している。

Ⅲ

実践を終えて

①成果
・今年度の新たな発見は、番組視聴自体が話し合いの
一部であるということ。視聴中に発せられた誰かの
つぶやきに、共感を示したり、問いに答えたり。子
どもたちの内面が動き出しているのである。そして、
そのやりとりを充分に楽しんでいる。自らの気付き
を基に、学習の見通し（課題）をもつ力が養われた
と思う。
・学びは、相互に様々な要素が絡み合って成立してい
る。育てたい力の前段階の力（学びの基礎力）を意
識して伸ばすことは意義があると感じた。また、学
校放送のもつ映像の情報量の豊かさ、情意性、作品
性などの特性は、ものごとを多面的に考えたり、い
くつかのことを関連させて考えたりする力を伸ばす
のに有効であった。

４．今日の授業で考えたことをま
とめる
○ゲスト（栄養士）話を聞く。
・豚の命がみんなの健康を支え
ている。
・豚肉のパワー（栄養）

②課題
・授業の中で書いた子どもの文章から、内面の成長を
見て取ることはできるが、客観的にみてどんな力が
ついたか、そしてその力が、教科の学習にどのよう
に生かされたかを、具体的なデータを基に分析し、
検証することが今後の課題である。
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実践事例

第５学年 社会科「日本とことん見聞録」
〜小学校５年生社会科の単元「これからの食料生産」を事例として〜
枚方市立五常小学校

Ⅰ

実践の概要

（1）ねらい

Ⅱ

松浦

智史

実践報告

（1）授業プラン

本校クラスの児童は、いろんな課題に考えを張り巡ら

「これからの食料生産」全３時間

したり、時間をかけて物事に取り組むことを非常に不得

きのうの「晩ご飯」は日本産？

1ｈ

意としている。
「自分の考えを発表しよう」と発問しても、

輸入野菜を調べよう

1ｈ

なかなか意見を言えず、「わからない」「もういい」と投

どうなる？これからの食料！

1ｈ

げやりな態度をとる児童も少なくない。５年生の社会科
には、児童の生活に深く関わっているものが多いので、
正解・不正解を問わず自分の意見や考えをもちながら、

（2）学習の流れ『外国からの食べ物』を活用して
①ねらい

社会の様子を考えて欲しいと思っている。そこで、①

今までの学習から、私たちが食べている物の多くが

『社会的な思考・判断力の育成』を目指そうと考えた。し

日本で生産されていると思っている児童も多い。しか

かしながらその能力には、個人差があることに配慮しな

しながら、日常、口にしている物の多くは、外国から

ければならない。理解力の早い子どももいれば、少しず

輸入しているものである。そこで、国産野菜の生産量

つという子どももいる。そこで②『個に応じた指導をす

と輸入野菜の増加量を比べて、自分なりの考えをもち、

る』ことにした。具体的には、③形成的評価を「キーワ

日本の食料生産の抱える問題について自分なりの考え

ード作文」で実施し、子どもたちの習熟の程度に合わせ

をもつことをねらいに定めた。

た学習コースを用意することにした。
≪輸入野菜を調べよう≫
（2）番組利用について
『日本とことん見聞録』は、日本の国土や産業の成り

１．番組視聴「外国からの食べ物」

立ちを題名の通り「とことん」追求していく番組である。
農産業・放送通信などで「今」働いている人々の「姿」
をありのままに伝えている。実際に現場に行かなくても
現場の生の様子がそのまま「見て・聞く」ことが出来る
番組である。そこで働くいろいろな人々の姿や思いを通
して、日本の社会の成り立ちを理解しつつ、児童の生活
に重ね合わせながら自分の思いや考えを導き出したいと
考えている。
（3）継続視聴で育てる力
毎回、番組を通して様々な人との出会いがある。その
出会いを通して、働くことの思いや願いを聞くことなる。

２．比較する
輸入野菜について
鮮度が落ちる
毎日入荷しないこともある
検疫検査が厳しい
価格が安い

レモンの農薬
シャワー
化学肥料の量の
違い

国産野菜について
鮮度が保てる
毎日入荷できる
検疫検査がない
価格が高い

日本産がええな

「お米作りの○○さんと自動車工場の△△さんと同じこと
言ってた」など、全く仕事が違っていても私たち（消費
者）の生活を少しでも良くしようとしているところは同
じなんだということに気付かせていきたい。すなわち、
これが番組の継続視聴で身に付けさせたい力であり、私
たちの生活を支える重要な役割を果たしていることを考
えられるようにしたいと考えている。
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３．学校デジタルライブラリー「輸入野菜の増加」

ようになってきた。番組の映像力にもよるものだと考え
られる。直接見ることができなかったものを見られる喜

４．輸入野菜の増加の理由
人件費が安い（価格競争）
輸送や冷蔵設備の進化（飛行機の利用）
300万トン輸入

びや感動を拙い文章ではあるが記述することが出来るよ
うになった。これは番組の持つ力の１つだと考えられる。
この回の学習では、農業⇒漁業⇒その他の農業の学習
した後に実施したものである。そこで特筆すべきものは、

日本の農家の減少

今までの学習の内容を振り返りつつ国産野菜や輸入野菜
との関連を記述できるようになった児童が現れてきたこ

どうしたら
いいんだろう

とである。

Ⅲ
５．キーワード作文（形成的評価）
『国産野菜』『輸入野菜』『安心安全』『農家数の減少』を使
って、今日学習したことを基に思ったことや考えたことを
書こう。

≪どうなる？これからの食料！≫
1． 自己評価の実施
キーワード作文でコース選択をさせる
判断基準
Ａ：キーワード４つを活用して、授業の
内容から食料事情が説明できる
Ｂ：キーワード３つを活用して説明でき
るが、キーワードの羅列である
Ｃ：説明できない

実践を終えて

形成的評価後及び授業後の子どもたちの社会的な思
考・判断のレベルは次のとおりである。

A基準
B基準
C基準

再視聴コースの内訳（32％）
形成的評価後
単元の評価
0
10％
16％
16％
16％
6％

A基準
B基準
C基準

番組関連Webコースの内訳（68％）
形成的評価後
単元の評価
10％
39％
52％
16％
6％
13％

①成果
○

≪未習熟と思われる児童≫
番組再視聴コース

≪習熟したと思われる児童≫
デジタル教材活用コース

学校デジタルライブラリー視聴

番組Web「クリップ」「き
ょうざい（しらべてみよ
う）」を活用

上記の結果より、「再視聴コース」について、全般
的に思考・判断が充実したことが解る。このコー
スには、今まで何か自分の考えや思いを書くこと
に抵抗を感じる児童が多くいたが、番組を再度視

「輸入野菜の増加」を視聴
ワークシート
「日本産と外国産の農産物
の値段の違い」
「主な食料の輸入量の変化」
「農家数の減少」
・キ ー ワ ー ド を 活 用 し て
「どうなる？これからの
食料！」について考えた
こと思ったことをまとめ
る。

「めぐりゆく食べ物」の回
のクリップ
http://www.nhk.or.jp/syakai
5/ja/frame.html
たったひとつの地球のリンク
http://www.agriworld.or.jp/a
grin/agrin1/set̲rate.html

聴し、わかり易く説明しながら授業を進めた結果、
以前よりは食料について考えることが出来た。
○

の子どもの多くがA基準に達したことが確認され
た。加えて、初めB基準であると判定された子ど
もの中に、例えば、肉類や魚介類で記述している
子どもや国産野菜を安く作れるように改良すれば
いいというような考えを持つ子どもが出てきた。
②課題
○

・調べた内容をさらに付加
して「どうなる？これか
らの食料！」を考える

また、「番組関連Webコース」については、B基準

上記の結果にもあるように、
「番組関連Webコース」
でのC基準に関して、形成的評価後では6％しかい
なかったが、単元の評価の段階では13％に増えて
しまった。これは、一部の子どもが誤ったコース
を選択してしまったことが原因ではないかと推測

（3）子どもの変容
農業（お米）について学習をしていた頃は、全く記述
することが出来なかった子どもたちが、少しずつ書ける

される。そこで、大きな課題としては、児童が間
違ったコース選択をしないような方策を考えなけ
ればならない。
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実践事例

第５学年 社会科「日本とことん見聞録」
〜自分と社会とのかかわりを考える力を伸ばす放送番組活用〜
目黒区立田道小学校

Ⅰ

田端

芳恵

実践の概要

１．ねらい（子どもの実態とつけたい学力）
自分たちの生活が様々な人々の工夫や努力によって支えられていることに子どもたちは少なからず気付いているが、そ
の具体的な内容や意味の理解には不十分さが見られる。また、資料や番組などの内容をより正確に捉える力は少しずつ身
に付いてきているが、個々の事象や内容同士のかかわりや社会との関連をイメージして考えられる子は多くは見られない。
そこで、日本の国土や農業・水産業、工業の成り立ちについて学ぶ過程で、番組や番組Webを活用することにより以
下のような力を培いたいと考えた。
①

人々の働く姿や社会的事象への関心・意欲・態度を高める。

②

個々にとらえた情報から学習に必要なものを選び、観察・資料活用の技能・表現の力を伸ばす。

③

広い視野に立って物事を判断することで、自分たちと社会とのかかわりを考える。

２．番組活用意図と継続視聴で育てたい力
番組に毎回登場する働く人々の姿や思いを通して、日本の社会の成り立ち、国土の様子、産業が私たちの生活と深く
かかわっていることを知ることができる。また、自分と社会とのよりよいかかわり方について自らすすんで考え、判断
しようとすることのできる番組であると考え活用している。

