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１．研究の経緯 

本校の目指してきた子供 

本校はいつの時代も「主体的な子供を育む」ことを中心に据え研究を進めてきました。「子供一

人一人が期待に胸をふくらませて登校し，やり遂げた喜びに心おどらせて下校する附属小学校～や

りとげた喜びいっぱいまた明日～」「Creating MY Future～一歩進んだ 次の自分へ～」「自ら

考え，判断し，行動する子供」といった目指す学校像・子供像から見ても，本校の研究が，自主的・

主体的な子供を育てていく教育を特に大切にしてきたことがわかります。 

   平成 22年度には「『よさを生かす』子供の育成」を研究主題に掲げ，「自ら考え，判断し，行

動する子供」を目指し研究を進めました。この研究は近年，主体的に夢中になってものごとを追究

する姿が減っているという学校現場の声に触発されて導かれたものでした。平成 24年度までの研

究成果として，子供のよさを生かし，夢中になって学習に取り組める授業には次の三つの基本要素

が必要だとわかりました。 

   一つは，「主体的な学習の展開」です。この主体的な学習には子供の思いや願いが，自らの課題

として位置付く必要があります。そして，その各自の課題を自ら追究し，解決の見通しをもてる学

び方への学習指導・支援が重要となることが明らかになってきました。 

   この学び方は二つ目の基本要素となる「課題解決型の学習の展開」につながっていきます。課題

に対し見通しをもって，課題の追究・解決を図る「課題解決型の学習」では，一人一人の子供が課

題と向き合い，考える学習が基本になります。 

   しかし，実践を進める中で,一人で考えるほかに，自らの考えを他者と交流する学習の重要性が明

らかになってきました。自分の考えを他者にわかるようにまとめ，それを伝える活動によって，自

らの考えが広がり，そして深まる効果が見られました。この他者と交流する活動において，仲間と

共に学び「みんなで課題を解決する学習の展開」という三つ目の要素が加わりました。この仲間と

共に学ぶ意識の高まりが，夢中になって学習する姿を生み出したと考えました。 

   この三つの基本要素である「主体的な学習の展開」「課題解決型の学習の展開」「みんなで課題

を解決する学習の展開」が平成 25 年度からのアクティブ・ラーニング（以下 AL）の研究につなが

っていきました。 

２．研究主題説明 

アクティブ・ラーニングの構成要素 

平成 25 年度から「初等教育におけるアクティブ・ラーニングの実践」を研究主題に掲げました。

「学ぶ楽しさや，やり遂げた喜び」を実感する子供を目指す指導・学習法に注目したのです。 



   AL に関しては多様な考えがあります1，本校では AL を「子供が自分自身の思考において活動す

る能動的な学び」と広義に押さえ，研究を進めました。今までの研究の成果を生かし，AL の構成要

素として，「自主的・主体的な学び」「協同2的な学び」「課題解決型の学び」を基本的な学びとし

ました。この三つの学びの展開が「子供が自分自身の思考において活動する能動的な学び」に通じ

ると考えました。 

  平成２６年度から「２１世紀型の学力を身に付けていく子供の育成」を目指し，AL の研究を進め

ました。 

求められる汎用的な資質・能力の育成 

中央教育審議会教育課程企画特別部会における「論点整理」（2015．8.26）では，まず，将来

の変化が激しく，予想が難しい２１世紀の社会では，社会の変化に受身に対応するのではなく，子

供一人一人が，その可能性を最大限に発揮し，よりよい社会と幸福を自ら作り出していくための資

質・能力を求めています。さらに，そのためには，解き方があらかじめ定まった問題を効率的に解

ける力を育むだけでは不十分であり，蓄積された知識を礎としながら，膨大な情報から何が重要か

を主体的に判断し，自ら問いを立ててその解決を目指し，他者と協働しながら新たな価値を生み出

せるように，必要な資質・能力を身に付ける教育が重要であると打ち出しています。 

   このような資質・能力を身に付けていくためには，教師の一方的な知識の伝達だけでなく，子供

自らが課題を設定し，そして仲間と共に解決していく学びの積み重ねが必要です。このような学び

の積み重ねにより，子供は生涯にわたり，多様な場面において「使える」いわゆる汎用的な資質・

能力を身に付けていきます。この汎用的な資質・能力こそが２１世紀に求められる学力なのです。 

                                            

1本校の研究で参考にしている AL の定義は次の 3 点となります。 

「教員による一方向的な講義形式の教育とは異なり、学修者の能動的な学修への参加を取り入れた教授・学習法の総称。

学修者が能動的に学修することによって、認知的、倫理的、社会的能力、 教養、知識、経験を含めた汎用的能力の育成を

図る。発見学習、問題解決学習、体験学習、調査 学習等が含まれるが、教室内でのグループ・ディスカッション、ディベ

ート、グループ・ワーク 等も有効なアクティブ・ラーニングの方法である。」[中央教育審議会,「質的転換答申」（用語

集），2012] 

「一方的な知識伝達型講義を聴く（受動的）学習を乗り越える意味での，あらゆる能動的な学習のこと。能動的な学習

には,書く・話す・発表するなどの活動への関与と，そこへ生じる認知プロセスの外化を伴う。」 [溝上慎一, 「アクティ

ブラーニングと教授学習パラダイムの転換」，2014] 

「課題の発見と解決に向けて主体的･協働的に学ぶ学習（いわゆる「アクティブ・ラーニング」）」 [中央教育審議会, 「初

等中等教育における教育課程の基準等の在り方について」（諮問）,2014] 
2
 文部科学省では，AL に関して「協働」の文言を使用していますが，本校では「協同」を意図的に使用しています。「協

