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１０月３１日（土）、教科研究センター（本部）と高知県立大方高等学校をビデオカンファレンスシステムでつないで、「発

問等と板書の基礎・基本」をテーマに教科研究センター講座基礎講座Ⅳを開催しました。 

３０名の受講生の皆さんが参加し、講義を基に発問づくりや板書計画の演習を行いました。発問づくりの演習では、グルー

プ協議の後、模擬授業（導入部分）も行いました。 

今回は、「発問等の基礎・基本」と「発問の演習」の概要を報告します。 

１ 授業中の教師の主な発話とその役割 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 発問づくりはまず教材研究から 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 望ましい発問の要件 

（１）一人一人の子供が自分の考えを持つことができる発問（子供の発達段階や実態に合った発問） 

（２）多様な考え方ができる発問（一問多答型になる発問） 

（３）興味・関心・意欲がわく発問 

（４）気づきや発見が生まれる発問 

（５）意図的・計画的な発問（前後につながりがある発問）  

                                          

 

 

発問や質問、指示、説明、助言などをバランスよく組み合わせることで、子供たちの学習意欲

が高まったり、思考が深まったりします。また、発問前の説明と発問後の指示は、子供たちに

教材をとらえさせる上で大切な役割を果しています。 

（１）指導内容の確認をする     【何を教えるのか？】 

（２）児童生徒の実態把握をする   【子供たちの発達段階や既習学習の定着状況は？】 

）か） 
（３）指導目標の設定をする     【何のために教えるのか？】 

（４）学習の展開（指導方法）を考える【どのような方法で教えるのか？】 

板書計画と合わせな

がら、予想される子供

の反応と発問を考え

ていくと授業の全体

がイメージできます。 

（５）めざす子供の姿をイメージして1時間の発問の構成（導入、展開、終末）を考える 

 

本時のねらいに迫る主要発

問（中心発問）は、しっかり

練っておきましょう。 

【発 問】子供に多様な問いを発生させ、考え

させ、探究させていくために行う 

【質 問】知識の有無や理解度を確かめるため

に行う 

【助言（支援）】子供の学習の意欲を高めたり、

つまずきを支援したりするために行う 

【説 明】資料や絵などの内容、活動や作業

などの手順、本時のまとめなどを話し、理

解させるために行う 

【指 示】学習活動や作業などのある一定の

行動をさせるために行う 
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４ 発問を生かすポイント 

多くの子供から発言を引き出すために 

   ① すぐに指名をしないで間をおく。（子供たちが考える時間を確保しましょう。） 

   ② ノートやワークシートを活用する。 

（書くことで自分の考えがはっきりしたり、確認できたりするので、子供は安心して発言できます。） 

   ③ 発言を具体的にほめる。（発言の仕方や内容をほめることで子供たちの自信につながり、また発言したくなります。） 

   ④ 同じ考えや意見でも、何人かの子供に自分の言葉で発言させる。 

⑤ 発言の仕方を身に付けさせる。 

５ 発問づくりの具体例 

 導入段階での発問を例にとって考えてみましょう 

  ① まず、子供たちにどのように答えてほしいのか（授業のねらいに対して何に気付かせ、どのようなことを 

考えさせたいのか）を具体的に考える。 

  ② 次に、そのように答えてほしい内容や事柄等を引き出すような発問をいくつか考える。 

  ③ その中から子供たち一人一人が自分の考えを持ち、興味・関心・意欲を持って学習できる発問を選ぶ。 

 
６ 発問づくりの演習の概要 

  

 

小学校第６学年 小学校社会科 小単元名『近代国家向けて（本時：ノルマントン号事件と条約改正）』 
 

  導入の段階で、「ノルマントン号事件を風刺した絵」を提示して、本時の学習への興味・関心・意欲（不平 

  等条約の問題について考え、条約改正への動きに興味・関心を持ち進んで調べることができる）を持たせ 

  る発問と指示を各グループで考えました。 

 

 

 

  

 

  

  

 

                                          

 

