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平成２７年度 

北海道教育大学附属函館中学校教育研究大会 

開 催 要 項 

 
1. 研 究 主 題：  今、求められる「２１世紀型の学力」の育成を目指して 

          ～アクティブ・ラーニングによる学習への深いアプローチ～ 
 

2. 主     催： 国立大学法人北海道教育大学   北海道教育大学函館校地域連携センター 
 北海道教育大学附属函館中学校 
 
3. 後     援： 北海道教育委員会 函館市教育委員会 

 
4. 期     日： 平成２７年１０月３０日（金）・３１日（土） 
 
5. 会     場： 北海道教育大学附属函館中学校 
 
6. 日     程：  

 12:30   13:00  13:10     14:00  14:10      15:00   15:10       

受付 全体会 移動 公開授業Ⅰ 移動 公開授業Ⅱ 移動 教科別分科会 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
全体会 （１２：３０～１３：００）＜体育館＞ 研究総論の説明 
 
１日目 授業公開Ⅰ  （１３：１０～１４：００） 

教 科 学級（授業場所） 授業者 単元・題材名 

国 語 １年Ａ組（教室） 髙 橋 亜 矢 
意図を正確に伝えるには 

～話題や方向を捉えて話し合う～ 

数 学 １年Ｃ組（教室） 木 村 奈 々 
比例の利用 

～日常的な事象を数学的に捉える～ 

美 術 ３年Ａ組（美術室） 冨 尾   拓 
「ずっといっしょ」 

～風景彫刻に込める想い～ 

技 術 ２年Ｂ組（教室） 松 本 了 祐 
プログラムによる計測・制御 

～からくりのプログラム化に挑む～ 

 

１日目 授業公開Ⅱ   （１４：１０～１５：００） 

教 科 学級（授業場所） 授業者 単元・題材名 

社 会 ２年Ｃ組（ＰＣ室） 伊 藤 健太郎 
地理的分野「北海道地方」 

～自然環境を中心とした考察～ 

理 科 ３年Ｂ組（理科室） 田 中 幸 樹 
科学技術と人間 

～放射線の様々なことを学ぼう～ 

外国語 

（英語） 
１年Ｂ組（教室） 平 石 暁 史 

プレゼンテーション 

～ＨＡＫＯＤＡＴＥの魅力を紹介するＣＭをつくろう～ 

保健体育 ２年Ａ組（体育館） 朝 倉   潤 
体つくり運動 

～体力を高める運動～ 

 9:00   9:20    9:30            10:20   10:30               

受付 全体会 移動 
公開授業 

移動 コース別分科会 

（３年社会科） 

8:40 12:00 

16:30 12:00 

１０月３０日（金） 

 

１０月３１日（土）「授業力向上セミナー」 



１日目 教科別分科会  （１５：１０～１６：３０） 

教科 テーマ 共同研究者 司会者 助言者 

国語 
アクティブ・ラーニングを通して言語活動を

行う能力を高める学習指導の工夫・改善 

～「21世紀型の学力」の育成との関連を明確にして～ 

内 藤 一 志 
（教育大学函館校教授） 

宮 川 高 宏 
（木古内町立木古内中学校教頭） 

小 田 浩 平 
（渡島教育局義務教育指導班指導主事）  

社会 
公民的資質の基礎の育成を目指して 

～アクティブ・ラーニングによる社会科の本

質にせまる学習指導の工夫～ 

小笠原   学 

(函館市教育委員会指導主事)  

阿 部 智 子 
（附属函館中学校教諭）  

深 見   亘 
（渡島教育局義務教育指導班指導主事）  

数学 
生徒一人一人の数学的活動の充実を目指して 

～「ペア思考」によるアクティブ・ラーニング

型の授業を通した数学への深いアプローチ～ 

池 田   正 

（教育大学函館校准教授） 

永 吉 幸 平 

（函館市立戸倉中学校教諭）  

大 山 裕 之
（渡島教育局義務教育指導班指導主事） 
毛 利 繁 和 

（函館市立本通中学校長） 

理科 
教科の本質に迫るアクティブ・ラーニング 

～汎用的なスキルの育成と思考力の深化～ 

中 村 秀 夫 
（教育大学函館校教授） 

伊 藤 大 育 

（函館市立的場中学校教諭）  

小棚木 こずえ 
（函館市教育委員会指導主事） 

細 川 和 成 
（函館市立椴法華中学校教頭） 

美術 
学びの深まりが自覚できる美術の学習指導を

目指して 

～美術科における汎用的な資質・能力の育成～ 

橋 本 忠 和 
（教育大学函館校教授） 

佐々木 壮 一 

（函館市立深堀中学校教諭）  

中 村 吉 秀 
（函館市立桔梗中学校長） 

保健

体育 

アクティブ・ラーニングによる保健体育の学

力定着を目指して 

～アクティブ・ラーニングによる保健体育学

習への深いアプローチ～ 

星   正 樹 
（函館市立湯川中学校教頭）  

安 宅   聖 
（函館市立亀田中学校教諭）  

新開谷   央 
（附属函館小学校長） 

技術

家庭 

変化し続ける社会に生きて働く力の育成 

～問題解決に向けた主体的な取組を重視した

教科の本質に迫る学習指導の工夫～ 

金 光 秀 雄 
（教育大学函館校教授） 

小田桐   智 
（函館市立的場中学校教諭）  

平 田 新次郎 
（附属特別支援学校副校長）  

外国語

（英語） 

実践的な英語力の育成を目指して 

～アクティブ・ラーニング型の授業による 

「発信力」の育成～ 

上 山 恭 男 
（教育大学函館校教授） 

福 留 志 織 
（附属函館中学校教諭） 

田 中 君 枝 
（渡島教育局義務教育指導班主査） 

安 達 克 佳 
（函館市立西中学校長） 

 

２日目 授業公開  （９：３０～１０：２０） 

教 科 学級（授業場所） 授業者 単元・題材名 

社 会 ３年Ｃ組（教室） 郡 司 直 孝 
公民的分野「     」 

～       ～ 

 

２日目 コース別分科会  （１０：３０～１２：００） 

社 会 社会を実感できる授業を目指してⅧ 阿部 智子 

小笠原 学 

(函館市教育委員会指導主

事) 

中田 宗男 

（函館市立椴法華中学校教

諭） 

濵野  清 

（文部科学省教科調査官／国立 

教育政策研究所教育課程調査官） 

数 学 
思考力・判断力・表現力の育成を目指した 

学習評価の工夫Ⅱ 

大山 裕之 

森  茂之 

池田  正 

（教育大学函館校准教

授） 

石郷岡 卓 

（函館市立恵山中学校教

諭） 

田中 賢一 
  (渡島教育局義務教育指導班

主査） 
中谷  満 

（函館市立大川中学校長） 

理 科 
科学的な思考力・表現力を育むための指導と評

価 

田中 幸樹 

松下  賢 

松木 貴司 

（教育大学函館校教

授） 

村井 雄一 

（函館市立本通中学校教

諭） 

吉田  稔 
（函館市立尾札部中学校

長） 

音 楽 

音楽的な感受を支えに，豊かに音楽表現し， 

聴き深める生徒の育成 

～言語活動を通した思考力・判断力・表現力の 

評価について～ 

嶋田  歩 ― 

三上  和宏 

（函館市立日新中学校教

諭） 

笠島 美教 

(函館市立宇賀の浦中学校教

頭) 

美 術 

学びの深まりが自覚できる美術の 

学習指導を目指して 

～思考・判断し，表現する力に関する評価の工夫～ 

冨尾  拓 

相田 幸男 

（教育大学函館校教

授） 

佐々木壮一 

（函館市立深堀中学校教

諭） 

西岡 裕英 
（渡島教育局指導主事） 

仲井 靖典 
（函館市立鱒川小中学教

頭） 

保 健 

体 育 

知識を活用させ，思考力・判断力を育む 

学習指導の工夫 

～言語活動を重視した学習指導の取組～ 

朝倉  潤 

奥田 知靖 

（教育大学岩見沢校講

師） 

安宅  聖 

（函館市立亀田中学校教

諭） 

小関 文雄 

（檜山教育局教育支援課

長） 

技術 

実践的・体験的な学習活動を通して， 

より深く学ぶことのできる生徒の育成Ⅳ 

～思考力を深める学習活動と評価～ 

張石 卓司 

阿部 二郎 

（教育大学函館校准教

授） 

小田桐 智 

（函館市立的場中学校教

諭） 

里舘 幹彦 

(渡島教育局指導主事) 

外国語 

生徒一人一人の学習状況を的確に把握する 

評価方法の研究Ⅱ 

～「話すこと」「書くこと」の学習指導の工夫を通

して～ 

宮野  健 

福留 志織 

上山 恭男 

（教育大学函館校教

授） 

寺崎 歩 

（函館市立深掘中学校教

諭） 

田中 登 

(函館市教育委員会指導主事) 

安達 克佳 
（函館市立銭亀沢中学校長） 

コース 分科会名 主な内容 

Ａコース 「単元をデザインする」 
アクティブ・ラーニングを取り入れた単元の指導計画を作成す
る上での工夫について 

Ｂコース 「ＩＣＴを活用する」 
ＩＣＴを活用したアクティブ・ラーニングを支える学習活動の
工夫について 

Ｃコース 「土曜日にひろげる」 
本校社会科で行っている土曜の課外授業（サタスタ）の授業公
開 
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巻頭言 

 

 

北海道教育大学附属函館中学校長    羽 根 田 秀 実 

 

 皆様には、時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。また、日頃より本校の教育、

研究活動に対し、多大なるご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 本校の今年度の研究は、一昨年から取り組んでまいりました「今、求められる２１世紀

型の学力の育成を目指して」という研究主題を継続しながら、研究副主題として「アクテ

ィブ・ラーニングによる学習への深いアプローチ」というテーマを掲げました。この副主

題は、平成２５年度の副主題「知識・技能を活用する力を育む学習活動の工夫・改善」、平

成２６年度の副主題「教科・領域を横断した基礎力・思考力・実践力の向上」の延長線上

に位置づけられるものです。すなわち、今年度の副主題は、本校がこれまで取り組んでき

た「課題の発見と解決に向けて主体的・協働的に学ぶ学習」「学びの質や深まりの重視」「ICT

を活用した指導」などについての研究内容と深く関連するとともに、これらのものを統一

的に捉えるための視点を提供するものでもあります。このように位置づけられたアクティ

ブ・ラーニングの実践を通して、私たちは、「教科の本質」と「２１世紀型の学力」とを結

びつけることで、これから求められる教育の姿をできるだけ具体的に描こうと努めました。 

 公開授業や分科会においては、これまでの私たちの取り組みの成果を皆様にご報告し、

共有することができればと考えております。同時にまた、この機会に、多くの方々から、

私たちの取り組みに対する忌憚のないご意見やご批正をいただくことができれば幸いに存

じます。皆様からいただいたご意見・ご批正をもとに、さらに私たちの研究・実践を、深

化・発展させていくことができるよう努めてまいりたいと考えております。 

 最後になりましたが、教科別分科会で助言者・司会者・共同研究者として、ご指導・ご

助言そして司会の労をおとりいただく諸先生に対し、心より感謝と御礼を申し上げます。

また、本研究大会の開催にあたりご後援を賜りました北海道教育委員会並びに函館市教育

委員会に対し深く感謝申し上げます。今後とも、本校の教育研究活動にご理解とご協力を

賜りますよう謹んでお願い申し上げます。 

 

平成２７年１０月 



 
 

 

研 究 総 論 
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図１ 21世紀型能力（引用 2-83頁） 

今，求められる「21世紀型の学力」の育成を目指して 

～アクティブ・ラーニングによる学習への深いアプローチ～ 

（国立教育政策研究所「教育課程研究指定校事業」（社会科）研究指定） 

 

１ 研究主題 

（１） 研究主題の設定について 

ア 「21世紀型の学力」の捉え 

本校では，平成 25 年度より「今，求められる『21 世紀型の学力』の育成を目指して」を研究主

題として研究を進めている。 

初年度に当たる平成 25年度の研究では，「21世紀型の学力」を「社会を生き抜く力を備えた，未

来への飛躍を実現する人材としての資質や能力」と定義し，文部科学省が提唱している「確かな学

力（知識や技能はもちろんのこと，これに加えて，学ぶ意欲や自分で課題を見つけ，自ら学び，主

体的に判断し，行動し，よりよく問題解決する資質や能力等までを含めたもの）」を包含するもので

あるとした。そして，知識・技能を活用する力を育む学習指導の工夫・改善等を図ることで，「21

世紀型の学力」が育成されると考えた。（引用 1-6～8頁） 

一方，国立教育政策研究所のプロジェクト研究であ

る「教育課程の編成に関する基礎的研究」では，「21

世紀を生き抜く力」を「21世紀型能力」と名付け，学

力の三要素（①基礎的・基本的な知識技能の習得，②

知識・技能を活用して課題を解決するために必要な思

考力・判断力・表現力等，③学習意欲）を「課題を解

決するため」の資質・能力という視点で再構成し，さ

らに，現行の学習指導要領が目指す知・徳・体を総合

的に関連づけて捉えた上で，これからの学校教育で身

に付けさせたい資質・能力として示した。具体的には，

図１のように，「思考力」を中核として，それを支える

「基礎力」，その使い方を方向付ける「実践力」という

三層構造で構成されるとしている。国立教育政策研究 

所の「社会の変化に対応する資質や能力を育成する教育課程編成の基本原理」（引用 2-84頁）によると，

「思考力」，「基礎力」，「実践力」は次のように捉えることができる。 

「思考力」とは，「一人ひとりが自ら学び判断し自分の考えを持って，他者と話し合い，考えを比

較して統合し，よりよい解や新しい知識を創り出し，さらに次の問いを見つける力」であり，問題

の解決や発見，アイデアの生成に関わる問題解決・発見力・創造力，その過程で発揮され続ける論

理的・批判的思考力，自分の問題の解き方や学び方を振り返るメタ認知，そこから次に学ぶべきこ

とを探す適応的学習力等から構成されるものである。 

「基礎力」とは，思考力を支える力で，「各教科で獲得した基礎的・基本的な知識・技能および，

それらを使いこなす資質・能力」であり，それらの資質・能力はもちろん，技術革新を背景に，
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図２ 問題解決的な学習の流れ 

○問題解決能力  ○判断力  ○コミュニケーション能力  ○視野の広い社会性 

○倫理観     ○協調性  ○主体的な行動  ○発想の柔軟さ    ○豊かな心 

○基礎的・基本的な知識・技能 ○情報活用能力  ○忍耐力       ○意志力 

○学校での学習と生活や文化とを結び付けていく力 ○自己を見つめる力  ○学ぶ姿勢 

Ａ 課題（問題）の発見・理解 

↓ 

Ｂ 自力解決（解決の計画⇒計画の実行） 

↓ 

Ｃ 検討・学び合い 

↓ 

Ｄ 学習のまとめ 

↓ 

Ｅ 適用・一般化 

情報化が著しく進む今日において，情報や通信機器を使いこなす能力も不可欠であり，情報スキル

も，基礎力として位置付けている。 

「実践力」とは，思考力の使い方を方向づける力で，「日常生活や社会，環境の中に問題を見つけ

出し，自分の知識を総動員して，自分やコミュニティ，社会にとって価値ある解を導くことができ

る力，さらに解を社会に発信し協調的に吟味することを通して他者や社会の重要性を感得できる力」

であり，自分の行動を調整し，生き方を主体的に選択できるキャリア設計力，他者と効果的なコミ

ュニケーションをとる力，協力して社会づくりに参画する力，倫理や市民的責任を自覚して行動す

る力などを含んでいるものである。 

平成 26年度の研究では，「21世紀型の学力」に関わる具体的な資質・能力を再構成し，構造化し

たものが，「思考力」，「基礎力」，「実践力」であると捉えた。そして，これらの力を育成することで，

「21世紀型の学力」の育成が図られると考えた。（引用 3-3頁） 

今年度の研究においても，「21世紀型の学力」を平成 26年度と同様に捉え，過去２年間の研究成

果を踏まえるとともに，学習指導要領の全面改訂に向けた我が国の教育の動向を見定めながら，こ

れからの教育の在り方について研究を進めることとした。 

 

イ 生徒の実態 

平成 25 年度，研究主題を設定した際，今後の教育の中で本校の生徒にどのような力を育んでい

く必要があるかを話し合い，まとめたものが下記である。(引用 1-4頁) 

 

 

 

 

 

 これらは，「21世紀型の学力」に関わる具体的な資質・能力と共通する点が多く，平成 26年度の

研究の支柱とした「思考力」，「基礎力」，「実践力」を構成する要素にもなっている。 

今年度も「21世紀型の学力」の育成について継続して研究することで，これらの力を育む方策を

より明確にしたいと考える。 

 

（２） 研究副主題の設定について 

ア これまでの研究の経緯 

    平成 25年度は，副主題を「知識・技能を活用する

力を育む学習活動の工夫・改善」とし， 

① 教科での基礎的・基本的な知識・技能を活用  

した問題解決的な学習の工夫・開発および実践 

② 自らの思考や感情を律する力や自らを研鑽す  

る力の習得を目指した教科における学習指導の 

工夫・改善 

③ 質の高い教育を保証するための検証改善サイ

クル（PDCAのサイクルマネジメント）の整備 

の３点を重点として研究に取り組むことで，「21 世
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紀型の学力」が育成されることを検証した。（引用 1-9頁）特に，「教科での基礎的・基本的な知識・技

能を活用した問題解決的な学習の工夫・開発および実践」では，前頁の図２のように，各教科にお

いて問題解決的な学習の指導過程を明確にし，課題の発見から一般化までの流れを生かしながら授

業を構築した。また，全国学力学習状況調査の「主として『活用』に関する問題」を参考して，各

教科で課題発見能力や問題解決能力を見取る問題を作成し，「思考，判断，表現」の評価にも取り組

んだ。（引用 1-16頁） 

平成26年度は，副主題を「教科・領域を横断した基礎力・思考力・実践力の向上」とし， 

① 認知プロセスによる思考力の育成 

② 教科・領域を横断した思考力の育成 

③ 行事を中心とした実践力の育成 

の３点を重点として研究に取り組むことで，「21世紀型の学力」が育成されることを検証した。 

特に，「認知プロセスによる思考力の育成」では，教育目標分類学であるタキソノミーテーブルの

認知的領域における認知プロセスの次元（表１）を利用して，授業中にどのような思考がなされてい

るのかを把握するとともに，それを重点的に育成することで，思考力を向上させることができるので

はないかと考えた。そして，各教科で重点をおいて育成する認知プロセスを焦点化（表２）して授業

に取り入れた。(引用3-9～15頁) 

1思い出す 2理解する 3応用する 4分析する 5評価する 6創造する 

①認識 

②想起 

①解釈 

②例証 

③分類 

④要約 

⑤推測 

⑥比較 

⑦説明 

①遂行 

②実践 

①区別 

②整理 

③原因解明 

①確認 

②批評 

①発案 

②計画 

③生産 

表１ 認知プロセスの次元 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 思考力 実践力 

 

４
分
析
す
る 

５
評
価
す
る 

６
創
造
す
る 

自
律
的 

活
動
力 

人
間
関
係 

形
成
力 

社
会
参
画
力 

（
持
続
可
能
な

未
来
へ
の
責
任
） 

国 語 ○ ○   ○  

社 会  ○ ○   ○ 

数 学 ○      

理 科 ○      
美 術 ○ ○ ○ ○ ○  

体 育 ○    ○  

技術家庭  ○ ○ ○ ○  
外国語 ○ ○ ○    

総合学習    ○ ○ ○ 

道徳の時間    ○ ○ ○ 

表２ 各教科で重点をおいて育成する認知プロセスの一覧 
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イ 「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）」に見るこれからの教育 

平成 26年 11月 20日，文部科学大臣から「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」の諮問があり，新しい時代にふさわしい学習指導要領等の在り方についての審議が始まった。

この諮問は，これからの教育を方向付ける重要な視点であり，本校の研究主題とも深く関わる内容

である。諮問の概要は以下のとおりである。（引用４）   

子供たちが成人して社会で活躍する頃には，我が国は，生産年齢人口の減少，グローバル化の進

展，絶え間ない技術革新等により，社会構造や雇用環境が大きく変化し，子供たちが就く職業も様

変わりすることになる。また，成熟社会の中で，一人一人の多様性を原動力とし，新たな価値を生

み出していくには，伝統や文化に立脚し，高い志や意欲を持つ自立した人間として，他者と協働し

ながら価値の創造に挑み，未来を切り開いていく力を身に付けることが求められる。 

平成 20年及び平成 21年に行われた前回の学習指導要領の改訂で明確になった「生きる力」と「確

かな学力」の育成については，各学校の真摯な取組により，国内外の学力調査に成果の一端が表れ

ている。しかし，その一方，判断の根拠や理由を示しながら自分の考えを述べること，自己肯定観

や学習意欲・社会参画の意識等が国際的に見て低い傾向にあることなどを課題にあげ，今後，一人

一人の可能性をより一層伸ばし，新しい時代を生きる上で必要な資質・能力を確実に育んでいくに

は，未来に向けて学習指導要領等の改善を図る必要がある。 

新しい時代に必要となる資質・能力の育成に関しては，経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）が提唱し