働：同じ目的のために､協力して働くこと」「協同：複数の個人や団体が心や力を合わせて同じ目的､共通の利益を守るた

めに事にあたること。（大辞林）」どちらの文言も「同じ目的に向かって力を合わせ物事を行う」という意味では大きく

違いはありません。初等教育ではとくに,目的が一緒だから協力するだけではなく，学級の友達と心を通わせ事にあたるこ

と自体に価値があると押さえています。友達と心や力を合わせて目的にむかって事にあたる経験が,将来にわたって他者と

協働する資質・能力に通じていくものとして押さえ，本研究では「協同」の文言を使用しています。 



３．研究内容 

１年次研究～「学ぶ楽しさや，やり遂げた喜び」を実感する子供～ 

   1年次は AL を通して，「学ぶ楽しさや，やり遂げた喜び」を実感する子供を目指しました。そ

の中で子供の「自主的・主体的な学び」「協同的な学び」「課題解決型の学び」が AL を構成する

要素であると押さえました。授業実践におけるこれら三つの学びの具体的事例から AL の成果と課

題を明らかにしていきました。 

自主的・主体的な学び 

「自主的・主体的な学び」では学習活動が内発的に動機付けされている点を重視しました。市川

（2004）における学習動機の 2 要因モデル3によると，学習の功利性と学習内容の重要性という二

つの次元において，6つの学習動機が存在します。私たちは中でも「充実志向」に着目しました。

充実志向は，学習自体が楽しく，その理由において動機付けられていくというものです。学び自体

が楽しいと,子供が感じられるような内容をいかに充実させるかに，私たちの支援は自ずと向かって

いきました。 

   子供が十分に内発的に動機付けられるよう，教材の吟味を大切にしていきました。子供が「やっ

てみたいな」「面白そうだな」という学びへの興味はもちろん，「何か違うぞ」「確かめてみたい

な」などという揺れやズレなども「内発的な動機付け」では大切な要素となりました。  

   このことは，「課題解決型の学び」の道筋4における，「教材との出会い」の場面の重視とも関連

します。「教材との出会い」の場面を重視し，教師が一方的に課題を設定するのではなく，まず，

これまでの学びの経験や，日常生活，または教師と共に行うオリエンテーションなどから，子供の

課題意識を高める指導・支援を大切にしました。この指導・支援によって，子供は内側から湧き出

た内発的な動機に支えられ，課題解決に向け，主体的に学んでいきました。これは，２年次の「学

びの動機付け」の研究と３年次の「課題設定の在り方」の研究へとつながっていく基盤となりまし

た。 

                                            

3市川（2004）は学習の功利性と学習内容の重要性という二つの次元において，充実志向・訓練志向・実用志向・関係志

向・自尊志向・報酬志向の 6 つの学習動機が存在するとしました。 

4 「課題解決型の学び」では本校の研究の成果である「附属函館小学校授業モデル」[本校研究紀要，2008]の考えを生

かし，「教材との出会い」→「学習課題の把握」→「目的・見通しをもつ」→「自力追究」→「学び合い」→「まとめ」

という学びの道筋をベースとしています。 



協同的な学び 

   「協同的な学び」を展開するために，多様なグループワークの方法を実践しました。特に有効性

を感じた方法としてワールドカフェ方式5のグループワークがあげられます。この方式のよさは情報

の共有化が図られると共に，互いに説明し合う必要感をもちながら，思考・判断した内容の表現が

数多く行われるという点にあります。特にワールドカフェ方式の話し合いは，多様な考えの創出が

期待できる学習場面において効果的でした。 

さらに私たちはAL の構成要素であ

る三つの学びの関係性を明らかにする

ことができました（図 1）。それは「課

題解決型の学び」を柱として，その学

びをどれほど自主的・主体的に展開さ

せるか，またどれほど協同的に展開さ

せるかが，AL の実践においては欠か

せない要素であることが分かりました。 

２年次研究～21 世紀型の学力を身に付けていく子供の育成～ 

子供の動機付けを高める指導・支援 

１年次研究では子供の自主的・主体的な学びを展開するにあたり，「動機付けを高める」重要性

は明らかになりましたが, これらの指導・支援を深く検証し，他の授業にも生かすための要因を抽出

する課題が残りました。そこで 2 年次研究では，指導・支援をより構造的に捉えた，子供の「学び

の動機付け」を高める指導・支援の明確化を研究の焦点としました。 

多くの時間を一斉的・一方的に，教師主導で行う授業からの脱却が，AL のひとつの方向性といわ

れています。しかし，子供が自主的・主体的に学ぶための指導・支援には，その目的に応じた教師

から子供への直接的な指導・支援が必要な場面も多くみられます。この直接的な指導・支援の AL

における有効性とその場面の検証も研究課題としました。 

                                            

5 ワールドカフェ方式は，課題に対してグループで合意形成を行い，一定の解を導き出します。次に，グループ内で役割

を決めます。役割はホストとゲストがあります。ホストはグループで出した解を他のグループから訪れてきたゲストに説

明します。ゲストは他のグループの解についての説明を聞きに行きます。最後に，再度最初のグループにもどり，ゲスト

は他のグループの考えを自分のグループのメンバーに説明する方法です。 

図 1.AL の構成要素 



学期のはじめや単元のはじめでは特に，学習への動機付けを高めるねらいにおいて，直接的な指

導が求められる場合が多くあります。一方で，子供が考えたり，試みたり，まとめたりする活動を

間接的に指導・支援する時間や内容とのバランスが，AL では大きな課題となるのです。 

このような考えから，私たちは今までの実践から子供の動機付けを高める点で効果的であった指

導・支援を場面ごとに整理・分類しました。具体的には授業場面の開始期，展開期，まとめ期6にお

ける直接型と間接型の指導・支援7を検討しました。図 2がそのモデルです。 

直接型と間接型の指導・支援を組み合わせる 

直接型・間接型の指導・支援が

開始期，展開期，まとめ期におい

てどのように用いられるかは，教

科の特性や単元のねらいなどによ

って多種多様であることが明らか

になりました。 

    子供一人ひとりが自分の興味・

関心から自分のめあてをじっくり

と探しあてる学習からスタートす

る場合は，開始期に間接型の指

導・支援の比重を高め，直接型の

展開を経て，間接型で各自の学習を整理し，他者と交流するといったまとめで終わる授業も見ら

れました。また開始期，展開期ともに直接型によって課題の広がりと深まりを促すなかで，子供

を内発的に動機付け，単元後半にゆっくり時間をかけた間接型で子供の自主的・主体的な学びの

時間を保障し，まとめを行う授業もありました。 

    このように，各期において，どのような指導・支援が望ましいかは，限られた一定の型がある

のではなく，教科や単元の特性，そして，子供の学習スタイルの習熟度などによって，柔軟に直

接型と間接型の指導・支援を組み合わせる必要が明らかになりました。本校ではこの組み合わせ

を「指導・支援のネットワーク化」と呼びます。 

                                            

