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иǵᚹǵईǵψ⏈
k´iEka

ឹǵౚ
ǵᯨܕɹ␙␛⏽⏵␎ఠᔒɴɦȦɩ⏋ɗɹΥᄩɭɌɩʼʶɛ՟ፈఠᔒຍ᭥ɹᎬނఠᔒɹஐɹՕഓˁɤɛǺʚ
ɛ⏋য়᠍ஐɹ୭ࢷ൜ˁԂଝɌɩՕഓɐʳɄɭɴʭʱ⏋ɗʶʰˁᐵغɌɩᓒ࢘ˁȩɄɭɭɌɛǺ
ǵஐ៎࢘ˁɤɛૌࢼ᧑ɹρݐ՟ፈോɫɻɇʚɊʚɲဣϟȵȡʱ⏋ɗɹ⏖ɦɭɌɩᎬނఠᔒɹӴࢷോ
ɭɌɩɹʱᏼʛȵȡɤɛǺɄʶɻ⏋ݖܩЦɹᠩᰍៗໆɹɛʠɴ⏋عఠዀɫݛɤɛᔨˁᜨغɐʳᓃɫȡʱ⏋
ࢭᬐࢃɭɹᦹொʢʼʶʳʢɹɫȡɤɛǺ៎࢘Ɍɛஐɻȋࡸዀȍ
ȋధȍȋᒭȍɴሁஞᇕɴᬠѥɐʳʢɹɫȡɤ
ɛȵ⏋ΥᦹɹᎬނఠᔒɹஐˁʛʳɭ⏋ɗʶГɴʢዀˁɻɍʠɭɐʳعఠዀɹឹᏬȵᇵʱᦉʚʶɩȦʳɄɭ
ȵȩȴȵȭɛǺʚɛ⏋ѝɴᬠɌɩɻዐᩂែɹᧅѝȵ⏋⏖ஐԒɹភధɹݭᯆɫʼʶɩȦʳɄɭȵʼȴɤ
ɛǺ
˥ͻͩͻ̝⏧ᯨ⏋ܕ՟ፈఠᔒ⏋␙␛⏽⏵␎⏋ஐࡸᤋ⏋Ꭼނఠᔒ