Ⅱ

実践報告
番組の活用

クリップ・Webの活用

①授業プラン
単元
地
域
を
た
ず
ね
て

農
業
の
盛
ん
な

地
域
を
た
ず
ね
て

水
産
業
の
盛
ん
な

こ
れ
か
ら
の
食
料
生
産

単元の到達目標
○課題をもち，資料を活用して調
べる。
○農業に従事している人々の工夫
や努力について考える。
○生産地が国民の食生活を支えて
いることを理解する。
○水産業に関心をもち，資料を活
用して調べる。
○水産業の変化について，自分な
りに考える。
○水産業の現状について理解する。
○我が国の食料生産の問題点と今後
の食料確保について関心をもち，
資料を活用して調べる。
○食料確保の問題について，自分
なりの考えをもつ。
○我が国の食料生産の現状につい
て理解する。

稲作農家の1年
じ取らせる。

稲作農家の米作りへの情熱を感
（関・意・態）

お米がとどくまで
農家から消費者までのお米の届
けられ方を考える。
（思考・判断）

クリップを活用し米や野菜・
畜産について個別に課題追究
（資料活用）インターネット・
図書資料他（資料活用）

海に生きる人々 漁師の働く姿を通して
日本の漁業がかかえる問題点について考える。
（思考・判断）
育てる漁業の今 安全でおいしい魚を育てる取り
組みを通して、栽培・養殖漁業について考える。
（思考・判断）
めぐりゆく食べ物 流通のしくみとそれに
携わる人の工夫と苦労を知る。
（資料活用）
外国からの食べ物 輸入野菜が流通する様子等を
通して日本の食糧自給について考える。
（思考・判断）

面川さんHP
「田んぼ通信」
（資料活用）

おこめHP
米作りについて
（知・理）
「山に植林する漁師」（思考・
判断）
「沿岸漁業」他（資料活用）

お役立ちウエブサイト
「お魚アイランド」
（資料活用）
「マダイの養殖」（関・意・態）導入「漁獲量の
減少」（思考・判断）
物流博物館HP（資料活用）
宅配便のHP（資料活用）
「輸入野菜の増加」「輸入野菜 生産国での工夫」
「バナナの輸入」「輸入されるうなぎ」「えびの
輸入」（資料活用）
お役立ちウエブサイト「伝統野菜ネット」他 図
書資料 インターネット
（資料活用）

これからの農業 伝統野菜づくりやバイオ技術な
どの取り組みを通してこれからの農業について知
る。
（資料活用）

「野菜の有機栽培」「工場で栽培される野菜」「日
本の穀物自給率」
（思考・判断）

クルマはこうして作られる 自動車生産の工程の
様子や働く人々の工夫や苦労を知る。（資料活用）

「自動車の生産のしくみ」「部品工場でのシートづく
り」等
（資料活用）

これからのクルマ 自動車が原因となっている様々
な問題を知り、環境にやさしい自動車開発につい
て考える。
（思考・判断）
日本の工業地帯 工業製品ができる過程を追い、
様々な工業地帯の姿を知る。
（資料活用）
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JAみやぎ仙南HP
【本区との交流】
（関・意・態）

お役立ちウエブサイト「日本自動車工業会」「経
済産業省kids Page」等
（資料活用）
「安全なクルマを作る研究」
「燃料電池で走る車」等
（資料活用）
お役立ちウエブサイト
「みなとへGO！」
（資料活用）

単元
自
動
車
を
た
ず
ね
て
世
界
自 と
動 つ
車 な
が
る
工
業
の
今
と
未
来

く
ら
し
を
支
え
る
情
報

単元の到達目標
○自動車づくりに関心をもち，工
程や働く人の工夫や努力について
資料を活用して調べる。
○これからの自動車づくりや利用
の仕方について考える。
○関連工場とのかかわりや輸送の
仕事について理解する。
○日本の貿易の特色や問題につい
て資料を活用して調べる。
○日本の貿易の問題に気付き，これか
らの貿易の進め方について考える。
○くらしを支える貿易の大切さを
理解する。
○身の回りの工業製品について調
べる。
○工業が盛んな地域の条件を多面
的に考える。
○中小工場の役割について理解する。
○情報の役割に気付き、主体的に
活用したり発信したりすることの
大切さを考える。
○資料を目的に合わせて活用し伝
えたい情報を効果的に発信する。
○通信産業の様子や、情報を伝える
仕事に携わる人々の工夫や努力、
国民生活とのかかわりを理解する。

「町工場の技術の継承」「ハイテクを支える町工
場（思・判）（関・意・態）資料活用）
技あり！町工場 町工場で働く人々の「ものつく
り」に対する思いや苦労を知る。
（資料活用）

海を越える品物 安価な日常品が海外から大量に
輸入されている日本の貿易の現状を知り、これか
らの貿易について考える。
（思考・判断）

放送局の仕事 テレビ番組ができるまでの製作工
程とそれにかかわる人々の工夫や苦労を知る。
（資料活用）

コンビニのひみつ 消費者の求める商品を常に品
揃えするための、コンビニの情報戦略を知る。
（思考・判断）

ネットワークがくらしを変える くらしを変える
ネットワークの今とこれからを考える。
（思考・判断）

お役立ちウエブサイト「輝け！太田のまち工場」
（知・理）
「中国での自動車生産」「自動車工場の海外進出」
「外国家電メーカーの日本向け製品」
（資料活用）（知識・理解）
お役立ちウエブサイト「空港のことが分かる」（資料
活用）
「気象情報の作られ方」（関・意・態）
「デジタル放送の特色、その技術」（知識・理解）
お役立ちウエブサイト「子ども放送探検ランド」
（資料活用）
「コンビニのさまざまなサービス」（関・意・態）
「デジタル放送の特色、その技術」（知識・理解）
お役立ちウエブサイト「ユビキタスネットワーク」
（資料活用）

る人々の苦労や願いに着目した児童（23名中全員）「後
継者不足」「環境とのかかわり」等漁業の抱える問題に気

②学習の流れ〜水産業の盛んな地域をたずねて〜
漁業に従事する人々の働く姿や願いから、日本の水
産業が抱える問題点に気付き、学習問題をもつ。
（ア）漁師の仕事

（イ）水産業の盛んな地域

（エ）漁業の問題点

（カ）運輸の働き

④子どもの変容（番組Webを活用して）
海で漁をする仕事とは別の観点から漁師の仕事に気付
かせ、思考の広がりを促すため、『山に植林する漁師』を

（2）単元と学習の流れ（全７時間）
（ウ）加工

付いた児童（23名中16名）。番組が児童の水産業に対す
る思考に大きく働きかけたことが分かった。

（1）ねらい

（オ）養殖・栽培

（キ）これからの水産業

プロジェクターで一斉提示した。視聴後の反応には、「漁
師は魚を釣るだけと思っていた。」「漁師が、全く違うと
ころで海や魚を守ろうとしているのに驚いた。」「海も山
も自然は関係しているから、みんなを大切にする必要が

「さんま」の提示。魚はどこでとれるのか （学習問題の提示）
『海に生きる人々』の視聴 （番組視聴）

あるんだなと思った。」というようなものがあり、海や川、
水産物を大事にしようという漁師の思いや願いに気付く
ことができた。

大事だと思ったことや疑問に思ったことをワークシートに書く。
ワークシートに記入したことをもとに感想を共有し合う。（話合い）
「山に植林する漁師」（クリップ）の視聴〔広げる〕
大変な漁師の仕事を続けているのはなぜか考える。

Ⅲ

実践を終えて

①成果
この番組を継続して活用することにより、働く人々の
立場に立って自分たちの身の回りのことを見つめ直した

日本の水産業が抱える問題点を考える。→ 第４時へ
本時の学習をまとめる … 日本の漁業について詳しく調べよう。
→ 第２時へ

り，農業や水産業などの産業に携わっている人々の思い
に気付いたりすることができた。そのことを通して、今
後社会に対してどのように関わっていったらいいのかと
いう考えをもつことができるようになってきた。また番

③子どもの変容（番組を視聴して）
この番組はシリーズ３本目ということもあり、子ども

組と組み合わせて番組Ｗｅｂ使ったことは、子どもたち
の学習問題づくりや思考の焦点化へ効果的に役立ったと

たちはリラックスして視聴していた。その中でも普段目

言える。

にすることが少ないであろう、魚が水揚げされる様子や

②課題

漁師の働く姿に興味をもち反応していた。視聴後の感想

さらに思考・判断の力を伸ばすため、学習課題をどの

カードより「実際の漁で魚群を追うのに漁師は知恵や時

ようにつかませるのか、そのための教師の働きかけはど

間を使っていることに気付いた」「中々捕れない時の苦労

うあればいいのかについて実践を通して明らかにしてい

や大漁だったときの喜びがよく分かった」等漁業に携わ

きたい。
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実践事例

第６学年 社会科「にんげん日本史」
〜人物の「思い」に着目する歴史の学習を〜
杉並区立浜田山小学校

Ⅰ

小林

亜希子

③継続視聴でつけたい力

実践の概要

『にんげん日本史』を継続視聴し、毎回その回の主人
公へのインタビューカードを活用し、それを視聴後に書

①ねらい

かせることで人物の思いや願いにいつも着目させるよう

歴史の学習においてはどうしても知識を教え込む知識

にした。

理解中心の学習に偏りがちである。子どももそこからな

＜「思い」に着目させるための工夫＞

かなか考えを広げようとしない傾向がある。そこで子ど
もの歴史への興味や関心を引き出し、その時代の見方、

○番組の視聴「頼朝と義経」「雪舟」

考え方を広げるために、具体的な人物を取り上げ、その

○インタビューカード

働きや思いに着目させることにした。

○感情曲線カード

②番組の利用について

○水墨画や生け花、茶道などの体験

この学習では６年社会科番組『にんげん日本史』の

Ⅱ

「頼朝と義経」の回の視聴から「人物の思いに着目する学

実践報告

習」をねらって授業を展開した。源頼朝、北条政子、御
①学習プラン

家人などの思いや願いに着目させたい。

時

ねらい

学

習

活

動

児童の反応

１ 貴族を中心とした時代 ◎武士の暮らしについて調べ、貴族との暮らしのちがいにつ ○貴族の方が色合いが派手。武
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
から武士が中心となる