たキー・コンピテンシー（主要能力）の育成に関する取組や国際バカロレアのカリキュラム，ユネ

スコの「持続可能な開発のための教育」（ＥＳＤ），東日本大震災の被災地の復興教育を先進例とし，

「何を教えるか」という知識の質や量の改善に加え，「どのように学ぶか」という学びの質や深まり

を重視すること，学びの成果として「どのような力が身に付いたか」に関する学習評価の在り方に

ついて改善を図る必要がある。 

以上のような問題意識の下，具体的には，「教育目標・内容と学習・指導方法，学習評価の在り方

を一体として捉えた，新しい時代にふさわしい学習指導要領等の基本的な考え方」「育成すべき資

質・能力を踏まえた，新たな教科・科目等の在り方や，既存の教科・科目等の目標・内容の見直し」

「学習指導要領等の理念を実現するための，各学校におけるカリキュラム・マネジメントや，学習・

指導方法及び評価方法の改善支援の方策」の３点を中心に審議を願う。 

    とりわけ，新しい時代にふさわしい学習指導要領等の基本的な考え方については，「これからの時

代を自立した人間として多様な他者と協働しながら創造的に生きていくために必要な資質・能力の

育成に向けた教育目標・内容の改善」「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」）の充実とそうした学習・指導方法を教育内容と関連付けて示すた

めの在り方」「育成すべき資質・能力を育む観点からの学習評価の改善」について検討を願う。 

    この諮問の中で本校が着目したのが，「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」）の充実」である。諮問では，随所に「アクティブ・ラーニング」

という文言が見られる。以下がその文言を含む一節である。 

   ・「何を教えるか」という知識の質や量の改善はもちろんのこと，「どのように学ぶか」という，学

びの質や深まりを重視することが必要であり，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」）やそのための指導の方法等を充実させていく必要が

あります。こうした学習・指導方法は，知識・技能を定着させる上でも，また，子供たちの学習

意欲を高める上でも効果的であることが，これまでの実践の成果から指摘されています。 
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   ・育成すべき資質・能力を確実に育むための学習・指導方法はどうあるべきか。その際，特に，現

行学習指導要領で示されている言語活動や探究的な学習活動，社会とのつながりをより意識し 

た体験的な活動等の成果や，ICT を活用した指導の現状等を踏まえつつ，今後の「アクティブ・

ラーニング」の具体的な在り方についてどのように考えるか。また，そうした学びを充実させて

いくため，学習指導要領等において学習・指導方法をどのように教育内容と関連付けて示してい

くべきか。 

   ・育成すべき資質・能力を子供たちに確実に育む観点から，学習評価の在り方についてどのような

改善が必要か。その際，特に，「アクティブ・ラーニング」等のプロセスを通じて表れる子供たち

の学習成果をどのような方法で把握し，評価していくことができるか。 

   ・「アクティブ・ラーニング」などの新たな学習・指導方法や，このような新しい学びに対応した教

材や評価手法の今後の在り方についてどのように考えるか。また，そうした教材や評価手法の更

なる開発や普及を図るために，どのような支援が必要か。 

  ここで述べている「アクティブ・ラーニング」とはどのようなものなのか。｢アクティブ・ラー

ニング｣に焦点をあてて整理し直すと，以下のとおりになる。 

  ○ 「アクティブ・ラーニング」とは，課題の発見と解決に向けて主体的・協働的に学ぶ学習の

ことである。 

  ○ 「アクティブ・ラーニング」では，「どのように学ぶか」という学びの質や深まりを重視する。 

○ 「アクティブ・ラーニング」の具体的な在り方については，現行学習指導要領で示されてい

る言語活動や探究的な学習活動，社会とのつながりをより意識した体験的な活動等の成果，ICT

を活用した指導の現状等を踏まえて考える。 

○ 「アクティブ・ラーニング」等のプロセスを通じて表れる子供たちの学習成果を把握し，評価する。 

 

ウ 研究副主題の設定 

前述した平成 25・26年度の研究と「アクティブ・ラーニング」を照らし合わせると，「課題の発

見と解決に向けて主体的・協働的に学ぶ学習」，「知識の質や量の改善」，「学びの質や深まりの重視」

「現行学習指導要領で示されている言語活動や探究的な学習活動」，「社会とのつながりをより意識

した体験的な活動等の成果」，「ICT を活用した指導の現状」など，本校がこれまで取り組んできた

研究内容と関連する事項が多いことに気付く。そこで，本校では，これまでの研究の延長線上に「ア

クティブ・ラーニング」を位置付けることができると考えた。 

① 本校における「アクティブ・ラーニング」とは 

  アクティブ・ラーニングは，平成 24年 8月 28日の中央教育審議会答申「新たな未来を築くた

めの大学教育の質的転換に向けて～生涯学び続け，主体的に考える力を育成する大学へ～」（引用 5）

で取り上げられ，その「用語解説」では，「教員による一方的な講議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」（※「学修」

については答申にならいそのまま表記）と説明されている。その後，平成 25 年 6 月 14 日に閣議決定され

た教育振興基本計画（引用 6）でも，主として高等教育段階の学生を対象にした取組として，「学

士課程教育においては，学生が主体的に問題を発見し，解を見いだしていく能動的学修（アクティ
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ブ・ラーニング）や双方向の講義，演習，実験等の授業を中心とした教育への質的転換のための

取組を促進する。」とあり，大学教育の質的転換のための取組として提唱されたものであること

がわかる。 

  先行研究としては，溝上慎一が，アクティブラーニング（溝上の表記では「・」を付けない）

について，「一方的な知識伝達講義を聴くという（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，そこに

生じる認知プロセスの外化が伴う。」（引用7-7頁）と定義し，アクティブラーニングを採り入れた授業を

アクティブラーニング型授業としている。溝上によると，表３のようにアクティブラーニング型

授業には３つのタイプがあり（タイプ０は受動的学習なのでアクティブラーニング型授業に含ま

れない），構図Ａと構図Ｂによって分類される。構図Ａは，コメントシートや小テストなどを採り

入れ，授業的学習を若干脱却する程度の比較的教員主導・講義中心型の授業であり，これをタイ

プ１としている。構図Ｂは，話す・発表するといった活動を構造的に授業デザインに組み込み，

アクティブラーニング型授業の戦略性を高めているもの（本研究では，構図Ｂを話す・発表する

といった活動を学習指導案に位置付け，能動的な学習になるように工夫したものと解釈した）で

あり，そのうち，教師主導型・講義中心型のものをタイプ２，学生主導型のものをタイプ３とし

ている。 

溝上によるアクティブラーニングの定義や分類と照らし合わせると，これまで本校で取り組ん

できた実践や諮問で述べている「アクティブ・ラーニング」は，タイプ２及びタイプ３に相当す

ると考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

諮問で述べている「アクティブ・ラーニング」や中央教育審議会答申，先行研究等をもとに，

表３ アクティブラーニング型授業のさまざまな技法と戦略（引用 7-71頁） 
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本校におけるアクティブ・ラーニングを以下の特徴を備えた学習と定義する。 

○ 課題の発見と解決に向けた主体的・能動的な学習である。 

○ 書く・話す・発表するなどの活動に関与した協働的な学習である。 

○ 認知プロセスの外化を伴う学習である。 

 

   ② 「アクティブ・ラーニングによる学習への深いアプローチ」とは 

本研究では，上記のようにアクティブ・ラーニングを定義したが，このような学習は，現行学

習指導要領の言語活動の充実，体験的・問題解決的な学習及び自主的，自発的な学習の促進，見

通しを立てたり振り返ったりする学習活動の重視などのように，教育課程を実施する上でこれま

でも取り組まれている。本校でも平成 25年度の知識・技能を活用した問題解決的な学習の工夫・

開発，平成 26年度の認知プロセスによる思考力の育成と，アクティブ・ラーニングに相当する授

業実践を行っている。これまでの取組とアクティブ・ラーニングでは，何がどのように違うのか，

相違点を明確にして研究を進める必要がある。 

また，「活動あって学びなし」といった状況に陥らないよう，適切な学習課題を設定するととも

に，研究主題の「21世紀型の学力」が，アクティブ・ラーニングを通して身に付いたかどうかを

検証する必要がある。 

そのことについて，溝上は，アクティブラーニング型授業の質を高めるために，学習内容の深

い理解を徹底的に目指すことが大切であると述べている。そして，「ただ書く・話す・発表するな

どの活動を形だけ導入すれば育てられるというものではなく，学生の学習内容の理解の質に徹底

的にこだわってこそ，より良く育てられるものだと言える。学習内容の理解の質にこだわるとい

うことは，そこで扱われる用語・知識の定義や正しい理解にこだわること，他の関連する知識と

つなげること，他者の相対立する考えや見方も踏まえて，問題に対する自身の大きな見方(観)を

作り，作られた見方に対する価値付けや評価をおこなう」（引用 7-106 頁）というように，学習内容

の理解の質にこだわる必要があるとしている。さらに，このような学習は，作業を通しての個人

の知識世界の構築・再構築とそれを促す認知プロセスが介在する学習が伴い，より質の高いアク

ティブラーニングになるとし，これらを，マントルやエントウィッスルらによって提唱された概

念を用いて「学習への深いアプローチ」としている。 

本校では，上記で述べた課題の解決を図るためには，アクティブ・ラーニングが「学習への深

いアプローチ」を採る学習になるよう指導の工夫・改善を図ることが大切であると考え，研究副

主題を，「アクティブ・ラーニングによる学習への深いアプローチ」とした。 

 

２ 今年度の研究の構想 

（１） 研究仮説 

   前述の研究主題の捉えのもと，今年度の研究仮説を次のように設定した。 

 

 

 

 

 

 

【研究仮説】  

アクティブ・ラーニングによる学習への深いアプローチを図ることで，

生徒は「教科等の本質」に迫るとともに「21 世紀型の学力」を身に付け

ることができるだろう。 
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アクティブ・ラーニングによる学習への深いアプローチで育成する力を，「教科等の本質」と「21

世紀型の学力」としたのには，上記の溝上の考えに寄るところが大きい。さらに，平成 26年 3月 31

日に文部科学省から出された「育成すべき資質・能力を踏まえた教育目標・内容と評価の在り方に関

する検討会―論点整理―」の現行学習指導要領に定められている各教科等の教育目標・内容を分析す

る３つの視点も参考とした。次が，論点整理で提示された３つの視点である。（引用 8-21頁） 

【現行学習指導要領に定められている各教科等の教育目標・内容を分析する３つの視点】 

ア）教科等を横断する汎用的なスキル（コンピテンシー）等に関わるもの 

①汎用的なスキル等としては，例えば，問題解決，論理的思考，コミュニケーション，意欲など 

②メタ認知（自己調整や内省，批判的思考等を可能にするもの） 

   イ）教科等の本質に関わるもの（教科等ならではの見方・考え方など） 

例：「エネルギーとは何か。電気とは何か。どのような性質を持っているのか」のような教科等の  

本質に関わる問いに答えるためのものの見方・考え方，処理や表現の方法など 

   ウ）教科等に固有の知識や個別スキルに関するもの 

 例：「乾電池」についての知識，「検流計」の使い方 

   「論点整理」の３つの視点のうち，ア）の「教科等を横断する汎用的なスキル（コンピテンシー）

等」は，本研究の「21世紀型の学力」に相当するものであると考える。イ）の「教科等の本質に関わ

るもの」については，「具体的には，その教科等ならではのものの見方・考え方，処理や表現の方法な

ど。例えば，各教科における包括的な「本質的な問い」と，それに答える上で重要となる転移可能な

概念やスキル，処理に関する複雑なプロセス等の形で明確化することなどが考えられる。」とある。ま

た，ウ）の「教科等に固有の知識や個別スキルに関するもの」については，「教科等に固有の知識や個

別スキルを習得することも重要であるが，その際も単独のものとして捉えるのではなく，教科等の本

質や汎用的なスキル等とのつながりを意識しつつ扱うことが重要である。」と述べられている。これら

のことから，イ）とウ）は関連が深く，教科等に固有の知識や個別スキルを使い，その教科等ならで

はのものの見方・考え方，処理や表現の方法に則って主体的に考えることで「教科等の本質」に迫る

ことができると考え，一括りで捉えることとした。 

   以上のことを図にまとめ，研究仮説を構造化すると図３のようになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図３ 本校の研究仮説の構造図 

アクティブ・

ラーニング 

  

実践力 

 

思考力 

基礎力 

「21世紀型の学力」 「教科等の本質」 

 

 

 

 

 

  
教科等の固有

の知識や個別

のスキル 



- 9 - 

 

 図の左側は，教科等に固有の知識や個別スキルを使い，アクティブ・ラーニングによる学習への深い

アプローチを図ることで，「教科等の本質」に迫ることを表しており，右側は，アクティブ・ラーニン

グによる学習への深いアプローチを図ることで「21 世紀型の学力」を身に付けることを表している。

今年度の研究では，アクティブ・ラーニングによる学習への深いアプローチを図ることで，左側と右

側の力を高めることができるだろうと考え，この仮説が成り立つことを検証すべく研究を進める。 

 

（２） 研究の重点 

   研究仮説の検証を図るために，次の３点を研究の重点とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   本研究では，アクティブ・ラーニングによる学習への深いアプローチで育成する力を，「教科等の本

質」と「21世紀型の学力」の２つとしたことから，重点①を「教科等の本質」，重点②を「21世紀型

の学力」として学習指導の工夫・改善に取り組むことにした。なお，重点①と重点②は別々に取り組

むのではなく，授業実践を２つの視点で検証するという形で研究を進めて行くこととする。また，学

習指導が適切であったかどうかを評価することも大切であると考え，学習指導と評価を一体と捉え，

それぞれの重点に加えている。 

   重点③については，アクティブ・ラーニングによって学習への深いアプローチが採られ，「教科等の

本質」に迫ったり「21世紀型の学力」を高めたりすることができるようにするために，補助的なもの

ではあるが欠かせない要素として取り上げた。 

 

（３） 研究内容 

   ３つの重点に基づき，具体的に取り組む研究内容を次のとおりとした。 

① 「教科等の本質」に迫るアクティブ・ラーニングによる学習指導及び評価の工夫・改善 

・教科等に固有の知識や個別のスキルに関するものの定着を図る学習指導の工夫・改善 

・「教科等の本質」に迫るアクティブ・ラーニングによる学習指導の工夫・改善 

  ・「教科等の本質」の理解を見取る評価方法の工夫・改善 

② 「21世紀型の学力」を育むアクティブ・ラーニングによる学習指導及び評価の工夫・改善 

・「21世紀型の学力」を育むアクティブ・ラーニングによる 学習指導の工夫・改善 

・「21世紀型の学力」を見取る評価方法の工夫・改善 

③ 学習への深いアプローチを支える学習活動の工夫 

・アクティブ・ラーニングを支える家庭学習等の取組 

・アクティブ・ラーニングに生かす ICT（タブレット等）の活用 

【研究の重点】 

① 「教科等の本質」に迫るアクティブ・ラーニングによる学習指導及

び評価の工夫・改善 

② 「21 世紀型の学力」を育むアクティブ・ラーニングによる学習指導

及び評価の工夫・改善 

③ 学習への深いアプローチを支える学習活動の工夫 
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なお，下記の研究全体図の研究内容の４番目にある「その他の研究内容」については，本研究主題

に基づく研究とは別であることから，ここでは取り上げない。 

 

（４） 研究全体図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

研究の重点及び研究内容 

１ 「教科等の本質」に迫るアクティブ・ラーニ

ングによる学習指導及び評価の工夫・改善 

（１）教科等に固有の知識や個別のスキルに関す

るものの定着を図る学習指導の工夫・改善 

（２）「教科等の本質」に迫るアクティブ・ラーニ

ングによる学習指導の工夫・改善 

（３）「教科等の本質」の理解を見取る評価方法

の工夫・改善 

２ 「21世紀型の学力」を育むアクティブ・ラー

ニングによる学習指導及び評価の工夫・改善 

（１）「21世紀型の学力」を育むアクティブ・ 

ラーニングによる 学習指導の工夫・改善 

（２）「21世紀型の学力」を見取る評価方法の

工夫・改善 

 

＜研究の重点１及び２を支える＞ 

３ 学習への深いアプローチを支える学習活動の工夫 

（１）アクティブ・ラーニングを支える家庭学習等の取組  

（２）アクティブ・ラーニングに生かす ICT（タブレット等）の活用 
 

４ その他の研究内容 

（１）研究指定に関わる研究実践【外国語（英語）・社会】               

（２）四校園の連携によるグルーバル人材の育成に関わる研究の推進 

研究計画の全体構造・年次計画 

○強い意志を持ち，自主的に行動し，創造性に富む生徒の育成 
○心身ともに健康で明るく，情操豊かな生徒の育成 
○知性を磨き，審理を愛し，自ら努力する生徒の育成 
○学校や郷土を愛し，よりよい社会の建設に協力できる生徒の育成 

学校教育目標 

○夢や希望を持ち，その実現に向けて努力する生徒 
○基礎・基本を身につけ，創造的に生きようとする生徒 
○社会性を持ち，国際感覚を身につけた生徒 

目指す生徒像 

【研究主題】今，求められる「21世紀型の学力」の育成を目指して 

～アクティブ・ラーニングによる学習への深いアプローチ～（3年次） 

【研究仮説】アクティブ・ラーニングによる学習への深いアプローチを図ることで，

生徒は「教科等の本質に迫る」とともに「21世紀型の学力」を身に付

けることができるだろう。 

各 教 科 の 実 践 
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３ 研究内容に基づく具体的な実践 

（１） 「教科等の本質」に迫るアクティブ・ラーニングによる学習指導及び評価の工夫・改善 

    まず最初に，「教科等の本質」とは何かについて，各教科で共通理解を図る必要がある。前述の

「育成すべき資質・能力を踏まえた教育目標・内容と評価の在り方に関する検討会―論点整理―」

によれば，「教科等の本質」は「その教科等ならではのものの見方・考え方，処理や表現の方法」（引

用 8-21頁）であり，教科等を通して身につけさせるべきものであると考えたとき，現状では現行学習

指導要領に示された「目標」とほぼ同義であると捉えることができる。この考えに基づいて，本校

では，各教科における「教科等の本質」を次のとおりとした。（詳細については，「各教科の実践」で記

述） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

ア 教科等に固有の知識や個別のスキルに関するものの定着を図る学習指導の工夫・改善 

     前述のアクティブ・ラーニングにかかわる「諮問」（引用 4）では，「「何を教えるか」という知識

の質や量の改善はもちろんのこと，「どのように学ぶか」という，学びの質や深まりを重視する

ことが必要であり，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」）やそのための指導の方法等を充実させていく必要がある。こうした学習・指

導方法は，知識・技能を定着させる上でも，また，子供たちの学習意欲を高める上でも効果的で

あることが，これまでの実践の成果から指摘されています。」と述べている。一方，溝上は，「そ

こで扱われる用語・知識の定義や正しい理解にこだわること，他の関連する知識とつなげること，

教科名 「教科等の本質」 

国 語 

 

○ 国語を適切に表現し正確に理解する能力，伝え合う力 

○ 思考力や想像力，言語感覚を豊かにすること，国語に対する認識，国語を尊重す

る態度 

社 会 ○ 国際社会に生きる平和で民主的な国家・社会の形成者として必要な公民的資質の

基礎 

数 学 

 

○ 記号的・抽象的な表現を用いたコミュニケーション 

○ 事象が成り立つ理由を記号的・抽象的な表現を用いて考察すること 

理 科 

 

○ 科学的に探究する能力の基礎と態度 

○ 自然の事物・現象について科学的な見方や考え方 

美 術 

 

○ 美的（感性），造形的表現・創造 

○ 文化･人間理解 

○ 心の教育 

保健体育 

 

○ 運動や健康・安全についての理解と運動の合理的な実践を通して，生涯にわたっ

て運動に親しむ資質や能力 

○ 健康の保持増進のための実践力の育成と体力の向上を図り，明るく豊かな生活を

営む態度 

技術・家庭 

 

○ 社会の変化に主体的に対応する能力の育成 

○ 技術と社会や環境との関わりについて理解を深め，技術を適切に評価する能力の

育成 

外国語 

(英 語) 

