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複式学級の学習指導から考える自律をめざす学び 

M14-5008  草野 知子 

１ 研究の目的 

子どもたちが生きていく社会はますます複雑・多様になる。その中で、子どもたちが

希望を失わず、自他の幸せを願って生きるために学校教育で育む力は何であろうか。 

先進国 34 カ国が加盟する経済開発機構（OECD）のキーコンピテンシー（2005）の１

つに、「自律的に行動する力（Acting Autonomously）」があげられている。その背景には、

知識や情報にあふれ、絶えず技術が革新され、経済や環境問題などの地球規模で立ち向か

わねばならない問題が山積していることがある。今日的な課題は、教えられた知識だけで

はもはや解決できない。これからの社会を生き抜くには、情報を取捨選択し、多様な他者

と影響しあいながら、自ら考え行動し、その経験を省みて自己評価する力、すなわち自律

して学び続ける力が求められる。 

筆者は複式学級で実践する中で、複式学級には自律して学ぶ素地があると考えた。複式

学級においては、一方の学年の児童を指導している間、もう一方の学年が上手に自学自習

できない、2 学年分の教材研究に時間がかかるなど、いくつかの問題がある。教師も、少

人数であることや 2 学年異内容の授業を同時進行することへの困難さや負担を感じている

場合が多い。一方で、複式学級には、児童一人ひとりに教師の目が行き届き、きめ細かな

指導が行いやすいことや、子ども同士、子どもと教師の人間関係が深まるといった利点が

ある（広島大学附属東雲小学校 2010：14-15）。課題とされる自学の時間は、自律して学ぶ

力、友達と助け合いながら答えを探していく力が育っていく時間と捉えることもできる。 

日本では小規模校の統廃合が進み、複式学級は減少傾向にあるが、海外ではあえて複式

学級にしている事例も少なくない。オランダのイエナプランにおいては、学級はマルチエ

イジ（３学年混合）である。ブロックアワーと呼ばれる時間があり、1 週間のスケジュー

ルを子どもたち自身が立て、個別に学習を行っている。フィンランドでは、学級の組み方

を学校が決めることができ、複式学級に複数の教師が配置されている例もある。 

また、玉井（2015）は、子ども自らが自主的・協同的に授業を進めていく形式や、少人

数であるために、個々の状況に応じた学習指導が行われていること、異学年という能力差

を前提にしながら異能力の子どもが共存・協同していく複式学級の授業は、アクティブ・

ラーニングを実践する際に参考になると述べている。 

本研究では、複式学級の学習指導を通して、自律した学びを生むための要素を明らかに

することを目的とする。 

２ 研究の方法 

2.1 文献研究 

・ 複式学級における学習指導の特性を整理する。 

・ 先行研究から、本研究における「自律」について基本的な考え方を示す。 

・ 先行研究を通して、本研究の授業の実践を構想する。 

2.2 授業実践 

5・6 年複式学級で、国語と算数の授業を行った。学びの基礎となる 2 教科であること、

配当時間数が多いことから、自律した学びの習慣を効果的につけることができるのではな

いかと考え、本研究の対象教科とした。筆者が実践し、学級担任は観察者としてかかわっ
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た。 

2.3 分析 

 授業の手立ての有効性と児童・担任の変容を分析するにあたり、ビデオ記録およびアン

ケート調査を行った。また、少人数の学級の授業実践であったため、個別にインタビュー

をとり、アンケートの記述と併せて分析した。 

 