6 授業場面を「開始期」「展開期」「まとめ期」に分けて構造的に捉えやすくします。この三つの場面は単元レベルでも

単一時間レベルでも存在します。 

7 「直接型の指導・支援」は教師が子供に向けて直接発信する働きかけであり、柔軟なやりとりとすばやい反応が可能で

す。「間接型の指導・支援」は子供がじっくり自分に向き合ったり、仲間との協同的な学習を保障したりする環境づくり

に向けた働きかけです。 

図 2. 子供が自主的・主体的な学びを展開する指導・支援 



協同的な学びによる自己有用感の醸成が自主的・主体的な学びを促進する 

    協同的な学びの展開が，子供の動機付けに大きく関連している実態もわかってきました。友達

の学びが自分の学びに生かされ，自分の学びが友達の学びに生かされる互恵性のある学びを積み

重ねることで，子供たちは友達と学ぶことのよさや，自己有用感8を強く感じ，学びに動機付けら

れる姿が見られました。さらに，協同的な学びの展開により，良好な人間関係や信頼関係が生ま

れ，集団への所属感の高まりにも波及していきました。つまり，協同的な学びの積み重ねが学級

のまとまりにもつながっていったのです。このような認め合える集団の中で，子供の自主的・主

体的な学びが促進されていくのです。 

学びの価値の実感が自主的・主体的な学びを促進する   

  加えて，動機付けにおけるまとめ期の重要性も明らかになってきました。子供が自主的・主体

的に課題解決に向かう中で，仲間とかかわることができた，学習によって自分は成長できた，学

習した価値があったといった実感が生まれました。これらの実感は学習による自己有用感の形成

とも考えられます。自己有用感をもった子供は次の学習へも意欲を高め，自主的・主体的に学び

に向かうのです。そのために，まとめ期において子供が自己の学びを振り返り，学びの成果や価

値を実感できるような指導・支援の重要性が明らかになりました。このまとめ期の指導・支援に

関しては「振り返りの在り方」として，3年次研究の視点につながっていきます。 

３年次研究～21 世紀型の学力を身に付けていく子供の育成～ 

AL で育む資質・能力 

私たちは２年次より「21世紀型の学力を身に付けていく子供の育成」を目指し，AL の研究を

進めてきました。研究を進めていく中で，21 世紀型の学力についてより明確にしていく必要性を

感じていました。そこで，研究当初にAL によって育んでいきたいと願った資質・能力と，実際

に AL を通して発揮され，育まれていく資質・能力を「自主的・主体的な課題解決に関わる資質・

能力」と「協同的な課題解決に関わる資質・能力」の 2つの視点で抽出しました。さらに，課題

解決の過程である「開始期・展開期・まとめ期」に基づいて分類・整理しました。整理の結果を

（表 3）に，本校の実践に基づいた「初等教育におけるアクティブ・ラーニングで育んでいく資

質・能力」としてまとめました。 

                                            

8  人の役に立った、人から感謝された、人から認められた、という「自己有用感」は、自分と他者（集団や社会）との

関係を自他共に肯定的に受け入れられることで生まれる、自己に対する肯定的な評価[国立教育政策研究所，「生徒指導リ

ーフ Leaf.18.」，2015] 



    以下，本校の実践に基づいた「初等教育におけるアクティブ・ラーニングで育んでいく資質・

能力」（表 3）と「21 世紀に求められる資質・能力の構造一例」［国立教育研究所，2015，p93］

の内容を関連付けて説明します。その関連を図 4 に示しました。 

 