ʰɴ߂ȷȼʱʼʶʳɭϜɫȷʳǺ

šǵɻɍʠɴ

ǵჼɹዀఠዀೆˁՕഓɐʳɭ⏋μോዀɫɻع
ӯೢɴ␙␛⏽⏵␎ɹ˱͌͞ȵᥔɇʶɩȲʱ⏋ɇʚ

⏖⏧ድɹᔘಕ
ǵ߂ᯨ⏃ܕГά⏋ᯨ⏆ܕɫɻ⏋&##4ॷɴఒ៝ɇʶɛ
⏖⏆

ɊʚɲఠዀᓃɫݛɤɛᔨˁݜᇻɴɌɩ⏋ᅊਂȵ

ࢃܕᇕఠᔒˡ͠˥͖͌͞ɫȡʳȏఠᔒᠩዐȑ ɹʢɭ⏋

ࡸᅊ༎ɹکᰍˁៗໆɐʳ༎֪ˁȩʭȩɴɲɤɩȦ

␙␛⏽⏵␎ʍɹʱᏼʛȵʼʶɩȷɛǺɄɄɫៜ

ɛ⏞⏆ǺΥ⏋՟ፈോዀఠዀೆɴɻ␙␛⏽⏵␎ɴᬠ

ȩ␙␛⏽⏵␎ɭɻ⏋ŋScience, Technology, Engineering,

ɐʳ౩ተɲ៨ᦚɻɲȴɤɛ⏟⏆ǺɄʶɴɦȦɩɻ⏋ዀ

Art, MathematicsŌɹᰄయࡓˁɤɛʢɹɫȡʱ⏋ሁ៱

ɹஐɴȲȿʳࡸᱻʦ៎࢘ɲɰɹ༎֪ɹݭᯆɫ⏋ᕶး

ɐʳɭȋዀ⏋ଯ⏋ू⏋ᖿ⏋ధȍɭȦȩɄɭ

ɭ␙␛⏽⏵␎ɹΥጩȵʼʶʳɭɇʶɩȦʳȵ⏋ؾಁ

ɴɲʱ⏋ఠዀᓃɴɊɌɛఠዀᜨ݀غɹᓃˁ୭

ɴዀɹஐˁᇍࣙɇɓɛஐϟёʢឿʰʶʳ⏡⏆Ǻ

Ɍ⏗⏆⏋ᇕɴʢɗɹఠɹᬖᇍʦ֟ഗɹද៷ȵʼ

ǵɄɹʭȩɲ⏋ᯨܕɹ␙␛⏽⏵␎ఠᔒɴɦȦɩ⏋ᓃ

⏙⏆

ʶɩȷɛ Ǻ

ԒࢅʦఠɭɌɩɹᯆȴʰԍкᇕɴՕഓɌɛӴድ

ǵɗɌɩ⏋&#%,ॷɴఒ៝ɇʶɩ&#%2ॷȴʰ๖ɴే

ɭɌɩɻиᚹ⏃&#%0⏆⏣⏆ ʦиᚹ⏃&#%2⏆⏥⏆ ȡʳȵ⏋՟

ɇʶɩȦʳȏఠᔒᠩዐȑ⏜⏆ ɫɻ⏋ȋయჿᜨغȍȵ߂

ፈോɫᇍࣙᇕɴʱᏼʚʶɩȦʳ␙␛⏽⏵␎ఠᔒɴ

ȷɲ഼ɭɲɤɩȦʳǺ՟ፈോፀ⏙ॷȴʰፀ⏟ॷ

ɦȦɩ⏋ࡸ᭬ɹஐɹݭᯆˁɭʰȭɩՕഓɌɛድɻ

ɫʼʶɩȦʳዀఠᔒɴɦȦɩɻ⏋ʚɞࡸᣒᇕɲ৯

ឿʰʶɲȦɹȵჼႥɫȡʳǺ

ᯱάɴɻɲȦȵ⏋Ё⏋␙␛⏽⏵␎ɻȋయჿᜨغȍˁ

⏗⏧ድɹᇿᇕ

Ɍᦽʠʳ֟ɲଝຍɭɌɩ⏋ৄȷᐚȷ⏋ȡʳȦɻɇ

ǵΫ៨ɹႥˁʈʚȭɩ⏋ೣድɫɻ⏋՟ፈോˁࢪ

╎েմ߂ఠᔒᨆჿዀఠᔒᡙএ
ǶJ¢¦ªª¡iLª¡Nª´¡Lª¡R¦¡¨m¯¦¨ª´
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иǵᚹǵईǵψ

ᢒɭɌɩ␙␛⏽⏵␎ఠᔒɹᇍࣙᇕɲஐϟёɴɦȦɩ
ՕഓˁȩɄɭɭɌɛǺɗɹ᭬⏋ஐɹ୭ࢷ൜ˁԂଝ
ɌɛɄɭȴʰ⏋ɗɹݬˁՕഓɌɩ⏋ᓃԒࢅʦஐ
ࣙᬖɴɦȦɩᓒ࢘ɐʳɄɭɭɌɛǺɄʶʰɹଁഗˁᐵ
غɐʳɄɭɴʭʱ⏋՟ፈോɴȲȿʳᇍࣙᇕɲ␙␛⏽
⏵␎ɹʱᏼʛɴɦȦɩ⏋ʭʱԍкᇕɴᓒ࢘ɫȷʳɭ
ᓒȭɩȦʳǺ
⏙⏧ድɹ
ǵᘿᓔɻ⏋&#%0ॷɴૌࢼ᧑ɹρ┾⏃ݐ㎇⏆՟ፈ
ോˁکɌ⏋␙␛⏽⏵␎ఠᔒɹஐˁ៎࢘ɌɛǺʚ
ɑ⏋য়᠍ോȵԃкɫʱᏼ˃ɫȦʳ༎֪ɹμɫ⏋␙
␛⏽⏵␎ȵɰɹʭȩɴеᒞɧȿʰʶɩȦʳȴˁተ᠗ɐ
ʳɄɭɭɐʳǺɦȹɴ⏋៎࢘ɌɛஐˁՕഓɌɩ⏋ஐ
Ԓɹ༎֪ɭɌɩ␙␛⏽⏵␎ɴɰɹʭȩɴʱᏼ˃ɫ
ȦʳȴˁՕഓɐʳɄɭɭɐʳǺɇʰɴɻ⏋ԂଝɌɛ୭