３ 研究の成果 

3.1.1 複式学級の学習指導の特性 

 複式学級の国語や算数では、学年

ごとに異なる内容を学習することが

多い。2 個学年の児童に別内容の指

導をするとき、教師が一方の学年に

指導している（直接指導）間、もう

一方の学年は自分たちで学習を進め

ていく（間接指導）。通常、複式学級では、2 個学年の学習過程がずらして組み合わされ（ず

らし）、教師が、一方の学年からもう一方の学年に交互に移動して（わたり）直接指導をす

る。図１の 4 分割案を基本として、2 分割案（前半と後半に分けて指導）、無分割案（１個

学年だけを指導）などがある。 

 和歌山県田辺市立富里小学校（2012）では、見通しシ

ート（学習ガイドとも呼ばれる）を活用し、同時間接指

導（見守り型支援）を行った。その日の学習計画だけで

なく、単元の見通しを示した単元見通しシートと学期の

見通しを示した関連表を掲示した。授業は、学習リーダ

ーが進め、教師は相づちを打つ程度であった。見通しシ

ートの活用によって、児童は学習過程を確認し、落ち着いて自分の学習に取り組むことが

できた。その結果、毎時の授業のスタートがスムーズであることなどの成果を得ていた。 

3.1.2 複式学級の学習空間 

 複式学級では、間接指導時の諸準備として、教室内にホワイトボードや画用紙、マーカ

ー、国語辞典、パソコン、進度が速い児童のための課題等が置いてあり、自由に使えるよ

うになっている。また、2 個学年がひとつの教室で学ぶ工夫として、前と横に黒板を置い

たり、前と後ろに置くなどして、活動にあわせて自由にレイアウトしている。 

3.2 本研究における自律とは 

吉田（2006）は、自己決定の

場を取り入れることによって、

児童の主体的に学ぶ力を育成

することができるとし、岩手県

の複式学級で研究を行った。そ

の中で、主体的に学ぶ力の構成

９月授業実践
・授業記録（ビデオ）

９月授業実践修了後
・アンケート

（児童9名）
・インタビュー（担任）

11月 ９月の調査をもとに
・インタビュー

（抽出児童3名を中心に）
・インタビュー（担任）

下学年 教師の動き 上学年 

課題把握 直接指導 間接指導 適用・発展 

課題追求・解決 間接指導 直接指導 課題把握 

まとめ 直接指導 間接指導 課題追求・解決 

適用・発展 間接指導 直接指導 まとめ 

下学年 教師の動き 上学年 

つかむ 直接指導 つかむ 

考える 間接指導 考える 

深める 間接指導 深める 

振り返る 直接指導 振り返る 

構成要素 主体的に学ぶ児童の具体的な姿 

新しい知識や技能を獲

得する力 

明確な目的意識をもち、学習のゴール像を見通し

ながら課題解決に自主的に取り組んでいる。 

他者とともに考える力 多様な考えに進んでかかわり、他者とともに新し

い発想を生み出そうとしている。 

獲得した知識や技能を

基に行動を起こす力 

これまでの学び方を目的に応じて活用、修正し進

んで学級・学校外に学びを広げようとしている。 

図１ 一般的な複式の学習指導 

図２ 複式の学習指導（富里小） 

表１ 主体的に学ぶ児童の具体的な姿（吉田） 
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表２ 本研究の授業の手だて 

図３ 本研究でめざす児童像（津田(2013)、吉田(2006)をもとに筆者が作成） 

要素と児童の具体的な姿を表１のように示した。 

津田（2013:40）は、学習における自律について、「効果的に学ぶために自らの学習を管

理できる能力である」と定義した。学習者が自ら管理する能力は、図３の①～⑤である。 

 吉田（2006:2）のめざす児童像からヒントを得、また、津田の項目を参考に、本研究の

めざす児童像を図３に示す。 

めざす児童像

 

 

3.3 授業の手立て 

 複式学級の学習指導は、教師が教えることを前提としてきた。しかし近年は、児童が学

習リーダーとなり、学習ガイドを活用して授業を進め、教師は見守り型支援を行うように

なってきている。だが、現状では、教師が決めた学習内容を子どもたちが進める形に留ま

っているケースが多い。また、少人数ゆえに教師が支援をし過ぎ、子ども同士で考えを深

め合う機会を妨げてしまうこともある。評価についても教師からのフィードバックが丁寧

に行われる一方、子ども自身の振り返りが十分ではない場合が多い。そこで、本研究では

表２のような手だてを国語と算数の授業に取り入れ、実践する。国語では、他者とかかわ

る活動を中心に、算数では、計画表を見て毎時自己評価をしながら、個人で、または他者

と一緒に学習を進める活動を中心に授業を行った。 

 

3.4 授業実践 

3.4.1 学級について 

学校：茨城県 K 小学校（全校児童 25 名、全学年複式） 

対象学年：5・6 年生複式学級 

１．自分で取り組む力

•学習のゴールを見通しなが
ら主体的に取り組んでいる。

２．他者をもとに考える力

•自己の学習を進める過程で、
他者の考えをもとに、自己
の考えを広げたり深めたり
しようとする。

３．学習を振り返り、

次にいかす力

•自己の学習を振り返り、学
んだことを次の学びにいか
そうとする。

これまでの手立て（→現状） 本研究の手立て（→期待する効果） 

１．学習ガイド 
→与えられた内容を子ども達

が進める。 

１−①単元のゴールと計画を提示する 
→見通しをもって学習を進められる。 

１−②学習の方法を選ぶ／学習する場所を選ぶ 
→自分のペースで進められる。 

２．他者とのかかわり 
→指示されてかかわる。 

２ 学習を通して他者とかかわる 
→他者とのかかわりを体験する。気軽にきき合う環境をつくる。 

３．ふりかえりや評価 
→教師による評価が多い。 

３−①自己評価をする 
→自分の進度や理解度を常に確認できる。 

３−②学習の振り返りを書く 
→学習を振り返り、次にいかすことができる。 

自律とは「効果的に学ぶために自らの学習（①〜⑤）を、選択し決定する能力」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③学習方法の振り返り 