 

  
 

                                       

 

 

 
 

 

 

大学生や校種の異なる３０名の受講生の皆さんが7グループに分かれ、小学校の社会科の発問づくりに挑戦しました。

「ノルマントン号事件を風刺した絵」から、本時の授業のねらいに対して気付かせたいことや考えさせたいことを引き出

すような発問を考えました。短い時間でしたが、本時のねらいを確認しながら教科書をしっかり読み込んだり、子供の発

達段階を考えたり、教材研究にも熱心に取り組みました。 

教科の専門性も校種も異なるグループならではの活発な意見交換と模擬授業がとても印象的でした。 

 

 

 

 

 

『この絵のおかしいところはどこですか。気づいたところを一人三つは書きましょう。』 

『どうして日本人は、ボートに乗れなかったのでしょうか？ノートに自分の考えを書きましょう。』 

 

（まず、状況を確認するための質問をする） 

『ボートに乗っている人たちはどんな人たちですか？』 

『海で溺れている人たちはどんな人たちですか？』 

『沈んでいる人たちはどんな気持ちだったのでしょうか？』 

『なぜ、ボートにはイギリス人しか乗っていないのでしょうか？』 

『この話を聞いて、日本の人たちはどのように思ったのでしょうか？』 

 

 

 『水の中にいる人と、船の上にいる人の思いをせりふにしてみましょう。ワークシートに記入しましょう。』

う。 

『絵を見て気づいたことはありますか？』 

『日本人は何と言っているのでしょう。』 

『イギリス人船長はどんな気持ちだったでしょう？  

グループになって考えましょう。』 

 

 

演 習 

各グループで考えた発問例 

アドバイザーより 

導入段階では、発問と質

問を組み合わせること

で、子供たちの集中力を

高めたり、興味・関心を

持たせたりすることが

できますね。 

発問後の的確な指示は教材をとらえさ

せる上で大切です。学習方法や学習形

態、発表方法、時間の目安など要点を

押さえて話しましょう。 



 

７ 受講者の声 

 

 

                                  

   

 

 

 

 

  

 

授業づくり講座Ⅳで参考にした資料です。日本人乗客２５名全員が溺死したノルマントン号事件の犠牲者の中に、高

知県人である山崎正善（通称百次郎）がいたことは意外にも知られていません。  

小学校社会科第６学年（単元名『近代国家に向けて』）や中学校歴史第２学年（単元名『近代の日本と世界』）の授業

づくりや教材研究にご活用ください。 
 

 

                       

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

上記の資料については、教科研究センター（本部）アドバイザー高橋、東川までお問い合わせください。  

  

  

○ 目的（めあて）を持った発問をするためには、教材研究がとても大事であることがわかりました。子供たちをひき

つける話し方を実践していきたいと思う内容でした。 

○ 色々な校種の先生とお話ができて、自分では考えつかない発問の工夫が聞けました。 

○ 発問の考え方や組み立て方は、日本語であっても英語であっても変わらないと思いました。講義で基礎を学び、す

ぐに演習を行うことで自身の理解度が把握しやすかった。 

○ 子供たちから何を、どんなことを引き出したいのかを考え、発問を練ることの大切さを学べた。 

○ 発問と質問の違いや効果的な使い方を学ぶことができた。 

○ 発問と質問の違いを今日知りました。 

 

教材・資料の紹介 ～教材研究にご活用ください～ 

 

≪資 料１≫ 山崎正善碑銘（１８５５~１８８６）／須崎八幡宮前（須崎市） 

通称ノルマントンの碑とも言われています。高さが１.5メートル余りの自然石で建立された大き

な碑です。この慰霊碑は、当時、全国から寄せられた義捐金を元に建立されました。山崎正善の墓

は、生まれ故郷の津野町新土居にありますが、この碑は、海に近い須崎市の須崎八幡宮前に建立さ

れています。                     撮影：平成２７年１１月 

≪資 料２≫ 史跡ガイド「土佐の自由民

権」著者 公文豪 発行所高知新聞社 

山崎正善のほか、明治という新しい時代

の中、近代日本の在り方を巡って苦闘した

先人や碑、史跡などが解説や写真、地図で

わかりやすくまとめられています。 

 