いて考える。

士の方が地味な気がする。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

時代にかわったことが ・武士の社会をつくりあげた源頼朝に聞いてみたいことを ○自給自足してる。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

わかる。

インタビューカードに書く。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

○武士は戦いに備えているんだね。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

２ 源平の合戦で源頼朝が ・番組「頼朝と義経」を視聴し、２度目のインタビューカー ☆※インタビューカード後
勝利して鎌倉に幕府を

ドを書く。鎌倉幕府の成立までの過程について知り、頼朝 ☆どうして京都じゃなくて鎌倉

おいたことがわかる。

と義経の関係、頼朝と御家人との関係について考え、 学習

に幕府を開いたんですか。

問題をたてる。

３ 鎌倉に幕府を開いた意 ・地図資料から鎌倉の地形について知り、鎌倉に幕府を開い ○どうして頼朝は義経を追放し
味がわかり、「ご恩と

た意味を考える。

奉公」の関係について ・「いざ鎌倉」という言葉や承久の乱から幕府と御家人の関
わかる。

係を調べる。
・鎌倉幕府と御家人（鎌倉武士）とのつながりは、どのよう
になっていったのだろうか。

たのだろう。悲しくなかった
かな。
○兄弟でも自分より人気がある
のがいやだったのかな。
○弟をかわいがると他の武士が
気になるんじゃないかな。

４ 二度にわたる元の襲来 承久の乱の時の北条政子や御家人のなどの思いをさぐりなが ☆わたしたちに大切な土地を与
を防ごうとした御家人 らインタビューカードを書く。

えてくれた将軍様のためにが

の思いを考える。

んばるぞ。

・元寇について調べる。
・幕府の動揺と執権北条時宗の働きについて調べる。
・御家人の思いについてインタビューカードに書く。
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☆今こそがんばってもっと土地
をもらうぞ。

ねらい

時

学

習

活

動

児童の反応

５ ご恩と奉公の関係が崩 ・ご恩と奉公の関係が崩れたことと鎌倉幕府のおわりについ ☆朝廷と戦うのはこわいけど恩
れて鎌倉幕府が終わっ

て調べる。

を返さなくては。

たことを調べ、幕府を ・恩賞をもらえなかった時の思いをインタビューカードに書 ☆また幕府の危機だ！守らなく
支えてきた御家人の思

く。

ては。でも元は強そうだな。

いを考える。

☆今度こそたくさん活躍して土
地をもらうぞ。

６ 武士の文化について番 ・鎌倉幕府はなぜおわってしまったのかについて感情曲線カ ☆なんで命がけで戦ったのに新
組の視聴や体験で調べ
る。

ードをもとに友達と意見を交流し合う。

・番組「雪舟」の視聴により武士の文化に興味をもつ。イン ☆もう幕府は信用できない。幕
タビューカード

７ 学習のまとめ

しい領地がもらえないんだ！
府をたおそう！

・水墨画や生け花、茶道体験を通して今日につながるこの時代 ○墨だけで絵を描くのはすごく
に生まれた文化について知る（総合的な学習の時間と連して）
。
・学習問題を振り返り、まとめの新聞をつくる。
○今までの貴族の時代との違いは自分の意志で戦うというこ

むずかしい。雪舟はすごい。
○今まで味わったことがない体
験。お茶への見方がかわった。

と。争うことはよくないけれどご恩と奉公の関係はなんだ
か大切でもあると思った。

②子どもの変容

番組を活用し時代の流れに変わる人の思いを考える

ここでは番組の効果を考えるためでも「頼朝にインタ

「感情曲線カード」や、何人かの人物の考えを一枚に

ビューしたいこと」というテーマで２回インタビューカ

表す「人物関係図」などでもっと子どもの考えを広

ードを書いた。貴族のくらしと武士のくらしをくらべた

げていきたい。

時（表の〜〜〜 部分）の感想と比べて、番組視聴後（表の
太字部分）は人物の気持ちにせまったインタビューカー
ドを書くことができた。
（表の太字部分）また番組視聴後、
頼朝がなぜ義経を追放せねばならなかったかということ
を話し合うことで、頼朝と鎌倉武士のつながりについて
考えることができた。

Ⅲ

実践を終えて

①成果
○番組とインタビューカードを活用することで、人物
の思いに着目する考え方をもつことができ、また、
そこから個々の学習問題を作ることができた。
○「頼朝と義経」の回だけでなく、その後も継続視聴
していくことで、それぞれの人物の立場から見た歴
史を考えることができる子どもも出てきた。
②課題
○番組視聴によって人物の思いに着目することができ
たが、その回ごとに考えが切れてしまい、前の時代
と比較したり、今までの人物と比較したり、時代の
流れをおさえたりということがなかなかできず、せ
っかく人物の思いに着目できても深まらないことが
あった。そこで「インタビューカード」だけでなく、
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実践事例

第６学年 理科「３つのとびら」
〜番組とクリップで多面的に考える力をつける〜
浜松市立芳川北小学校

Ⅰ

実践の概要

市川

眞弓

とのできない観察の
映像や、教科書には

①ねらい（子どもの実態とつけたい学力）

不出だが、自分たち

本学級の子どもたちは、理科の実験・観察を好み、好

でもできそうな実験

奇心旺盛な子が多い。反面、熟考しないところがあり、

が紹介されている。

覚えることが多かったり、複雑に考える必要があったり
すると、投げ出してしまう傾向がある。
このような実態から、「３つのとびら」を利用して、

継続視聴でこれら
の映像に多く触れる
ことによって、科学

（図1 視聴の様子）

様々な実験や観察を視聴することで、子どもたちの興味

への興味関心がより

関心を持続させながら、事物や現象を多面的にとらえさ

深まるだけでなく、自分たちの世界に存在する事象へ興

せようと考えた。その理解を基礎として、現象同士の関

味が生まれることが期待される。

連やつながりについて科学的に考える力をつけようとし

また、学習内容の関連や自然界における現象のつなが
りが、番組内で「前に行った実験」などとして、さりげ

た。
また、知識の量や理解にかかる時間が、考える妨げに

なく紹介されている。

なってしまう子たちもいる。番組視聴を通して、科学の

この番組を継続視聴することにより、自分たちが生き

世界の楽しさにふれながら事象をとらえ、つなげていく

ている世界がつながっていること、命がつながっている

視点を持たせようと考えた。

ことが意識され、自分たちの存在意義やそれを考える楽

これらの状況をふまえて、「３つのとびら」を利用した

しさをも味わえるのではと考えた。

理科学習において、以下の力をつけていく実践を行うこ
とにした。

Ⅱ

実践報告

・学校放送番組の視聴や実験や観察を通して、事物や
現象を多面的にとらえ、そのつながりやかかわりに
ついての考えを深めることができる。

①授業プラン：「血液のひみつを探れ！」（全３時間）第
５回『血液ハイウェイ』は、血管や心臓の映像、そし
て血液の色が変わる実験によって、「血液が酸素と養分

②番組利用について
「３つのとびら」は，「仮説の発見」「実験」「発展」と

を体中に運ぶ」こ
とを子供たちに伝

いう３つのパートで構成されている。「実験」は、２人の

えている。また、

出演者によって、それぞれ別の観点から行われている

運動と酸素濃度、

（http://www.nhk.or.jp/rika6/ja/frame.html 参照）
。

脈拍との関わりを

また、番組のホームページには、デジタル教材が用意

実験で伝え、呼吸

されている。個人課題をたてさせ、デジタル教材で調べ

と血液の循環との

ることで、思考がさらに深まると考えた。

深い関わりを示唆

番組冒頭、ナビゲーターから事象に対する投げかけが
ある。これを子どもたちの考えの拠点とした。

している。

（図2 デジタル教材活用の様子）

＜子どもたちに付けたい力＞

また、子どもたちの実態を受け、再視聴や確認のテス

・番組やデジタル教材を活用して、血液の循環について

トなどを行い、知識をきちんと身につけた上で思考を深

多面的に調べ、人のつくりやからだのはたらきについ

める単元構成を取り入れた。

ての考えを深めることができる。

③継続視聴で育てる力
番組では、学校では実現不可能な実験や実際に見るこ
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②学習の流れ

51.6％

学習内容
学習活動
時間
評
価
番組（『血液ハイ ア）
番組視聴
1 ・血液の流れに興味を持
ウェイ』）を視聴 イ）
ミニテスト
ち、循環のはたらきに関
し、血液の循環の ウ）
課題共有
わることを進んで調べよ
はたらきに興味を
うとする。
持ち、自分なりの
・血液は、心臓のはたらき
課題を持つ。
で体内を循環すること、
酸素、養分が運ばれてい
ることが分かる。
デジタル教材など エ）
調べ活動
1 ・心臓のはたらきや、酸素
の資料を使って、
や二酸化炭素、養分がど
血液の循環のはた
のように運ばれているか
らきに関する自己
について、資料を使って
課題を調べる。
調べ、記録することがで
きる。
人のからだのつく オ）
まとめ
1 ・人の体のつくりと循環の
りと血液の循環の
はたらきとかかわりにつ
はたらきついての
いて考えることができ
考えをまとめる。
る。

た子ども15人のうち、10人がＡ判定となった。Ｃ判定13

Ｂ…32.3％

Ｃ…16.2％に伸びた。Ｂ判定だっ

人のうち６人がＢ、４人がＡに伸びた。反面、ＡやＢ判
定だったがＣになってしまった子どもも１人ずついた。
また、子どもたちに番組とクリップに関するアンケー
トを行ったところ、全員が使ってよかった、まあまあよ
かったと答えた。その理由の内訳を５択の中から複数回
答で選択させた結果が以下である（図５）。