表 3. 初等教育におけるアクティブ・ラーニングで育んでいく資質・能力 

図 4. 「初等教育におけるアクティブ・ラーニングで育んでいく資質・能力」と「21 世紀に求められる資質・能力の

構造一例」（国立教育研究所，2015 による図表を一部修正）の関連 

③考えや情報を整理する 

④考えを表現する 



    開始期における自主的・主体的な課題解決に関わる資質・能力の「①事象に思いや願い，興味・ 

関心をもつ」と「②課題を明確にして，見通しをもつ」は，「21 世紀型能力の枠組み試案」での

「問題解決・発見力」との関連が見出せます。同様に，展開期における自主的・主体的な課題解

決に関わる資質・能力の「③考えや情報を整理する」と「④考えを表現する」は「創造力，論理

的 ・批判的思考力」や「基礎力（言語スキル，数量スキル，情報スキル）」と通じます。また，

まとめ期における自主的・主体的な課題解決に関わる資質・能力の「⑥自己の学びを振り返り，

次の学習に生かす」は「メタ認知・適応的学習力」と，展開期・まとめ期における協同的な課題

解決に関わる資質・能力の「⑤協同する」「⑦協同することの価値に気付く」は「自律的活動力，

人間関係形成力，社会参画力」に通じると考えています。 

以上から，私たちが考える「初等教育におけるアクティブ・ラーニングで育んでいく資質・能力」

は， 21 世紀型の学力につながる汎用的な能力であると押さえました。私たちは明らかになって

きた「初等教育におけるアクティブ・ラーニングで育んでいく資質・能力」を各教科，道徳そし

て総合的な学習の時間の授業や学校行事等の運営などにおいて意図的に育んできました。具体的

には，各単元において育んでいく資質・能力を明確にし，指導案上に位置づけ，授業構想の指針

とし実践を進めました。 

学びの連続性を生む「課題設定」と「振り返り」 

私たちは，2年次の研究を受けて，支援のネットワーク化とまとめ期における自己有用感の醸

成により，より自主的・主体的な課題解決が図られていく点に着目しました。支援のネットワー

ク化とは，それぞれの支援が単独にあるのではなく，支援の関連付けにより，より効果的な支援

を意図したものです。 

    例えば，開始期において，子供の考えを焦点化し，課題意識を高め，より深く考えていけるよ

うに「発問を工夫」した支援を行いました。そして，展開期では開始期でもった考えをさらに多

面的・多角的にとらえることができるよう，「協同的な学び」を取り入れた学習過程や，視点を

転換していくような「対話や応答」による支援を行いました。さらに，まとめ期においては，教

師が子供たちの「活動への価値づけ」支援を行い，自己有用感の醸成を図りました。 

    このようにネットワーク化された支援とまとめ期における自己有用感の醸成により，子供たち

は課題を明確にして解決を図り，自己有用感と新たな課題意識を高め，次の学習にも能動的に取

り組んでいきました。この例から，AL では課題意識を高める手立てとまとめ期における自己有用

感を高める手立てにより，次の学びへの学習意欲を高め，学びの連続性を生み，自主的・主体的

な課題解決を促進していくと考えました。 

    加えて，私たちは協同的な学びの展開により，子供の学習への動機付けを高め，自主的・主体

的に学ぶ点にも着目しました。協同的な学びは従来から行われてきたペアやグループといった学

習形態による学習をさらに次の点で発展させていく必要があると考えます。まず，「友達の考え

を聞きたい」「自分の考えに対する友達の意見が聞きたい」「一緒に考えたい」「自分の力だけ



では解決できない」など子供による協同的に学ぶ目的の理解と，その必要性の高まりが不可欠で

す。そのためには，協同的に学ぶ必要性のある学習活動とその活動を導く学習課題が重要です。

さらに，子供が協同的に学ぶ経験をくり返し，その価値を自覚することで，協同的な学びの必要

性を子供自身が高め，次の学びでも協同的な課題解決を図っていくのです。 

    これらのことから，課題意識と協同的な学びの必要性を高める「課題設定」の在り方と，自己

有用感や新たな課題意識の高まり，そして協同的な学びの価値に気付く「振り返り」の在り方の

重要性が明らかになってきました。そこで，「課題設定9」と「振り返り10」の在り方を 3 年次研

究の視点とし，子供が自主的・主体的，協同的な課題解決を図り,課題解決型の学びを体験できる

授業により，21 世紀型の学力を身に付けていく子供の育成を目指し実践を重ねました（図 5）。 

課題設定の在り方 

今までの実践から見出した課題設定の工夫を抽出し，次に説明する AL における三つの課題設

定の要素として整理し，図 6 に示しました。課題設定の在り方として，各教科等の目標を踏まえ，

その本質に迫る課題設定が必要です。 

                                            

9
本研究における「課題設定」とは，ひとつひとつの課題自体を工夫する手立てだけではなく，学習過程の中で課題意識を

高める手立てなども含まれていると押さえます。社会科の学習で写真や資料から，子供の気付きや疑問を引き出し，調べ

てみたいという思いをもたせる単元全体を見通した，学習過程の開始期における動機付けなども課題設定の在り方といえ

ます。 

10本研究における「振り返り」とは，児童自身がその学習において「何を学んだのか」が実感できる学習活動と押さえま

す。例えば，学習した知識をノートにまとめて確認する活動や，自己評価カードを活用して今日の学習における自分の思

考や判断を見つめ直す活動も振り返りといえます。算数の学習であれば，学習した知識や技能を活用した適応問題への取

り組みも，「何を学んだか」実感できるという意味において振り返りと押さえています。 

図 5. 3 年次研究の視点構想図 
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    次に重要な要素として，「子供が学ぶ価値を見出し，必要感のある課題」「子供の実態に合っ

た課題」「協同的に学ぶことができる課題」の 3 点が上げられます。 

    「子供が学ぶ価値を見出し，必要感のある課題」については，教師から一方的に課題提示され

るのではなく，子供の事象からの気付きや，教師との対話により課題意識が高まっていくような

課題設定の仕方としてとらえています。 

    また，「子供の実態に合った課題」については，子供の発達段階や学習準備状況（レディネス）

を考慮した課題設定といえます。子供の実態を十分に把握した上で，課題の興味・関心を高めた

り，挑戦意欲がもてたりするような課題設定として捉えています。 

    「協同的に学ぶことができる課題」は，子供同士の相互作用が生まれるような学習課題として

とらえています。自分の考えを友達に説明したり，友達の考えから自分の考えを再構成したりす

ることができるような課題設定であるといえます。 

振り返りの在り方 

    今までの実践から見出した振り返りの工夫を抽出し，次に説明するAL における三つの振り返

りの要素として整理し，図 7 に示しました。 

重要な要素として「学習成果や学びの価値を実感する振り返り」「新たな課題を見出す振り返

り」「協同することの価値を実感する振り返り」の 3 点が明らかになってきました。 

    「学習成果や学びの価値を実感する振り返り」とは，「何を学んだか」が自覚化されている状

態であるといえます。さらに，学んだことで子供が「わかった」「できた」「ためになった」「学

習してよかった」と実感できる振り返りであるといえます。 

    「新たな課題を見出す振り返り」とは学習の結果，新たな疑問や気付きが生まれ「次は○○し

たい」「どうしてだろう」といった次の学びの課題意識へつながる振り返りであるといえます。 

AL における課題設定の要素 
各教科等の目標に迫る課題 

〔課題設定の例〕 

■  

■ 子供と共につくる課題  ■ 挑戦意欲が高まる課題 

■ 個に応じた課題   ■ 適度な困難さのある課題  

■ 興味・関心のもてる課題  ■ ゴールイメージがもてる課題 

■ 知識の活用を必要とする課題  ■ 思考の表現を伴う課題 など 

図 6. アクティブ・ラーニングにおける課題設定の要素と具体例 



    「協同することの価値を実感する振り返り」とは「みんなで考えたから解決できた」「友達の

考えで自分の考えが深まった」「自分の考えを友達が認めてくれた」といった，友達と学習する

よさや喜びを実感する振り返りといえます。また，友達の学びが自分の学びを成長させるきっか

けとなり，自分の学びが友達の学びを成長させるといった互恵性を感じる振り返りだといえます。 

４年次研究～資質・能力を育成する学びの創造～ 

今までの研究から 

3 年次研究では 21 世紀型の学力を身に付けていく子供の育成を目指し，実践を積み重ね研究を

進めてきました。研究成果から，AL の構成要素である「課題解決型の学び」「自主的・主体的

な学び」「協同的な学び」と関連した，より具体的な視点を見出すことができました。それら

の視点を図 8 に示します。 

アクティブ・ラーニングの構成要素と関連した
より具体的な視点

視点２：必要感のある協同的な学び
を設定する

視点１：学びの文脈（ストーリー）
がある単元を構想する

視点３：目的に応じた弾力的な振り
返りを設定する

 