  

  

≪資 料３≫ 葉山村史  

発行 葉山村 昭和５５年発行 

 葉山村出身の山崎正善の碑が、な

ぜ、海に近い須崎に建設されたの

か、大変興味深い内容が記載されて

います。 

 

  

  

  

≪資 料４≫ 高知県人名事典 高知新聞社 新版 平成１１年発行 

明治政府が世論を背景に条約改正を促進するきっかけとなったノルマントン号事件の犠牲者で

ある山崎正善の略歴やノルマントン号に乗船するいきさつ、事件の概要などが端的に記載されてい

ます。 

≪資 料５≫ 高知市立自由民権記念館紀要 No.２４  平成２４年１２月 

 山崎正善（通称百次郎）関係の資料が記載されています。 

○ ノルマントン号事件の概要  

     ノルマントン号はイギリスの貨物船であったこと、25 名の犠牲者の姓名、東京の５大新

聞社の遺族への義捐金の呼びかけ、裁判の判決等の詳細が書かれています。  

○ 山崎正善とその家族 

    正善の家族にあてた葉書、悲嘆にくれる山崎家の家族の様子、ノルマントンの碑建立の

経過などが書かれています。 

  

地域の身近な資料を手掛かりに、歴史の中に身を置いて考えることで、子供たちは当

時の様子を生き生きと学んでいくことができるのではないかと思います。興味深い資

料ばかりです。 

 



 

 

 

 

 

 年末・年始にかけて暖かく穏やかな天候が続きました。先生方もまた新たな気持ちで児童生徒の指導・支援に忙しい毎日を

お過ごしのことと思います。 

 ２学期も多くの皆様に拡大コピー機やプリンターを使用しての教材作成、教育雑誌・書籍・学習指導案集等による情報収集、

研修などで当センターをご利用いただき、ありがとうございました。 

 利用票には、次のような感想も見られ、大変うれしく思っています。毎日熱心に授業の準備に取り組まれている姿が浮かび

ます。 

 

 

利用者の感想 

・今回もいい資料ができあがり、大変ありがたく思います。 

・丁寧なトリミング、ありがとうございました。 

・丁寧に教えてくださって、とても嬉しかったです。どうもありがとうございました。 

・静かで落ち着いた環境をありがとうございました。いつも快適に利用できています。 

 

 

授業で提示する資料の作成例について 

①  小学校の体育の例では、拡大印刷した資料をその授業で黒板に提示するだけではなく、年間を通じて学習した順に段ボ

ール紙等に貼り付けて、体育館やグラウンドに設置するなど、学校全体で有効に活用していることを利用者からお聞きし

ました。 

   写真は、後日、当センターの指導アドバイザーが授業を見学した際のものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 資料は見やすく迫力あるものを提示したいとの理由で、長尺印刷の依頼も比較的多く見られました。長尺印刷にすると、

幅はロール紙の幅になりますが、長さは自由に設定できるので縦横比に縛られずに提示資料を作成できます。 

   また、ワードやエクセルで作成した文書の拡大印刷の利用も見られました。そのままでは印刷設定の難しい文書では、

全体あるいは一部分を画像に変換してから、印刷に使っているソフトに貼り付けて長尺印刷をすることもありました。授

業のねらいに応じた資料の提示の仕方には様々な方法があります。ぜひご相談ください。 

                                                                                        

 

 

 

 年末には、教育雑誌や書籍等の閲覧や貸し出しも多く見られました。３学期も教材作成や情報収集、研修などの場としてご

活用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

教科研究センター支部だより（中部） 



 

 

 

 

 

いよいよ３学期を迎えました。学年の締めくくりにお忙しい日々をお過ごしのことと思います。日頃は、教

科研究センターをご利用いただきありがとうございます。 

さて、今回は、安芸郡馬路村立馬路小学校の千光士真由子先生の授業実践をご紹介いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教科研究センターを活用した授業事例（東部） 