⏖ܒǵᎬނɹᩄˁШȭʳࢸ

ࢷ൜ˁՕഓɌɩ⏋ஐԃкɹ༑ʶˁݜᇻɭɌɦɦʢ⏋

ɄʶɴɻᖪȦ⏃ᮾ⏆
⏋ಔᦲ⏃ᐶ⏆⏋ੲȦ⏃ᶅ⏆⏋ɭɩʢ

ஐ៎࢘ȴʰឿȦɞɓɲȴɤɛᨆՕˁՕഓɐʳɄɭɭ

ੲȦ⏃ᣧ⏆ɹ⏜ዛᰖȵȡʱ⏋ോɫᎬނˁຘཀྵࡴ

ɐʳǺ

Ɍɩ⏋ȦɑʶȴˁӻጣɹБᝠȵɁʳɄɭɴɲɤɩȦ
ɛǺ᭝ȵᲞȦغݭɴɻ⏋࣒ɫɹ༎֪ɻኧɴɲ

Ţǵρݐ՟ፈോɴȲȿʳᎬނఠᔒ
⏖⏧ρݐ՟ፈോɹʱᏼʛ

ʳɭȦȩɄɭɫȡɤɛǺ
ǵɲȲ⏋ᠭീɴؾɌɛಅिఠᔒ߂ോఠஐɴʭʳ
ɭ⏋ρݐ՟ፈോɹᎬނఠᔒʍɹʱᏼʛɻ⏋ᦏ᭰ܕ

ǵ&#%0ॷɹρݐ՟ፈോɴɦȦɩ⏋ോ൜Ԓɹ̮Ͳ

ȴʰ༑Ԃɐʳ PM&.,ʍɹᠩᰍઝᡫȵȡʱ⏋ʚɛ⏋ᦏॷ

̶̜ͤ̒%#⏆ȴʰឿɩʛʳɭ⏋
ȋઢਸሾਸ߀ɹ̩ͻ

ɴോЊᦏɴলɇʶɛᲞᦵ᧑ᤉɹᕶ֪ɹகˤ˽ʍ

̢͐ͻˁɦȼɤɩȦȼክԇઢɹρݐఠᔒȍɹ̲˻͚

ɹઝᡫȵȡʳɭȦȩɄɭɫȡɤɛǺ

Ͳɹʢɭ⏋ȋԊɴʃ⏋ೡഀɹ߀ˁᔒɩʳክɲࡎɰ

⏗⏧ᎬނఠᔒӴࢷോɭɌɩɹʱᏼʛ

ʢȍˁᔒଁɐʳϺᬚӉɭɌɩɁɩȦɛǺ̲˻͚Ͳɴ

ǵմᦚ⏖ɹʭȩɴ⏋ρݐ՟ፈോɻᎬނఠᔒɹӴࢷ

ȡʳክԇઢɻ⏖యࡓɑɦɴՕៗɇʶɩᠦ౩ɇʶɩȲ

ോɭɌɩ⏋ೣɫៜȩɭɄʸɹȋ͐̚͡ോȍɹʭȩɴ

ʱ⏋ӻጣɴݛȩʏȷʢɹɭɌɩ⏃ᕶʰ֧ɐʳࡎɰ

ϟɴʱᏼ˃ɫȦʳǺմՏɹ̮Ͳ̶̜ͤ̒ȴʰ⏋ɗ

ʢ⏋ሾᡫᩄ⏆
⏋ክ⏃ᨗૅɭՕȴɠغȦˁࡸᤋɐʳࡎ

ɹʱᏼʛɴɦȦɩୈՏɐʳɭ๖ɹʭȩɴɲʳǺॷᬚ

ɰʢ⏋Ϻਸᩄ⏆
⏋ԇ⏃ԊɴஜድɌɩ߀ˁᔒɩʳࡎɰ

ˁɭȲɌɛ̚ͻ̊ཀྵࡴʦఠዀᬚɹᓃɹᦹொ⏋ݖܩɫ