④学習結果の評価 

①学習の目的 

②学習の計画と内容 
⑤仲間との対等な相互行為 
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廊下 

図４ 5・6 年生教室 

人数：5 年生 4 名（うち 1 名は欠席）、6 年生 6 名 

教室：研修校の教室を図４に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

パソコン（PC）や辞書、本、計りなどがすぐ手に取れるところにあり、調べようと思った時にすぐに

調べられる。また、毎週のマラソンの記録ファイルや暗唱表、問題集をいつでも確認でき、自分で取り組

むことができる。 

 

児童の様子：複式学級で育っているため、わからない言葉は調べる、課題が終わったら読

書をするなど、自学の習慣が身についている。何事にも前向きに取り組んでおり、話をし

ている人の方を見て聞くことができる。全校で日記に取り組んでおり、書くことへの抵抗

感は少ない。6 年生は、話し合って進めるよりも、個人作業の方が得意である。だが、発

言の声が小さく、明瞭でない。5 年生は、よく発言するものの、他者の意見を受け入れる

のは苦手な面がみられる。 

3.4.2 授業の実際 

【国語】学習の見通しをもち、

学習を通して他者とかかわり

をもつ活動を中心に行う。 

(1) 見通しをもつ手立て 

 ①ゴールや計画の提示 

 ②構成表 

(2) 考えを深めるための話し合

いカード（図５） 

オープンクエスチョンを

用いて、互いの話を聞く練習

を行った。その後も、ペアや

グループで互いの考えを深

めるためにくり返し用い

た。 

 

本棚 理科の教材棚 

P
C

 

児童のﾎﾞｯｸｽ  棚上:ﾒﾀﾞｶ 

 
 
 
黒 
板 

教師机  
   PC 

ﾛ
ｯ
ｶ
ｰ
 

児童の国語辞典、漢和辞典 

画用紙や計りなど 

問題集、個人ファイル 

本棚 

図５ 話し合いカード（岩瀬（2013）と 5・6 年教科書をもとに

筆者作成） 

座席を自由に動かせるス

ペース 

図書館の本、新聞 

 

○話し合いの時は・・・ 

〈態度〉自分と他者はちがうこと。ちがうからこそ、自分の考えが深まる。 

〈気をつけること〉人と意見を区別する。  

         非難（人を殺す）と批判（人を生かす）はちがう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈深める〉 

・ というと？ 

・ というのは、たとえば？ 

・ もう少し具体的には？ 

・ もう少しくわしく教えて 

〈確認〉つまり〜ということ？ 

   もしかして〜ということ？ 

〈理由〉どうして〜 

〈方法〉どのようにして〜 

〈提案〉それなら、〜したらどう？ 

〈相手の評価〉どちらが〜 

〈相手の考えを、まずは受け止める。〉 

・ うんうん、なるほど 

・ そうだね 

・ 確かに 

・ そう思うんだ 
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(3)単元の計画 

学年 第 5 学年 第 6 学年 

期間/回数 2015 年 9 月 4 日～16 日／10 回 2015 年 9 月 4 日～16 日／10 回 

単元 考えを明確にして話し合い、提案する文章を

書こう（光村図書） 

意見を聞き合って考えを深め、意見文を書

こう（光村図書） 

単元目標 ◎互いの立場を明確にして話し合うことがで

きる。 

◎調査や話し合いをもとに、提案書を書くこと

ができる。 

◎互いの考えをきき合い、考えの違いをはっ

きりさせて話し合うことができる。 

◎話し合いで深めた考えをもとに、構成を工

夫して意見文を書くことができる。 

授業の展開と教師の位置（直接指導     間接指導    ） 

時 5 年生 手立て 教師の位置  手立て 6 年生 

１ 単元のゴールを知る。 

話し合いの練習（ペア） 

【ゴール・見通し】 

【他者】 

  【ゴール・見通し】 

【他者】 

単元のゴールを知る。 

話し合いの練習（ペア） 

２ 学校生活の問題を考える。 

話し合って、提案する内容

を決める。 

 

 

（個人） 

 

 

【他者】 

   

 

（個人） 

【他者】 

平和について自分の考え

をもつ。 

教材「平和のとりでを築

く」の読み 

問「平和とは何か」 

問「平和が崩れるとどのよう

な悲惨なことが起こるのか」 

問「人の心で生まれる戦争と

は？」 

問「人の心に平和のとりでを

築くとは？」 

３ 提案書に書く項目を知る。 

提案する内容を再考する。 

 

 

【他者】 

←〈教師の介入〉 

   

（個人） 

【他者】 

４    

（個人） 

意見文の書き方を知る。 

自分の考えの根拠となる

資料を集める。 

５ 提案書を書く準備をする。 

①提案する内容 

②その理由 

③現状と問題点 

④解決する方法を話し合う。 

【他者】 

 

   

 

【見通し：構成表】 

 

 

説得力を増す方法を知る。 

構成表に必要事項を書く。 

６ 役割を分担する。 （個人） 

←〈教師の介入〉 

  【他者】 自分の考えに対する反論

を受け、それに対する自分

の考えを書く。 

７ 

 