各教科等の目標を確認する振り返り 

〔振り返りの例〕 
■ 学習成果を実感できる適応問題 ■ 学習したことを活用して取り組む適応問題 

■ 相互評価場面の設定   ■ 写真や動画を活用した振り返りの視覚化 

■ ■ 教師によるフィードバック

図 7. アクティブ・ラーニングにおける振り返りの要素と具体例 

図８ AL の構成要素と関連したより具体的な視点 



   4 年次研究では上記の視点を踏まえた実践，および検証を図るべく，「資質・能力を育成する学

びの創造」を目指し，初等教育におけるアクティブ・ラーニングの実践研究を継続していくことに

しました。以下，研究内容について説明します。 

【研究内容１】 「三つの視点」を生かしたアクティブ・ラーニングの授業実践 

   研究内容の一つ目は，３年次研究から見出した三つの視点を生かした授業実践（図 9）です。

それぞれの視点について説明します。 

視点１ 学びの文脈（ストーリー）がある単元を構想する 

AL は学習者の能動的な学び，すなわち子供の自主的・主体的な学びをどのように導くかが重要な

ポイントとなります。その一つの手立てが課題設定の工夫です。3 年次研究では，課題設定の要素

（図 6）を取り入れることにより子供は課題意識を高め，意欲的に学びに向かう姿が見られました。

また，教科や単元によっては，子供と学習計画を立てる学習活動も効果的でした。子供と学習の目

的や価値，学習の流れなどを確認し，学びの全体像（グランド・デザイン）を共有することにより，

知識や技能の習得場面においてもその必要性を理解した学びが展開されました。 

さらに，前時の学びが次の学びに生かされたり，学びの中で生まれた課題の解決を図っていった

りするような，学びの連続性を生む単元の構想により，子供は学ぶ価値を実感し，生涯にわたって

学ぶ意欲につながるものと考えました。このように，教師から一方的に提示された課題を解決する

のではなく，子供が学びの連続性，必要性，関連性を自覚しながら展開する学習過程を「学びの文

脈（ストーリー）」と私たちは押さえ，図 10 にまとめました。そして，それを構想することが重

要であると考えました。 

図 9 「三つの視点」を生かしたアクティブ・ラーニングの授業実践 



また，AL を実践していく中で，授業時間のすべてを AL で展開しなくてもよいケースがある点も

明らかになりました。私たちは単元レベルで考えたときに，教師による知識伝達型の授業も必要だ

と押さえています。ただし，子供が知識や技能習得の目的を理解していたり，必要感を高めたりし

ていることが重要です。子供が目的意識や必要感がもてるよう，教師はどのような学びの文脈を構

想するかが求められるのです。つまり，教師は知識や技能を教える場面と，子供が思考・判断・表

現できる場面を効果的に設計した指導・支援が求められるのです。 

このように，課題設定により子供の学びへの意欲を高め，子供の思考を想定し，学びの成果や課

題を次の学びへ連続させること，さらに教師の指導性と子供の主体性のバランスを取ることで学び

の文脈をつくっていきます。 

なお，この視点１は中央教育審議会論点整理において示されている指導方法の不断の見直しの視

点である「１）習得・活用・探究という学習プロセスの中で，問題発見・解決を念頭に置いた深い

学びの過程が実現できているかどうか11」との関連も見出すことができます。 

                                            

11 新しい知識や技能を習得したり，それを実際に活用して，問題解決に向けた探究活動を行ったりする中で，資質・能

力の三つの柱に示す力が総合的に活用・発揮される場面が設定されることが重要である。教員はこのプロセスの中で，教

える場面と，子供たちに思考・判断・表現させる場面を効果的に設計し関連させながら指導していくことが求められる。[教

育課程企画特別部会. (2015). 論点整理. 文部科学省.] 
 

図 10 学びの文脈がある単元を構想する 



視点２ 必要感のある協同的な学びを設定する 

図 11 に示したように学びの文脈を生む上で，どのような形で協同的な学びを設定していくかも

重要なポイントになります。協同的な学びというと，ペアやグループといった学習形態が思い浮か

びます。これらの学習形態は子供が協同的な学びを必要としているときにその場が保障されている

点が重要です。したがって,「友達の考えを知りたい」「自分の考えを友達に伝えたい」「もっと考

えを深めたい」「自分の力だけでは解決できない」など，子供が課題解決のために他者を求める場

面を教師が創出できるかが問われます。 

このような必要感のある協同的な学びの中で，子供は対話など自分の考えを表現する活動を通し

て，物事をより確かに理解し，思考を広げ深めていきます。さらに，友達と意見を比較することで

自己の学びを客観的に見る視点も育まれます。この学びを客観的に見る視点が自己の学びを振り返

る場面で生かされ，自己評価力を高めていく様子が見られました。 

このような学びの経験から，子供は「友達と話していたらよくわかった」「そんな考え方もある

のか」「友達に自分の考えを認めてもらってうれしい」「協力して考えたから解決できた」「みん

なで考えるとより良い考えが生まれる」というように協同的に学ぶ価値を実感していきます。協同

的な学びの価値を実感した子供は協同的な学びの必要性を子供自身が高め，次の学びでも必要感を

もち，協同的な課題解決を図っていくのです。 

図 11 必要感のある協同的な学びを設定する 



なお，この視点２は中央教育審議会論点整理において示されている指導方法の不断の見直しの

視点である「ⅱ）他者との協働や外界との相互作用を通じて，自らの考えを広げ深める，対話的な

学びの過程が実現できているかどうか12」との関連を見出すことができます。 

視点３ 目的に応じた弾力的な振り返りを設定する

 

学びの文脈を生む上で，重要なポイントなるのが，振り返りです。子供は振り返りにより，学び

を子供自身が意味付けたり，わかったことやできるようになったことを自覚したりします。また，

新たな疑問や課題をもつこともあるでしょう。これらが次の学びへと向かう原動力になるのです。 

振り返りは単元や一単位時間のまとめ期のみに限定されるものではありません。一単位時間の開

始期に前時の学びを振り返ることで課題意識を見出す学習展開もあれば，課題追究した結果から振

り返りを通して新たな課題を設定する学習展開もあるでしょう。形式的な振り返りではなく，適切

な場面・方法により，子供が学びの成果や課題を実感し，次につなげる，目的に応じた弾力的な振

り返りを設定していくことの重要性が明らかになりました。 

そして，振り返りでは次の点に留意が必要であることがわかりました。一つ目は振り返りの目的

や視点を子供自身が理解しているということです。何のために振り返りを行っているのか，どのよ

                                            

12 身に付けた知識や技能を定着させるとともに，物事の多面的で深い理解に至るためには，多様な表現を通じて，教

師と子供や，子供同士が対話し，それによって思考を広げ深めていくことが求められる。こうした観点から，前回改訂に

おける各教科等を貫く改善の視点である言語活動の充実も，引き続き重要である。[教育課程企画特別部会. (2015). 論点

整理. 文部科学省.] 