○コミュニケーション能力の基礎を養う 
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他者の相対立する考えや見方も踏まえて，問題に対する自身の大きな見方(観)を作り，作られた

見方に対する価値付けや評価をおこなう」（引用 7-106 頁）と述べており，これらを踏まえると，教

科等に固有の知識や個別のスキルに関するものの定着を図るためには，二通りの迫り方があると

考えられる。 

１つ目は，教師によって教授された知識・技能を，生徒がアクティブ・ラーニングの中で正し

く使うことで，定着を図る迫り方。２つ目は，アクティブ・ラーニングを通して既習内容を関連

付け，新しい概念を知識として習得することで，正しく理解する迫り方である。 

  詩の分類について理解する国語科の学習を例にあげると，はじめに，教師が，形式上の分類と

して「自由詩」，「散文詩」，「定型詩」，文体上の分類として「口語詩」，「文語詩」，内容上の分類

として「叙景詩」「叙情詩」「叙事詩」という分類があることを説明し，次に，生徒が，課題とし

て提示された初見の詩がどの分類に該当するかを考えるような学習は前者にあたる。この場合，

提示された初見の詩と定義付けられた詩の分類の特徴とを照らし合わせ，当てはまるものを選択

することになる。一方，課題として複数の詩を提示し，それぞれの詩の特徴を分析してグループ

に分け，定義付けるような学習は後者にあたる。この場合，まず提示された複数の詩をそれぞれ

「形式」，「文体」，「内容」という観点で分析し，特徴を整理する。次に，観点ごとに各詩の共通

点や相違点を明確にして，グループに分け，さらに，その特徴を定義としてまとめることになる。

後者は，課題の解決に向けたプロセスが複雑で，前者よりも知識の質は高い。しかし，一定の時

間内で学習できる知識の量は前者の方が多くなる。 

  このように，「何を教えるか」と「どのように学ぶか」は深く連動していることから，授業を作

る際には，教科等に固有の知識や個別のスキルに関するものを，アクティブ・ラーニングを通し

て「どのように学ぶか」を明確にして，単元の指導計画を作成する必要がある。言い換えると，

「どのように学ぶか」を吟味することで，「何を教えるか」という知識の質や量も見直すことにな

るということになる。 

 

 イ 「教科等の本質」に迫るアクティブ・ラーニングによる学習指導の工夫・改善 

     授業実践を進める上で，今一度「教科等の本質」について共通理解を図る必要があると考える。 

「育成すべき資質・能力を踏まえた教育目標・内容と評価の在り方に関する検討会―論点整理―」

では，「教科等の本質」を「具体的には，その教科等ならではのものの見方・考え方，処理や表現

の方法など。例えば，各教科における包括的な「本質的な問い」と，それに答える上で重要とな

る転移可能な概念やスキル，処理に関する複雑なプロセス等の形で明確化することなどが考えら

れる。」（引用8-21頁）としているが，ここで述べられている「本質的な問い」「転移可能な概念」「複

雑なプロセス」については，「論点整理」【補足２】（引用8-22～23頁）で次のように説明している。 

    【補足２】教科等の本質について 

○ 本質的な問い（essential questions）について  

      「本質的な問い」とは，つぎのようなものである。 

      ・「私たちの人生を通して何度も起こる重要な」問い 

・「学問における核となる観念と探究に対応している」問い 

・「生徒たちに重要だが複雑な観念，知識，ノウハウを効果的に探究し意味を把握するの

を助ける」ような問い 

・「特定の学習者たち，また多様な組み合わせの学習者たちを最も良く惹きつける」よう
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な問い 

この「本質的な問い」には，包括的なものと単元ごとのものとが「入れ子状」に存在してい

ると考えられる。 

子供自身が「本質的な問い」を探究する中で知識やスキルを活用しながら思考力・判断力・

表現力等を発揮していくことを通じて，「永続的理解（enduring understanding）」が身に付

くことが期待できる。 

「永続的理解」とは，大人になって詳細の大半を忘れてしまった後でも身に付けておくべき 

ような重要な理解（文脈に応じて知識やスキルを洗練されたやり方で柔軟に使いこなす力）を 

意味している。 

（本検討会（第８回）における西岡加名恵委員説明資料，田中耕治・水原克敏・三石初雄・西岡加名恵著『新しい時代の教

育課程（第３版）』有斐閣，2011年，p.189参照。） 

○ 転移可能な概念（transferable concepts）について 

概念とは，事物や事象の本質をとらえる思考の形式である。概念は，複数の事物や事象から

共通な特徴を取り出し，それらを包括的・概括的に捉えることによってつくられる（赤松明彦「概

念」廣松渉ほか編著『岩波哲学思想事典』岩波書店，1998年等を参照）。 

転移とは，ある領域で学習した知識やスキルを，その領域とは異なる領域で活用することで

ある（内田伸子「『学びの発達』佐伯胖監修，渡部信一編『「学び」の認知科学事典』大修館書店，2010年，p.198を参照）。 

転移可能な概念とは，当初学習したのとは異なる場面で活用することができるような概念を

意味している（G・ウィギンズ／J・マクタイ，西岡加名恵訳『理解をもたらすカリキュラム設計―「逆向き設計」の理

論と方法』日本標準，2012年，p.404等を参照）。例えば，目的・相手，政治・経済・文化，式・グラフ・

関数，エネルギー・粒子など。 

○ 複雑なプロセス（complex processes）について 

複雑なプロセスとは，「意図している結果を達成するために用いられるスキルの組み合わせ」

のことである(McTighe, J. & Wiggins, G.,Understanding by Design; Professional Development Workbook, ASCD, 2004, 

p.65)。例えば，説得力のある文章を書く，歴史的な因果関係を捉える，現実世界の問題を数学

的に解決する，実験を計画する，など。 

   ○ 具体的な事例について＜理科の場合のイメージ＞ 

理科の場合，例えば，「エネルギーとは何か。電気とは何か。どのような性質を持っている

のか」「実験をどのように計画・実施・報告すればいいのか」という包括的な「本質的な問い」

が考えらえる。 

小学校４年生の単元「電気の働き」であれば，「電流はどのように流れているのか」「その

ことをどのように実験で確かめればいいのか」という，単元の「本質的な問い」が想定できる。 

これらの「本質的な問い」に対応するには，事実的知識（例：乾電池，豆電球，モーター）

や個別的スキル（例：検流計を使う。既定の表に書き込む）だけでなく，「転移可能な概念」

（例：電流，回路，直列・並列）や，「複雑なプロセス」（例：実験を計画する。実験結果を

記録し，規則性を見つける）が必要になる。「乾電池を用いた模型の電気自動車をできるだけ

速く走らせるような仕組みを作り，その説明書を書いてみよう」といったパフォーマンス課題

に取り組む中で，子供は「電気は回路の中を一方向に流れており，１つの回路の中を流れる電

流の大きさは変わらない。モーターを速く回すには，電池を直列につなぐと良い」，「電流は，

モーターの回る向きや検流計の針の振れで確かめることができる」といった，この段階での「永
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続的理解」を身につけることができると期待される。 

なお，目標設定において「転移可能な概念」や「複雑なプロセス」，「永続的理解」に位置

付く内容は，学年や発達の段階によっても変化する。例えば，小学校４年生の段階でモーター

は事実的知識に位置付くが，学校の段階が進むにつれ，電気を学ぶときにはむしろ「転移可能

な概念」として扱われるようになっていくと考えられる。 

① ｢本質的な問い｣の設定 

各教科では，前述で示した「教科等の本質」に迫るため，｢本質的な問い｣を設定することが

大切であるが，これについては，【補足２】の「本質的な問い（essential questions）につい

て」を参考に，各教科で吟味する必要がある。また，「本質的な問い」は，包括的なものと単

元ごとのものとが「入れ子状」に存在しているとすれば，単元として設定した「本質的な問い」

を解決するために，アクティブ・ラーニングによって教科等に固有の知識や個別のスキルを身

に付けるのも，「教科等の本質」に迫る一段階と捉えることができる。単元として設定する｢本

質的な問い｣は，問題解決を図る過程で，教科等に固有の知識や個別のスキルを使い，各教科

の本質に根ざした問題解決の能力や学び方，ものの考え方を身に付けることができる内容とす

ることが大切である。 

本校の第３学年で実践された数学の授業で

は，数学的な見方や考え方として「事象に潜

む関係を数の平方根を用いて考察する」こと

を目標に，「円の面積を２倍になるように拡

大した時，半径は何倍になっているか」とい

う課題を設定した。この課題は，数の平方根

の必要性と意味を実感させるために，日常生

活に関わる具体的事象の問題や知的好奇心を

刺激するような問題等，生徒が考えたいと思

える問いから課題を見いださせることで，学

びの文脈をつくることができるよう工夫している。また，無理数は，既習の内容を活用して習

得することができないような内容が多いことから，自分たちの力で新たな法則を発見したり，

生み出したり，練り上げたりする活動により，新しい概念の知識・技能について理解を深める

よう，対話による学習活動を取り入れることで，アクティブ・ラーニングによる学習への深い

アプローチを図っている。 

 

     ② アクティブ・ラーニングの具体的な在り方 

 前述において，本校におけるアクティブ・ラーニングの特徴を， 

○ 課題の発見と解決に向けた主体的・能動的な学習である。 

○ 書く・話す・発表するなどの活動に関与した協働的な学習である。 

      ○ 認知プロセスの外化を伴う学習である。 

     としたが，「課題の発見と解決に向けた主体的・能動的な学習」「書く・話す・発表するなど

の活動に関与した協働的な学習」について，平成25年度の研究で取り組んだ「問題解決的な学

習の流れ」（図２）を土台として学習計画を立てることができる。しかし，アクティブ・ラー

ニングによる学習への深いアプローチを図るためには，これだけでは十分とは言えない。そこ
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図４ 学習活動の「動詞」から見る学習への深いアプローチと
浅いアプローチの特徴（引用 8-108頁） 

で，３つ目の「認知プロセスの外化を伴う学習」という特徴に着目し，平成26年度の研究で取

り組んだ認知プロセスの考え方を応用することとした。平成26年度の研究では，認知プロセス

（図３）のうち，「分析する」「評価する」「創造する」といった３つの高次な認知プロセス

に絞って学習活動を設定することで，思考力を育成することができるとしている。 

これについて，溝上も，ビックスとタングが学習への深いアプローチと浅いアプローチの特

徴を活動の「動詞」を用いてまとめた図（図４）を紹介し，「深いアプローチは，学習課題に

対して｢振り返る｣｢離れた問題に適用する｣｢仮説を立てる｣｢原理と関連づける｣といった高次

の認知機能をふんだんに用いて，課題に取り組むことを特徴とする。それに対して，浅いアプ

ローチは，「記述する」「認める・名前をあげる」「文章を理解する」「言い換える」「記述

する」といった，繰り返しで非反省的な記憶のしかた，形式的な問題解決を特徴とする。この

表の秀逸なのは，深いアプローチが，決して浅いアプローチで問題となる動詞を用いないので

はなく，表に示されるあらゆる動詞を用いて学習がおこなわれることを明示している点である。 

深いアプローチであろうとも，学習課題や状況によっては，「記憶する」「文章を理解する」 

「言い換える」といった動詞

を用いて学習がおこなわれ

るのであって，その意味で，

むしろ浅いアプローチが問

題なのは，「振り返る」「離

れた問題に適用する｣｢仮説

を立てる｣｢原理と関連づけ

る｣といった動詞を用いた高

次の認知機能を用いた学習

が欠如していることにある。」

（引用8-107頁）としている。 

      アクティブ・ラーニングを

設定する際には，主にこれら

の認知プロセスの何を使っ

て学習への深いアプローチ

を図るのかを明確にする必

要があると考える。 

 

  ウ 「教科等の本質」の理解を見取る評価方法の工夫・改善 

    「教科等の本質」の理解を見取るためには，生徒が学習の過程でどんな考えをもち，それが何に

よってどのように変容したのかを把握する必要がある。しかしながら，授業中の全ての生徒の学習

活動を把握することは難しいため，学習プリントやグループで話し合う際の記録用紙を工夫するこ

とが大切である。また，生徒による自己評価や他者評価も，学習の状況を見取る上で有効だと考える。 

定期テストにおける問題解決型の設問を工夫したり，定期テストとは別に学習したことと関連し

たレポート課題を出したりすることも，「教科等の本質」の理解を見取る方法の１つと思われる。 

学習活動 
深い 

アプローチ 
浅い 

アプローチ 

・振り返る 

・離れた問題に適用する 

・仮説を立てる 

・原理と関連づける 

・身近な問題に適用する 

・説明する 

・論じる 

・関連づける 

・中心となる考えを理解する 

・記述する 

・言い換える 

・文章を理解する 

・認める・名前をあげる 

・記憶する 
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本校で，各教科における学習への深いアプローチを支える授業以外の取組を調べたところ，授業

における問題解決の過程をレポートにまとめたり，定期テストで間違えた問題について，自分の誤

答に至る考え方と正答に至る考え方を記述させる取組を行ったりするなどの実践が報告されている。 

 

（２） 「21世紀型の学力」を育むアクティブ・ラーニングによる学習指導及び評価の工夫・改善 

  ア 「21世紀型の学力」を育むアクティブ・ラーニングによる学習指導の工夫・改善 

  「21 世紀型の学力」は，「教科等の本質」に迫るために設定されたアクティブ・ラーニングによ

る学習への深いアプローチによって身に付く付随した力だと考える。単元の学習指導計画を作成す

る際に，アクティブ・ラーニングによって生徒がどのような認知プロセスを使って課題を解決する

のかを事前に整理することで，そこで培われる「21世紀型の学力」を明確にすることができると考

える。 

また，「21 世紀型の学力」が事前に学習指導計画の中に位置付けられることで，生徒がどの程度

「21世紀型の学力」を身に付けているかをおおよそ把握することができ，より適切な学習形態や学

習活動を工夫するなど，アクティブ・ラーニングの質の向上につながると考える。 

   

イ 「21世紀型の学力」を見取る評価方法の工夫・改善 

  「21世紀型の学力」を育成するためには，「何を知っているか」にとどまらず，「知っていること

を活用して何ができるのか」を評価する在り方へと発展させていく必要がある。そのためには，設

定したアクティブ・ラーニングや認知プロセスが，生徒にとって学習への深いアプローチとなって

いたか，また，それにより「教科等の本質」に迫ることができたかという観点で振り返ることが必

要である。 

  本校の第３学年で実践された国語の授業では，グループで学校紹介ビデオを製作するという単元

において，「他グループの生徒による評価やアドバイスを参考にして，具体的な改良計画を作成し

よう。」という課題を設定し授業を行った。この授業における生徒の学習活動と認知プロセス及び

「21世紀型の学力」との関係を整理したのが次の表である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生徒の学習活動 認知プロセス（表１参照） 「21世紀型学力」 

① 前時の学習を振り返る。 １思い出す（想起） 基礎的・基本的な知識技能 

② グループ内で役割を分担し，説明担当者

は，前時の学習で整理した付せんをもと

に，分析内容と改良計画を他グループの人

に説明する。 

③ その他の生徒は，他グループの試作品を

視聴し，評価したりアドバイスしたりす

る。（説明は全体で４回実施し，生徒全員

が説明と評価の両方行う。  

４分析する（整理） 

２理解する（説明） 

 

 

４分析する（原因解明） 

５評価（批評） 

メタ認知 

 

 

 

問題解決・発見力 

論理的・批判的思考力 

④ 他グループの生徒による評価やアドバ

イスを参考にして具体的な改良計画を作

成し，再撮影の準備をする。 

２理解する（説明） 

４分析する（整理） 

６創造する（計画） 

メタ認知 

適応的学習力 

創造的思考 
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  この表のように，生徒の学習活動をもとに，どのような認知プロセスが使われ，「21 世紀型の学

力」とどのように関連しているかを整理することで，生徒の思考の状況を把握することができると

考える。実践では，学習過程の後半になるに従い，より高次の認知プロセスが使われ，学習への深

いアプローチが図られるとともに，同じ認知プロセスでも後半の方が思考の質が高まっている状況

が見られた。 

（３）学習への深いアプローチを支える学習活動の工夫 

ア アクティブ・ラーニングを支える家庭学習等の取組 

  アクティブ・ラーニングによる学習への深いアプローチを図るためには，できるだけアクティブ・

ラーニングに費やす時間を多く確保できるよう，家庭で事前に予習してくるよう指示したり，学習

後の定着を図る復習課題を提示したりするなど，工夫する必要がある。 

本校では，アクティブ・ラーニングにかかわる授業以外の学習の取組として，主に「予習型の学

習」「復習型の学習」「発展型の学習」の３つが行われている。 

ｓ 主な取組 期待される成果 実施して

いる教科 

予
習
型
の
学
習 

教科書の音読・新出語句の

確認 

・内容の確認の時間の短縮とともに主体的に取り組む態

度の育成が期待できる。 

国 語 

 

プリントによる事前学習 

 

・自分の考えを事前に明確にしておくことで，交流学習

への主体的な参加が期待できる。 

国 語 

 

反転授業における講義映像

を用いた予習【補足説明１】 

・学校の授業における協働学習の時間を確実により多く

設定することできる。 

社 会 

 

テストノートの取組【補足

説明２】 

・自らの学習成果に関するメタ認知能力の育成を図るこ

とで，内容知の形成とともに方法知の育成が期待でき

る。 

国 語 

社 会 

数 学 

タブレットによる栽培記

録 

 

 

・日々のデジタル記録を基に，自分たちのグループが抱

えている課題を明確化し，課題解決に向けた取組の状

況を把握することができ，生徒自身が学習内容を評価し

改善することが期待できる。 

技 術 

復
習
型
の
学
習 

授業における問題解決の

過程を振り返る復習 

・授業では，問題解決の過程において，自分以外の考え

方が取り上げられることが多いため，問題解決の過程

を家庭学習で復習することで，多様な見方や考え方の

定着が期待できる。 

 

数 学 

発
展
型
の
学
習 

サタスタ（「本物」による

土曜学習）【補足説明３】 

 

 

・社会科の学習内容に関連する事象のうち特に自らの興

味・関心の高い事象に関わる専門家から直接話を聴く

機会により，事象への関心・意欲が高まるとともに，

より専門的な知識・技能等を習得することが期待できる。 

社 会 

 

自由研究作品展（函館市中

学校社会科教育研究会が

主催する夏季休業中の取

組） 

・社会科の学習内容に関連する事象のうち，特に自らの

興味・関心の高い事象に特化して追究し，表現する機

会により，事象への関心・意欲が高まるとともに，よ

り深い知識・技能等を習得することが期待できる。 

社 会 
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発

展

型

の

学

習  

長期休業中の自由研究宿   

題 

 

・本校の理科が求めている理科の本質の 1 つである，科

学的探究活動の基礎を養う一環として位置付けを行う

とともに，相互評価を行うことで，自身の活動を見直

すことができる。 

理 科 

  

 

 

上級学年が作成した教科

書の問題を説明した映像

を下級学年が予習・復習に

活用する。（上級学年にと

っては復習，下級学年にとっ

ては予習） 

・他者に伝えることを目的とした，数学的な表現を用い

た説明を作成させることで，より深く理解させること

が期待できる。また，知識・技能を予習して授業を受

けることで，協同学習の時間や発展的な課題に取り組

む時間を増やすことができる。 

数 学 

 

 

 

学校以外での地域等での

運動やスポーツに取り組ん

だり，活動を支える取組を

行ったりする。また，運動

やスポーツを観戦したり

映像や書籍等で触れたり

する。 

・生涯にわたって運動に親しむ資質や能力の育成が期待

できる。 

・体力の向上が期待できる。 

 

 

 

保 健

体 育 

 

 

 

 

自分自身のからだの調子

の記録をとることや医薬

品についての知識を深め

たり地域の保健所や消防

署の救命訓練等を利用し

たりする。 

・健康の保持増進のための実践力の育成が期待できる。 保 健

体 育 

【補足説明１】反転授業における講義映像を    

用いた予習 

          ・学習内容の説明を講義映像

として事前に配信し，生徒

は自宅等で視聴・予習を行

う。学校の授業における協

働学習の時間を確実によ

り多く設定することでき

る。また，協働学習に取り

組むことにより，自らの考

えをもったり，他者の考え

を知り，批判的に互いの考

えを検討し合うことを通

して，思考力・判断力・表

現力等の育成が期待でき

る。 

【補足説明２】テストノートの取組（図５） 

          ・誤答に至る考え方と正答に
図５ 生徒によるテストノートの取組（国語） 
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至る考え方を比較させることで，間違えて覚えている知識・技能を修正したり，