提案書の下書きをする。 （個人） 

←〈教師の介入〉 

  （個人） 

 

【他者】 

構成表をもとに意見文を

書く。6 年生で読み合い、

推敲する。 ８   

９ 6 年生に発表し、アドバイ

スをもらう。 

5 年生でさらに推敲し清書

する。 

【他者(5,6年生)】   【他者(5,6年生)】 5 年生の提案書について、

アドバイスする。 

１０ 6 年生の意見文を読んで感

想を伝える。 

提案書を書く意味を考え、

文章にする。 

【他者(5,6年生)】 

 

【振り返り】 

  【他者(5,6年生)】 

 

【振り返り】 

互いの意見文を読み、感想

を伝え合う。 

意見文を書く意味を考え、

文章にする。 

※5 年生は、第 1，2 時で提案するテーマを決め、第 3 時から提案書を書く準備の予定であったが、第 2

時までに考えが広がらず、「洗面所では静かにしてほしい」という下級生への注意のような内容であった。

せっかく提案書を書くのだから、来年度 6 年生になるにあたって、みんなに喜んでもらえるようなことを

提案しようと教師が介入し、再考することにした。 

※6 年生は、構成表を第 6 時に配布する予定にしていたが、意見文を書くために何が必要か見通しをもた

せるために第 5 時で配布した。 
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表３ T 児の意見文 

(4)学習の成果（学級担任による） 

 

【算数】計画表（自己評価カード）をもとに、個人で、または友達同士で学習する。 

(1)自己評価カード（図６） 

単元のはじめに、単元の内容を記した自己評価カードを配布する。それに基づいて、

児童は自分のペースで学習を進める。このカードは、計画だけでなく、教科書を見て自

分で学習できるように学習ガイドの役割も果たしている。授業の終わりには自己評価を

行う。 

・ 学習の進め方 

① 計画表の教科書の範囲を確認する。 

② 教科書を開き、例題を確認する。大切だと思うところには線を引いたり、ノートに

まとめたりする。 

③ 教科書の問題を解き、教師に採点してもらうが、教師の手があいていないときは先

に進める。 

④ カードの「説明する」の項目は、２人以上に説明してわかれば OK。 

⑤ カードの計画より先に進んでもよい。 

⑥ 問題集（ピラミッド）は、いつやってもよい。 

5 年生 6 年生 

話し合う 提案書を書く 話し合う 意見文を書く 

自分の意見を伝えるこ

とは得意だが、相手の

意見を聞き入れること

には課題があった。今

回の単元で、6 年生の助

言を聞き入れ提案書を

推敲した点で、成長が

みられた。 

身近な問題への意識か

ら「本とのつながりを

強くしよう」と題して、

本が好きな 5 年生らし

い提案をした。文章を

何度か推敲し、通常よ

りもやや高い成果を得

た。 

自分の意見を伝えた

り、友達の意見に反論

や指摘をすることを苦

手としていたが、今回

は指摘できるようにな

った点で、大きな成長

がみられた。 

6 年生の意見文は、自分

の意見を表明する、説

得力のある文章を書く

（表３）という点で優

れており、通常よりも

高い成果を得た。 

「認め合いからはじまる平和」 

 ぼくはこの世界から争いが無くなってほしい。そのためには、人と人との考

え方のちがいを受け入れることが大切だと思う。そうすることによって、平和

な社会が生み出されるのだとぼくは考える。 

 「世界を平和にするためのささやかな提案」という本の中に、「いろんな問題

や意見に「なぜ」と問い直して「解体」することが必要だと思います」とある。

これは、人とのちがいを「なぜ」ときいて、どうして違うのかということが、わ

かるのだと思う。そうすることで、ちがう理由が分かり、そこから相手の考え

や異文化も受け入れることができるのだ。「解体」というのは、考え方をくわし

くして原因をみつけるということだ。 

 でも理解するのが苦手な人もいると思う。そのような人もそうでない人も最

初から全部を受け入れることは難しいはずである。でもぼくは、最初から全部

理解して受け入れるのではなく、始めのうちは相手の良い所だけでも、という

ようにしていけば簡単なのではないかと思う。それから少しずつ考え方や、文

化などを受け入れることで、「あの人はちがう」と言ってもめごとが起こること

を防ぐことになるのではないかと思う。 

世界が平和であるためには、まず「認め合う」ということが大切になってい

くのではないかとぼくは思う。そして平和な未来につながっていってほしい。 

自分の意見 

自分の意見 

説得力１ 

根拠となる 

資料 

説得力２ 

反論とそれに

対する応答 
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⑦ 学習方法は自分で選ぶ。（１人でやる、人