馬路小学校では「自ら学ぶ力のある児童の育成」に取り組んでいます。日々の授業の教材研究や教材作成のために、

当センターを利用していただくことも多くなってきました。写真は、当センターで作成した教材を用いて２学期に行っ

た校内授業研修での高学年の道徳「手品師」の様子です。千光士先生に教材研究・資料作成などの授業づくりについて

伺いました。 

○資料の読み比べから 

  東部教科研究センターには、様々な出版会社の道徳の副読本が備えられています。同じ資料名でも、文章表現や挿

絵の表し方などに違いがあることが分かり、読み比べていくうちに、徐々に授業のイメージが広がる思いがしました。 

○挿絵の作成と提示の仕方 

  拡大印刷した挿絵を利用。主人公の心の動きを考えて中心場面を決め、その場面の挿絵を掲示することにより、主

人公の迷いや葛藤が浮き彫りになりました。問題意識や切実感を持たせるのに効果的でした。 

○ネームプレートの利用 

  主人公が迷い、葛藤する場面では、自分の考えに近い意見にネームプレートを貼り、話し合いの場を作りました。

ネームプレートを貼ることで、友だちの考えが分かりやすくなり、それに対する自分の考えを伝えることができまし

た。迷いながら貼る子、さっさと貼りに来る子、ゆっくり考えながら貼る子、ネームプレートを貼る動作の中にも、

子供たちの考えが見えてくるようでした。 

 

  道徳に限らず、他教科の授業でも、日々の授業づくりに積極的に教科研究センターを利用し、授業改善に努めたい

という感想をいただきました。 

 

東部教科研究センターを活用した授業づくりの紹介 ＜安芸郡馬路村立馬路小学校＞ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まなnetの玉手箱 中部教科研究センター アドバイザー 矢野 満男 

 