概念の理解につながるような深い理解

を促したりすることが期待できる。 

【補足説明３】サタスタ（「本物」による土曜学習）（図６）  

          ・社会科の学習内容に関連する事象につ

いての専門家（本物）を招聘し，平日

の通常の授業では実施できない講義や

体験学習を取り組むことで，事象への

関心・意欲が高まるとともに，より専

門的な知識・技能等を習得することが期

待できる。 

  このように家庭学習が授業と連携されることで家庭学習が習慣化するとともに，生徒自身も学び

方を身に付けて主体的に取り組む力を高めることができると考える。 

 

イ アクティブ・ラーニングに生かす ICT（タブレット等）の活用 

本校では，タブレットを活用した授業に取り組んで３年目となる。各教科においてタブレットの

どのような機能をどのように活用しているかを整理したのが次の表である。 

 教 科  実施学年 活用場面 アプリケーション 活用形態 主な活用例 

国 語 

 

 

 

 

 

第３学年 

 

授業全般 

 

新明解国語辞典 

 

個人 教科書教材の中の語句や新出

漢字などの予習として使用。 

第３学年 話すこと・

聞くことの

単元 

動画撮影 

Ｓｋｉｔｃｈをム

ービースタジオで

つなぐ 

グループの必

要に応じて 

学校紹介をビデオに録画す

る際，各場面の編集を行った

際に活用。画面にコメントを

いれる等，グループで工夫し

てビデオを作成していた。 

理 科 

 

 

 

 

第３学年 生命の連続

性 

カメラ 

Ｓｋｉｔｃｈ 

個人 細胞分裂の様子を，顕微鏡

を用いて観察する学習で活用。

生物の観察では，目的物を発

見できない生徒もいるため，

生徒どうしの情報共有が大切

であると考えている。発見し

た生徒が実際に対象物を撮影

し，それを学級全体で共有す

るために教育サーバーへのア

ップロードを行う。また，生

徒の授業評価でも活用。 

数 学 

 

 

第３学年 まとめ Ｓｋｉｔｃｈをム

ービースタジオで

つなぐ。 

グループ・個

人 

方法や理由の証明で活用。 

 

図６ 「サタスタ」の様子 
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保健体

育 

全学年 

（運動領

域による） 

球技等が中

心 

Ｉ－ＳＣＯＲＥ グループ・個

人 

運動軌跡の記録（ゴール型

球技でのシュート記録），運動

成果の記録（ベースボール型

球技での成績記録）で活用。 

全学年 

（運動領

域による） 

運動全般 

 

機材･･動画再生遅

延装置 

グループ・個

人 

 運動（特に器械運動やダン

ス，陸上競技等で有効）にお

ける動作確認で活用。 

技 術 第１学年 生物に関す

る技術 

ｓｋｉｔｃｈ 個人 栽培記録を写真で記録した

り，作業内容・作物の様子を

記録したりするのに活用。継

続的な記録を残しておくこと

で，課題を見つけやすくなる。 

第３学年 エネルギー

変換に関す

る技術 

ｓｋｉｔｃｈ グループ はんだづけの様子を記録し，

お互いに評価し確認し合う。 

 

 

   これらの実践から，タブレットを生徒の表現の手段として活用している例が多く，アクティブ・ラー

ニングを支える上で有効なツールとなっていることがわかった。また，各授業等でインターネットも

活用しており，多様な情報の中から自分の目的に応じた情報を収集し，必要に応じて選択する力の向

上につながっていると考える。 

 

４ 研究仮説の検証（中間報告） 

  本研究における研究仮説は次の通りである。  

 

 

 

 

 

  この仮説を３つの観点から検証する。 

 

（１） 「教科等の本質」に迫るアクティブ・ラーニングによる学習指導及び評価の工夫・改善 

   各教科で「教科等の本質」を設定し，その本質に迫るべく単元の学習指導計画を作成したことによ

り，生徒に身に付けさせる力を俯瞰して捉えることができた。また，「本質的な問い」を吟味して設

定することで，生徒の学習意欲が高まるとともに，対話が活発に行われ学習への深いアプローチを図

れることを，実践を通して検証することができた。 

アクティブ・ラーニングによる学習への深いアプローチを図るこ

とで，生徒は「教科等の本質」に迫るとともに「21世紀型の学力」

を身に付けることができるだろう。 
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   評価については，効率的かつ適切に生徒の習得の状況を把握する方法を開発する必要がある。また，

学習への深いアプローチを図れたかどうかを見取る方法について，さらなる研究が必要である。 

 

（２） 「21世紀型の学力」を育むアクティブ・ラーニングによる学習指導及び評価の工夫・改善 

 単元の学習指導計画を作成する際に，アクティブ・ラーニングによって生徒がどのような認知プロ

セスを使って課題を解決するのかを事前に整理することで，そこで培われる「21世紀型の学力」を明

確にすることができた。また，「21 世紀型の学力」が事前に学習指導計画の中に位置付けられること

で，意識化され，より適切な学習形態や学習活動の工夫・改善につながった。 

 教科指導とは別に，「21 世紀型の学力」を重点的に育成する機会を設けるとともに，その際の評価

方法や評価の観点などを開発する必要がある。総合的な学習の時間がそれに相当すると考えるが，「21

世紀型の学力」の育成という面から教育課程を見直す必要がある。 

 

（３） 学習への深いアプローチを支える学習活動の工夫 

   日常の中でタブレットを活用した学習活動を行うことで，生徒の ICT活用能力が向上するとともに，

多様な方法を用いて表現したり交流したりすることに抵抗感なく取り組む姿が見られた。 

各教科の実践をもとに，家庭学習などの指導について全体で共通理解を図り組織的に取り組むこと

で，学び方を身に付け，自ら計画を立てて取り組むことができる生徒を育成する必要がある。 

    

５ 終わりに 

  今年度の研究では，アクティブ・ラーニングを仲介として「教科等の本質」と「21世紀型の学力」を

結び付け，これから求められる教育の姿を具現化することができたのではないかと考える。また，同じ

視点で各教科の授業実践を分析し，意見交流を通して共通理解を深めることができたことも，大きな成

果であったと考える 

 

（文責 長谷川） 

 

＜引用文献＞ 

（引用1）『平成25年度研究紀要』北海道教育大学附属函館中学校，2013年 

（引用2）『教育課程の編成に関する基礎的研究報告書５「社会の変化に対応する資質や能力を育成する教育課程

編成の基本原理」』国立教育政策研究所，2013年3月 

（引用3）『平成26年度研究紀要』北海道教育大学附属函館中学校，2014年 

（引用4）「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）」中央教育審議会，2014年11月20日 

     http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/1353440.htm 

（引用5）「新たな未来を築くための大学教育の質的転換に向けて～生涯学び続け，主体的に考える力を育成する
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大学へ～（答申）」中央教育審議会，2012年8月28日  

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/1325047.htm 

（引用6）「教育振興基本計画」文部科学省，2013年6月14日 http://www.mext.go.jp/a_menu/keikaku/ 

（引用7）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』東信堂，2014年9月 

(引用8）「育成すべき資質・能力を踏まえた教育目標・内容と評価の在り方に関する検討会―論点整理―」2014

年3月31日 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/095/houkoku/1346321.htm 

＜参考文献＞ 

・『教育課程の編成に関する基礎的研究報告書７「資質や能力の包括的育成に向けた教育課程の基本原理」』国

立教育政策研究所，2014年3月 

・松下加代『ディープ・アクティブラーニング 大学の授業を深化させるために』勁草書房，2015年1月 

・『中学校学習指導要領解説総則編』文部科学省，2008年9月 

・「第２期教育振興基本計画について（答申）」中央教育審議会，2013年4月25日 

http://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfile/2013/05/08/1334381_02_2.pdf 

・『教育研究大会研究紀要』北海道教育大学附属函館中学校，2014年 

・『教育展望』一般財団法人教育研究調査所，2015年1/2月 

・『教育展望』一般財団法人教育研究調査所，2014年9月 

 



 
 

 

各教科の実践 



【教科研究テーマ】 

国 語 
アクティブ・ラーニングを通して 

言語活動を行う能力を高める学習指導の工夫・改善 
～「21世紀型の学力」の育成との関連を明確にして～ 

社 会 
公民的資質の基礎の育成を目指して 

～アクティブ・ラーニングによる社会科の本質にせまる学習指導の工夫～ 

数 学 
生徒一人一人の数学的活動の充実を目指して 

～「ペア思考」によるアクティブ・ラーニング型の授業を通した数学への深いアプローチ～ 

理 科 
教科の本質に迫るアクティブ・ラーニング 

～汎用的なスキルの育成と思考力の深化～ 

美 術 
学びの深まりが自覚できる美術の学習指導を目指して 

～美術科における汎用的な資質・能力の育成～ 

保健体育  
アクティブ・ラーニングによる保健体育の学力定着を目指して 

～アクティブ・ラーニングによる保健体育学習への深いアプローチ～ 

技術・家庭 
変化し続ける社会に生きて働く力の育成 

～問題解決に向けた主体的な取組を重視した教科の本質に迫る学習指導の工夫～ 

外 国 語 
実践的な英語力の育成を目指して 

～アクティブ・ラーニング型の授業による「発信力」の育成～ 
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  国 語 科 

 

アクティブ・ラーニングを通して 

言語活動を行う能力を高める学習指導の工夫・改善 
～「21世紀型の学力」の育成との関連を明確にして～ 

 

附属函館中学校 長谷川 美栄子，高 橋 亜 矢，森 谷   剛，吉 野 敬 一 

 

Ⅰ はじめに 

 

平成 26 年 11 月 20 日に出された「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」の諮問では，

「成熟社会の中で，一人一人の多様性を原動力とし，新たな価値を生み出していくには，伝統や文化に立脚し，高

い志や意欲を持つ自立した人間として，他者と協働しながら価値の創造に挑み，未来を切り開いていく力を身に付

けることが求められる」(1)と述べられている。そして，新しい時代にふさわしい学習指導要領等の改訂に向け，

「『これからの時代を自立した人間として多様な他者と協働しながら創造的に生きていくために必要な資

質・能力の育成に向けた教育目標・内容の改善』『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｣）の充実とそうした学習・指導方法を教育内容と関連付けて示すための在

り方』『育成すべき資質・能力を育む観点からの学習評価の改善』」(1)について検討する必要があるとして

いる。 

これらのことは，平成 20 年の学習指導要領ですでに指摘されており，国語に関する｢改善の具体的な事項｣

では，「社会生活に必要とされる発表，討論，解説，論述，鑑賞などの言語活動を行う能力を確実に身に付けるこ

とができるよう，（中略）中学校段階にふさわしい文章や資料等を取り上げ，自ら課題を設定し，基礎的・

基本的な知識・技能を活用し，他者と相互に思考を深めたりまとめたりしながら解決していく能力の育成を

重視する」(2-1)と示されている。そして，これまで指導計画の作成と内容の取扱いに示されていた言語活動例を内

容の(2)に位置付け，(1)に示す指導事項を(2)に示す言語活動例を通して指導し，言語活動の充実を図ることが重

要であるとしている。 

ここ数年，本校においても言語活動の充実に着目した実践研究を行い，一定の成果を上げているが，これから

の時代に必要な資質・能力を育成するために，これまでの実践のどこをどのように変えていく必要があるのかを吟

味し，学習指導の工夫・改善を図っていく必要があると考える。 

 

Ⅱ 教科研究仮説 

 

 今年度の本校の研究では，｢教科等の本質｣及び「アクティブ・ラーニング」がキーワードとなっている。

そこで，国語科の研究仮説を設定するにあたり，前段で，「国語科の本質」及び「国語科におけるアクティ

ブ・ラーニング」について述べる。 

 

１． 「国語科の本質」について 

本校では，現行の学習指導要領の目標をもとに，「国語科の本質」を次の２点であると考えた。 
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① 国語を適切に表現し正確に理解する能力，伝え合う力 

② 思考力や想像力，言語感覚を豊かにすること，国語に対する認識，国語を尊重する態度 

『中学校学習指導要領解説 国語編』では，①について，「国語の能力の根幹となる，国語による表現力と理解力

とを育成することが，国語科の最も基本的な目標である」(2-2)とし，「伝え合う力を高める」とは，「人間と人間との関係

の中で，互いの立場や考えを尊重し，言語を通して適切に表現したり正確に理解したりする力を高めること」(2-3)と述べ

ている。 

さらに，「このような言語能力は，社会生活に生きて働くよう，一人一人の生徒が言語の主体的な使い手として，

相手，目的や意図，多様な場面や状況などに応じて適切に表現したり正確に理解したりする力として育成すること

が大切である」(2-4)と付け加えている。 

②については，「思考力や想像力」とは，「言語を手掛かりとしながら論理的に思考する力や豊かに想像する力」

(2-5)とし，「思考力や想像力などは認識力や判断力などと密接にかかわりながら，新たな発想や思考を創造する原

動力となる」(2-6)と述べている。「言語感覚」とは，「言語の使い方の，正誤・適否・美醜などについての感覚のことで

ある。話すこと・聞くこと，書くこと及び読むことの具体的な言語活動の中で，相手，目的や意図，多様な場面や状況

などに応じて，どのような言葉を選んで表現するのがふさわしいものであるかを直観的に判断したり，話や文章を理

解する場合に，そこで使われている言葉が醸し出す味わいを感覚的にとらえたりすることである」(2-7)とし，「言語に対

する知的な認識を深めるだけでなく，言語に対する感覚を豊かなものにしていくことは，一人一人の生徒の言語生

活や言語活動を充実させ，ものの見方や考え方を一層個性的にすることに役立つ」(2-8)と述べている。また，「国語に

対する認識を深め，国語を尊重する態度を育てる」については，「我が国の歴史の中で育まれてきた国語が，人間と

しての知的な活動や文化的な活動の中枢をなし，一人一人の自己形成，社会生活の向上，文化の創造と継承など

に欠かせないものである」(2-9)とし，「国語に対する自覚と関心を高め，その特質や機能についての認識を深めさせ

ることによって，国語の習得を一層確実にすることができる。また，表現力や理解力を高めていくことによって，国語

の重要性に対する認識を深めつつ，国語による話すこと・聞くこと，書くこと及び読むことの活動や言語生活を更に

充実したものにしていくことができる」(2-10)としている。そして，「このような特質と役割を担っている国語に対する認

識を深めていくことによって，国語を愛護し，尊重して，国語そのものを一層優れたものに向上させていこうとする

意識や態度も育っていく」(2-11)と述べている。 

①，②をもとに，「国語科の本質」を構造化したものが，次頁の図１である。 

まず，①で示した「国語科の本質」は，国語による表現力と理解力を育成することを中核とし，これらの力を高める

ことで，「21世紀型の学力」(3)になるという特徴をもっている（図１の黒文字の部分）。現行の学習指導要領では，生

徒の思考力・判断力・表現力等をはぐくむ観点から，言語に対する関心や理解を深め，言語に関する能力の育成

を図る上で必要な言語環境を整え，生徒の言語活動を充実することを配慮事項としているが，国語科は，言語に関

する能力を育成する中核的な教科であり，諮問で述べている「多様な他者と協働しながら創造的に生きていく

ために必要な資質・能力の育成」と密接に関わり合っている。これらの力を付けるためには，現行の学習指

導要領の内容の(2)に示された社会生活に必要とされる発表，案内，報告，編集，鑑賞，批評などの言語活動

例を参考に，学校や生徒の実態に応じて様々な言語活動を工夫し，その充実を図っていくことが重要である。 

また，「国語による表現力と理解力」は，基本的には，現行の学習指導要領の「話すこと・聞くこと」，「書くこと」，「

読むこと」における知識・技能で構成されているが，②で示した「思考力や想像力」，「言語感覚」，「国語に対する

認識や国語を尊重する態度」の３つの要素が加わることで，国語科の本質に迫るより質の高いものになると考える（

図１の白文字の部分）。これらの３つの要素は，現行の学習指導要領では，３領域の内容の(1)及び［伝統的な言語

文化と国語の特質に関する事項］に位置付けられており，①同様，「21世紀型の学力」の中の言語能力を育成する

上でも，不可欠な要素である。 
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図１ 国語科の本質の構造 

 

２． 国語科におけるアクティブ・ラーニングについて 

総論では，アクティブ・ラーニングを，「課題の発見と解決に向けた主体的・能動的な学習」「書く・話す・発

表するなどの活動に関与した協働的な学習」「認知プロセスの外化を伴う学習」という３つの特徴を備えた学

習と定義している。そして，アクティブ・ラーニングが「学習への深いアプローチ」を採る学習になるよう指導の工夫・

改善を図ることが大切であるとしている。 

一方，国語科においては，３領域の内容の(1)に示す指導事項を(2)に示す言語活動例を通して指導し，言語活

動の充実を図ることが重要であるとし，「社会生活に必要とされる発表，討論，解説，論述，鑑賞などの言語活

動を行う能力を確実に身に付けることができるよう」(2-1)にすることが求められている。 

社会生活に必要とされる発表，討論，解説，論述，鑑賞などの言語活動を行う能力は，アクティブ・ラー

ニングを支える重要な能力であり，これらの能力が身に付いていないとアクティブ・ラーニングによる学習

への深いアプローチを図ることは難しいと考える。一方，現行の学習指導要領の国語科に関する「改善の具

体的な事項」では，「中学校段階にふさわしい文章や資料等を取り上げ，自ら課題を設定し，基礎的・基本

的な知識・技能を活用し，他者と相互に思考を深めたりまとめたりしながら解決していく能力の育成を重視

する」(2-1)と述べられており，言語活動を行う能力を高めるには，アクティブ・ラーニングを取り入れた学習

指導を工夫・改善する必要があると捉えることができる。 

以上のことから，国語科で培われる言語活動を行う能力は，アクティブ・ラーニングを支えるとともに，アクティブ・

ラーニングを通して育成されるという二面性をもつ能力である。そして，国語科では，社会生活に必要とされる

発表，討論，解説，論述，鑑賞などの言語活動を行う能力を確実に身に付けること自体が課題となり，書く・

話す・発表するなどの既習の言語活動を通して，他者と相互に思考を深めたりまとめたりしながら，主体的

21世紀型の学力 

社社会会生生活活にに生生ききてて働働くくよようう，，一一人人一一人人のの生生徒徒がが言言語語のの主主体体的的なな使使いい手手ととししてて，，  
相相手手，，目目的的やや意意図図，，多多様様なな場場面面やや状状況況ななどどにに応応じじてて適適切切にに表表現現ししたたりり正正確確にに  
理理解解ししたたりりすするる力力  

人人間間とと人人間間ととのの関関係係のの中中でで，，互互いいのの立立場場やや考考ええをを尊尊重重しし，，言言語語
をを通通ししてて適適切切にに表表現現ししたたりり正正確確にに理理解解ししたたりりすするる力力  

国国語語にによよるる表表現現力力とと理理解解力力  

 

       思考力    

     想像力 

国語に対する認識 
国語を尊敬する態度 

 

 

言語感覚   

 

 

「話すこと・聞くこと」，
「書くこと」，「読むこと」
における知識・技能 
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に課題の解決を図ることができるよう学習指導を工夫・改善することが大切であると考える。 

 

３．教科の研究仮説と研究内容 

これらのことを踏まえ，今年度は下記のとおり研究仮説を設定するとともに，研究の重点として研究内容

を３点に絞って取り組むこととした。 

 

【研究内容①】は，研究仮説の前段に関わる研究である。生徒一人一人の言語活動を行う力を高め，「国

語科の本質」に迫れるようにするための具体的な取組として，学習指導と評価方法について工夫・改善を図

る必要があると考える。なお，学習指導については，以下の２点に焦点をあてて実践研究を進めることとし

た。 

・「社会生活に必要とされる発表，討論，解説，論述，鑑賞などの言語活動を行う能力を身に付けること」 

を具体化した課題の設定 

・生徒一人一人が主体的・能動的に取り組み，他者と協働することで学びを深めることができるような学

習活動及び学習形態の工夫 

また，課題を解決する過程で，「国語科の本質」の②の要素を取り入れながら，国語による表現力と理解力

を育成するよう配慮することも大切であると考える。 

【研究内容②】は，研究仮説の後段に関わる研究である。総論でも述べているように，アクティブ・ラーニ

ングにおいて，生徒がどの認知プロセスによって課題を解決するのかを指導計画に盛り込み，授業観察や学習

プリントの記述等から実際の状況を把握することで，アクティブ・ラーニングによって育まれる「21世紀型の

学力」を明確にすることができるのではないかと考える。その際，何をどのような方法で評価するのかといっ

た評価方法についても吟味する必要がある。 

【研究内容③】については，総論で述べている｢アクティブ・ラーニングを支える家庭学習等の取組｣と「

アクティブ・ラーニングに生かすICT（タブレット等）の活用について，国語科の取組の詳細及び成果と課題

について言及する。 

【研究仮説】

アクティブ・ラーニングを通して言語活動を行う能力を高めることで，生徒は「国語科
の本質」に迫るとともに「２１世紀型の学力」も身に付けることができるだろう。

【研究内容①】

「国語科の本質」に迫るアク
ティブ・ラーニングによる学習
指導及び評価の工夫・改善

【具体的な取組】

○ アクティブ・ラーニングを
あ通して，生徒一人一人の
あ言語活動を行う能力を高
あめる学習指導の工夫・改善

○ 生徒一人一人が「国語
あ科の本質」に迫れたかを見
あ取る評価方法の工夫・改善

【研究内容②】

アクティブ・ラーニングによ
る学習指導で育まれる「２１
世紀型の学力」の明確化

【具体的な取組】

○ アクティブ・ラーニング
あによる学習指導で育まれ
ある「２１世紀型の学力」の
あ明確化

○ 「21世紀型の学力」を見
あ取る評価方法の工夫・改善

【研究内容③】

学習への深いアプローチ
を支える学習活動の工夫

【具体的な取組】

○ 家庭学習等の取組

○ ICT（タブレット等）の活用
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Ⅲ 研究仮説に基づく実践例① 「学校紹介ビデオを作ろう。」 