 

図 12 目的に応じた弾力的な振り返りを設定する 



うな視点で振り返ればよいのかについては子供の実態に即した指導・支援が重要です。二つ目は振

り返りの共有化です。学びの成果や課題は一人一人が見出すことが理想ですが，他者の振り返りの

内容に触れることで，自己の学びを再度見つめることにつながるのです。三つ目は学びの視覚化で

す。学習場面の動画や写真，成果物など目に見える形で提示することで，子供は具体的に実感を伴

った振り返りにつながるのです。（図 12） 

なお，この視点３は中央教育審議会論点整理において示されている指導方法の不断の見直しの視

点である「ⅲ）子供たちが見通しを持って粘り強く取り組み，自らの学習活動を振り返って次につ

なげる，主体的な学びの過程が実現できているかどうか13」との関連も見出すことができます。 

【研究内容２】  各教科等において育成すべき資質・能力の明確化 

アクティブ・ラーニングが成立している⇔資質・能力が育まれている 

本校では，初等教育におけるアクティブ・ラーニングの目的を下記で検討する資質・能力

の育成と捉えています。ですから，アクティブ・ラーニングが成立しているかどうかは，意

図した資質・能力が育まれているか判断する必要があります。したがって，それを判断する

上で，どのような資質・能力を育成すべきなのかが明確になっていないといけません。 

３年次研究の成果として，「初等教育におけるアクティブ・ラーニングで育成する資質・

能力」表３を整理することができました。ただし，この資質・能力は教科等を横断する汎用

的な資質・能力であり，各教科等において育成すべき資質・能力の明確化までには至ってい

ません。そこで，４年次研究ではまず，各教科等において育成すべき資質・能力の明確化を

図りました。そして，アクティブ・ラーニングによって子供の資質・能力が育まれる，アク

ティブ・ラーニングの具体を検証していくことにしました。 

資質・能力の「三つの柱」の基づき各教科等において育成すべき資質・能力を具体化する 

今年度，次期学習指導要領改訂に向け，中央教育審議会では教科等別にワーキンググルー

プ等を設置し，専門的に様々な検討がなされていました。その中で，各教科等で育成すべき

資質・能力のたたき台が提案されました。そこで私たちは，提案された資質・能力の「三つ

の柱14」を「発達段階」の観点から具体化することを試みました。その方法を図 13 に基づい

て説明します。 

 

                                            

13 子供自身が興味を持って積極的に取り組むとともに，学習活動を自ら振り返り意味付けたり，獲得された知識・技

能や育成された資質・能力を自覚したり，共有したりすることが重要である。子供の学びに向かう力を刺激するためには，

実社会や実生活に関わる主題に関する学習を積極的に取り入れていくことや，前回改訂で重視された体験活動の充実を図

り，その成果を振り返って次の学びにつなげていくことなども引き続き重要である。[教育課程企画特別部会. (2015). 論

点整理. 文部科学省.]
 

14
 三つの柱とは教育課程企画特別部会. (2015). 論点整理の中で示された 1）「何を知っているか，何ができるか（個

別の知識・技能）」2）「知っていること・できることをどう使うか（思考力・判断力・表現力等）」3）「どのように社

会・世界と関わり，よりよい人生を送るか（学びに向かう力，人間性等）」のことを指します。 



 

ワーキンググループで提案された資質・能力 （中央教育審議会） 

③ 「初等教育におけるアクティブ・
ラーニングで育成する資質・能力」
の要素を加味する。 

 

① ワーキンググループで提案された資質・能力の三つの柱を押さ
え，これをベースとして考える。 

② 資料を活用し「資質・能力」と
「発達段階」を読み取る。 

各教科等において育成すべき資質・能力 

図 13 各教科で育成すべき資質・能力の具体化方法 



まず，ワーキンググループで提案された資質・能力を押さえます。次に現行の学習指導要

領解説と国立教育政策研究所の「評価規準の作成，評価方法等の工夫改善のための参考資料」

を活用し，その文言から資質・能力の「三つの柱」と「発達段階」の違いを読みとります。

さらに，本校で作成済みの「初等教育におけるアクティブ・ラーニングで育成する資質・能

力」表 3 の要素を加えました。各教科等で作成したものを資料として掲載15しています。 

図 13 に示された各教科等において育成すべき資質・能力を各単元において目標として具体

化します。 

そして，それを評価する

ための評価規準の設定を

試みました。ここでは，従

来の目標に準拠した評価16

の考え方である「関心・意

欲・態度」，「思考・判断・

表現」，「技能」及び「知

識・理解」の４観点と資

質・能力の「三つの柱」と

の関連性を図 14 に示した

ように押さえました。「関

心・意欲・態度」は「学び

に向かう力，人間性等」，「思考・判断・表現」は「思考力・判断力・表現力等」，「技能」

及び「知識・理解」を統合し「知識や技能」とし評価規準の観点とすることにしました。こ

の三つの観点で教科目標の達成および資質・能力の育成を評価していくことにしました。 

ただし，「各教科等において育成すべき資質・能力」や「資質・能力を踏まえた評価規準」

は試案であり，今後の実践研究により修正・改善を図っていきます。 

 

 

                                            

15 国語科の言語能力は各教科の土台となる資質・能力と押さえ，より具体化された内容にしています。 

16 目標に準拠した評価は，学習指導要領に示す目標に照らしてその実現状況を評価するものであり，観点別学習状況

の評価を基本として，児童生徒の学習の到達度を適切に評価していくことが重要となります。学習評価に関する基本的

な考え方について，「学習評価における観点」については，新しい学習指導要領を踏まえ，「関心・意欲・態度」，「思

考・判断・表現」，「技能」及び「知識・理解」に整理し，各教科等の特性に応じて観点を示している。設置者や学校

においては，これに基づく適切な観点を設定する必要があること」と示しています。[学習評価に関する Q&A. (2010). 