（図5 番組とクリップを利用してよかったと思う理由）

＜学習活動の詳細＞
ア）番組（第５回『血液ハイウェイ』）視聴。
※ナビゲーターの投げかけを柱にして、メモをしな

Ⅲ

実践を終えて

がらワークシートに書き込む。
イ）ミニテストをする。

①成果

※映像から「心臓の役割、血液が運ぶものは何か」
を読み取れたかを確かめる。

子どもたちは、番組視聴によって、複数の視点からの
知識を身に付けることができた。番組の興味ある実験や

ウ）「血液は何のために流れているか」を調べるための

観察が印象に深く残ったことが要因と推測される。「学校

個人課題を考える。

放送番組を使ったほうが、映像だったから本を見るより

※個人課題を発表し、

も分かりやすかった。」という子もいた。

課題を共有する。

番組利用後のデジタル教材の活用が、子供たちの考え

エ）調べ活動

を深める助けとなった。これは、子どもたちの課題が番

※クリップが課題別

組の内容と深くつながっていること、クリップよりも番

に並べられた調べ

組の方が多面的に考えることができたと感じた子が多い

活動ヒントカード

ことからもいえる。

を活用する。

また、呼吸と植物における酸素と二酸化炭素の関係な

オ）自分の考えをまとめ
る。

ど、学習内容の関連やつながりについて意識した記述も
（図3 ヒントカード）

増えてきつつある。
②課題

③子どもの変容

ＡやＢの判定だった子がC判定になってしまったこと

番組視聴後のミニテストでは、満点が67.7％であった。

は、調べ活動をしていく上での混乱に問題があると考え

「何も知らなくても番組を見ただけでほとんど分かる。」

られる。子どもたちのつくる課題が多面的になればなる

と答えている子もいた。それ以外の児童には、何度か番

ほど、個に合った適切な支援や資料の提示が求められる。

組を視聴させ再テストを行ったところ、全員が満点をと

そのために、ヒントカードをさらに改良するなどの支援

ることができた。

の充実が必要となるであろう。

調べ活動前に人と体のつくりに関する考え方を評価し
たところ、Ａ…9.7％

Ｂ…48.4％

Ｃ…41.9％であった。

ヒントカードを活用し、自己課題を追求させたところ、
多い子は７個のクリップを見て調べ活動を行った。
調べ活動後、同じ問題で思考力を問うた結果、Ａ…
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実践事例

第４学年 理科「ふしぎ大調査」
科学的思考力をつける「クリップ」活用
横浜市立境木小学校

Ⅰ

闍野

健一

書にもその点の考慮からか「コンピュータを使って、さ

実践の概要

らに調べまとめる」（大日本図書）との記述も見られる。
児童が直接体験として行う観測による観察事実を大事に

（1）ねらい
４年生は、とりわけ互いに関わりながら、その協力性

するのは当然として、本実践では、動画コンテンツの活

を生かして学習する成就感を得てきた。単に視覚で得ら

用を「体験の補充」ばかりでなく、この単元での「科学

れることばかりでなく、思考を巡らすことで現象に迫る

的思考」として掲げられている「星は時間がたつと動く

ことに関心高い。そんな４年生であるから、セグメント

ことを予想する」助けとなる教材として活用した。

化された理科番組や思考を促す＜クリップ＞を適宜活用
していくことは大変効果的と考えた。
４年ともなると理科単元は下表のように、実際に自然
の事物に触れて実験・観察することが容易なものと、そ

（2）学習の流れ
単元名「星の動きを調べよう」〈４時間扱い〉
○オリオン座の並び方と動き

３時間

・星は時間がたつと位置が変わるのか、星の並び方は変

うでないものがある。デジタル教材を活用することによ

わらないのか、オリオン座の写真をもとに話し合う。

って「観察、実験など自然を調べる活動を通して科学的

・教科書の図をもとに、オリオン座シートを作る。（家

な見方や考え方を養う」という科学的思考力育成の端緒

庭での観測）
・デジタル教材「オリオン座」「オリオン座の動き」

としたい。

の＜クリップ＞を視聴し、ワークシートに書き込ん
『教科書単元一覧』
１.季節と生きもの（春）
２.電池のはたらき
３.季節と生きもの（夏）
４.星や月（１）星の明るさ
５.自由研究
６.とじこめた空気と水
７.星と月（２）月の動き
８.季節と生きもの（秋）
９.ものの温度とかさ
10.星や月（３）星の動き
11.季節と生きもの（冬）
12.自然の中の水

『対応番組一覧』
カエル大発見のなぞ お花見ピンチ １
あやしいレースカーあらわる しのびよる黒いかげ２
消えたツバメのなぞ ねらわれたコンテスト ３
たからのありかは星にきけ ４
見えない月をさがせ ７
屋上のマジックをあばけ! ６
屋上のマジックふたたび ９
葉をからすのはだれだ ８
消えた水のなぞ 冷やしてこおって危機一ぱつ ９
白鳥のヒナはどこ? 11
運命のサソリのホシ 10
きょうふのぬくぬくマシーン 11
おふろでドッキリ 12
〔エネルギー〕
〔植物 動物の一年〕

でいく。オリオン座の並び方や位置について確認す
る。
重点的に視聴すべき＜クリップ＞はシートに提示。
○まとめよう

１時間

・ワークシートをもとにオリオン座の並び方や動きにつ
いて考える。
（ここでの活用＜クリップ＞は一斉提示）
・「オリオン座の見える位置」「オリオン座の動き」
「北の空の１２時間の星の動き」
・「オリオン座」のクリップの「高速度再生」「カメラ
のシャッターを明けたままで写すと、光の線になっ
て写る様子」、さらに＜クリップ＞「北の空の１２時
間の星の動き」での「カシオペヤ座」「北極星」「北
斗七星」の高速度再生をたよりとして「星の動き」

Ⅱ

実践報告

（1）番組クリップ活用の意図
〔単元名

星や月〜星は動くのだろうか〜〕

本実践での『星や月（３）星の動き』単元での目標は
「星を観察し、星の位置を調べ星の特徴や動きについての
考えをもつようにする」というものである。星の集まり
は、１日のうちでも時刻によって並び方は変わらないが
位置は変わることを「課外・夜間」の観察によって確認
することを掲げているが、現実には児童が一様に観察し
て学習に取り組むことは叶わないといえる。教科書指導
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を視覚的に捉える。

Ⅲ

実践を終えて

児童は同じ星座を見て
も観察状況が異なるた

「形成的評価」としての児童の「クリップ」活用度調査の
分析

め、観察事実に食い違い
が見られることは当然
で、科学的な見方や考え

実際に子どもの反応はどうだったのか。第15回「運命のサ
ソリのホシ〜冬の星を観察しよう〜」の＜クリップ＞を視聴
した児童自身が感じた「役立ち度」を調査した。ワークシー
トを用いて活用したのは以下の９クリップ。①「冬の大三角」
（21秒）・②「オリオンざの星」（49秒）・③「オリオンざの
見える位置」（54秒）・④「オリオンざの動き（東南西）」
（44秒）・⑤「オリオンざの動き（東・南西・西）」（73
秒）・⑥「北の空の12時間の星の動き」（70秒）・⑦「北の
空の星の動き」（41秒）・⑧「冬の北極星のみつけ方」（54
秒）・⑨「星の明るさ」（40秒）
１．「クリップ」は役に立ったか。（34名中）
役に立った19 まあ役立った12 あまり役に立たなかった2
※概ね好反応か。理由から特に何点か挙げると、
「教室では教えてもらえなかったことが、パソコンでわか
ったから。」
「知らないことがあって、よくわかったからです。」
「一等星が21こあるなんて知りませんでした。
」
「とても美しくて勉強になった。」
「星がすいこまれてうごいているみたいだった。」
「東から西へ動いていることがよくわかった。」
「いろいろな星がどこにあるのかがわかった。」
「見たことがないものも見られてよかった。」
「よく、ゆっくりやってくれるのでわかりやすいです。」
「教室で教わったけど、パソコンで調べると写真で本物が
どんな感じであるかわかったから。」
「声が出るし、画面が動くしいろんなことがわかるしすご
い。」
「すごくきれいだった。」
「色や動きについてわかりました。」
※動画なればこその制作側のねらいが児童の感想に反映され
ている。
２．特によかったのは、（上位２つ 以下略）
（ア）冬の北極星の見つけ方９ 「冬の北極星の見つけ方
がよくわかった。」
（イ）②のオリオン座の動き８ 「オリオン座がどう動く
かわかった。」
※子どもたちは、実際に夜空で観察する折に役立つ「スキル
クリップ」を多く挙げていたことになる。『実体験を誘発
する』という担いも果たしたようだ。学習での要となるオ
リオン座の動きについてはやはり多い。
３．あまりよくなかったのは（上位２つ 以下略）
（ア）北の空の12時間の星の動き15
「意味がよくわからない。」「むずかしかったのでも
う少しわかりやすくしてほしい。」「むずかしい言葉
が出てきた。」
（イ）冬の大三角 知っていた10 「説明が短い。
」
４．＜クリップ＞は学習にどのように役立つか。
「こんど星を見るときにやくだつ。」「単元一つ一つをくわ
しく知るのにやくだつ。」「北極星のみつけ方が分かって、星
のべん強が楽しくなりそうだから。」
※＜クリップ＞を生かした学習を広げ、工夫していくことが
大事だ。