に聞くなど） 

⑧ 計画表の項目に沿って、終わったところ

に赤線を引き、その時間の理解度をシー

ルの色で自己評価する。（青：かんぺき、

緑：だいたいわかった 黄：わからない） 

(2) 学習方法と学習場所を自分で選ぶ 

「１人でやってみよう」「もうちょっと考え

てみよう」「調べてみよう」「きいてみよう」

など、学習方法は自分で選ぶ。はじめは教師

が座席を提案したが、途中からは自分たち

で選ぶようにした。 

(3)その他 

① 既習事項の提示・掲示 

② 進度の速い児童がチャレンジできる問

題を含む問題集 

(4)単元計画 

学年 第 5 学年 第 6 学年 

期間/回数 2015 年 9 月 4 日～25 日／11 回 2015 年 9 月 4 日～16 日／9 回 

単元 分数のたし算とひき算（学校図書） 速さ（学校図書） 

単元目標 分母の異なる分数のたし算・ひき算の意味

を知り、計算することができる。 

速さの意味を知り、表したり求めたりする

ことができる。 

授業の展開と教師の位置 

時 5 年生 手立て 教師の位置 手立て 6 年生 

１ 単元のゴールを知る。 

1/2と等しい大きさの分数を

みつける。 

【ゴール・見通し】 

【自己評価】 

  【ゴール・見通し】 

【自己評価】 

単元のゴールを知る。 

速さカードをつくる。 

２ 約分の意味としかたを理解

する。 

 【他者】    【他者】 速さの意味を理解する。 

３ 通分の意味としかたを理解

する。 

分数の大小を比べることが

できる。 

    時速・分速・秒速で表された

速さを比べられる。 

４ 分数のたし算ができる。     速さ・道のり・時間を計算で

求めることができる。 

５    【学習方法を選ぶ】 速さを求めたり、速さを利用

した問題を解くことができ

る。 

６ 分数のひき算ができる。 

☆宿題：確認問題 

【学習方法を選ぶ】    練習問題 

☆宿題：確認問題 ７   

８ 練習問題     速さカードを、速さ順に並べ

る。 

９ （単元テスト）    【振り返り】 単元テスト 

 

※5 年生は、計画よりも進度が遅れたため、学級担任

と相談して、単元テストを次週にもちこした。 
翌週に、復習と単元テスト【振り返り】 

図６：自己評価カード（岩瀬(2013)をもとに、学級担任と筆者作成） 

 

分数のたし算とひき算 

                        名前［            ］ 

わたしの目標点 

 

 

時間 教科書 P． 今日のゴール 自己評価 ﾋﾟﾗﾐｯﾄﾞ 

① 

 

 

② 

 

③ 

119-120 単元のゴールを知る。 

1/2と等しい大きさの分数をみつける。 

 

  

121-123 大きさの等しい分数の関係を説明できる。 

単位分数とは何かを説明できる。 

約分の意味を説明できる。 

約分のしかたがわかる。 P.123の問題をやる。 

 70 

124−126 通分とは何か説明できる。 

分数の大小を比べることができる。 

通分のしかたがわかる。 P.125の問題をやる。 

 71～73 

④ 

 

 

⑤ 

 

127−129 分数のたし算ができる。 

 １通分して計算する。 

 ２答えは約分する。 

 ３仮分数は帯分数に直す。 

 ４整数どうしをたす。分数どうしをたす。 

 P.128の問題をやる。 

 ５分数の部分が仮分数になったら、真分数になお

す。 

 P.129の問題をやる。 

 74 

⑥ 

 

 

⑦ 

 

130—133 分数のひき算ができる。 

 １通分して計算する。 

 ２答えは約分する。 

 P.130の問題をやる。 

 ３ ４・・・今までのやり方でやる。 

 P.131の問題をやる。 

 ５整数どうしをひく。分数どうしをひく。 

 

 75 

 ６分数どうしのひき算ができないとき→ 

            帯分数を仮分数に直す！ 

 P.133の問題をやる。 

 76～77 

⑧ 

⑨ 

134−135 練習問題 

力だめし 

 78 

79 

⑩  単元テスト 

 

  

チャレンジ  
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表４ 話し合いによって変化した 5 年生の提案書 