文部科学省.] 

図 14 資質・能力を盛込んだ評価規準を作成 



４．研究成果 

4 年次研究では【研究内容１】「『三つの視点』を生かしたアクティブ・ラーニングの授業

実践」により子供の資質・能力の育成を目指しました。そして，【研究内容２】「各教科等

において育成すべき資質・能力の明確化」により，意図した資質・能力が育成されているか，

評価規準を設定し検証をくり返してきました。その結果，以下３つの点が明らかになってき

ました。 

（１） 各教科等において育成すべき資質・能力の明確化により，教師自身が学びの目的や価

値を再確認でき，指導・支援・評価に生かすことができた。 

私たちは，「各教科等で育成すべき資質・能力のたたき台」（中央教育審議会の教科等別

ワーキンググループ提案）から「三つの柱」を「発達段階」の観点から具体化することを試

み「各教科等において育成すべき資質・能力」を整理しました。この試みにより，教師は，

各教科等で育成すべき資質・能力の理解を深め，この理解を土台として単元構想を行うこと

ができました。さらに，資質・能力の明確化は「何ができるようになるか」の具体化につな

がりました。教師は，学習を通して学習の目的や価値を子供に伝えたり，子供と共有したり

することができました。これにより，子供自身も学びの目的や価値に目を向け，主体的に学

びに向かう姿を見ることができました。（図 15） 

 

 

 

 

 

 

 