ʢ⏋օઝᦽᤉᩄ⏆
⏋ઢ⏃Ϻᅊˁ߂Ֆɴɐʳҫঔɲࡎ

ɹ˥͑Ͳ̿ͻͲ༎֪ɲɰȵʱᏼʚʶ⏋ʚɛ⏋ࢭᬐࢃ

ɰʢ⏋ҫঔԃᩄ⏆ȵ୲ɁʰʶɩȦɛǺ

ʦ߂ఠڊɭɹᦹொʢʼʶɩȦʳɄɭȵʼȴʳǺ

ǵρݐ՟ፈോɫʱᏼʚʶɩȦʳဣϟɻ%#ᇿ
ȡʱ⏋ɗʶʰ⏜యࡓɹȦɑʶȴɴᬠᦹɐʳʢɹȵʓɭ

⏫ᅭ⏖⏧Ꭼɍ˃ɹཀྵࡴɭ᭝ਸɹᡰ⏰ݬ

˃ɰɫȡɤɛǺೣዣɫʱΫɁɛᎬނఠᔒɻȋઢȍɴ

ˡ⏏Ꭼނɹᎎ౫ཀྵࡴ۬ɫɹཀྵࡴ⏃ॷμ⏆

ᬠᦹɐʳʢɹɫ⏋
ȋᎬނӴࢷോȍɭɌɩᎬނɹཀྵࡴ

̠⏏ോԒɴᒞɇʶɛᎬނཀྵࡴ۬ȴʰᦢѵɇʶɛʢɹ

ɭ᭝ਸɹᡰ⏋ݬᎬނఠᔒɹࡸే⏋Ꭼނɹ᭝ਸɹܩ

ɻˏ̺͠ȋAirProȍɫࡸಁᬚተ᠗⏃ॷμ⏆

ݖЦʍɹঃ⏋ݬᬠᦹఠᔒลᬠɭɹתȵʼʶʳʢ

̊⏏Ꭼނᡰݬըɹۊ

ɹɫȡɤɛǺɛɭȭɽ⏋⏖ܒɻോᖇɹჟᬠɹմɴȡɤ

ǵԃോӻጣЦᄩޅᨆᬏˁɭȲɌɛᕶЦɹۊ

ɛࢸɫȡʳǺ

ǵຘ⏋ോᬐմɴաɹᎬނɹɹள
ǵɹளɹተ᠗⏋عఠࡻɫᎬނɹɹ͇˫̦̒
̜ˁɦȿʳ
͞⏏ᎬނɹˁᓒૅɌɛఠᔒ༎֪ɹࣙᬖ⏃ॷμ⏆
͇⏏ᲞᎬࢪނਝɹࡸ̢͇͖֭ˏ͡ɹࡸ⏃ॷμ⏆

ᯨܕɴȲȿʳ␙␛⏽⏵␎ఠᔒɹஐՕഓ

ǵᎬࢪނਝຍ᭥աឹИɹተ᠗⏋᠍য়ɹᒞϟɹ
ࡸ
ǵᩃஐɹቁᑘʚɛɻኧ⏋ቁᑘஐʦХᒞ
ȵخᔨ
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০িɫʼʶɛ⏋ፀ⏟ॷࢪᢒɹʢɹɫȡɤɛǺɲ
Ȳ⏋ஐᓔɻፀ⏖ॷɹᏩКɫȡʳȵ⏋ፀ⏟ॷ
ɹ␙␛⏽⏵␎ఠᔒɹஐʢয়ɌɩȦʳɭȦȩɄɭɫ
ȡɤɛǺ