 

１． 単元について 

本単元は，第３学年の「話すこと・聞くこと」領域の単元である。「社会生活に必要とされる言語活動を行う能力

を身に付ける」という観点から，「本校へ進学を希望する小学校６年生や保護者に見せる，本校の魅力をアピー

ルする学校紹介ビデオを作成する」という言語活動を，単元を貫く言語活動として位置付け，指導事項ア及びウを

指導することで，「話すこと・聞くこと」領域の能力を身に付けさせることをねらいとしている。設定した言語活動は，

言語活動例のアがもとになっており，グループで意見を出し合いながらプレゼンテーションビデオを作成すること

で，生徒一人一人が，説得力のある話をするためにどんな工夫をしたらよいかを考え，より質の高いプレゼンテー

ションビデオを作成できるよう学習指導を工夫した。 

 なお，この実践では，主に，説得力のある話をするためにどんな工夫をしたらよいかをグループで話し合う場面

で行われる学習活動がアクティブ・ラーニングに相当する。 

 

２． 単元の指導目標 

○ 試作品のよい点や改良点を分析するとともに，他のグループの分析内容やアドバイスを参考にして自分たち

のグループの表現に生かすことをできる。 【話すこと・聞くことウ】 

○ 本校の魅力をアピールする学校紹介ビデオを作成するために，自分の経験や他者の考え等を整理して伝

える内容をまとめ，資料などを活用しながら説得力のある紹介をすることができる。【話すこと・聞くことア】 

 

３． 指導計画（６時間扱い） 

学習内容 指導内容 
時 
間 

アクティブ・ラーニング 
主な認知

プロセス 

① 学校紹介ビデオの構成や具体的な
内容，グループ分け等について学級
で話し合う。  

○ 話合いが効果的に展開するよ
うに進行の仕方を工夫する。 

１ 

学級全体で，
構成や内容，グ
ループ分けにつ
いて話し合う。 

６創造 
②計画 

② グループごとに，学校紹介ビデオ
の絵コンテを作成するとともに，説明
原稿や提示する資料等を準備し試作
品を撮影する。 

○ 場の状況や聞き手のことを考
えて話題を設定する。 

○ 絵コンテを作成することで，構
成や展開を考える。 

２ 

互いの意見を
出し合いながら
グループでビデ
オを作成する。 

６創造 
③生産 

③ グループ内で試作品を視聴し，よ
い点や改良する点を明確にするとと
もに，どんな改良を加えるかについ
て話し合う。 

○ 試作品の良い点や改良する点
について，生徒一人一人が自分の
考えを明確にする。 

１ 

自分の考えを
記入した付せん
を活用して話し
合いを行う。 

４分析 
②整理 
５評価 
②批評 

④ 他のグループと試作品を視聴し合
い，評価やアドバイスをするとともに，
それらを参考にして具体的な改良計
画を立てる。 

○ 各グループがまとめた分析内
容を全員が説明できるようにす
るとともに，他グループの試作品
について適切な評価やアドバイ
スを行う。 

○ 他グループの生徒による評価
やアドバイスを参考にして，どの
部分をどのように直したらよい
か具体的な改良計画を考える。 

１ 

作品について
説明するととも
に，互いに評価し
合ったことを改
良計画に生かす。 

５評価 
②批評 
６創造 
①発案 

⑤ 具体的な改良計画に基づいて，学
校紹介ビデオを撮り直す。 

○ 試作品と完成品を見比べ，学習
したことを振り返る。 

１ 
改良計画に基

づいてビデオを
撮り直す。 

６創造 
③生産 
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４．授業実践の内容 

 １時間目は，課題と単元全体の学習の流

れ（資料１を参照）を提示した上で，学級全

体で話し合いをもち，グループ分けを行っ

た。その後，各グループで，作品のテーマ

や構成，ビデオ撮影の際に必要なものな

どについて話し合う場を設定した。 

 ２・３時間目は，各グループで，具体的な

内容について話し合いながら，説明原稿

を作成するとともに，提示する資料等を準

備するなどして，学校紹介ビデオの試作品

を作成する時間とした。 

 ４時間目は， グループ内で試作品を視

聴し，資料３の「試作品を分析・評価する際

の観点」を参考にしながら，「話題設定や・

取材」，「話すこと」，「その他」の３点の項目に

ついて分析させ，よい点や改良する点を

付せんに書き出させた。ここでは，自分の

言葉で表現させることで，生徒の主体性を

大切にするとともに，分析・評価の観点を

例示することで，生徒一人一人の学習の質

を保ち充実したものにすることを意図し，こ

のような学習活動を設定した。 

４時間目の後半では，グループ内で互

いの考えを発表し合い，共通点や相違点

を整理しながら，どんな改良を加えるかに

ついて話し合わせた。付せんを提示しな

がら自分の考えを述べることで，考えが明

確に伝わるとともに，書かれている内容を

手がかりにさらに補足説明したり質問したり

するなど，話し合いが充実するよう工夫した。 

５時間目は，他グループの試作品を視

聴し合い評価やアドバイスをするとともに，

それらを参考にして具体的な改良計画を

作成させた。前半では，４回のビデオ視聴

の中で，全員が，前時の話し合いの内容を

説明する立場（１回）と，他グループの試作品を視聴してよい点を述べる立場（１回），改良点及び改良に向けた

アドバイスを述べる立場（２回）に立って自分の考えを発表した（資料３）。 

資料４の左側は，４時間目に行ったグループ内交流で，各生徒から出された意見（黄色の付せん）をまと

めたもので，右側は，５時間目の試聴で他グループの生徒から出された評価・アドバイス（ピンク色の付せ

資料１ 単元の冒頭で提示した学習プリントの抜粋 

資料２ 試作品を分析・評価する観点を示した学習 

プリントの抜粋  
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ん）が追加されたものである。５時間目の後半では，これらの意見を参考にしたり各生徒が視聴した他グルー

プの試作品のよい点を取り入れたりしながら，具体的な改良計画を立て，後日ビデオ作品の撮り直しを行った。 

 

 

資料３ ダブルローテーションの仕組み（図説） 
 
 

＜４時間目のグループ内交流後の表＞           ＜５時間目の試聴会後の表＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料４ 付せんを使って自分の考えを提示し，それをもとに話し合った際の成果物（一部グループの抜粋） 

 

Ⅳ 研究仮説に基づく実践例② 「学習への深いアプローチを支える学習活動の工夫」 

 

１.  家庭学習等の取組 

国語科では，アクティブ・ラーニングにおける授業以外の学習として，主に「教科書の音読・新出語句の確認」，
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「プリントによる事前学習」，「テストノート」の３点に取

り組んだ。 

 「教科書の音読・新出語句の確認」は，これまでも広

く行われてきている予習の１つであるが，このような予

習を前提とすることで，授業の中で語句や内容を確認

する時間を短縮できる。また，生徒が予習の習慣を

身に付けることで，課題意識をもって教材文を読む

ようになるとともに，言語感覚や国語に対する認識

を高めることができると考える。 

「プリントによる事前学習」では，前時に課題を提示

し，家庭で取り組むことで，生徒は，見通しをもつことが

できるとともに，自分の考えを明確にすることで，意見

交流等の場面で主体的に学習に取り組むことができ

ると考える。 

「テストノート」とは，定期テストの後に，誤答と正

答を比較・分析し，誤答の原因を解明するとともに

正答を導き出す考え方を理解することを目的とした

取組である。この取組により，間違えて覚えている

知識・技能を修正したり，概念の理解につながるような深い理解を促したりすることができると考える。 

 

２． ＩＣＴ（タブレット等）の活用 

 国語科では主に，教科書の音読・新出語句の確認などの

予習で，新明解国語辞典のアプリケーションを活用している。

また，授業で取り扱う語句や文章などについて，インターネ

ットを使って速やかに調べることができ，学習の効率化につ

ながっている。「話すこと・聞くこと」の単元では，生徒が話し

ている様子を動画に撮ることで，自分の話し方を客観的に

分析したり，作成した画像や撮影した動画を編集して，プレ

ゼンテーションを行う際の提示資料を作成したりするのに活

用している。 

生徒の学習活動がより多様になることから，ＩＣＴの活用は，

学習への深いアプローチを図る上で有効であると考える。 

 

Ⅴ 仮説の検証 

 

実践例①をもとに，【研究内容①】及び【研究内容②】に沿って，「アクティブ・ラーニングを通して言語活動を行う

能力を高めることで，生徒は『国語科の本質』に迫るとともに『２１世紀型の学力』も身に付けることができるだろう。」

という国語科の研究仮説を検証する。  

(1) 【研究内容①】について 

実践例①では，単元を貫く言語活動を，「本校へ進学を希望する小学校６年生や保護者に見せる，本校の魅

資料５ 生徒によるテストノートの取組（国語） 

写真２ タブレットを活用して，プレゼンテ
ーションの提示資料を作成している
様子 
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力をアピールする学校紹介ビデオの作成」とした。これは，社会生活に必要とされる発表（プレゼンテーション）

を行う言語能力を身に付けることを具体化した課題である。ここでは，生徒に課題を提示した際に，「本校の３年

生の作品としてふさわしいものになるよう互いに意見を出し合ってよりよい作品を作ること」及び「資料

を提示しながら説明したりインタビューをしたりするなどの音声による説明等を入れること」を条件とし

て付け加えたことで，単元を通して高めたい力を焦点化することができたと考える。 

また，１グループの人数を３～４名と少人数にする

とともに，学習の流れを提示し見通しをもって取り組

ませたことで，生徒一人一人が主体的・能動的に取り

組むことができた。 

さらに，他グループの生徒の意見や情報収集した内容

を，自分のグループの中で伝え合うことで，自己有用感も

高めることができた。 

生徒が「国語科の本質」に迫れたかについては，「試作

品を分析・評価する際の観点」の例示を活用して，「話す

こと・聞くこと」における知識・技能や「言語感覚」について

，自分たちの取組を適切に分析し改良につなげる様子が

随所に見られたことから，「国語科の本質」に迫ることがで

きたと考える。 

以上のことから，【研究内容①】では，アクティブ・ラーニングを通して言語活動を行う能力を高めることで，生徒

は「国語科の本質」に迫ることができるということが検証された。 

(2) 【研究内容②】について 

前頁の指導計画に「主な認知プロセス」を盛り込み，アクティブ・ラーニングにおいて，生徒がどのような認知

プロセスを使って課題を解決するかを事前に考えてから実践を行った。 

単元の最初に，学校紹介ビデオの試作品を作成する学習活動を位置付けているが，ここでの主な認知プロ

セスは最も高次な「創造」にあたる。しかしながら，この段階では，「話すこと・聞くこと」領域の能力が

十分発揮されているとは言えず，これまでに習得した知識・技能を駆使した作品になるよう工夫・改善を図

る必要が見られた。そこで次に，「試作品を分析・評価する際の観点」を提示し，よりよい作品にするため

にどの部分を改良するか，つまり，課題がどこかを明確にする学習活動を行った。ここでは，提示された観

点を参考に，試作品の良い点と課題を整理することから，主な認知プロセスは「分析」「評価」にあたる。

本実践ではさらに，前時の学習活動で習得した「分析」の観点を活用しながら，互いの試作品について評価

する（主な認知プロセスは｢評価｣）とともに，改良のアイデアをアドバイスする（主な認知プロセスは「創

造」）学習活動を行った。この学習活動では，生徒一人一人が，自分たちのグループの試作品のよい点と課

題を明確にして説明したり，他のグループの試作品のよい点や課題を的確と捉えて批評したりする姿が見ら

れた。これは，前時の学習で得た知識・技能を活用することで，生徒の思考の質が高まったと捉えることが

できる。最後に，互いの評価やアドバイスを参考にし，改良を加えた学校紹介ビデオを作り直す学習活動を

行い，各グループとも試作品よりも質の高い作品を作ることができた。 

以上のことから，本実践から，「創造」における生徒の思考の質を高めるためには，それより低次にあた

る「分析」や「評価」における思考の質が高めることが大切であるということが明確となった。 

以上のことから，【研究内容②】では，アクティブ・ラーニングを通して言語活動を行う能力を高めることで，「21

世紀型の学力」を身に付けることができるということが実証された。 

写真１ 試作品を視聴し合い評価やアドバイ

スをする生徒の様子  
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Ⅵ 成果と課題 

 

１． 成果 

国語科におけるアクティブ・ラーニングは，現行の学習指導要領で求められている言語活動の充実に相当し，適

切な言語活動を位置付けて学習指導を行うことが，「21世紀型の学力」の育成につながることが，実践を通して明ら

かになった。また，学習活動を通して行われる思考を，認知プロセスという視点で捉えることで，それぞれの言語活

動の関連が明確になり，生徒の学びが深まっていくのが構造的に明らかになった。 

 

２． 課題 

言語活動を行う能力の習得状況を見取るためには，学習したことを踏まえた新たな課題に取り組ませるなど，生

徒一人一人が身に付けた力を見取る評価をさらに工夫する必要がある。 

 

（文責 長谷川 美栄子） 
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  社 会 科 

 

公民的資質の基礎の育成を目指して 
〜アクティブ・ラーニングによる社会科の本質にせまる学習指導の工夫〜 

 

附属函館中学校 郡 司 直 孝，伊 藤 健太郎，阿 部 智 子 

 

Ⅰ 問題意識と研究の方法 

 

 2014 年 11 月 20 日に文部科学大臣が中央教育審議会に諮問した「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」では，「課題の発見と解決に向けて主体的・共同的に学ぶ学習」を「いわゆ

る『アクティブ・ラーニング』」として示し，これからの授業で「指導の方法等を充実させていく必要

がある」（１）としている。また，中央教育審議会が 2012年に示した「新たな未来を築くための大学の質

的転換に向けて〜生涯学び続け，主体的に考える力を育成する大学へ〜（答申）用語集」では，アクティ

ブ・ラーニングの具体的な例として，問題解決的な学習や体験的な学習，グループ・ディスカッション，

ディベートなどを挙げている。文部科学省や中央教育審議会のこのような動きを受けて，アクティブ・

ラーニングは学習指導要領の改訂における中心的なテーマの一つとなっており，ますます注目が高まっ

ている。 

 しかし，現行の小・中学校の学習指導要領第１章総則「指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項」

でも，すでに「体験的な学習」や「問題解決的な学習」の充実を求めており，これらは最近になって初

めて注目を受けているものではない。その中でもとくに社会科は，「問題解決の活動をいとなませ，そ

の生活経験を発展させていこうとする」（２）教科として創設されている。実際に，文部省が公式の文書

として初めて「社会科」という語句を用いた公民教育刷新委員会による「中等学校・青年学校公民教師

用書」でも，公民教育における学習方法として討議，問題法（問題解決学習），構案法（プロジェクト

法）が示されている（３）。  

 ここで，これまで取り組まれてきた「問題解決的な学習や体験的な学習，グループ・ディスカッショ

ン，ディベートなど」や「討議法・問題法・構案法」と，「アクティブ・ラーニング」との差異をどの

ように捉えるべきか，という問題に直面する。そこで，こうしたこれまでの数多くの実践を踏まえなが

ら，新たな学習方法としてのアクティブ・ラーニングの具体を追究すべきであると考えたのである。本

稿では，まず学習方法としてのアクティブ・ラーニングの意義（「なぜ，アクティブ・ラーニングなの

か」）を検討したのち，アクティブ・ラーニングの具体の姿を示した教科研究仮説を設定する。そして，

実践例を報告するとともに実践等を基にした仮説の検証を行い，本研究の成果と課題を明らかにしていく。 

 

Ⅱ アクティブ・ラーニングの意義 

 

 研究総論では，アクティブ・ラーニングを「課題の発見と解決に向けた主体的・能動的な学習」「書

く・話す・発表するなどの活動に関与した協働的な学習」「認知プロセスの外化を伴う学習」という３

つの特徴を備えた学習とおさえている（４）。しかし，そもそもアクティブ・ラーニングを学習方法とし

て選択する必要性が高まっているのはなぜだろうか。すなわち，アクティブ・ラーニングの意義を社会
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科として確認した上で，研究に取り組むことがきわめて肝要であると考えた。 

 アクティブ・ラーニングが選択される理由の一つとして，変化の激しい現代社会において求められる

資質や能力が大きく変化しつつあり，その育成がより一層学校教育に求められているという状況を指摘

できる。目標に追いつくために知識や技術を効率よく吸収すべき社会や，知識や技術がほとんど変化し

ない社会では，学校教育において，授業者が正解を保持する者として，一度により多くの人々へそれら

を伝達する方法が選択されやすい。そのような社会では，知識や技能を「できるだけ多く知っているこ

と」が重要になる。しかし現代社会は，変化が激しいからこそすでに存在・確立している知識や技術を

保持することに加えて，それらを活用して新しい「何か」を創り出すことがますます必要になってきて

いる。さらに，ヒト・モノ・情報などが世界規模で駆け巡るグローバル化の著しい進展によって，異な

る価値観や文化，習慣を有する人々と直接関わる機会も，爆発的に増えてきているような中では，自分

や自分たちにとっては正解だと思われることでさえ，一瞬にして変わったり，変えなくてはならなかっ

たりすることも多い。だからこそ求められているのは，変化する知識や技術を日々更新するために学び

続けるとともに，他者との協働を通して新たな「答え」を創造していくこと，すなわち「何かをできる

ようになること」（資質・能力）である（５）。社会科は教科名が示す通り，広く社会的事象を学習対象と

していることからも，こうした資質や能力の育成において社会科が果たすべき責任とその可能性はきわ

めて大きいと考える。 

 そしてこうした資質や能力を学習者が身につけるためには，学校教育において，授業者からの講義を

「聴く」ことによって伝達される知識や技術を保持するだけではなく，他者とともに能動的・活動的に

（アクティブ）何かを為すことを通して学ぶ（ラーニング）ことが大切にされなくてはならない。 

 ここに社会科においてアクティブ・ラーニングを学習方法として選択することの意義あると考えた。 

 

Ⅲ 教科研究仮説 

 

 

１． 「社会科の本質」について 

 「教科等の本質」は，育成すべき資質・能力を踏まえた教育目標・内容と評価の在り方に関する検討

会が 2014年３月 31日に示した「論点整理」において，今後構築を検討すべき教育目標・内容の新たな

モデルとして示した３つの視点の一つである。ここで「教科等の本質」とは，「その教科等ならではの

ものの見方・考え方，処理や表現の方法」（６）であり，これを教科等を通して身につけさせるべきもの

であると考えたとき，現状では現行学習指導要領に示された「目標」とほぼ同義であるおさえることが

ふさわしいと考えた。中学校社会科の目標は，「広い視野に立って，社会に対する関心を高め，諸資料

に基づいて多面的・多角的に考察し，我が国の国土と歴史に対する理解と愛情を深め，公民としての基

礎的教養を培い，国際社会に生きる平和で民主的な国家・社会の形成者として必要な公民的資質の基礎

を養う。」であり，次の５つから構成される。 

 

 

 

 高次の認知プロセスを学習活動の動詞にしたアクティブ・ラーニングを行うことによって，学習への

深いアプローチが実現し，社会科の本質である公民的資質の基礎を育成することができる。 
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 この５つの関係性に注目したとき，「広い視野に立った社会に対する関心」「諸資料に基づいた多面