※間接指導（    ）時、教師は 5 年生の支援につくことが多かった。  

(5)学習の成果（学級担任による） 

＊文章問題を苦手とする児童については、個別の支援をすることで到達度が上がると考える。 

3.4.3 単元を通した児童のようす 

【国語】当初、話し合いを苦手とする 6 年生の児童は、ペアで 2 分間話しを続けることさ

え苦痛を感じるようすであった。しかし、回数を重ねるごとに話し合いカードを用いて話

し続けられるようになった。自分の意見に対する反論をきく際にはリラックスした様子で

きき合っていた。そして、意見文を書き終え、アドバイスし合う頃には、構えずに指摘し

合うことができるようになり、それを受けて推敲できるようになった。さらに、5 年生に

アドバイスする際には、緊張はしたが、質問や評価、また問題点の指摘もできた。 

 一方、5 年生は話し合いの際に、席を向かい合わせるなどの工夫をしていた。意見が分

かれた時には、教師の支援を必要としたが、いつも活発に話し合っていた。6 年生の質問

に答えることで、新たな視点が生まれ、提案書を仕上げることができた。（表４） 

5 年生からはたくさんのアイディアが出たが、細部にこだわるあまり提案書を書くとい

う目的を見失ってしまう場面もあった。そのため、教師が介入しゴールの確認を何度か行

った。 

5 年生 6 年生 

取り組み 単元テスト 取り組み 単元テスト 

意欲的に取り組む児童

と、１人では進められな

い児童がおり、個人差が

大きかった。 

通常と同程度、またはや

や高めの到達度だった。 

問題集の進度が通常よ

りも 1.5 倍程度速く、

単元を通して意欲的に

学習した。 

基礎問題については通

常よりも高い到達度だ

った。ただ、応用問題に

ついては二極化した｡* 

6 年生に意見をもらう前の提案書  「本とのつながりを強くしよう」 

・・・すばらしい内容の本が、ただのかざりというだけではもったいないと思います。読むところは

あっても、将棋をやったりしていてくつろげません。だから、くつろいで本を読んで、本がよいもの

かを知ることができたらいいと思います。 

［提案］くつろいで本を読むスペースを作ることを提案します。お金をかけずに、牛乳パックやダン

ボールを使ってイスを作ります。 

自分のイスを持っていけばいいという人がいるかもしれません。けれども、イスが本だなの手前に

あれば、気軽に本をくつろいで読むことができます。 

6 年生の質問や感想 5年生の話し合い中のメモ 5 年生で話し合った後のメモ 

リラックスするのが目的で作って

も、下級生が来てさわいだりした

ら、リラックスして本が読めない

んじゃないかと思いました。 

イスで下級生が遊ぶか

も？ 

→静かに読みたい人もいるか

もしれないので、図書館と

同じように静かに。 

→イスを使うときの注意・ル

ールを紙に書き、はる。 

5･6 年の本は、下級生は読めない

本があると思います。 

下級生が読めなかった

ら？ 

→辞書を置く。 

作ったら最初はみんなちゃんとす

わってくれるけど、だんだん忘れ

去られていって、ただ休むだけに

なっちゃうんじゃないですか。 

そのうち、忘れられる

んじゃない？ 

→季節ごとに、季節感のある

布をかぶせる。 

提案書に書き足した部分 

下級生がイスで遊んだり、イスの取り合いになるかもしれません。なので、イスを使うときの注意・

ルールを紙に書いてはります。また、イスの上に、季節感を出すために、ちがう布をかぶせます。 

本・図かん、マンガに書かれている言葉の意味がわからなかった時用に、辞書を置きます。言葉の

勉強にもなるからです。 

他
者
と
か
か
わ
る 
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図７ 座席位置の変化 

【算数】 

 「説明する」課題については、達成のために聞き手を探して説明に行くことができた。

しかし、自分で学習を進める際には、教師にきくことはあっても、児童間で質問し合うこ

とはなかった。「先生にきく前に、まずはとなりの人にきいてみよう」と声をかけるも、や

はり教師に頼りがちであった。問題集を自主的に進める児童が出てくると、他の子も競っ

て取り組み、休み時間も続けるほどだった。しかし、互いに聞き合う姿は見られず、周り

を見渡したり頭をかかえていたりする児童がいたまま、授業が終了した。ようやく第 5 時

で、自分の課題が進み、ゆとりが出てきた児童が、他の児童に教える姿が見られるように

なり、友達同士できき合うことが増えた。 

第 6 時では、「自分でやる」か「先生の説明をきく」かを自分で選んで学習した。その際、

席の配置を自分で選ぶようにする（図７）こととした。その結果、進度の違う児童と離れ、

リラックスして学習を進められた児童もいた。 

 5 年生は、1 人では進められない児童がいたため、前時の学習の確認を教師と一緒にし

て本時の課題に取り組んだ。1 人で進められる児童がいる一方で、１つ１つ確認しなけれ

ば不安で進めない児童もいた。 

 

 

 

 

 

 

 

５年生   本棚側を向いた一直線 → 向かい合わせの三角（自分たちで工夫）→ 自分で場所を選ぶ 

６年生   隙間のあいたコの字型 → 自分で場所を選ぶ 

 