⏫ᅭ⏗⏧ክԇઢɹᎬނఠᔒɹࡸే⏰

ǵʚɑ⏋̢͐̊ͻɫয়᠍ஐɹᠩᰍȋᅊ༎ɹμɹᎬނ

ˡ⏏ᎬނఠᔒɹӴࢷɹɛʠɹఠᔒ̺ͦ˫͌͞ɹᬖᇍɭ

ˁሾʳʭȩɴɌɩ⏋ਢ᧟ɲᄩޅɹɛʠɴ֗ɐʳဣˁ

᧟ᅎ
ǵᎬނɹᦲሾɹɹ⏜⏃ۊ⏆

ሾʳʭȩɴɐʳȍȵኍɇʶ⏋ᓃɹ֪ลȵᇍɇʶɩ
Ȧɛ⏃⏆⏗ܒǺˏ̢͍ͻ˹͚ͲɫᎬނɹϺкʍɹ৯ᯱ

ǵᎬނɹෙਥɭ᭝ਸɹఠᔒ⏃ॷμ⏆
ǵᎬނɹࢪਝɹɛʠɹ͇Ͳˤ⏋ͅ˽̊ͻ⏋Ӊᅙˁ
யȼ
̠⏏Ꭼނɹжཝɹɛʠɹᰩᅊ༎ఠᔒɹࣙᬖ⏃ॷμ⏆
̊⏏Ꭼނɹ᠗ᡫɹɹɛʠɹ⏋ఠዀஐɹᦹொ⏃ॷ
μ⏆
͞⏏ಅिఠᔒ߂ോɹఠᔒࡸᓃɹתೝᬚˁ༎ᅎɌɛ
ᦹொఠᔒ⏃⏞⏋⏟⏋%#⏋%%⏆
ǵఠᔒࡸᓃᅊˁࢪᢒɭɌɛᎬނɹ᭝ਸɴɦȦɩɹ
᭝ਸఠᔒ
ǵᎬނᬠᦹɹ๖ಁˁ᧟ᅎɌɛఠᔒࡸᓃᅊɹஐɹࣙ
ᬖ

⏗ܒǵᓃ֪ลɹᇍ

͇⏏ോɹᐶܩɫᎬࢪނਝ˽̿ͻ˽ɧȼʱ
ǵᗈೠɹඨൕɭጓɩɹខҺ⏃⏙⑯⏜⏆
ǵ⏖Ϻ⏖̩ͻ̸ˁᔒɩʳ⏃ॷμ⏆
ǵዷຩ༒ඨ႒ɹൕݛɹ༎ਸॷ⏃μ⏆
⏫ᅭ⏙⏧Ꭼނɹ᭝ਸɹݖܩЦʍɹঃ⏰ݬ

ˁተ᠗Ɍɛ⏋ӻጣΥϺʁɭʱȵ୫ɤɩȦʳ˽͇ͻ̜
̶˝Ͳʦ̸̜̊ͤ̒␔⏹ɫ⏋ˏ̺͠˭ͻ˹͚Ͳ̶̜̅
ȋAirProȍˁգᅎɌɩࡸಁᬚɫɹຩᢒʦᎬނɹཀྵࡴȵ
ʼʶɛ⏃⏆⏙ܒ
Ǻ

ˡ⏏Ꭼނɹ᭝ਸˁჿៗɐʳ˥͑Ͳ̿ͻͲ༎֪ɹࣙᬖ
ǵೣോɭᦏஞɌɛρ⏞⏃ݭ॑⏞ݐ%#⏆ɹ༎ᅎ
ǵݖܩзɴᎬނɹ᭝ਸˁჿៗɇɓʳ
ǵᎬނɹѝȵȋੲȦ⏃,%⑯%##ó g/㎥⏆
ȍɴ⏋ܩ
ݖзɴ͇˽˪ˁᨗʳ
̠⏏Ꭼނɹ᭝ਸˁჿៗɐʳѳᡸᓔఠᔒɹࡸే⏃⏙
⏋⏥⏆
ǵᎬނɹ᭝ਸɭଂȵോɹࢪਝ
⏫ᅭ⏜⏧ᬠᦹఠᔒลᬠɭɹ⏰ת
ˡ⏏ૌࢼ᧑ఠᔒѹݬȴʰɹࢭᬐࢃ৺˱Ͳ˵
̘͡ˑͲ˫ɹឹᠱ
̠⏏ಅिఠᔒ߂ോዀఠᔒዀఠஐɹᡄکɹឹᠱ
⏙ܒǵ˽͇ͻ̶̜˝Ͳɴʭʳຩᢒɹཀྵࡴ