方が育ちにくい点を＜ク
リップ＞活用により補っ
た。
「オリオン座」の＜クリップ＞を中心にしてのワーク
シート活用後、一斉視聴で「まとめよう」場での深め合
いへと進めることで自らの予想の確認となった。
今年度光接続となったことで、より多くのデジタル教
材の活用機会に恵まれた。＜クリップ＞は静止画以上に
使いどころを吟味して、個々の特性を生かした構成に努
めないと、ただ見ただけで学んだ気になってしまいがち
になることは番組と同様だ。

Ⅳ

参考実践

〈３年理科番組活用〉

情報担当として３年生
でも、「科学的思考」育
成の機会と、理科番組
『ふしぎだいすき』「さが
せ！野原の虫」の回を活
用した。
「昆虫の目・口の働き
を考える」（科学的思考）
①番組視聴で野原の虫
の体のつくりに関心
をもった。また、観
察の時の虫の扱い方
についても学んだ。
②「虫のことをもっと
よく知りたい」という気持ちの高まりに答える形
で、Ｗｅｂ上のクリップやリンク集をみた。
③「実際に体のつくりを確かめてみたい」という思い
の高まりに呼応して「ショウリョウバッタ」などの
実物を観察した。
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実践事例

第６学年 道徳「みんな生きている」
交流を通じて自分の考えを広げる
さいたま市立浦和別所小学校

Ⅰ

実践の概要

寺村

勉

（３） 継続視聴と番組の掲示板で育てる力
番組の始まりとともに、その世界に入っていくことが

（１） ねらい

できるのが継続視聴のよさである。その世界に浸り意欲

今まで、各教科では課題をもって取り組み学んだこと

を生み出すことができる。掲示板での書き込みで、自分

を自分の言葉でまとめることを学習してきた。しかし、

の意志を確認し、考えをまとめる力を育てる。他者との

自分の言葉で発言することは苦手で、表現力という事に

かかわりで考えを広げる。

対しては、十分に身についているとはいえない。また、
話し合って新しいものを見出すことや新たに自分の考え

Ⅱ

実践報告

を導き出すことは面倒だと感じじっくり考えることを嫌
う傾向がある。つまり、考えの広がりや深まりというこ
とが身についていない傾向がみられる。このようなこと

（１） 授業プラン
道徳の配当時間35時間の中で、10時間程度の活用を図

から、

り計画を立てる。掲示板の活用を図り交流学習をする。

①自分の考えをクラスの中にとどまらせず、他校の児童

今年度は、３回の交流学習ができた。

との交流活動をすることで、広がりをもたせる。
②自分と同じような考えや異なる意見をもつ仲間が、ク
ラスの中だけでなく遠く離れたところにもいるんだと
いう連帯感を感じさせる。
③学びの場を広げることによって思考が多様になってい

（２） 学習の流れ
「いつまでも友達」を使用
①ねらい
卒業によって、離れていく子どもたちに、あらためて

く。

友達の大切さや友情とは何かを考えさせることは、日頃

３つの事を視野に入れながら、『みんな生きている』の

友情について考えたことが少ない子供たちにとって大切

番組を活用したいと考えた。この番組を視聴することで、

なことだと思う。

素直な表現で自分の思いを自由に述べたり、顔の知らな

そして、いつも身近にいる友達だけはなく、他校の同

い他校の子供たちとの掲示板を通じてのやり取りの中で

じ６年生の意見を聞いたり、意見を述べたりすることは、

考えの共有化を図ったりすることが出来ると考えた。さ

より深い思考へとつながると考える。つまり身近なもの

らに、他人だからこそ自由に本音で話せることもあるの

からはなれた第三者の考えを客観的に知ること、そして

では、ないかと思う。より多くの仲間の意見を聞くこと

考えることで広く様々な思いを感じることができると考

や自分の考えを発信するような経験を多くすることは豊

えた。それが、これからのよりよい友達とのかかわり方

かで確かな学びの基礎になると考えた。

や過ごし方、交流のあり方に気づくことにつながり、本
当の友達を大切にする心や態度を養えると考えた。

（２） 番組利用について
『みんな生きている』の番組は、生き方や自分の有り
様を考えたり、比較したり、共感したり、反省したりす
ることができる番組である。そして、見終わった後に、
自分の中の活力をもう一度呼び覚ますような番組でもあ

１．番組視聴
↓
２．番組について話し合う
○卒業することによって離ればなれになる友達に
ついて

る。家族のことや友達のことなど普段はあまり意識せず

○友情について

見過ごしていたものに対して気付かせてくれたり、再確

○心に残ったこと

認させてくれたりする。また、話し合いで友達と交流で
きることのよさに気づき、他校との交流学習による広が
りをもたせてくれるインターネットの掲示板の活用によ
って学習活動が豊かに広がっていくことを願っている。
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（３）学習を終わって
１年を通してこの番組を視聴してきて子どもたちの感
想を聞いてみることとした。
今回の感想だけでなく、命を通して生き方を考える題
材として、適していたことを確かめたい。
・いろいろな人の気持ちが分かった。悩んでいる人も
いるし、何かを目指してがんばっている人もいる。
中川小の人たちとは掲示板に書き込んだりして、意

３．掲示板を使った交流を行う。

見を交換できてよかった。

長野県中川小学校との意見交換
互いの意見にすぐに返事ができる。

・『みんな生きている』は、人間の人間らしさやいい
ところなどを、映している素晴らしい番組でした。
みんなといろいろ意見を交換してたくさんの感じ方、
考えがあることに気づきました。
・いろんな人の気持ちを考えた。悩んでいる人もいる
し、なにかを目指してがんばっている人もいる。掲
示板に書き込んでいろんな意見がみれてよかった。
・一人一人違う人生だけど、がんばっている姿や悩ん

４．自分の考えをまとめる。

でいる姿をみて、みんなそれぞれ違うけど、今を生

子どものノートより

きているというのは、一緒なんだなとあらためて感

・やっぱり、友達と別れるのはやだなあと思う。

じました。

でも、それはいつかのり越えなければいけない
ことだと思う。離れていても、友情は続いてい

Ⅲ

実践を終えて

くことを信じたい。
・私も、中学生になったら転校するけど、離れて
いても、友達は友達だと思う。
・桃香さんのクラスは、みんな仲がよくて、いい

①成果
・今年度の後半にけいじばんを使っての相互交流学習
を行ったことは、子どもたちの人とのコミュ二ケー

クラスだと思いました。どんなに離れていても、

ションに対する意欲を高めることにつながった。

お互いの気持ちがつながっていれば友情はずっ

様々な物事のとらえ方ができ、自分とは異なった意

と続くと思います。友達と別れることは、つら
いことなんだと思いました。

見も、受け入れることができるようになった
②課題

・いくら離れていても、お互いが相手を思う気持

・人に対する思いやりや自分の考えが育っていること

ちがあれば友情は続くと思います。そして、そ

が、行動や発言などから認められた。ここで養われ

ういう思いが通じ合える友達こそが、本当の友

育てられたものが、教科や領域の中でどのように結

達だと言えるのだと思います。私は、転校した

びついていくのか考えていくこと、またそれを検証

ことはないですが、友達と離れる寂しさはわか

していくことが大切である。そのための具体的な手

ります。新しい学校へ行ってだれとも話したこ

立てを考えていく。

とがなくて、不安で何をどうすればいいかわか
らないかも知れないけれど、いつかは仲よしの
友達ができると思います。
・もうすぐ、卒業なので、桃香さんのクラスみた
いにみんなのことを思いやれるクラスにしてい
きたい。

37

実践事例

第３学年 国語「おはなしのくに」
『100万回生きたねこ』・『龍の子太郎』を利用して
さいたま市立大谷口小学校

Ⅰ

実践の概要

鶴田

裕子

ことで、お話の楽しさを満喫してほしいと思った。
また、学校図書館で、心ゆくまで自分の気に入った本

①ねらい
本学級の児童は、全体的に明るく活発である。サッカ
ーが盛んな土地柄、ボール遊びや外遊びが大好きである。
一方、じっくりと本を読むことは苦手な子が多い。

を探し、読み浸る経験を通して、お気に入りの本の帯を
作り、友だちに紹介する活動をした。この学習の経験が、
夏休み前の読書意欲へのきっかけにもつながった。
さらに、確かな国語の力を育成するために、互いの立

そんな児童の実態から、『おはなしのくに』を利用する

場や考えを尊重して、言葉で伝え合う能力を育てるため

ことにより、国語に対する関心をもち、話し合ったり、

にも『おはなしのくに』を視聴した後の活動も工夫して

楽しく書いたり、楽しく読書したりする態度を育てたい

いきたいと考えた。

と考えた。
テレビ学習は、読書の苦手な子や想像の世界に入り込

③継続視聴で育てる力

むことが不得手な子にとっても、自然に物語の世界に浸
り、楽しさを味わうことができる場である。

（1）国語に対する関心をもち、進んで話し合ったり、
楽しく書いたり、読書の範囲を広げようとする態

この視聴体験が読書意欲を喚起させるきっかけとなり、

度（関心・意欲・態度）

いろいろな本に興味をもち、たくさん本を読むことがで
きる読書への導入となる。

（2）相手に応じ、経験した事などについて、事柄の順
序を考えながら話したり、大事な事を落とさない
で聞いたりする力（話す・聞く能力）

②番組利用について
４月の当初から『おはなしのくに』を継続視聴すること

（3）経験した事や想像した事などについて、順序が分
かるように、語や文の続き方に注意して文や文章

を今年度も学級経営案に書いて提出した。

を書く力（書く能力）

この番組によって、人と人とが伝え合う力を高め、思
考力、想像力や言語感覚を養うことにより、国語力を高

（4）事柄の順序や場面の様子などに気付きながら読ん

めることができる。さらに、継続視聴することにより、

だり、読書に親しんだりする力（読む能力）

児童の情意面を豊かにしてくれる効果がある。そうした

（5）音声、文字、語句、文や文章、言葉遣いなどの国
語についての基礎的な事項について理解する力

ことから、学級の雰囲気も明るく、和やかになるのである。

（言語についての知識・理解・技能）

この番組の特性である一編の物語を心を込めて語る語
り手の姿や美しい映像、音楽から、一人一人が自分の心
の中で自由に物語のイメージをふくらませ、お話の楽し

Ⅱ

実践報告

さを知ることが児童の感性を豊かにする。そのため、ど
の学年を担任しても『おはなしのくに』を視聴すること
にしている。

①授業プラン（13時間）
第１次

全文を通読し、初発の感想をまとめる。

第２次

「三年とうげ」を読み、おもしろいところを

（１時間）

３年生は、幅広く読書をしようとする態度を育てる大
切な時期である。

見つける。

夏休み前には、国語の学習で教科書にある物語の楽し
さを味わう単元（「三年とうげ」この教材を一人一人がよ

第３次

「100万回生きたねこ」を視聴する。
（１時間）

り深く感動をもって読んでほしいという願いをもった。）

「100万回生きたねこ」の帯を作る。

がある。

（１時間）

そこで、『おはなしのくに』の「100万回生きたねこ」
を視聴することで、萩原流行の表情豊かな語りや映像、
音声から、物語の世界にたっぷりと浸り、感動を深める
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（６時間）