3.4.4 抽出児童のようす 

 児童のプロフィール（インタビュー本人＋担任） 単元終了後（アンケート） 

W ・ みんなで勉強するほうが好き。 

・ わからないところがあると、だれか（先生や

同級生）にききたがる。 

・ 友達の意見にすぐに流される。 

○よかったこと 

・ となりの人にきいていいところ。 

・ 先生が説明してくれたこと。 

☆成長したと思うこと 

・自分の意見を言えるようになった。 

K ・ 1 人で黙々とやる。 

・ 1 人でずっと考えて、人にはきかない。 

・ 友達の意見を聞くが、判断は自分でする。相

手によっては合わせることもある。 

○よかったこと 

・ 友達にききながら、問題集を進めたこと。 

☆成長したと思うこと 

・ 遠慮せずにどんどん人にきけたこと。普段

は、先生にきくところを友達にきいたこと。 

・ 意見文を読んでもらってお互いに理解しあ

っていくことが大切だと思った。 

T ・ 1 人でできるものは 1 人がいい。意見を言わ

なくてはいけないときは、1 人でやるより 2

人以上の方が進む。 

・ できるところまで自分でやる。わからなか

ったら、自分が決めた人にだけきく。（同級

○よかったこと 

・ 速さカードを速い順に並べること。 

・ 他は普段と変わらない。 

☆成長したと思うこと 

・ 自分の意見を言ったり書いたりして、相手

〈通常〉 〈教師から指示した座席〉 〈児童が自分たちで選んだ場所〉 
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生、先生） 

・ 友達の意見にすぐ流されるわけではない

が、共感はできる。 

に正確に伝えることの大切さ。 

考察：W 児は、人にきくことが得意な児童である。今回の授業では、自分の強みをいかし

「人にきけること」が意欲や理解につながったと考えられる。K 児は、１人で黙々とやる

タイプであったため、これまで教師の評価も友達からの評価もそれほど高くなかった。し

かし、授業で他者に意見を伝える機会を得ることで、理解されるようになり、一目置かれ

る存在となった。T 児は、今回の授業に関して「ふだんと変わらない」と言っている。話

し合う、自分の意見を言うことを苦手とするため、１人でできることは人に聞かず１人で

考えて解決したいタイプである。しかし、ストレスだとしながらも、友達の意見を聞いた

り、自分の考えを言ったりすることに関しては、自分でも成長したと感じている。 

3.5 アンケートとインタビューの分析 

3.5.1 手立ての有効性 

１．自分で取り組む力 

手立て アンケート（ア）とインタビュー（イ） 担任のインタビュー 

①単元のゴール

と計画を提示す

る 

【算数】 

・ やる所がわかってどんどん進められ

た。（ア） 

・ やってみると、できていることが確

認できるからいいなと思った。（イ） 

【算数】 

・ 毎回のゴールが明確だったので、こ

どもたちもわかりやすかった。 

・ 切りが悪いからと言って、休み時間

にも取り組み、提出した。 

②学習の方法を

選ぶ 

【算数】自分の力でやったので自分のペ

ースでできたのが良かった。（ア） 

【算数】私が指示した時より性格や個性

が見えた。 

考察：自分のペースで学習を進め、課題にも学習活動にも積極的に取り組む姿がみられる

など、児童が自分の学習を見通し、主体的に取り組んでいた。 

２．他者をもとに考える力 

手立て アンケート（ア）とインタビュー（イ） 担任のインタビュー 

学習を通して、

他者とかかわる 

【算数】わかりやすい表現を見つけて、

説明するのが難しかった。（イ） 

【国語】 

・ 友達が夢のような楽しいことを言っ

てくれて、自分の夢が少しずつ広がっ

た。（ア） 

・ 自分の考えをまとめて書くのは難し

い。他の人と話し合って考えを深めて

書きやすくなった。（ア） 

【国語】絶対に意見を言わなくてはいけ

ない状況は、子どもたちにとって苦しか

ったと思うが、話し合いカードや構成表

などの助け舟があったのは大きかった。 

考察：他者とかかわることに慣れていなかったため、難しかったと言っていたが、話し合

いカードや構成表を用いて、自己の考えを広げたり深めたりすることができた。 

３．学習を振り返り、次にいかす力 

手立て アンケート（ア）とインタビュー（イ） 担任のインタビュー 

①自己評価する 【算数】自分のできたところとできない

ところがわかるから、そこを強めて次回

に生かしていくことができるから、自己

評価は大切だ。（イ） 

【算数】はじめは自己評価のシールを１

つ貼るのですら、戸惑っていた。 

【国語・算数】学習内容を意外によく覚

えていた。 

②学習の振り返

りを書く 

【算数】理解したことをなんとなくでも

説明できるようになった。次は、「説明す

る」は、もっとうまく相手に伝えるよう

になる。(ア) 

【国語・算数】ゴールを見通して学習し、

自分の学習がどうだったかを振り返っ

たので、その間にやったことがしっかり

残っていた。 
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【国語】自分の意見を相手に正確に伝え

ることの大切さを学んだ。ちゃんと考え

て言葉を配置しないと、心に残らなかっ

たり、大事な部分が伝わらない可能性が

ある。(ア) 