的・多角的な考察」「我が国の国土と歴史に対する理解と愛情」「公民としての基礎的教養」の４つは，

「国際社会に生きる平和で民主的な国家・社会の形成者として必要な公民的資質の基礎」の具体である

と考えた。また，中学校学習指導要領解説社会編においても「国際社会に生きる平和で民主的な国家・

社会の形成者として必要な公民的資質の基礎」は，小学校と中学校で共通した文言であるとともに，「三

分野の学習を通して育成する資質」であることを示し，さらに「公民的資質の基礎」は「社会科の究極

のねらい」とも述べている（７）。 

 したがって，本校社会科では，社会科の本質を，以下のようにおさえた。 

 

 

 

２． 「学習への深いアプローチ（deep approach to learning）」について 

 授業では，学習指導要領に示された「目標」への生徒の到達を目指して「内容」に関する学習活動が

展開される。先に述べたように，社会科の目標を社会科の本質であるととらえたとき，学習指導要領に

示された「内容」とは，社会科の本質を「構成する要素」であると言える。 

 すなわち，各単元において「社会科の本質を構成する要素」（＝社会科の内容）を大観・理解・考察・

体得できる学習活動を展開する授業実践の継続によって，社会科の本質（＝教科の目標）を身に付ける

ことができるのではないかと考えた。 

 さらに，「社会科の本質」（および「社会科の本質を構成する要素」）を身に付けるためには，「扱われ

る用語・知識の定義や正しい理解にこだわること，他の関連する知識とつなげること，他者の相対立す

る考えや見方もふまえて，問題に対する自身の大きな見方（観）を作り，作られた見方に対する価値づ

けや評価をおこなう」（８）学習が不可欠であると考えた。溝上は（2014）こうした学習を「学習への深

いアプローチ（deep approach to learning）」と述べている。すなわち，アクティブ・ラーニングによ

って目指すべき「社会科の本質を身に付けるための学習」こそが，「学習への深いアプローチ」である

とおさえた。 

 

３． 「高次の認知プロセスを学習活動の動詞にしたアクティブ・ラーニング」について 

 溝上（2014）は，「学習への深いアプローチ」の特徴として，高次の認知プロセスを十分に用いるこ

とで課題に取り組んでいくことを指摘している（９）。 

 この「認知プロセス」に関わって，本校では平成 26 年度において，「認知プロセスによる思考力の

育成」の研究に取り組んだ。具体的には，「思い出す」「理解する」「応用する」「分析する」「評価

する」「創造する」という６段階のうち，前半３つを低次の認知プロセス，後半３つを高次の認知プロ

セスとおさえ，とくに高次の認知プロセスの中から重点的に育成していくものを各教科で設定し，授業

実践を行った（10）。社会科は「評価する」「創造する」を重点的に育成する認知プロセスとして設定し，

・ 広い視野に立った社会に対する関心 

・ 諸資料に基づいた多面的・多角的な考察 

・ 我が国の国土と歴史に対する理解と愛情 

・ 公民としての基礎的教養 

・ 国際社会に生きる平和で民主的な国家・社会の形成者として必要な公民的資質の基礎 

国際社会に生きる平和で民主的な国家・社会の形成者として必要な公民的資質の基礎 
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平成 26 年度本校教育研究大会では，第２学年・地理的分野「日本の諸地域」において中部地方を題材

として，「評価する」を重点的に育成することを目指した研究授業を公開した。その結果，教科横断的

に思考力を育成するための方策として，認知プロセスが有効であるということや，３つの高次の認知プ

ロセスおよびその下の手続きを意図的・計画的に単元や授業に組み込むことによって視点を絞った取組

ができるようになり，結果として生徒の思考力育成が成果として得られた。 

 こうした平成 26 年度の研究の成果から，高次の認知プロセスを学習活動の動詞にしたアクティブ・

ラーニングを行うことで，学習への深いアプローチを実現する授業を構築できるのではないかと考えた。

ここでの「高次の認知プロセスを動詞にした学習活動」とは，具体的には「分類する」「関係させる」

「評価する」「関連づける」「考案する」などといった認知プロセスの下にある手続きも含んだもので

ある（11）。こうした学習活動は，生徒が「一方向的な知識伝達型講義を聴く」（12）こととは対極に位置

する。すなわち，高次の認知プロセスを動詞にした学習活動こそが，新たな学習方法としての「アクティ

ブ・ラーニング」であるととらえ，同時にこれまで取り組まれてきた「問題解決的な学習や体験的な学

習，グループ・ディスカッション，ディベートなど」や「討議法・問題法・構案法」と，「アクティブ・

ラーニング」との差異であると考えた。 

  

Ⅳ 研究仮説に基づく実践例および仮説の検証 

  〜高次の認知プロセスを学習活動の動詞にしたアクティブ・ラーニングの実際〜 

 

１． 「単元を貫く学習課題」と「単元構成表」 

第３学年・公民的分野「（１）私たちと現代社会 イ 現代社会をとらえる見方や考え方」において，

教科研究仮説を検証するための実践を行った。 

本単元ではまず，以下のような特徴をもつ「単元を貫く学習課題」を設定した。 

 

本単元の実践を行うにあたっては，単元の指導目標や社会科の本質を構成する要素，単位時間の指導

内容や学習課題を整理した「単元構成表」を作成した（図１）。また，本単元における「単元を貫く学

習課題」に取り組むワークシートを配布し，記述させた（図２）。なお，本単元における「単元を貫く

学習課題」を「職員会議（本校教員で実施）で，次のようなルールがつくられました。『附属中学校の生

徒は，校内において携帯電話やスマートフォンを所持・使用することができる。』あなたはこのルールをどのよ

うに考えますか。Ａ このままでよい Ｂ 変更すべき Ｃ 廃止すべき」とした。 

 

 

・単元を貫く学習課題に取り組む時期は，「単元の学習前」「単位時間の授業末」「単元の学習後」  

 の３回である。ただし，単元を構成する単位時間の授業数だけ取り組むことになるため，実 

 際の回数はこれよりも多くなる。 

・単元を貫く学習課題に取り組む意義は，同じ学習課題を問い続けることで，自らの知識や技 

 能の習得や見方や考え方の高まりを学習者自身が実感できるとともに，授業者が学習者の変 

 容を把握できることにある。 

・単位時間では，単元を貫く学習課題の追究に資する学習活動を展開する。同時にこの学習活 

 動は，高次の認知プロセスを動詞とするものとする。 
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図１ 公民的分野「（１）私たちと現代社会 イ 現代社会をとらえる見方や考え方」単元構成表 
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図２ 「単元を貫く学習課題」に取り組むワークシート例（表中の２および３は図１の「題材」の中の 

   数字に対応している。１は単元の学習前，４は単元の学習後の記述である。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２の生徒は，単元の学習が進むにつれて自らの立場が変化している。また，理由として述べている

内容についても，大きく変容していることがわかる。単元の学習前の「１」では「学校生活や授業にと

っては良くないが，利点もある」という主に生活経験に基づいた記述であったものが，「対立と合意」

「効率と公正」を学習した「２」では「公正」や「対立」というその単位時間での学習内容を活用した

記述となっている。さらに，「決定や採決のしかた」を学習した「３」では，ルールが制定される過程

にも着眼点を広げ，具体的な対案を示している。そして単元の学習後の「最終」では，単元で学習した

知識や技能，見方や考え方を活用して自らの考えを記述している。 

 単元の学習後にこのワークシートを振り返ることで，学習者自らの学習の深まりを実感することが 

できた。また，授業者は生徒の変容を適切に評価することができたとともに，単位時間の学習活動が適

切であったかの検証を図ることができた。そしてこのように，単元における深いアプローチが実現して

いることがわかる。 

 これらの変容を支えているのは，単位時間での高次の認知プロセスを学習活動の動詞とするアクティ

ブ・ラーニングの継続である。次に，単位時間におけるアクティブ・ラーニングの実践例を述べる。 
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２． 単位時間における高次の認知プロセスを学習活動の動詞とするアクティブ・ラーニング 

本単元の単位時間では，高次の認知プロセスを学習活動の動詞にするアクティブ・ラーニングを継 

続的に設定した。具体例として，図１中の第３時「きまりの評価と見直し」の本時案を示す（図３）。 

  

  図３ 「きまりの評価と見直し」の本時案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

とくに第３時では，「評価する」「創造する」の下

にある手続きである「要約する」「発案する」「批評

する」「考察する」「説明する」を動詞とする学習活

動を設定した（11）。 

 生徒は，前時および前々時の学習内容を活用して 

ルールの改正案の発案を個人で行った後，他者と互 

いの案を批評し合った。その後，再度個人でルール 

の改正案を考案した。最後には，単元を貫く学習課 

題へ取り組んだ。 

 図５は，本時の学習活動で用いた生徒のワークシー 

トである。単元の第１時で指摘した本校の体育館使用に関する現行ルールの問題点を確認した後に，第

１・２時の学習内容を活用しながらルール改正の私案を発案していることがわかる。その後，他者と交

流することで，「代表者」は具体的に誰であるのか，何を言うのかということにまで深く検討をしてい

たことがわかる。また，ルールの内容に関しても他者の案を聞き，それに対する自分の意見を述べるこ

図４ 「互いの改正案を批評し合う」ようす 
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とで，再度個人でルールの改正案を考案する段階では，内容面にも踏み込んだ記述が見られる。さらに

は，最初は「代表者」としていた記述を「学級委員での話しあいの前に学級で話しあい，そこででた結

論を学級委員がまとめる」にまで深めることができている。 

 このように，高次の認知プロセスを学習活動の動詞とするアクティブ・ラーニングを行うことによっ

て，学習への深いプローチを実現できることが明らかになった。 

 

 図５ 第３時の学習活動で用いた生徒のワークシート（例） 
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Ⅴ 成果と課題 

 

 本研究の成果として，高次の認知プロセスを学習活動の動詞とするアクティブ・ラーニングによって，

１単位時間および１単元における生徒の記述の変容が見られた。それは単なる記述量の増加といった変

容だけではなく，より深く事象を追究した質的な高まりのある変容であった。この傾向は，上位層の生

徒だけではなく，中位層および下位層の生徒にも幅広く指摘できるものであった。また，高次の認知プ

ロセスを学習活動の動詞として選択するという方策は，深いアプローチを目指すアクティブ・ラーニン

グを日常の実践の中に取り入れることをより容易くするとともに，一定の効果を得られるものであるこ

とが明らかになった。 

 一方で，社会科の本質を「公民的資質の基礎」ととらえたため，それが生徒に身に付いているのかと

いう評価に難しさがあった。社会科の本質は，学習指導要領の内容である「社会科の本質を構成する要

素」の蓄積の結果であるとおさえている以上，それぞれの単元で育成すべきものは何であるかをより具

体的かつ体系的に整理することが必要である。また，社会科の本質を求める高次の認知プロセスを学習

活動の動詞とするアクティブ・ラーニングによる「21 世紀型の学力」の育成にどのように寄与するの

かに関する整理・検討も今後の課題である。 

 

Ⅵ 結びに 

 

 本研究では，新たな学習方法としてのアクティブ・ラーニングの具体を「高次の認知プロセスを学習

活動の動詞とする」という方策で提案した。しかし，あくまでもアクティブ・ラーニングは，単純に授

業に取り入れることで成果を得られるというものではなく，意図的・計画的な単元のデザインが必要で

ある。 

 今後も，公民的資質の基礎を育成するための方策として，アクティブ・ラーニングを実体的で効果を

有する学習方法とすべく研究・実践を継続していきたい。 

 

（文責 郡司 直孝） 
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数 学 科 

 

生徒一人一人の数学的活動の充実を目指して 
～「ペア思考」を用いたアクティブ・ラーニング型の授業による数学への深いアプローチ～ 

 

附属函館中学校 森   茂 之，木 村 奈  々

 

Ⅰ はじめに 

 

数学の授業は，生徒一人一人が主体的に思考を連続させ，新たな概念を身に付けていく授業が理想である

と考えている。しかし，数学の教科の特性上，わかりきったことを説明させても，説明をしている側も説明

を聞いている側もほとんど思考をしない。また，板書をノートに写す場面でもほとんど思考をしない。授業

の中で，できるだけ長い時間，生徒の思考を連続させるためには，生徒一人一人の数学的活動の充実を目指

すことが不可欠である。本年度の本校数学科の研究においては，数学的活動を充実させるための新たな方策

として，「ペア思考」を用いたアクティブ・ラーニング型の授業の実践や，授業のどの場面に生徒の自立する

場面を位置づけるか等，様々な試みを検討した。数学という教科の特性を踏まえた上で，数学科の授業にア

クティブ・ラーニング型の授業を導入することの利点と配慮すべき点を整理し，その効果を検証していきた

い。 

 

Ⅱ 本年度の研究 

 

１． 教科研究主題設定理由について 

数学的活動という言葉は平成１０年改訂の学習指導要領から用いられた。子どもに数学を学ぶ楽しさや充

実感を味わわせるために導入された数学的活動は，現在の学習指導要領においてもその重要性が示されてい

る。しかし，導入から長い年月が経過しているにもかかわらず，永田潤一郎氏は「学校現場で実践されてい

る普段の授業において，数学的活動を従来以上に重視した指導が行われているとは，必ずしもいえない状況

にあるように思える。」(引用1-42～43頁)と現状を分析している。 

数学的活動の日常的な実践が促進されない原因として，クラス全員の力を確実に伸ばすことが難しいとい

う側面が考えられる。頑張っているのに理解ができない生徒や，最初は意欲的だったのに理解がついていか

ず徐々に意欲を失っていく生徒を目の前にした時，熱意のある教師は，数学的活動の重要性を理解していて

も，全員に力をつけることが難しい方法を日常的に選択するとは思えない。クラス全員に数学の力を身に付

けさせたいという教師の熱意が，数学的活動の日常的な実践の促進を妨げている可能性があるということで

ある。また，その状況を打開するためにグループ学習の導入等，学習形態を工夫する実践も見られる。しか

し，数学という教科の特性を考慮すると，必ずしも学習形態の工夫が学びの深まりにつながるとはいえない。

数学的活動をさらに促進させるためには，このような現状を打開し，「数学的活動の充実」と「クラス全員に」

を両立させるための方策を検討していく必要がある。 

本年度の本校研究主題は「今，求められる２１世紀型の学力の育成を目指して ～アクティブ・ラーニン

グによる学習への深いアプローチ～」である。溝上慎一氏は，アクティブ・ラーニングの導入について，「上

位の学校や社会において，力強く学び，力強く働く力を身に付けさせる。」ことと，「わからないと訴える生

徒をできない生徒として目を背けるのではなく，一人一人の学びを大切にする必要がある。」ことをねらいと
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して挙げている。このアクティブ・ラーニングの工夫が，数学科における現状の課題である，「数学的活動の

充実」と「クラス全員に」を両立する手段となり得ると考え，本年度の教科研究主題を『生徒一人一人の数

学的活動の充実を目指して～「ペア思考」を用いたアクティブ・ラーニング型の授業による数学への深いア

プローチ～』と設定した。数学の教科の特性を考慮し，クラス全員の数学的活動を充実させるためのアクテ

ィブ・ラーニング型の授業の在り方を検討していく。 

 

２． 教科の特性から見た数学的活動の充実に向けての課題 

中学校学習指導要領解説数学編において，数学的活動は「生徒が目的意識をもって主体的に取り組む数学

にかかわりのある様々な営み」(引用2-15頁)を意味し，特に「ア 数や図形の性質などを見いだす活動」，「イ 

数学を利用する活動」，「ウ 数学的に説明し伝え合う活動」(引用2-33頁)の３つを重視すると説明されてい

る。ウは学習活動を示していることから，数学的活動はア－ウまたはイ－ウのように，アとイにウを組み合

わせて実施する。これらのことから，本校数学科では，２１世紀型の学力の中で求められている数学の本質

に関わる能力を，「記号的・抽象的な表現を用いたコミュニケーション能力」と，「事象が成り立つ理由を記

号的・抽象的な表現を用いて考察する能力」と捉えた。「なぜ？」に対する数学的な理由を数学のことばを介

して他者と伝え合い，解決を練り合う姿が数学の本質に迫る学習といえる。つまり，数学的活動の充実を目

指した授業が数学の本質に迫る学習であり，数学への深いアプローチとなると考える。 

しかし，数学は答えが１つに決まる問題が多く，認知プロセス（総論P3）が１思い出す～４分析するまで

に留まることが多い。そして，学習内容に系統性があることによって，既習事項の習熟の差が授業における

理解の差に大きく影響する。また，数学の授業は生徒が既知をもとに未知の世界を歩み，新たな概念を獲得

していくという流れを基本としている。これらの特性によって，以下のような課題が考えられる。 

・「できた」ことで理解が浅くても「わかった」という認識をしてしまいやすい。 

・「できた」ことが目的になりがちであり，他者との学習が「協働」ではなく「競争」になってしまう。 

・解法に限りがあるので，他者の考えを簡単に写すことができ，わかったふりができてしまう。 

・個々の能力差が大きく，個に応じることが難しい。また，協働が依存になってしまいがちである。 

・まずは一人で考えてみるという授業の流れが，数学を苦手とする生徒にとって困難である。 

・未知の数学の世界を歩むことに対して，自然と主体的になれる生徒はほとんどいない。 

以上の課題を踏まえた上で，数学的活動の充実を目指していく必要がある。 

 

３． 問題解決の授業とアクティブ・ラーニング型の授業 

現在，数学的活動の充実を目指す学習指導法として相馬一彦氏の提唱する問題解決の授業が広く実践され

ている。これまで取り組まれてきた問題解決の授業と，本校の研究の軸であるアクティブ・ラーニング型の

授業の相違点について考察する。 

(1) 問題解決の授業について 

相馬一彦氏は，学習指導法としての問題解決の授業を導入した背景を『数学の授業を通して，「考える

力」や「問題解決能力」を養うとともに，「主体的な学習態度」や「数学の活用能力」等を高めていきたい。

また，数学の授業を通して「考えることの楽しさ」を味わわせ，数学への関心・意欲・態度を育てていく

ことは，生涯学習や「生きる力」にもつながるであろう。そのような数学の授業を目指したい。』(引用3-11

頁)と説明している。また，問題解決の授業は「問題を提示することから授業を始め，その問題の解決過程

で新たな知識や技能，数学的な見方や考え方などを身に付けていく学習指導である」(引用3-19頁)と説明

している。つまり，問題解決の授業は，問題と解決過程の工夫を切り口とした，数学的活動の充実を目指
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す授業であるといえる。 

(2) アクティブ・ラーニング型の授業について 

「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）」の中で，アクティブ・ラーニン

グ導入の背景として，変化する社会に対応して活躍する人材に必要な資質・能力の育成を目指す必要があ

ることが挙げられている。また，アクティブ・ラーニングという言葉は，『｢何を教えるか｣という知識の質

や量の改善はもちろんのこと，「どのように学ぶか」という，学びの質や深まりを重視することが必要であ

り，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」）や，そ

のための指導の方法等を充実させていく必要があります。』(引用 4)という文脈の中で用いられている。文

中の「学びの質や深まりを重視すること」は数学科において数学的活動を充実させることと同義である。

つまり，アクティブ・ラーニング型の授業は，生徒をより主体的・協働的にするような学習活動の工夫を

切り口とした，数学的活動の充実を目指す授業であるといえる。 

(3) 問題解決の授業とアクティブ・ラーニング型の授業の相違点について 

 それぞれの授業が提案された背景や，目指すことを比較すると，どちらの授業も，主体的な学習態度を

育みながら，数学の本質に迫る数学的活動の充実を目指しているという点において同様のものである。 

異なる点は，アクティブ・ラーニング型の授業は，他者と協力して問題を解決する協働する力にも力点

が置かれていることである。つまり，これからの数学の授業においては，他者との協働による問題解決を

通して数学的活動を充実させることが求められると解釈することができる。 

協働学習については様々な技法が研究されているが，数学的活動を充実させることができ，数学の本質

に迫ることのできる協働学習の方策はまだ定まっていない。２の項目で挙げた数学の学習における課題を

乗り越えることや，クラス全員を主体的・協働的にすることができる学習活動を検討することが望まれて

いる。このような学習活動として，「ペア思考」を提案する。 

 