「時代の変遷 ―新聞を斜め読みして―」 

 「どうして君だけ残るの。ヒゲもないくせに」と、「まんが甲子園」最優秀校に肖像の新札残留を夏目

漱石に揶揄される画材を提供した福沢諭吉は、幕末から明治にかけて西欧文明を日本に伝え、「経済」「演説」「情報」などの翻

訳造語でも知られる。当時の漱石は、その端正な顔立ちが紙幣から消えるだけでなく、森鷗外と共にその作品の全てが教科書

から消えることが話題になっていた。 

１３年程も前のことだ。「英語が使える日本人の育成のための戦略構想」が策定されたとの報道もほぼ同時期で、その後若干

の時を経て、小学校高学年に「外国語活動」が導入された。社内会話はすべて英語で行うという日本企業等も紹介され、昨今

は、小学校中学年への導入や教科化も取り沙汰されている。 

ひと頃はカタカナ語の氾濫が議論を呼んだこともあったが、最近はあまり聞かなくなったような気がする。むしろ、最近の

新聞報道ではアルファベット語？の見出しが多く目に付く。記事本文には訳語を併記してくれているので助かるが、斜め読み

では？？？感が否めない。地元紙４月の【経済やわらかゼミ】には、農家を揺さぶる“ＴＰＰ” と絡めて“ＦＴＡ”と“ＥＰ

Ａ”の解説が載り、７月の【所感雑感】には“高知家の幸せとＧＨＫ”が投稿された。８月の【閑人調】に“ＣＣＲＣ”が出

ると、１０月の【新聞を読んで】には“高知家のＣＣＲＣ”とローカル色を添付した追い打ちがあった。「高知家」付きとはい

え横文字なら自分には関係ないだろうと高を括って目を通してみたら、相応年齢者には身近な話題で、直近未来を感じる内容

だった。ため息と冷や汗が一緒に吹き出た。“ＣＯＰ”“ＣＬＴ”“ＵＮＨＣＲ”…など、紙上のアルファベット語は印刷方向が

縦横無尽で枚挙に暇がない。 

冒頭に戻る。１３年前に国際交流を目指した「ふれあい英語」実践校に在籍していた鳥取県内の某小学校児童たちは、ジェ

スチャーでも通じることがあることを体験し、「将来はスーパーペラペラになりたい」とのコメントが紙面に出ていた。インタ

ビューに応じる児童の表情が想像でき、思わず微笑みが零れた。 

活動の舞台が世界に広がっていくことは間違いない。「十年一昔」を経て、進化し続ける社会は今後どんな方向に向かうのだ

ろう。多過情報の洪水や津波に押し流されて、時の流れは“三年一昔”“一年一昔”の表現の方に実感が湧く。 

「知識基盤社会」と世紀末に予言された２１世紀は、「１０年を失い」ながらも、はや１５年が経った。ヒトの脳力・神経配

列は予言に適応・同調して更に進化・拡張していくのだろうか。そういえば５年前には、２９年ぶりの改定で、生活で使う「常

用漢字」の数が１９１字増えて２１３６字になった。すべてを覚えているかどうかは、絶対に保護法の範疇に入れるべき秘密

の別問題だが、自分が生徒時代に学んだ「当用漢字」１８５０字と比べると約１６％の増で、これには減税対象品目の熱い検

討が続いている消費税率もびっくりであろう。 
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回 顧 

ある日、友人と会食をしていた時のことです。思わずはっとしたことがありました。 

趣味の習い事をしていた友人は、少しでも力量を高めて良い作品を作りたいと思って自宅近くの教室へ通っていたのですが、

複数の教室が合同で行う中央研修では招聘した講師に教えてもらえると聞き、さっそくその研修に参加することにしたのだそ

うです。 

 それまで近くの教室で教えてもらったことや独学で学んだことをもとに作品づくりをしたりしていた友人は、講師に教えて

もらえることが楽しみでわくわくして参加しました。会場に着き、各自が思い思いに作品作りを始めました。もちろん、講師

も声掛けやアドバイスをしながら各自の机を回っていました。 

 講師が近づいてきました。友人は、どんなアドバイスをしてくれるだろうかとドキドキしていました。 

ところが…講師は…こともあろうに…違う机に移って行ってしまいました。最後まで、誰にもアドバイスや声掛けをされるこ

となく、自分だけで作品を作り続けてその研修は終了しました。「こんなことなら研修にくるんじゃなかった。二度と来るもん

か。」と思いながら。 

 「先生がアドバイスをしてくれてうれしかった。」「先生と話ができてうれしかった。」「明日も学校に来るのが楽しみだ。」子

供達はそう感じてくれていただろうか。 

 今思うと、どんなに忙しくても一日に必ずどこかの場面で声を掛ける機会はあるものです。多忙さにかまけ、このようなこ

とが度々ありはしなかったでしょうか。 

友人の言葉を聞いてはっとしたのは当然です。 
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  教科研究センター １２月の利用者状況(本部・東部・中部・西部) 

３６１名 ☆昨年同時期より６３名増！  ご利用ありがとうございました。 
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教科研究センター（本部） 高知県教育センター本館２階（高知市大津乙１８１）    TEL/FAX 088-866-3903 

東部教科研究センター   安芸総合庁舎４階（安芸市矢ノ丸１－４－３６）    TEL/FAX 0887-34-8051     

中部教科研究センター   中部教育事務所１階（吾川郡いの町枝川２４１０－７）  TEL/FAX 088-893-6597 

西部教科研究センター     幡多総合庁舎３階（四万十市中村山手通１９）         TEL/FAX 0880-35-6251 

★ 開室時間は次のとおりです。ご利用をお待ちしています。（※夏季休業期間中の平日は 10:45～18:00 に変更します） 

開室時間：平日 15:00～19:15 土曜 10:00～16:00（土曜日の時間はH26.4月より変更しています） 

教科研究センターホームページアドレス  http://www.kochinet.ed.jp/studycenter 
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事務連絡 

速報 
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