第４次

図書館で友だちに紹介したい本を探し、帯を
作る。

（４時間）

②学習の流れ
「100万回生きたねこ」
（1）本時のねらい
・「100万回生きたねこ」の番組を視聴しながら、
心の中で自由に物語のイメージをふくらませ、お
話の楽しさを味わうことができる。
・自分なりに感想をもち、発表することができる。
・「帯」を作り、友だちに紹介することができる。
「龍の子太郎」の感想

③子どもの変容
・番組でとりあげた物語に興味をもち、学校図書館で
本を借りたり、書店で買ったりしてすすんで読む姿

（2）学習活動

が見られた。その後、他の物語にも興味をひろげ、

１．視聴する題名や作者を知る。
２．「100万回生きたねこ」を視聴する。
３．心に残ったところを話し合う。
４．「100万回生きたねこ」の物語の帯を作る。
５．友だちに紹介する。

少しずつであるが読書量が増えてきた。
・休み時間に学校図書館を利用することが多くなった。
・朝読書の時間に真剣に本を読む子どもが増えた。
・国語の学習が好きになってきた。

Ⅲ

実践を終えて

【成果】
・読書好きな児童が増えてきた。
（読書量が増えた。）

『龍の子太郎』

・帯づくりの活動では、読み手に本のおもしろさが伝わる

（1）本時のねらい
・「龍の子太郎」の番組を視聴しながら、心の中で
自由に物語のイメージをふくらませ、お話の楽し
さを味わうことができる。
・自分なりに感想をもち、表現しようとすることが
できる。

ように工夫して、本の帯の文章を書くことができた。
・伝えるために書く必要のある事柄を収集したり、選
択したりして、本の帯を作ることができた。
・好きな表現方法が増えてきた。
・自分の考えをもち、自信をもって相手に伝えること
ができるようになってきた。

（2）学習活動

読書量

学習活動

・指導上の留意点
☆評価
１．視聴する題名や作者を知る。 ・番組視聴への興味、関心を高
めさせるようにする。
２．「龍の子太郎」を視聴する。 ・視聴環境（カーテン・机の位
置）を整え、画面に注目させ
るようにする。
☆心の中で自由に物語のイメー
ジをふくらませ、お話の楽し
さを味わうことができたか。
３．心に残ったところを表現する。 ・机間指導を通して、称賛した
（好きな表現方法を選ぶ）
り、言葉かけをして一人一人
・感想文
・本の紹介文
の表現を大切にする。
・絵
・栞
☆自分なりに感じたことを大切
・手紙
にして、好きな表現方法を選
んで、表現しているか。
４．発表する。

・どのような発表も大切にする。
☆友だちに自分の表現したこと
を発表できたか。

５．「龍の子太郎」の物語以外
・いろいろな本を用意する。
の動物の本や、松谷みよ子 （団体貸し出しを利用する。）
の他の本を知る。

【課題】
・適切に表現する能力と正確に理解する能力を基盤と
した伝え合う力の育成について『おはなしのくに』
の番組利用をどう活かすべきか。
・読書の傾向に偏りがある児童への幅広く読書をしよ
うとする態度の指導はどうあるべきか。
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放送番組活用による豊かな学力の育成
〜こんな力を育てませんか〜
放送番組を活用して学習活動をすすめるとき、「この番組を使うことでどんな力が身に付くのだろうか？」と考えた
ことはありませんか。学力向上プロジェクトでは、この一年、様々な学校で行われた実践をもとに、番組の特性を生か
して放送番組を活用した学習をすすめることで育つ力を以下のようにまとめました。放送番組を活用した学習過程をプ
ランニングする際の指針になればと思います。

国語
はじめてのこくご

ことばあ！

育つ力
相手意識をもって話したり聞いたりすることを楽しもうとする。
言葉がもつ響きを体で表現することを楽しもうとする。
言葉がもつ意味を考えながら適切に使う力。
話し手の思いを感じ取りながら、話を聞く力。
様々な場面に合った言葉で話したり聞き返したりする力。

観点
関心・意欲・態度
関心・意欲・態度
知識・理解・技能
知識・理解・技能
知識・理解・技能

おはなしのくに
育つ力
国語に対する関心をもち、話し合ったり、楽しく書いたり、楽しんで読書したりしようとする。
相手に応じ、経験した事などについて、事柄の順序を考えながら話したり、大事な事を落とさないで聞いた
りする力。
経験した事や想像した事などについて、順序が分かるように、語や文の続き方に注意して文や文章を書く力。
事柄の順序や場面の様子などに気付きながら読んだり読書に親しんだりする力。
音声、文字、語句、文や文章、言葉遣いなどの国語についての基礎的な事項について理解する力。

わかる国語

言葉の的確な使い方について知り、それらを正しく用いて文章を書く力。
文章のよいところを見つけたり、間違いを正したりする力。
文章を理解したり表現したりするために必要な語句を獲得する力。

観点
関心・意欲・態度
話す・聞く能力
書く能力
書く能力
読む能力
知識・理解・技能

だいすきな20冊

育つ力
同一作家や同一テーマの作品などを選んで読み、幅広く読書をしようとする。
作品を読んで感じたことや思ったことを伝え合う力。
作品に親しみ、感じたことを手紙や作文などの形で表現する力。
文章の表現のよさや効果を感じながら読む力。
読書を通して考えを広げたり深めたりする力。
登場人物の心情や場面の様子についての優れた叙述を味わいながら読む力。
漢字の意味や成り立ちを理解する力。
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書く能力
読む能力
知識・理解・技能

読み書きのツボ

育つ力
助詞、指示語など日常的に使っている言葉についてその意味を知り、使い分けをしようとする。
アンケートやインタビューを通して集めた情報を生かして話したり書いたりする力。

わかる国語

観点
関心・意欲・態度
話す・聞く能力

観点
関心・意欲・態度
話す・聞く能力
書く能力
読む能力
読む能力
読む能力
知識・理解・技能

算数
かんじるさんすう1、2、3！
育つ力
比べる、数えるなどの操作を通して算数の不思議さ、おもしろさを味わおうとする。
量や形を操作することによって、学ぶことの楽しさや充実感を味わおうとする。
数、量の大きさ、図形についての感覚を豊かにする。
具体物を用いて自分の考えを表現する力。
具体物を用いて数量や図形についての意味を理解する。

観点
関心・意欲・態度
関心・意欲・態度
数学的な考え方
表現・処理
知識・理解

わかる算数4年生
育つ力
算数をおもしろいと感じ、発展的な学習に取り組もうとする。
見通しをもち筋道を立てて考える力。
既習事項をもとに考え問題解決を図ったり、わかりやすく表現したりする。
番組やデジタル教材の活用を通して数量や図形について理解する。

観点
関心・意欲・態度
数学的な考え方
表現・処理
知識・理解

わかる算数5年生
育つ力
算数のおもしろさ、発展的な学習に取り組もうとする。
数理的な処理のよさに気付き、問題を多様な方法で解決しようとする。
既習事項をもとに考え問題解決を図ったり、わかりやすく表現したりする。
見通しをもち筋道を立てて考えようとする。
番組やデジタル教材の活用を通して数量や図形について理解する。

観点
関心・意欲・態度
関心・意欲・態度
表現・処理
数学的な考え方
知識・理解

わかる算数6年生
育つ力
算数の不思議さを読み解き、発展的な問題に取り組もうとする。
推論し、論理的に考えようとする。
事象から規則性を見出し、問題解決に生かそうとする。
既習事項をもとに考え問題解決を図ったり、わかりやすく表現したりする。
番組やデジタル教材の活用を通して数量や図形について理解する。

観点
関心・意欲・態度
数学的な考え方
数学的な考え方
表現・処理
知識・理解

理科
ふしぎだいすき
育つ力
自然事象に関心の目を向け、すすんで観察しようとする。
事物を比較して差異点や共通点を見出す力。
調べたり作ったりなどの方法や手段を工夫し、観察や実験する力。
観察や実験の仕方及びその記録の仕方を理解する。

観点
関心・意欲・態度
科学的な思考
技能・表現
知識・理解

ふしぎ大調査
育つ力
自然事象に関心をもち、その変化や性質をすすんで調べようとする。
条件に着目して、自然事象の性質や変化の要因を考える力。
資料を活用して、自然の事物のつくりや働き、事象の変化を調べる力。
実験装置や器具の正しい使い方を理解する。