４． 一人一人の主体的・協働的に学ぶ学習態度を引き出す「ペア思考」について 

生徒一人一人をより主体的・協働的にすることで，数学的活動が充実していくことから，生徒自らが主体

となり，他者に対して働きかけながら自分の知識を再構築していくような学習活動を検討する必要がある。

このような学習活動を実現する協働学習の技法として，「ペア思考」を提案する。 

(1) 「ペア思考」の方法 

 「ペア思考」は，隣の生徒と問題解決チームとなり，２人で協力して問題解決に向けての思考をするも

のである。問題解決チームという意識付けは，「競争」ではなく，「協働」することを強調するためであり，

２人が１つの思考体となることが重要である。問題解決の過程の理解をチームの目的とすることで，自然

と学び合い，教え合い，練り合いが生まれる。具体的には，２人の机を合わせ，２人の間に大きめの紙(A3

用紙)を１枚置き，２人で考えを出し合いながら問題解決に臨む。こうすることで，自然と対話が生まれる。

会話では伝わりにくいような数学的な表現を紙に書くので，紙には数学的な表現のみが羅列される。また，

誤答や勘違いが２人の対話を活性化させ，理解を一層深めるので，それらを消せないよう，紙にはボール

ペンを用いて書かせる。その際，２人で違う色のペンを使うと，どちらの考えなのかが可視化される。 

(2) 「ペア思考」の効果 

①クラス全員の主体的な態度を引き出すことと認知プロセスの共有ができる 

３人～４人のグループの場合，誰か一人が受動的になったり，解法を写してわかったふりをしたりする

ことができるが，２人ではそれができない。その結果，「できない」や「わからない」が目立った形で表出

されることになり，ペアは「できない」や「わからない」と主体的に向き合う必要が生まれる。また，２
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人で１つの思考体となるので，互いの認知プロセスを日常的に共有することになる。これらにより，生徒

一人一人の学習を充実させることができる。 

②メタ認知が表出される 

従来から行われてきたペア学習やペアワークは，個が自立した形である程度考えを持ち，それを共有す

る活動が中心となる。しかし，「ペア思考」では，２人で１つの思考体となるので，１人の考え方をもう１

人が見直すというメタ認知に近い状況が生まれる。本来，１人の頭の中で行われるメタ認知が表出される

ので，メタ認知に対する指導や評価が可能となる。 

③生徒の思考をより見取りやすくなる 

４０人が黙々と考えている状況で一人一人の思考を見取る場面よりも，２０ペアの紙を用いた対話から

思考を見取る場面の方が，思考が表出していて，思考体の数が少ない後者の方が思考を見取りやすい。思

考を確実に把握することで，学習者の思考に沿った集団解決の構想や指導の工夫をすることができる。 

④個に応じた活動が自然と生まれる 

数学の得意・不得意でペアの組み合わせを考えると，Ａ：得意－得意のペア，Ｂ：得意－不得意のペア，

Ｃ：不得意－不得意のペアの３種類の組み合わせが考えられる。Ａのようなペアは，２人とも問題解決の

見通しを持ち，ある程度の解決には至ることができるので，個々が自立し，問題解決に向けて協働するよ

うな状況が生まれる。Ｂのようなペアは，不得意な生徒が得意な生徒に依存するような状況が生まれやす

いが，その依存は理解を深めるための主体的な状況とも読み取れる。自立に向けて必要な依存と捉えると，

全員の理解という共通の目的に向かっての協働と考えることができる。Ｃのようなペアは，解決が少しで

も進展すると充実感を感じる。Ｃのようなペアの思考の進み具合をしっかりと把握し，集団解決の際にそ

のチームの理解が深まるよう，他のペアから考えを引き出し，理解を深めさせることが大切である。 

このように，ペア学習は生徒個々の能力に応じた学習活動を，自然と生みだすことができる。 

(3) 授業での位置付け 

問題解決の授業の構造を基本とし，課題解決の場面における個人思考の場面をペア思考に置き換える。

まずは個で考える時間が必要だとも考えられるが，授業の出口に自立の場面を設けるので，必ずしも最初

に自立させる必要は無いものと考える。前述のように，ペアの組み合わせによって個で考える場面も自然

と生まれるので，本研究では最初に一人で考えてみる時間をとらずにペア思考させる実践を試みる。 

また，ペア思考から集団解決に進む授業では，２人の紙に思考が書かれるので，ノートに学習内容が記

録されない。したがって，ノートを書く時間は問題解決の後になる。こうすることで，ノートに書く場面

が，問題解決の思考過程を振り返って整理する場面となる，従来の授業においては，自立（まずは個で考

える）から協働（集団解決）という流れを基本としているが，ペア思考を導入する授業においては，協働

（依存→集団解決）から自立（学びの整理と適用）という流れに転換することになる。こうすることで，

授業における振り返りの場面の質や重要性が自然と高まる。 

 

５． アクティブ・ラーニングによって育まれる汎用的能力と学び合いの風土 

他者と協力して問題解決をする過程において，コミュニケーション能力や人間関係形成能力等の教科横断

的な汎用的能力が表出されるので，汎用的能力を指導し，育成することが可能となる。また，杉江修治氏は，

協働学習を「学級のメンバー全員のさらなる成長を追求することが大事なことだと，全員が心から思って学

習すること」(引用5-20頁)と説明している。つまり，協働学習はクラス全員の理解の深まりを目指すもので

あり，その考え方や目的を生徒に浸透させることで，自然と助け合い，学び合う風土が育まれ，２の課題で

挙げたクラスの仲間の浅い理解やわかったふりを互いに指摘し合えるようになると考えられる。 
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Ⅳ 教科研究仮説 

 

前述のように，数学的活動の充実や，数学の本質に関わる能力の育成には，問題解決の授業の流れを基本

としながら，アクティブ・ラーニング型の授業を充実させる「ペア思考」を取り入れることが効果的である

と考える。「ペア思考」の効果を検証するために，本年度の研究仮説を以下のように設定した。 

問題解決の授業の中に「ペア思考」を取り入れることにより，生徒一人一人の数学的活動を充実させる

ことができ，数学の本質に関わる能力を育むことができる。 

数学的活動を充実させることができたかどうかについては，生徒の数学の授業における「わかった」や「充

実していた」，数学の学習に対する「好き・嫌い」と感じる度合いで検証し，数学の本質にかかわる能力を育

むことができたかどうかについては，数学的な見方や考え方に関わる能力の高まりで検証する。 

 

Ⅴ 研究仮説に基づく実践例 

 

１． 実践の詳細 

(1) 問題の工夫 

解決への目的意識を持  

たせるために，感覚的な予

想と実際の答えにズレがあ

る問いを提示した。 

(2) ペア思考の場面 

ペア思考を取り入れるこ

とで，数学的なコミュニケ

ーションが自然と発生する。

この場面における表現の質

が，具体から抽象へと高ま

るように，課題設定や考え

を取り上げる順を工夫した。 

(3) 集団解決の場面 

数学的な見方や考え方  

を広げるためには，ペア思

考で解決を終わらせるので

はなく，他の思考を引き出

したり，つなげたり，淘汰

したりする集団解決の場面

が必ず必要である。ペア思考の場面で各ペアの思考を見取り，集団解決で考えを取り上げる順やどこまで

取り上げるのかを構想することが大切である。 

(4) 振り返りの場面 

  ペア思考の場面と集団解決の場面では，２人の用紙に考えを書き込んで理解を深めていくため，ノート

に何も書いていない。生徒には「身に付ける時間」として，解決の過程やそこからわかったことを整理し，

まとめる時間を与えた。 

○学習目標 

・事象に潜む関係を数の平方根を用いて考察する。【数学的な見方や考え方】 

学習活動 教師の働きかけ ●指導上の留意点 ◇評価規準（評価方法） 

（問題）円の面積が２倍になるように拡大した。円の半径は何倍になったか？  

○具体物から答えを予想する。 

・２倍 ・２倍だと大きすぎる 
○実測で確かめる。 

・２倍ではない ・１.４倍くらい？ 

○課題を見いだす。 

○実物を配布する。 

 
○問題を焦点化させるような問
いかけをする。（1.4の意味は？

正確には何倍なんだろう？） 

 

●生徒の予想や実測の
結果によって発問を
工夫する。 

（課題）本当は（正確には）何倍なのか？  
◇ペア思考の中で，記

号的な表現を用いて
コミュニケーション
とっている。（観察） 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

◇数の平方根や文字式
を用いて，辺の長さ
が 2 倍になる理由

をノートに書いてい
る。（ノート） 

○ペア思考で解決の見通しを考える。 
 ・半径を何cmか決めて考える。 
 ・半径を文字に置きかえて考える。 

 
○ペア思考で練り上げた考えを出し合
い，集団解決を目指す。 

 ・半径を5cmにしたら，拡大したもの
の半径は 50㎝になった。 

  →計算結果から 2 倍になっている

ことがわかるが，読み取りにくい。 
 ・半径をrcmにしたらどうなるのか。 
  →面積が2倍になるためには半径が

2 rcmである必要がある。 
  →a2=2 という式から， 2 倍になる

ことがわかる。 

○問題解決の過程をノートにまとめなが
らわかったことを確認する。 

 ・2倍の拡大には無理数が必要 

 ・文字を使うと式が読みやすい。 
○確認問題で身に付いた力を自覚する。 
 

 
○確認問題から，新たな問いを生み出す。 
 ・印刷用紙の縦横比は？ 

 ・１： 2 の比の意味は？ 

○ペア思考が進むように，参考に
なる考え方を見取り，全体に広
げる。 

 
○具体的な数で置きかえる考え
方と文字で置きかえる考え方

を段階的に取り上げ，ペア思考
で深めさせる。 

 

 
 
 

 
 
 

○解決の過程を振り返り，無理数
の必要性と文字を用いること
の良さを確認する。 

 
○確認問題に取り組む。 
 印刷用紙の面積も 2 倍になっ

ている。辺は何倍？ 
○解決の過程からわかったこと
を教科書の内容と関連させ，発

見した内容を価値づける。 
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(5) 自立・協働の場面 

振り返りの後，確認問題に取り組ませる。この場面においては，個々の自立した活動をねらいとするの

で，ペア思考の用紙ではなく，各自のノートに直接書かせて問題を解かせる。こうすることで，自立と協

働を実現するペアが最初よりも多く生まれることをねらう。 

 

２． 実践の結果 

(1) 問題の工夫について 

「円の面積を２倍にしたとき，半径は何倍になっているか？」という問

題を提示した。これは，面積が２倍なら半径も２倍になるのではないかと

いう直感と，実際の 2 倍という答えとのズレによって，解決への目的意

識を引き出すことをねらったものである。当初は，予想した内容を実測さ

せた時点で，２倍ではないことに気付き，「実際は何倍なのか？」という課

題が見いだされると構想していた。しかし，他のクラスで実際に問題を提

示すると，実測する前に２倍ではないことに気付く生徒が多く，実測によ

って約1.4倍になるところまで思考が進むことがわかった。このことから，

見いだすべき課題を「正確には何倍なのか？」とし，約 1.4 倍という概数

の精度を高めていく中で 2 倍にたどり着くような解決過程を工夫した。 

(2) ペア思考の場面について 

授業をした学年は，わからないことや

間違いに対する不安を感じた時，思考を

表出させず黙り込む傾向がある。そのた

め，自然と対話を発生させるペア思考の

効果は高く，主体的・協働的な姿を引き

出すことができ，課題を生徒に見いださ

せることができた。課題解決の場面では，

チームでの協力が普段以上の力の発揮につながり，思考が最初の感覚的な予想から数を仮定した計算に発

展し，文字式での考察へと練り上がっていった。集団解決の場面においても，理解が浅く，もう少し考え

させた方が良いと判断した部分でペア思考に戻して考えさせた。根号や文字式が用いられることで理解が

難しい場面もあったが，わかりきるまで粘り強く思考していた。 

教えてもらってばか

りいた生徒も，授業の最

後の確認問題では，自分

で考え，解決にたどり着

こうと努力する姿が見ら

れた。教えてばかりいた

生徒も，表現を変えなが

らあきらめずに粘り強く

教えることで，自分の理

解を深めることができて

いた。 

図１ 導入部分の板書 

図２ ペア思考の様子 

図３ ペア思考の紙に書かれた思考の様子 
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 (3) 集団解決の場面について 

  従来の個人思考→集団解決という流れの授業では，難し

い課題を提示すると，数学を苦手と感じる生徒は，他の意

見が出るまで待ってしまい，数学が得意な生徒のみの対話

で授業が進行してしまう場面があった。しかし，ペア思考

を導入することにより，２人を１つの思考体とすることで，

何も考えずに待っている生徒や，わかったふりをしてうな

ずく生徒がいなくなった。ただ，自分達の力だけでは解決

に至らないペアや，自分たちの考え方だけでわかったつも

りになってしまうペアも出てくる。したがって，従来の授業と同様，授業者の意図的なつぶやきや生徒と

のやりとりでヒントを与えたり，解決の見通しや式だけを生徒に板書させたりする等の集団解決における

授業者の工夫が不可欠であった。 

(4) 振り返りの場面について 

  問題が集団解決された後，解決の過程をノートにまとめる時間をとった。生徒のノートには，間違いや

勘違い，集団解決の中で取り上げられたいくつかの考え方，クラスで悩んだポイント等，数学的な見方や

考え方が広がるような記述がたくさん見られた。板書をただ写すのではなく，１時間の授業で思考した内

容を整理ながらノートをまとめているので，ノートをとる際にも思考を連続させることができた。 

  また，生徒によっては分からなかった部分や理解が浅かった部分を考え直す時間にもなり，身に付ける

だけでなく，理解を深める時間ともなった。 

(5) 自立・協働の場面について 

 Ａ３用紙の面積はＡ４用紙の２倍であり，縦横比が変わら

ないことから，各辺が何倍になっているのかを考えさせた。

この場面では，ペアの用紙ではなく個々のノートに問題を解

かせることで，自然と問題に対する自立を促すことをねらっ

た。右のノートを書いた生徒は，数学が苦手で，ペア思考の

場面で，一方的にペアに対して依存していた生徒である。し

かし，授業の最後には，自分一人で右のように考えを持ち，

問題を解決することができた。最初は依存の状態だったが，

授業を通して自立へと成長した様子が見て取れる。 

 

Ⅵ 仮説の検証 

 

教科研究仮説について，「ペア思考」を取り入れることにより，次の 2 点がどの程度達成されたのかにつ

いて検証する。 

(1) 生徒一人一人の数学的活動を充実させることができたのか。 

(2) 数学の本質に関わる能力を育むことができたのか。 

 (1)については，生徒の数学の授業における「わかった」や「充実していた」，数学の学習に対する「好き・

嫌い」と感じる度合いで検証する。仮説に基づいて実践をした学年は，第２学年から第３学年にかけて，学

級のメンバーや数学の教科担任，学級担任に変更が無い。「ペア思考」の具体的な取り組みが平成２７年度１

学期から本格的に始めたことを考えると，同学年における学期毎に実施している授業アンケートの結果を昨

図４ 集団解決の場面の板書 

図５ 確認問題を解いた生徒のノート 
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年度１学期から本年度１学期まで比較することで，「ペア思考」による効果が見取れるものと考える。授業ア

ンケートの中から，「わかる授業が多かったか」「充実した授業が多かったか」を４段階で評価（４とてもあ

てはまる～１全くあてはまらない）する２つの項目と，「数学の学習は好きか」を聞く項目を抜粋し，その変

化を比較する。 

表１ 平成26年度1学期・平成26年度2学期・平成27年度1学期授業アンケートの結果から抜粋 

わかる授業が多かったか 4 3 2 1

平成26年度1学期 49% 45% 6% 0%

平成26年度2学期 42% 48% 9% 1%

平成27年度1学期 67% 28% 5% 0%

充実した授業が多かったか 4 3 2 1

平成26年度1学期 58% 36% 6% 0%

平成26年度2学期 57% 39% 4% 0%

平成27年度1学期 77% 18% 4% 1%

数学の学習が好きか 好き 普通 嫌い

平成26年度1学期 37% 58% 5%

平成26年度2学期 42% 39% 19%

平成27年度1学期 59% 36% 5%

49%

42%

67%

45%

48%

28%

6%

9%

5%

平成26年度1学期

平成26年度2学期

平成27年度1学期

わかる授業が多かったか

58%

57%

77%

36%

39%

18%

6%

4%

4%

平成26年度1学期

平成26年度2学期

平成27年度1学期

充実した授業が多かったか

37%

42%

59%

58%

39%

36%

5%

19%

5%

平成26年度1学期

平成26年度2学期

平成27年度1学期

数学の学習が好きか

 

 表１の３つの項目において共通していえることが，昨年度まで中間の評価をしていた生徒のうち，２０％

前後が本年度１学期に評価を上げていることである。昨年度１学期と本年度１学期だけを比較しても評価が

上昇している。どの学年においても１学期は数と式の領域を学習していることから，学習内容による差異は

ないものとして考えることができ，「ペア思考」による効果を有意なものとして捉えることができる。 

ただ，どの項目においても，「２」や「１」の低い評価や「嫌い」という反応の割合に変化が見られない。

これらの反応を示した生徒について，個別に分析をした。その結果，同じ生徒が低い評価をし続けているの

ではないということがわかった。 

平成２６年度１学期の授業アンケートにおいて低い評価や嫌いという反応をした生徒は，学力評定におけ

る上位層から下位層にわたって散見された。「わからない」「充実していない」「嫌い」と答えた生徒が同一の

生徒ではない場合が多く，１つ以上の項目に低い評価をした生徒が１９名であった。「わかる」けど「嫌い」

や，「わかる」けど「充実していない」等の反応が見られた。下位層の生徒の低い評価は，内容を理解できな

いことに起因しているものと考えられる。上位層の生徒の低い評価の原因を学習内容が「式の計算」「連立方

程式」の単元であったことを踏まえて考察すると，問題解決によって解法を見いだす授業における学習課題

が自分の能力に対して低かったことから，すぐにわかってしまい，つまらなさを感じたものと考えられる。 

平成２６年度２学期の授業アンケートにおいても，平成２６年度１学期と同様の傾向が見られ，１つ以上

の項目に低い評価をした生徒が２４名であった。学習内容が「１次関数」「図形の性質の証明」であったため，

授業における学習課題の難易度が高くなり，「わからない」から「嫌い」が増加したことが原因である。 

平成２７年度１学期の授業アンケートにおいては，１つ以上の項目に低い評価をした生徒は１１名に減少

した。依然として「わからない」から「嫌い」という生徒がいるという課題は浮き彫りになったが，これま

でのアンケートではいなかった「わからない」けど「好き」という生徒が出現した。内容がわかることや数

学自体の楽しさに加え，「ペア思考」による学び方の楽しさが加わったことが原因だと考える。 
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(2)については，評価の観点である「数学的な見方や考え方」の変化で検証する。仮説に基づいて実践をし

た学年の３年間の数学的な見方や考え方の評価について，Ａ，Ｂ，Ｃのそれぞれの評価の人数の割合を比較

し，その変化を分析する。 

表２ 同学年における数学的な見方や考え方の評価の推移 

数学的な見方や考え方の
評価基準ごとの人数割合

Ａ Ｂ Ｃ

平成25年度学年末 17% 81% 2%

平成26年度学年末 17% 76% 7%

平成27年度１学期 44% 52% 4%

17%

17%

44%

81%

76%

52%

2%

7%

4%

平成25年度学年末

平成26年度学年末

平成27年度１学期

数学的な見方や考え方の評価基準ごとの人数割合

 

 表２からわかるように，本年度１学期の評価観点「数学的な見方や考え方」におけるＡ評価の生徒の割合

が大きく伸びている。「ペア思考」を取り入れたことで，数学的コミュニケーションが生きた形で日常化した

り，問題解決に対してより主体的になったり，授業の中でできるだけ長い時間思考を連続させることができ

るようになったりしたことが結果として表れたものと考えられる。 

ただ，平成２７年度１学期の評価が「数と式」の評価のみの総括となっていることや，第３学年という受

検を控えた立場であるということを自覚して向上した生徒も含まれていることを考えると，単純な比較に疑

問が残る。したがって，ここまでの結果ではなく，本年度の学年末の評価における人数割合を比較すること

によってより正確に検証できるものと考えられる。 

 

Ⅶ 成果と課題 

 

本年度の研究を通して次のような成果が得られた。 

○ 生徒の主体的・協働的に学ぶ学習態度を引き出す「ペア思考」によるアクティブ・ラーニング型の授

業は，数学を学ぶ楽しさを実感させ，数学の本質に迫る学習活動となる。 

○ 数学の問題は「できた」ことで学習者は「わかった」と認識してしまいがちであり，「できた」ところ

からさらに理解を深めることは難しい。したがって，「できた」後に互いの認知プロセスを外化させ，

他者と協働させても，知識の再構築が行われにくい。このことから，数学的活動における伝え合う活動

は，「わかったこと」を形式的に互いに伝え合う活動ではなく，「わからないこと」を「わかること」に

変えていくために，互いに「わかりかけたこと」を有機的に伝え合う活動であり，このことを十分に考

慮した上で授業に取り入れる必要がある。 

○ 数学の教科の特性から，必ずしも授業の入口において自立を求める必要はなく，互いに依存し合うこ

とで自立に向かっていく場面も有り得るということがわかった。このことから，ペア思考の途中で生徒

の能力を見取るのではなく，ペア思考によって高まった能力を授業の終盤に評価することが大切である。 

また，今後の研究の取り組みにおいて，次のような課題が明らかとなった。 

● ペア思考を導入しても，「Ｃ」の生徒や，数学の授業が「嫌い」と感じる生徒をゼロにすることはでき

なかった。「ペア思考」の効果を高めるためには，学級担任や他教科と連携し，学級の学び合いの風土

や有機的な人間関係の形成等，学習集団としての質の高まりが不可欠であると感じた。 

● 中学生の生活実態を考えると，得た知識・技能，数学的な見方や考え方の必要感は，「他者に教える」

や「他者と考えを練り合う」という場面において実感できるものと感じた。このことを切り口に，思考

力の使い方を方向付ける「実践力」の育成の可能性を模索することができるのではないかと考える。 

● 主体的な学び方がしっかりと身に付いた生徒は，講義形式の授業においても頭の中だけで主体的にな
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ることができる。このような生徒にとって，必ずしもアクティブ・ラーニング型の授業が効果的である