ţǵρݐ՟ፈോɹᎬނఠᔒɹஐϟё

ǵ๖ɴ⏋Ꭼނɹˁ˫̶͞ɫኍɌɩՕഓɐʳ༎֪ȵ

ǵᯨܕɹ՟ፈോɹஐɻ⏋⏖ஐಁᬚȵ*#Օɫʼ

ʼʶɛ⏃⏆⏜ܒǺɄɄɫɻ⏋ρݐ՟ፈോɭ̅˗͡
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附表 当該授業の指導案


ͤ 粉塵を正しく知るＳＴＥＡＭ授業の過程案 ͤ
生活の中の粉塵を知るようにして，
主題

快適な環境のために努力する点を

日時

2017.12.11.（月）

授業者

知るようにする。
関連教科

実科，数学，美術

対象

教師
۵・۵۵

６学年１組 17 名

［６実 03-04］快適な生活空間の管理の必要性を環境と関連して理解して，正しい管理方法を
計画して実践する。
成就基準

［６数 05-02］実生活の資料をグラフで示して，それを活用することができる。
［６美 02-03］多様な資料を活用して，アイデアと関連させて表現の内容を具体化することが
できる。

学習目標

生活の中の粉塵を知るようにして，快適な環境のために努力する点を知るようにする。

学生の学習・支援活動
◎動機の誘発

学習戦略および留意点҆，資料☆
ۼ写真資料

・私たちの学校の粉塵の電光掲示板と測定器の写真を案内する。
・本時の学習目標を確認する。

生活の中の粉塵を知るようにして，快適な環境のため
に努力する点を知るようにする。

۔粉塵通知アプリ「$LU3UR」の設置・・・口述評価
・タブレットＰＣに粉塵通知アプリ「$LU3UR」を設定する。
評価＆フィードバック

評価内容（方法）
：個人別の発表活動，方法（口述）
フィードバック：多様な内容が発表されるように教

ۼ個人用スマホまたはタブレット
ＰＣ
҆動機の誘発と連携して案内す
る。

師はヒントを与えたり，落ち着いた発表の雰囲気を
誘導したりする。

۔粉塵の濃度をグラフで示す・・・相互評価
・我が校の月平均の粉塵濃度を折れ線グラフで示す。
・ソウル市の月平均の粉塵濃度を折れ線グラフで示す。
評価＆フィードバック

評価内容（方法）
：班別の発表活動，班別の協力活動
フィードバック：ペアの活動で互いのグラフについ
て見てみるようにする雰囲気を組成する。


ۼ$LU3UR アプリの粉塵のデータ，
学習紙，サインペン
∠学習者の水準により学習の進度
の状況を調節する。

ᯨܕɴȲȿʳ␙␛⏽⏵␎ఠᔒɹஐՕഓ

۔粉塵の標語を書く・・・相互評価

.(

ۼ８切りの紙，マジックまたは色

・例示の作品を見て，粉塵の標語を書く。

鉛筆

評価＆フィードバック

҆個人の個性に合わせて自由に表
現することができるように奨励

評価内容（方法）
：班別の協力活動
フィードバック：すべての活動をとおして相互評価が
円滑に行われるように，教師はヒントを与えたりすべ

する。
҆粉塵の標語を次々に読み，粉塵
に対する決意や意思を表現す

ての活動を督励したりする。

る。
҆粉塵について関心をもち，解決
 策についてともに深く考えてみ
る。

۔整理する
・本時での学習について振り返ってみる。

授業と連携した過程評価の計画
［６実 03-04］快適な生活空間の管理の必要性を環境と関連して理解して，正しい
管理方法を計画して実践する。
成就基準

［６数 05-02］実生活の資料をグラフで示して，それを活用することができる。
［６美 02-03］多様な資料を活用して，アイデアと関連させて表現の内容を具体化
      することができる。

評価規準
（定義的＋認知的）
評価問題

粉塵について関心をもち，正しい常識をもっているか？
粉塵の危険性と予防法を話してみよ。

成就基準
上

中

下

粉塵について関心をもち， 粉塵について関心をもっ

粉塵について関心が不足

正しい常識をもっている。 ているが，正しい常識は不

して，正しい常識は不備で

備である。

ある。

評価方法

口述評価
相互評価