   さらに，子供たちの資質・能力の育成という視点をもち，評価をしていくことの重要性が

明らかになりました。私たちは整理した「各教科等において育成すべき資質・能力」を生か

し単元レベルにおいても「資質・能力を踏まえた評価規準」を設定し，それを踏まえて一単

位時間での評価を試みてきました。すると，一単位時間レベルの評価規準は従来の指導案上

に示されていたものと大きな差がないことに気付きました。これにより，一単位時間レベル

の評価規準のその先にある育成すべき資質・能力を見据え，指導・支援・評価することの必

要性が明らかになりました。 

図 15 育成すべき資質・能力の明確化により学習の目的や価値を子供と共有する 

主体的に学び

に向かう 

各教科等で育成すべき

資質・能力の明確化 

単元構想 

「何ができるようになるか」 具体化 

教師 

子供 

共有 



  （２） 必要感のある協同的な学びを展開するための，目指す学びの姿と手立てを明らかにす

ることができた。 

研究の視点２に関わって，必要感のある協同的な学びを展開するために大切にしているこ

とは，子供自身が協同することの価値を実感するという点です。そのために，１年生や協同

的な学びの経験が少ない実態の場合には，子供の「協同的に学びたい」という思いの芽生え

を大切にします。この思いが芽生えるためには，協同的に学ぶ実体験が不可欠です。ですか

ら，低学年の場合は意図的にその経験値が積めるようにします。例えば，「となりのお友達

とお話してごらん」「わかった友達はわからない友達に教えてあげよう」など，友達とかか

わることができる場面を意図的に設定していくのです。 

かかわる人数に関しては，少人数から次第にかかわる人数を増やしていく方が子供にとっ

ては無理がないようです。「となりの席の友達と話してみよう。」など教師からペアを指定

することで，子供たちは「誰とかかわればいいのか」という部分の負担が無くなります。さ

らに，ペアでは一対一の対応になるため，相手意識を強くもって協同的に学ぶ経験を積むこ

とになります。しかし，１年生や協同的な学びの経験が少ない実態の場合は，うまくペアで

の対話や活動ができないことがありました。そのうまくいかなかった内容を教師が取り上げ，

全体で「どうすればよかったのか？」といった形で共有したり，模範となるようなペアの様

子を取り上げたりすることで，協同的な学びのマナーやルールを体験的に理解することがで

きました。このような活動をくり返し，積み重ねていくことで子供たちに「協同的に学ぶ」

という学び方の選択肢が生まれるのです。 

この段階をくり返しながら，子供たちは協同的学ぶ価値を見出していきます。算数の学習

で友達と考え方を伝え合っていると，自分では思いもつかなかった考え方に触れることがで

きたり，社会の学習で資料から気付いたことをノートに書き，それを友達と交流すると自分

では気付かなかったことがたくさんあったりするなど，協同することで学びが広がったり，

深まったりすることがあります。自分の力では解決できなかった課題が友達と協同的に学ぶ

ことで解決できることがあります。こういった，学びの広がり・深まりや課題解決ができた

要因が協同的に学びの成果であることを子供たちが自覚化できるよう，私たちは意図的に支

援を続けてきました。これにより，子供たちは協同的な学びの価値を実感することにつなが

っていきました。具体的には，私たちは学習活動後の振り返りの場面で友達のよさにも目を

向けることができるような視点を与えました。例えば，「いいなと思った友達は？」「今日

の学習ですてきだと思った友達はいますか？」「自分の学びを広げたり深めたりしてくれた

友達はいますか？」などです。「○〇さんの考え方が自分には無い考え方ですごいと思った。」

「○○さんのアドバイスのおかげでできるようになった。」といった友達と学ぶことのよさ

を伝え合うことで，子供は協同的な学びの価値を実感していきました。さらに，このような



学びを積み重ねることで「自分の学びが友達にも生かされている」「自分も友達の役に立ち

たい」といった思いにつながり，より主体的に学びに向かう姿も見られるようになりました。 

この積み重ねを経て，子供たちは協同的な学びに必要感を感じるようになってきました。

この段階になると子供たちは協同的な学びを自ら求めるようになります。そして，協同的に

学ぶ必要がある場面の判断ができるようになってきます。 

つまり，必要感のある協同的な学びを展開するためには，子供の実態に応じて，協同的な

学びの経験を積み，マナーやルールを理解する段階から，協同的な学びの価値を実感する段

階を経ることが大切です。この上に，「質的・量的に個人での課題解決が難しい課題設定」

「多様な考えが期待できる探究的・創造的な学び」などの工夫により，子供は主体的に協同

的な学びを取り入れ課題解決を図っていくことがわかりました。（表 16） 

 低学年（協同的な学びの経験が少ない実態） 中学年 高学年（協同的な学びの経験が豊富な実態） 

学びの姿 

協同的な学びマナーやルー

ルを体験的に理解し，経験を

積む 

協同的な学びの価値を実感

する 

必要に応じて協同的な学び

を主体的に選択する 

手立て 

・ 意図的に協同的な学びの

場面を設定する。 

・ 協同的な学びを通して，

困ったことやよかったとこ

ろを共有する。 

・ 目的に応じた交流方法や

グループ構成があることを

理解できるよう，多様な形

態での協同的な学びの場面

を設定する。 

・ 意図的に協同的な学びの

よさを視点とした振り返り

場面を設定する。 

・ 子供が目的に応じて，交

流方法やグループ構成を

選択できる場を設定する。 

・ 子供が目的に合わない交

流方法やグループ構成を

選択した場合，修正を図

る。 

交流方法や 

グループ構成 

・ 指定ペア 

・ 自由ペア17
 

・ ３人～４人 

・ 自由交流18
 

・ グループ間交流19
 

目的に応じて交流方法やグ

ループ構成を選択できるよ

うにする 

 

（３） 各教科等での弾力的な振り返りの積み重ねにより，汎用的に振り返る資質・能力が高

まり，「学びに向かう力」へとつながっていくことがわかった。 

 学びの文脈をつくる上で振り返りが重要であることが明らかになりました。私たちは，単元

構想をする際，どの場面に振り返りを設定すると効果的に単元目標が達成できるか，検討しま

                                            

17
席を立ち歩くなどして，関わりたい子供同士が自由にペアとなり対話する交流方法 

18 自由ペア交流のような交流方法だが，複数名で対話することも可能。本校では，「ギャラリーウォーク」という席を立

ち歩き友達のノートを見てくる交流方法など，多様な自由交流を実践している。 

19 前述の「ワールドカフェ方式」などに代表される。課題に対してグループで合意形成を行い，一定の解を導き出し，そ

の解をグループ間で共有する方法 

表 16.  必要感のある協同的な学びを展開するための，目指す学びの姿と手立て 



した。すると，振り返りは単元や一単位時間のまとめ期のみに限定されるものではないという

ことが明らかになってきました。例えば，一単位時間の開始期に前時の学びを振り返ることで，

課題意識を見出す学習展開もあれば，課題追究した結果から振り返りを通して，新たな課題を

設定する学習展開もありました。また，活動と活動の間に短時間で振り返りを設定し，すぐに

次の活動につなげることもありました。生活科や総合的な学習の時間等では，一単位時間すべ

てを振り返りの時間として設定する場合もありました。これは，「どの場面で振り返りを設定

するか」が重要なのではなく，「どんな目的で振り返りを設定しているか」が重要であること

を示しているとも言えます。 

このような形で私たちは，振り返りを目的に応じて弾力的に設定してきました。すると，子

供たちは振り返りにより，学習の成果や価値を実感したり，新たな課題意識をもったり，協同

的に学ぶ価値を実感する場面が多く見られるようになってきました。そして，学習に主体的に

向かう姿も同じように多く見られるようになってきました。これは，子供たちが振り返りを通

して自身が学びに価値を感じたり，課題を解決したいという気持ちを強くもったりすることで，

「学びの文脈」がつくられていった結果であると考えています。 

このように，振り返りを継続していくと，子供たちの「振り返る力」はどんどん高まってい

きました。一定の教科だけではなく，どの教科においても，「振り返る」という行為が適切に

行われるようになったのです。 

例えば，体育の学習で子供たちは，振り返りシートを活用して，学習の成果や課題点，さら

に友達のよさなどを記述していました。これらの記述内容を全体に紹介したり，子供たちの課

題意識が高い内容を授業で中心的に扱ったりすることができました。このようなことをくり返

すと，子供は振り返りが自分の学びに生かされたり，つながっていたりすることを実感してい

きます。さらに，友達と振り返りの方法や内容を交流することで，振り返りのよいモデルが子

供の中で構築されていきました。そして，体育の学びで振り返ることの意味や価値を十分に理

解している子供たちは，算数や国語など他教科でも，体育で培った「振り返る力」を活用し，

目的に応じた振り返りができるようになっていきました。 

以上のことから，振り返りを積み重ねることにより，汎用的にどの教科等においても活用で

きるものになっていくことがわかりました。さらに，「振り返る力」の高まりが，学習に主体

的に向かう姿，すなわち「学びに向かう力」にも大きくつながっていくのです。したがって，

「振り返る力」は初等教育におけるＡＬの核として，育成すべき資質・能力であることがわか

りました。 （図 17） 

 

 

 



 

５．おわりに 

「初等教育におけるアクティブ・ラーニングの実践」という研究主題を掲げ，４年間の実践

を積み重ねてきました。今期学習指導要領の改訂では，「社会に開かれた教育課程」の考えの

下，「資質・能力の育成」を目指すことが重要なテーマとしてあげられています。そのために，

「主体的・対話的で深い学び」の実現が求められています。そこで，「アクティブ・ラーニン

グの視点による授業改善」と「カリキュラム・マネジメントの充実」が示されています。私た

ちはこの「アクティブ・ラーニングの視点による授業改善」の分野において先行的な取組を行

い，４年間の研究実践により多くの研究成果を残すことができました。指導案集や実践を掲載

していますので「アクティブ・ラーニングの視点による授業改善」の際の参考にしていただけ

ると幸いです。 

さらに，「カリキュラム・マネジメントの充実」に関しては，私たちは真の「深い学び」を

実現する上で，核となる部分であると捉えています。そして，本校のこれからの研究の方向性

であるとも捉えています。今後も本校の研究が，教育関係皆様の実践のヒントとなり，子供た

ちの資質・能力を育む一助となるよう研究を推進していきます。 

 

図 17 弾力的な振り返りによる資質・能力の高まりと学びに向かう力との関連 
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