観点
関心・意欲・態度
科学的な思考
技能・表現
知識・理解
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サイエンス・ゴーゴー
育つ力
生命を尊重し、学んだことを自分の生活に生かす力。
身の回りや自然事象から問題点を見出し、追究する力。
自然事象の変化とその要因との関係に問題を見出し、条件に着目して計画的に追究する力。
量的変化や時間的変化をもとに、規則性や連続性について考える力。
問題解決に適した方法を工夫し、装置を組み立てたり使ったりして観察、実験やものづくりを行う力。
観察の過程や結果を的確に表現する力。
生命の連続性、事象の規則性などを理解する。
実験装置や器具の正しい使い方を理解する。

観点
関心・意欲・態度
関心・意欲・態度
科学的な思考
科学的な思考
技能・表現
技能・表現
知識・理解
知識・理解

3つのとびら
育つ力
多面的に追究する方法や視点を見出し、自己の学習に生かそうとする。
身の回りや自然の中で起こる事象から問題点を見出し、追求する力。
様々な要因を見出したり、結果を考察する力。
多面的な方法で事物や現象を追求し、変化やはたらきについて考える力。
仮説を立て、自分の確かめたいことを明確にし、実験や観察する力。
状況を提示しながら結論を説明する（プレゼンテーション）技能。
資料を活用して、自然の事物のつくりや働き、現象の変化を調べる力。
ものづくりを通して物の性質やはたらきへの理解を深める。
実験装置や器具の正しい使い方を理解する。

観点
関心・意欲・態度
関心・意欲・態度
科学的思考
科学的思考
技能・表現
技能・表現
技能・表現
知識・理解
知識・理解

社会
しらべてゴー！
育つ力
地域における社会的事象に関心をもち、意欲的に調べることを通して、地域社会の一員としての自覚をもつ。
地域における社会的事象から学習の問題を見出して追究・解決する力。
地域における社会的事象を的確に観察・調査したり、地図や番組・Webクリップなど具体的資料を効果的に
活用したりする力。
番組やクリップを用いて人々の健康な生活や安全を守る活動を理解し、様々な学習課題の調べ方やまとめ方
が分かる。
人々の生活の変化や地域の発展に尽くした先人の働きを理解する。

観点
関心・意欲・態度
思考・判断
技能・表現
知識・理解
知識・理解

日本とことん見聞録
育つ力
産業や国土の様子に関する社会的事象に関心をもち、すすんで調べ、考えようとする。
様々な資料や映像から、社会で働く人々の工夫や努力に気付く視点をもつ。
調べた過程や得られたことを目的に応じた方法で自分なりに表す力。
番組と番組Ｗｅｂを合わせて活用することで、産業の課題や発展について深く考える力。
産業や国土の様子を表す資料から、事象についての知識・理解を深める。

観点
関心・意欲・態度
技能・表現
技能・表現
思考・判断
知識・理解

にんげん日本史
育つ力
歴史に興味をもち、意欲的に調べ、学習しようとする。
興味をもったことや気付いたことをもとに、学習問題をつくり、進んで問題解決する力。
歴史的・社会的事象から学習の問題を見出し、その意味をより広い視野から考える力。
番組やクリップ・図書など幅広い資料を活用して調べる力。
様々な資料から、自分たちの生活の歴史的背景、歴史や先人の業績を理解する。
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観点
関心・意欲・態度
関心・意欲・態度
思考・判断
技能・表現
知識・理解

音楽
ドレミノテレビ
育つ力
音遊びを通して、音の世界の広さ、深さを感じ取る。
音に関する事柄を理解する。
出演者の音遊びやプロの演奏を通して表現する楽しさを知る。
楽しく歌ったり演奏したりする。

観点
感受や工夫
感受や工夫
関心・意欲・態度
関心・意欲・態度

総合的な学習の時間
おこめ
育つ力
農業を通して、社会の現状・健康や体・環境問題を自分の生活と結びつけて考えようとする。
自分の解決したい課題に応じた情報を効果的に集める力。
集めた情報の意味を理解し、その情報を活用して、課題を追究する力。
伝える目的や相手に応じて、適切に表現する力。
自己を振り返り、学んだことを生活に生かす力。

観点
関心・意欲・態度
技能・表現
思考・判断
技能・表現
思考・判断

たったひとつの地球
育つ力
身の回りの環境問題に関心をもち、自分の生活と結びつけて考えようとする。
集めた情報の意味を理解し、その情報を活用して、課題を追究する力。
自己を振り返り、学んだことを生活に生かす力。
自分の解決したい課題に応じた情報を効果的に集める力。
伝える目的や相手に応じて、適切に表現する力。

観点
関心・意欲・態度
思考・判断
思考・判断
技能・表現
技能・表現

みんな生きている
育つ力
生命の尊さを感じ取り、生命あるものを大切にしようとする心を育む。
郷土の文化と伝統を大切にし、郷土を愛そうとする心を育む。
父母、祖父母を敬愛し、家族みんなで協力しあって楽しい家庭をつくろうとする心を育む。
先生や学校、友だちを大切にし、みんなで協力しあって楽しい学級をつくろうとする心を育む。
さまざまな人々の生き方に感動し、共感し、自分の生き方や考え方に生かそうとする心を育む。
自分の生活をふり返り、自分自身を見つめなおすことで、自分を大切にしようとする心を育む。

特別支援教育
みてハッスル

きいてハッスル

育つ力
どうしたらよいかと考え、こうしてみようという具体的な解決策を導き出す。
他人とどうかかわったらよいか、どんな順序で行えばよいかを知り、実践力を培う。
身の回りの人とかかわる力（コミュニケーション能力）

（構成

目黒区立緑ヶ丘小学校

鈴木

衆）
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「学力向上と学校放送」
NHK番組制作局教育番組センター

学校教育番組チーフ・プロデューサー

ＮＨＫ学校放送番組は昭和10年にラジオ放送から始ま
りました。以来、およそ70年と言う歳月を経て、学校放
送番組は「公共放送」のひとつとして、なくてはならな
い存在を確立してきました。

笹原

達也

上に関する取り組みとして、子どもたちが基礎学力を身
につけ、基本を確実に学ぶための番組づくりです。
「基礎学力を身につけ基本を確実に学ぶ」ため、18年
度までに「算数」と「国語」の２つのシリーズを完成し

しかし、放送やメディアは年々進化しています。それ

ます。前者は、数の世界の楽しさや不思議さに触れ、知

に合わせて学校向けの放送サービスも変化しています。

的な興味を抱くきっかけとなる算数番組を目指して制作

教育現場の急速なＩＴ化にあわせて、ＮＨＫでも従来の

しています。そして、『かんじるさんすう』と『わかる算

放送サービスに加え、関連教材や動画を提供する「デジ

数』で、１年生から6年生までの全学年を網羅します。

タル教材」をインターネットで提供するようになりまし

また、国語は３、４年生向けに続き、５、６年生向け

た。７年前から「デジタル教材」の開発を始めて、現在

『わかる国語

読み書きのツボ』の放送が18年度から始

では38の学校向け番組すべてにホームページが完成し、

まり、楽しく国語の基礎学力を身につけるシリーズが高

日本でも有数のインターネットポータルサイトに育って

学年まで完成します。

います。

さらに「道徳」でも、テレビと一緒に課題を考えてい

ここでは、インターネット上で①放送番組を見ること

く新しいタイプの『道徳ドキュメント』が新番組として

ができる、②番組関連資料映像（クリップ）を見ること

始まります。番組は、実際に起きた出来事を取材して制

ができる、③教材関連ソフトを利用できる、④先生方へ

作されています。その事柄から自分だったらどう判断す

のガイド、という４つのコンテンツを簡単に無料で利用

るだろうかを考えます。小学校高学年向けの番組ですが、

することができます。

大人でも考えさせられる課題も含まれている新しいタイ

また、デジタル放送に向けた学校教育番組の制作も、

プの道徳番組です。

小学校3年生、4年生向け理科番組、小学校中学年向け社

放送利用によって、学力が上がったという具体的な調

会科番組で始まっています。さらに、今後実用化される

査を行うことが大変に難しいことは誰の目にも明らかで

サーバー型受信機を活用すべく、これに対応した番組・

す。では、子どもが教室で授業時間に学校放送番組を見

教材の開発も進んでいます。サーバー型受信機を使うと、

ることは、学力向上に関して本当に効果があるのでしょ

任意の学校放送番組や学習動画を自動的に録画・蓄積し、

うか。放送教育70年を超える歴史の中で、放送番組を教

授業の進度に合わせて自在に呼び出したり、インターネ

室で利用することの効果は問われ続けています。

ット経由の情報や先生の自作教材を同一画面上で組合せ

私たち学校教育番組は、これからも現場の先生方と歩

て使用したり、という高度な利用法が手軽に出来るよう

みを同じくしながら、学力向上の一端を担うべく、様々

になります。このように、急激に変化する放送やメディ

な番組で18年度も教育番組に積極的に挑戦してゆきます。

アに即して、学校向け番組も積極的な挑戦をしています。

デジタル放送・サーバー型放送イメージ
平成18年度には、さらに質の高い番組内容と、教師の
皆さんにとって利便性の高いものにするため、大きく４
つの柱をもって番組を制作します。そのひとつは学力向
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サーバー型実験機をつかった研究授業
（港区立神応小学校）