ほめられたことも大きい。 

考察：自分の学習活動を振り返ることで、理解度や成長を確認することができた。そして、

課題をみつけ、次につなげようとしていた。はじめ、自己評価になじめず、とまどう児童

がいた。 

3.5.2 担任の意識の変容 

 インタビュー（要点筆記） 

授
業
実
践
前 

Ｑ はじめは心配したとのことでしたが、それはなぜですか。 

今回のやり方だと、子ども達が自分でチェックはするけれど、本当に理解しているかを、教師が１

つ１つ確認しない。それで本当に大丈夫なのかと思った。できないまま、なんとなく友達と一緒に

やって終わらせてしまったり、わからなくても、先生にきちんと言わないで終わらせたりしてしま

うのではないか。また、いつも質問する側の子は、自分は算数が苦手なんだと劣等感をもつのでは

ないかというのも心配だった。（中略）それに、今回のやり方は、私の教え方とまるっきり違うか

ら、今までの自分の教え方のアラが見えた時に、それを自分が受け止められるかどうかも不安だっ

た。 

や
り
始
め 

Ｑ 授業が始まった頃は、どう思っていましたか。 

子ども達が自分の意見は言わないし、固かった。算数の自己評価のシールを１つ貼るのですら、子

ども達はどうすればいいのか戸惑っていた。（中略）子どもが戸惑っているのを見て、いつもの私

は指示が多かったと反省もした。 

転
換
期 

Ｑ なぜ、大丈夫だと思ったのですか。 

今になってしまえば、結果につながったということもあるが、友達にきくタイミングや、質問して

その答えもきける子ども達の様子を見て大丈夫だと思った。（中略）授業が回ってきて、子どもた

ちが楽しそうになったのを見て安心した。 

現
在 

Ｑ 現在(11 月)は、今回の授業について、どう思っていますか。 

教師がみてあげれば、自分たちでできるんだと思った。（中略）今は、子ども達に相談しながら進

めている。子ども達が、ここまでは自分たちでやる、ここは教えてほしいと言うようになった。（中

略）もっと子どもは力をもっている。でも、これまでは私が教えないと心配だった。今回のやり方

は、子どもに自分で学べというスタイル。でも本当の勉強はそういうものだと思う。私は子ども達

に、自分で勉強していけるように教えていきたいと思っているから、このやり方はいい。大事なの

は内容で、学ぶ過程はどんな形でもいい。その方が、子ども達も楽しいと思う。（中略）これまで、

私が全部教えようとしていた。でも今回のやり方だと、一斉に教えないので、手がかかる 5 年生を

見てあげる時間がとれる。ずいぶん楽になった。（中略）一斉授業では、遅れている子が我慢した

り、先に進みたい子を止めてしまう。一人ひとりの力を最大限伸ばすには、教師が前に立って教え

るよりも、個々にみてあげる時間をつくる方がいいと思う。 

考察：学級担任は 15 年以上の経験をもつ教師である。これまでの授業を「教え込む授

業」と分析している。しかし、指示待ちではなく「自分たちで考えてやる」ことを心がけ

てきたと言う。筆者が参観した際には、間接指導時に、自分たちで学習できるような指示

を明確に出してから間接指導に入るスタイルをとっており、児童の学びが停滞することは

ほとんどなかった。 

 「教えよう」としていた教師にとって、今回の実践の初期の不安は大きい。しかし、子

どもたちがリラックスして楽しそうに学習するようになると考えが変わっていった。いつ

もより積極的に問題集を進めたり、自分の考えを表明する姿をみて、子どものもつ力に気

づいていった。 

 教師が直接指導をする時間を減らすことで、児童をみるゆとりができる。「わからない
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ところがわからない」子に気づき、必要な支援をすることができると言う。授業中に必要

な支援ができることは、教師の負担減につながる。 

 その後の学習指導で心がけていることは、「指示を出しすぎない」、「子どもに考える時

間と機会を与える」、「そして上手に待つ」ことだと述べている。「教えよう」としていた

教師は、現在では子どもと一緒に授業をつくるようになったと言う。 

４ まとめと課題 

本研究は、複式学級の学習指導を通して、自律した学びを生むための要素を明らかにす

ることを目的とした。 

(1)単元のゴールと計画を提示し、学習の方法を選ぶこと（3.5.1 の１）、(2)学習を通し

て他者とかかわること（3.5.1 の２）、(3)自己評価したり、単元の学習を振り返ったりす

ること（3.5.1 の３）で、自律につながる学びを生むことができた。 

ただ、授業を始めたころは、子ども達に戸惑いがあったのも事実である。自己評価を

する際に、ここまでできれば青シールのように具体的な基準を共有する、学級活動等、授

業以外の時間にも話し合う体験を積み重ねるなどの足場かけが必要であった。 

 また、学級担任へのインタビューから、自律した学びを生むためには、授業の手立てだ

けでなく、授業者の授業に対する意識が大きく影響していることが明らかになった。「教

えよう」から「子どもと一緒に授業をつくっていこう」という意識への転換である。 

 今後は、教師の授業づくりの意識が、どのように自律した学びにつながっていくのか、

さらに考えていきたい。 

５ 研究の活用法 

・ 研修校や系列校への複式授業の提案 

・ 単式学級の自律につながる授業への示唆 
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