研究のまとめ
大阪市立大学大学院文学研究科助教授

平成17年４月、全国放送教育研究会連盟（以下、全放
連）の「放送学習による学力向上プロジェクト」（以下、

木原

俊行

た。
この理論的検討の意義は、メンバーのそれぞれが記し

学力向上プロ）による研究活動が始まった。このプロジ

た実践記録の内容に明白であろう。各人がターゲットと

ェクトは、竹下委員長（千代田区立九段小学校教諭）の

している学力要素が多岐に及んでいるからである。例え

リーダーシップの下、教育放送デジタル化対応ミレニア

ば、５年生の学級担任となった、川崎市立藤崎小学校の

ムプロジェクト（以下、デジプロ）等による成果、NHK

草柳教諭は、子どもたちの基礎体験、とりわけ読書体験

学校放送番組に連動したデジタル教材の活用方法の明確

が不足しているという実態を踏まえ、『わかる国語

化を、現在多くの教育現場で課題となっている学力向上

すきな20冊』の継続視聴に挑み、子どもたちの読書への

への取り組みに接続しようとする営みである。

意欲の喚起や読書習慣の形成に努めている。あまり手の

だい

もちろん、デジプロの一環としてメンバーが取り組ん

込んだ展開を構想せずに、番組と子どもたちをシンプル

だ授業実践では、学習目標の明確化や指導と評価の一体

に出会わせて、読書の楽しさ、意義を子どもたちに体感

化、個に応じた指導などが繰り広げられた。子どもたち

させている。同教諭は、それらを、「確かな学力への第一

の表現力や思考力の向上も確認された。

歩」であると記している。

しかしながら、放送番組を活用した学力向上には、さ

また、同じ５年生の担任でも、目黒区立田道小学校の

らなる可能性があるに違いにない。例えば、いわゆる継

田端教諭は、社会科番組『日本とことん見聞録』を継続

続視聴は、子どもたちが「学び方」を獲得し、定着させ

的に利用し、子どもたちに、人々の働く姿や社会的な事

るための術になるだろう。また、放送番組に特徴的な映

象への関心・意欲・態度、観察・資料活用の技能・表現、

像の具象性は、子どもたちに学習の見通しを与えたり、

そして社会的な思考・判断を高めてもらいたいと願って

彼らの関心・意欲を高めたりしてくれる。「学力向上を目

いる。特に技能・表現と思考・判断の育成のために、番

指す教育実践」でも述べたように、今日、学力の再定義

組と連動したデジタル教材を授業で多用している。

とその育成方法の再検討に学校現場の教師たちは努力を

杉並区立浜田山小学校の小林教諭の場合には、第６学

傾注しているが、その体系に放送番組利用を位置づける

年の子どもたちに、社会科番組『にんげん日本史』を継

べく、この１年、学力向上プロのメンバーは、研究活動

続視聴させ、人物の「思い」にリアルに迫らせている。

を進めてきた。この「研究のまとめ」では、４点に及ん

ともすれば歴史学習は、知識・理解に偏重しがちである。

で、その成果を述べる。

小林教諭は、それを番組利用によって超克し、子どもた
ちに、我が国の歴史に対する愛情・愛着を育むもうとし

１．学力向上の実践動向についての理論検討等

ている。
その他の実践記録からも確認できるが、学力向上プロ

学力向上プロでは、５月、学力観に関する学習会を開

のメンバーの実践は皆、学力の総合性、それを育む方法

催し、学力とその育成方法についてのメンバー間の共通

論の多様性を前提とし、自らの学級・学校の子どもたち

理解を図った。

にはいかなる力の育成が特に必要なのか、そのためには

筆者が、学力の総合性、「確かな学力」の枠組みとその

どのような手法が効率的・効果的なのかを熟慮し、「個性

主柱たる思考力の構造、思考力を育成するための放送番

的な」学力向上実践を展開している。それは、特定の学

組等の活用方法について、メンバーに話題提供した。ま

力要素だけに焦点を当て、その育成を画一的な方法で満

た、その後、メンバーは、担当する学年や教科を念頭に

たそうとする、学力向上へのアプローチと対局を成すも

置きながら、学力向上のためのアクションプランを策定

のである。

した。

放送教育はこれまで、番組の多様性に即して、様々な

これらを通じて、メンバーは、「学力」を吟味する視点

スタイルで授業に番組利用を位置づけてきた。上述した

を獲得するとともに、自らが１年間追究したい学力要素、

「個性的な」学力向上アプローチは、放送教育の基本精神

それを子どもたちに培うための重点課題を明らかにでき

を受け継いだからこそ生まれた、教育実践なのである。
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２．授業研究の進展

詳細はそれぞれの実践者の報告に委ねるが、学力向上
プロでは、授業だけでなく、授業研究の方法論について

（1）授業評価研究の重視

も、そのスタイルの工夫にメンバーは着手している。そ

学力向上への取り組みには、検証が必要だ。子どもた

して、おもしろいことに、そのような教師自身の学びの

ちの認識や行動等の変容をきちんと測定し、それを次な

工夫と授業の工夫の間には、互いに影響し合い、共鳴す

る実践を構想するための材料にするという、マネージメ

る関係を見出すことができるのだ。

ントサイクルが学力向上を目指す取り組みでは重視され
ている。換言すれば、学力向上を目指す取り組みは、授

３．地方メンバーの貢献

業評価研究重視の姿勢を伴うことになる。デジプロなど
全放連の取り組みも含めて、最近の放送教育の実践研究

デジプロでもそうであったが、学力向上プロも、その

では、やや、授業設計、授業デザインに関する研究が盛

参加は、万人に開かれている。だから、地方の放送教育

んだったように思う。それは、デジタル教材など新しい

実践家も、参加の意志を表明すれば、メーリングリスト

メディアや学習環境が次々と登場し、その可能性を検討

に登録され、ネットワーク上で学力向上プロの研究活動

する必要があったのだから、当然であった。

に参画できる。また、休日や長期休業中に開かれる研究

もちろん、学力向上プロのメンバーは、今年度も、放
送番組を活用する意義を再確認し、またその授業デザイ

会に参加できる。デジプロで開拓された研究ネットワー
クは、学力向上プロにおいてもますます拡充している。

ンを十分に検討した。ただし、同時に、取り組みの成果

デジプロに引き続き、静岡、大阪等の放送教育実践家

を検証すべく、授業評価研究にいっそう時間とエネルギ

が首都圏のメンバーとオンライン上で実践情報を交換し、

ーを割いたのである。

それを活かして学力向上を目指す実践を繰り広げ、その

例えば、さいたま市立大谷口小学校の鶴田教諭は、「読

成果等をこの報告書に掲載してくれている。例えば、浜

書への興味や想像力が深まり、感性がより豊かになる」

松市立芳川北小学校の市川教諭は、第６学年の子どもた

ことを願い、第３学年の子どもたちに、
『おはなしのくに』

ちに、理科番組『３つのとびら』を継続的に視聴させて

を継続視聴させた。そして、その成果を、子どもたちの

いるが、その効果をテストで把握するとともに、番組と

日常生活の変化、とりわけ読書量の増加できちんと示し

クリップの活用に関するアンケート調査を実施して、学

ている。

習におけるそれぞれの役割をていねいに検討している。

また、横浜市立境木小学校の高野教諭は、第４学年の

また、枚方市立五常小学校の松浦教諭は、社会科番組

子どもたちに、理科番組『ふしぎ大調査』を継続的に視

『日本とことん見聞録』とそのデジタル教材等を活用して、

聴させるとともに、この番組に連動したデジタル教材、

「個に応じた指導」の充実を図っている。松浦教諭は、キ

特にクリップの活用傾向について詳細なデータを収集し、

ーワード作文を用いた形成的評価の実施によって、子ど

その結果をていねいに分析している。

もたちの社会的な思考・判断の状態をA、B、Cの３段階
に分け、そうした習熟の程度の違いに応じるために、２

（2）授業研究会のスタイルの工夫

つの学習コースを用意した。

今年度、学力向上プロでは、２度の授業研究会を実施

これら２つの実践には、学力向上プロの首都圏のメン

している。それは、６月の川崎市立稲田小学校の佐藤教

バーが取り組んだ実践の特徴、例えば授業評価の重視な

諭（第５学年算数における『わかる算数５年生』の活用）

どを確認できる。それは、学力向上プロのメンバーが地

と11月の横浜市立上大岡小学校の金子教諭（第２学年国

域を越えて共同的に研究を推進したことの証であろう。

語における『ことばあ』の活用）である。

なお、この報告書のコラム欄に、学力向上と放送教育

前者では、学力向上プロのメンバーや番組スタッフに

のよき関係に関する文章を３人のメンバーが寄稿してく

加えて、川崎市の情報教育の研究会のメンバーも、授業

れた。そのうち２名は、地方の実践家である。このよう

を見学し、事後協議会に参加して、佐藤教諭による実践

な貢献は、地方メンバーのプロジェクト参加の新しい可

を様々な角度から吟味してくれた。

能性を示唆するものとなった。

また、後者では、学力向上プロのメンバーは、ワーク
ショップ型の事後協議会を繰り広げた。それによって、

４．成果のアピール

短時間の協議であったにもかかわらず、番組利用の効果、
それを通じた「国語力」の向上について、多様な意見を
出し合い、それらを構造化することができた。
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昨年度まで、デジプロでは、デジタル教材活用に関す
るリーフレットを作成し、それを放送教育研究会全国大

会などで配布し、その普及に努めてきた。また、全国大
会の実践研究交流会における実践報告等に取り組んでき
た。その成果の公開、アピールの姿勢を、学力向上プロ
は、きちんと継承している。
同時に、学力向上プロでは、研究活動の成果を全国の
放送教育実践家に提供すべく、今年度、「放送番組の活用
アイデア集・放送番組活用による豊かな学力の育成」を
開発した。学校放送番組を活用して育成を図ることがで
きる能力・資質をチェックリスト化したのである。この
ツールは、放送教育と学力向上との接点の開拓、その取
り組みの自己点検・評価に資するに違いない。
このような成果からすれば、学力向上プロは、上々の
スタートを切ったと言える。その継続・発展、特に、幼
稚園・保育所や中高等学校の教師による、放送番組の活
用を通じた学力向上の実践を開拓することを２年次では
ぜひとも実現させたい。
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