とは言い難い。学習活動の工夫は，学びの主体である生徒の実態を中心に考える必要があり，実態によ

ってさらに違う形の学習活動を模索する必要があると考える。 

 

Ⅷ おわりに 

 

本研究を推進する前は，数学の授業におけるグループ学習は個を埋没させ，個の高まりを見取りにくくし

てしまうと考えていた。しかし，「ペア思考」の実践によって主体的・協働的に学ぶ学習態度を引き出すこと

で，逆に一人一人に視点をあてることができるようになった。それと同時に，生徒同士の人間関係がより深

いものとなり，知識が自分だけのものではなく，学級という社会で共有される文化的なものとして高まった

ことを感じる。数学を苦手と感じている生徒も，最後まで粘り強く取り組む姿や，わかった時の喜ぶ姿を見

せるようになった。このことから，「ペア思考」は，生徒の未来に生きる力を育むと同時に，義務教育を担う

教師の「目の前の生徒全員の力を伸ばしたい」という熱意に応えられる方策だと感じた。協働学習は生徒と

生徒の関係を有機的なものに発展させ，一人一人から目を背けない教師の熱意は生徒に尊敬の念を抱かせる。

これらの人間関係が基盤となった数学の授業は，生徒全員がより楽しさを感じ，より主体的になり，より高

い能力を身に付けるような授業となるのではないか。今後も，集団で学ぶという学校の授業でしか実現でき

ない協働学習の可能性について，さらに研究を深めていきたい。 

 

（文責 森  茂之） 
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理 科 

 

教科の本質に迫るアクティブ・ラーニング 
～汎用的なスキルの育成と思考力の深化～ 

 

附属函館中学校 金 子 智 和，田 中 幸 樹 

 

Ⅰ はじめに 

 

平成26年11月に文部科学大臣から「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」の諮問

があり，新しい学習指導要領等についての審議が進められている。その諮問の中で「アクティブ・ラーニン

グ」が大きくクローズアップされ，各所で研究実践が行われている。「アクティブ・ラーニング」とは，主体

的・協働的な学習であり，生徒自らの学びの本質を育む学習活動であると言える。また，今年度実施される

PISA2015において，協働学習からの問題解決が取り上げられるなど，主体的・協働的な学習がこれからの社

会で生き抜くための必要な資質能力を育む活動として捉えられていると言える。 

理科教育における主体的・協働的な学習は，現行の学習指導要領解説の目標の中にその意図が含まれる文

言が含まれている。１） 

自然の事物・現象に進んでかかわり，目的意識をもって観察，実験などを行い，科学的に探究する能力の基

礎と態度を育てるとともに自然の事物・現象についての理解を深め，科学的な見方や考え方を養う。 

また，「問題発見学習」や「問題解決型の授業」といった，「問題把握，予想，実施（実験・観察），結果，

考察，まとめ」などの一連の学習，小グループでの実験・観察・話し合いなどといった活動の中に，主体的・

協働的な学習を見ることができる。つまり，理科教育が培ってきた学習方法・学習形態をさらに深めていく

ことが，これからの社会に求められていることであると言える。 

 

Ⅱ 本年度の研究 

 

１． 教科の本質について 

本年度の大きな柱である教科の本質について，本校では現行の中学校学習指導要領解説理科編の目標より

抜粋し，以下の２点を設定した。１） 

① 科学的に探究する能力の基礎と態度 

② 自然の事物・現象についての科学的な見方や考え方 

教科の本質①として設定した「科学的に探究する能力の基礎と態度」とは，自然の事物や現象から問題を

見い出し，目的意識を持って実験・観察などを主体的に行い，得られた結果を分析して解釈することを指す

と捉え，これは高等学校の学習指導要領解説理科編の目標にある「科学的に探究する能力と態度を育てる」

２）につながる力として捉えている。 

教科の本質②として設定した「科学的な見方や考え方」とは，科学的な思考力を指し，事物・現象に対し

て科学的な言語・表現を用いて論理的・批判的な思考ができることとして捉えている。 
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２． 理科教育におけるアクティブ・ラーニングについて 

本校においてアクティブ・ラーニングとは「課題の発見と解決に向けて主体的・協働的に学ぶ学習」（総論

５頁）を指し，前節で挙げた教科の本質①である「科学的に探究する能力の基礎と態度」を育むための活動

のことであると考えられる。また，先行研究者である溝上慎一がアクティブラーニングについて「一方的な

知識伝達講義を聴くという（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，そこに生じる認知プロセスの外化を伴う。」３）と定義

しており，その場合の認知プロセスの次元（総論３頁）の中でも「４分析する」「５評価する」「６創造する」

といった高次の認知プロセスにおける外化を指すものと考えられる。本校理科教育で一昨年度から取り組ん

できた４Ｑｓを活用した学習方法４）も，主体的に問題解決を行い，認知プロセス「４分析」「６創造」を用

いて自らの考えを表現する活動であることから，アクティブ・ラーニングの１つであると考えられる。 

 

３． 理科教育における汎用的なスキル ～論理的な思考，批判的な思考～ 

前述した認知プロセスの外化は，科学的な事物・現象についてその原理原則について思考し，表現する活

動を行うことであると考えることができる。それらの行動は，理科学習の中で「推論」や「考察」，「仮説」

といった言葉で表されて，科学的な言語・用語を用いると共に，科学的な「根拠」を持って表現することが

求められる。そういった活動を繰り返し行うことで，教科の本質②である「科学的な見方や考え方」が育ま

れるものだと考えられる。 

また，この「根拠」に基づいて自らの主張や結論が成立していることを「論理構造」といい，根拠から主

張・結論を導く思考のプロセス，思考の道筋を「論理」という。つまり，根拠と主張・結論によって「論理

構造」が成立し，「論理構造」の中で根拠と主張・結論をつないでいるものが「論理」と言えるものである。

理科学習において「論理」を構築する活動を行う際には，帰納法や演繹法といった方法を一般的に用いてお

り，それらの方法で「論理」を構築する際に頭の中で整理・分析を行う。これを「論理的な思考」と位置付

ける。「論理的な思考」は，生徒の頭の中で行われている整理・分析といった活動そのものを指し，以下のよ

うな図１を用いて説明することができる。 

 

図１ 論理構造５） 

図１に示したような思考過程は，生徒の中に内在する思考の一片を表したものであり，生徒自身を評価す

る大切な材料と成りえるものであるとともに，学習全体の評価として扱うことができるものである。しかし，

その記述の中には，根拠と主張・結論の意味内容の差が大きく，納得性に欠けるものもある。これは自らの

思考を省みることができていない場合が多く，これらの改善が，より深い思考を養うものだと考えられる。

つまり，論理を構築したあと，内省的な思考を行うことができる活動を意図的に取り入れることが大切であ

ると考える。この内省的な思考は，ある思考に対して反証を試み続けることをいい，推測と反駁のプロセス

のことである。このプロセスを「批判的思考」と言い，この「批判的思考」を意図的に取り入れた構造を図
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で示すと以下のようになる。 

 

図２ 批判的な思考を含む論理構造（アーギュメントモデル） 

図２のような論理構造は，アーギュメントモデルと呼ばれ，スティーブン・トゥールミンによって提唱さ

れた議論や討論などで用いられる論理モデルであり，結論をより納得性のあるものへと導くために使われる

ものである。日本の理科教育において，アーギュメントの先行研究者である坂本美紀は次のように述べてい

る。６） 

『学習指導要領解説理科編』では，その条件として，実証性，再現性，客観性を挙げている。証拠に基づく

検証や批判を通して，理論や仮説を社会的に構築し更新していくことが，科学という文化の特性である。こ

のような認識から，現在の理科教育では，実験データや科学的原理を用いて論証を組み立てるアーギュメン

トの力が世界的に重視されている。 

アーギュメンテーションは，アーギュメントを社会的に構築するプロセスであり，一般的には複数の人々が

対立する主張について議論に取り組む。理科教育におけるアーギュメンテーション研究は，議論における子

どもの発言を，論証構造の観点からとらえる点を特徴とする。トゥールミンのアーギュメントモデルに基づ

き，主張・データ・論拠・反駁などの論証を構成する要素の観点からとらえようとする研究が多い。アーギ

ュメンテーションを理科の授業に導入することで，冒頭で述べた批判的思考の促進に加え，科学概念の理解

の促進，探究能力の発達，科学の認識論の理解，社会的実践としての科学の理解など，多様な学習効果が生

じることが示唆されている。 

坂本は，理科教育での批判的な思考の可能性を説くとともに，アーギュメントを用いた学習展開により汎用

的なスキルを身に付けることができると考えている。 

 

Ⅲ 教科研究仮説 

 

前章で述べたことをまとめ，次のような仮説を立てることにした。 

【 教科研究仮説 】 

アクティブ・ラーニングを取り入れた授業展開を行うことで，教科の本質に迫るとともに，汎用的なスキル

を身に付けることができるだろう。 

このような仮説のもと，仮説検証を行うことにした。 

 

Ⅳ 研究仮説に基づく実践例 

 

１． 教科の本質①「科学的に探究する能力の基礎と態度」の育成 

(1) 実践の概要 
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「科学的に探究する能力の基礎と態度」は，学習活動全般で育まれていくものであるが，生徒が主体的

に調査活動を行い探究する能力を伸長させる場を意図的に設定することは，時間的制約があり実施が困難

な場合が多い。もし調査活動を取り扱う場合は，各単元にある設定されている発展的な学習の時間を用い

ることも考えられるが，計画的に取り入れることは容易ではない。そこで，長期休業中の課題として生徒

が自ら設定したテーマで調査研究を行う機会を取り入れることとした。概要は以下の通りである。 

 自分の興味関心のあるテーマを設定する。 

 テーマについて実験・調査を行う。 

 実験・観察の様子をタブレットＰＣで撮影する。 

 撮影した画像や映像を，動画編集ソフトを用いて編集する。 

実践を行ったのは現 3年生が2年生の夏季休業からで，次のような流れでテーマ等を設定し実施した。 

時期 2年生 夏季休業 2年生 冬季休業 3年生 夏季休業 

テーマ 
「理科がわかる」「理科が楽しくな

る」動画リポートを作ろう 

「なるほど！！」と思える理科動画

リポートを作ろう 

「日常に隠れる科学的現象・事象を

探れ」動画リポートを作ろう 

テーマ設定

の意図 

自然の事物・事象に対する興味関心を高

めることを目的として，主体的に調査・

研究を行う態度を育むとともに，調査・

研究の基礎を身に付けさせる。 

動画を見てもらう対象者を小学生

と設定し，よりわかりやすく解説・

説明を行うために，科学的な表現を

工夫する力を育む。 

身近に潜む科学的な事物・現象に焦

点を置き，それらを論理的に説明す

るとともに，他者へ伝える手段を工

夫する力を育む。 

動画時間 30秒～1分 1分～1分30秒 1分30秒～2分 

(2) 実践の結果 

長期休業中に生徒が主体的に作成した動画を，協働的な学習へと広げていくために相互評価を取り入れ

た学習も行った。2年生「夏季休業」「冬季休業」の2回は，ワークシートを用いて評価を行った。（図３，

４）３年生の夏季休業後に，タブレットＰＣを用いての評価を行った。（図５）ワークシートを用いた評価

では，学習時間内での即時性を維持することが難しく，タブレットＰＣを用いたことでより効率的に評価

を行うことができると判断したからである。実際に授業中に互いを評価している内容や記述による評価を

すぐに確認できるとともに，さらに１対１での評価だったものが，学級全体，学年全体での評価の共有が

可能となった。実際に生徒が評価したデータは図６に示しておく。 

 

図３ ２年生 夏季休業 他者評価シートより 

 

図４ ２年生 夏季休業 自己評価シートより 
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図５ タブレットを用いた相互評価    図６ 生徒相互評価したデータ 

 

２． 教科の本質② 「自然の事物・現象について科学的な見方や考え方」の育成 

(1) 実践の概要 

前章で用いたアーギュメントモデルを用いて，教科の本質②についての育成を考え，実践の一例を示す。 

○ 単元名「生命の連続性」 

○ 単元指導目標 

科学的な言語・表現や科学的な見方，科学的な思考を使って，自らの思考を構造的に捉えながら学

習形態を意図的に変容させる中で他者からの意見を活用し論理的に表現する学習を通して，科学的に

探究する能力の基礎と態度を育てるとともに科学的な見方，考え方を養う。 

○ 指導計画（1章のみ） 

学習内容 指導内容 
時
間 

アクティブ・ラーニング 
（能動的な学習） 

○たまねぎの根の成長の様子から生物成長と細胞の変化につ

いて知る。 

○植物の根の成長は細胞の成長と，細胞分裂によ

るものあることに触れ，細胞分裂の様子につい

て図を用いて理解させる。 

１  

○たまねぎの根の細胞分裂のようすの観察し，レポートを作

成する。 

○細胞分裂を顕微鏡で見つけ，タブレットＰＣを

用いて撮影，細胞分裂しているところがわかる

ようにSkitchで編集し提出させる。 

１ 
顕微鏡による観察とレ

ポートの作成 

○受粉から受精，受精卵の成長の様子について知る。 

○植物の有性生殖と無性生殖について知る。 

○花粉管の成長の様子や，受精卵の成長の様子を，

図を用いて理解させる。 

○生殖細胞を必要としない生殖の存在を伝える。 

２  

○動物の生殖について，受精から受精卵の細胞分裂する様子

を知る。 

○カエルの受精卵の発生について，図を用いて理

解させる。 
１  

○有性生殖と無性生殖の特徴について知る。 

 

○有性生殖と無性生殖のそれぞれの特徴を元に，２つの生殖

について比較する 

○地球誕生からの生物の歴史にふれながら，それ

ぞれの生殖の特徴について理解させる。 

○既習事項を用いて，個別→ペア→全体と学習形

態を変容させながらアーギュメントを行わせ，

より深い思考をさせる。 

２ 
アーギュメントモデルを

利用した協働学習 

 
 
 

○ 本単元における研究のポイント 

［知識・技能］ 
を使 

って 
［学習活動］ 

を通して 

学ぶことで 
［資質・能力］ 

を身に 

付ける 

教科に固有の知識や 

個別のスキル 
 

アクティブ・ラーニング 

（能動的な学習活動） 
 教科の本質  

『科学的言語・表現』 

生殖，減数分裂といった言葉の

知識や，考えを論理的に表現す

る言葉 

 

○アーギュメンモデルにより，自ら

の思考を構造的に表現する。 

○個別の思考からペアとの協働に

よって，広い視野で思考を広げて

いく活動。 

 

科学的に探究する能力の基礎と態

度を育てるとともに科学的な見方，

考え方を養う。 
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『科学的な見方』 

実証性・再現性・客観性などで

説明される思考および判断スキ

ル 

『科学的思考力』 

事象を科学的にとらえ，論理的

に説明することができる能力 

 
認知プロセスの外化 

（見取りの手立て） 
 教科の本質を見取る評価  

 

○アーギュメントモデル学習プリ

ント 

○自分へのアドバイス付箋や疑問

付箋の活用 

 

○既習事項を用いて自らの言葉で

考えを表現し，それらに対し批判

的に見つめ考えを広げることが

できる。 

○学習プリントに書かれている文

章や，アドバイスなどが書かれた

付箋から，科学的な見方ができて

いるか判断する。 

 

 
学習への深いアプローチ 

（評価） 
  

  

○自らの論理的な説明に対し批判

的に見つめ，科学的な見方や考え

方をすることができる。 

○自他の考えを照らし合わせて的

確なアドバイスや疑問を書いた

り，それらを活用することができ

る。 

  

 ○ 学習活動の工夫 
① 教科に固有の知識や個別のスキルに関するものの定着を図る学習指導の工夫 

○科学的な言語使用した一問一答を行い知識の定着を図るとともに，それらを活用し説明する機
会を設けてきた。 

② 教科の本質(教科ならではの見方・考え方など)に迫るアクティブ・ラーニングによる学習指導の工夫 
○今まで意識的活用させてきた科学的な思考を深めていくために，アーギュメントモデルという
思考方法を活用し，自らの考えを論理的に表現するとともに，それに対し批判的思考を持つこ
とのできるワークシートを使用している。 

○批判的思考は高次の認知プロセスを使用する活動であるため，それを手助けするために他者へ
アドバイス・疑問を付箋で伝える方法をとる。 

③ 教科の本質の理解を見取る評価方法の工夫 
○個々の思考のつながりを，アーギュメントモデルを利用して見取ることができる。 
○他者に対するアドバイスや疑問にも科学的な見方や考え方が活用されているか見取ることが
できる。 

○ 本時案 
Ａ 題材  有性生殖と無性生殖ではどっちが有利か 

Ｂ 学習目標 

有性生殖と無性生殖のそれぞれの特徴を踏まえ，分析的，総合的に考察し問題を解決するとともに，
科学的言語を用いて自らの考えを表現することができる。【科学的な思考・表現】 

Ｃ 学習の展開 

学習活動 教師の働きかけ 
●指導上の留意点 

◇評価規準（評価方法） 

○前時の学習を想起する 

 

 

 

○生命が誕生してから起こりえた環境の変化

について確認する。 

 

○学習課題を確認し，『②結論』を決める（個） 

 

○前時の学習を元に自分の『②結論』に対し，

根拠を持って『③理由』を考える＜論理的思

考＞（個） 

○『③理由』に対する『④反論』を考える＜批

判的思考＞（個） 

 

○ペアでプリント交換しアドバイスや疑問を

付箋に書き貼り付ける（ペア） 

○付箋の内容についてお互い情報交流をする。 

○ペアからのアドバイスや疑問・情報交流を元

に『④反論』に対する『⑤回答・理由』を考

える（個） 

○有性生殖と無性生殖の特徴を確認させる 

 

 

 

○2年時の学習内容を確認する。 

△気温，気候の変化 

△生活環境の変化  etc 

○自分なりの根拠を持つことができるよう，机

間指導を行う 

 △環境の変化に対応できるのはどちらか。 

 △安定して親の形質を伝えられるのはどちら

か。  etc 

○自らの考えに対し，外からの意見を取り入れ

ることで思考の広がりを持てるように促す。 

緑…アドバイス 

青…質問・疑問 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇自らの結論に対して科学的言語を用いて，論

理的に表現することができているか。（プリ

ント③） 

 

 

◇他者の考えに対し，科学的な見方で意見を表

現することがでているか。（プリント④・付

箋） 

 

 

 

 

 

 

有性生殖と無性生殖のどちらが、これからの地球環境において有利か？ 
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○交流する（全体） 

交流後に再度，どちらが有利かについて考

え，理由を書く。 

○それぞれの生殖の特徴や長所・短所があるこ

との理解を深めるように促す。 

◇自らの考えや，他者からのアドバイスや疑問

に対して科学的に意見を述べることができ

たか。（プリント⑤） 

(2) 実践の結果 

２年生の単元「動物の世界」の中で学習した，地球誕生から地球環

境の変化と生物の変遷の知識や，本単元で学習した有性生殖と無性生

殖の生殖活動のしくみとそれぞれの特徴，また生活知として得ている

地球温暖化といった地球が抱えている問題などの科学的な言語・表現

を用いて，有性生殖と無性生殖のそれぞれの優位性を論理的に述べる

場面を設定した。また，新たな知識として導入の部分においては，生

殖異常を引き起こすとされている環境ホルモンについての説明を行っ

た。 

「③理由」を考える場面では，生殖に性が異なる固体が必要な有性

生殖と，単一固体で生殖が可能な無性生殖の子孫の残す確率を踏まえ

て論を展開する生徒や，地球環境の変化に適応する能力の高さなど，

今までに得た教科固有の知識を用いて根拠を示しながら自身の結論を

構築する様子が見られた。「④反論」の場面では，自身の結論とは逆の

立場で考えることが苦手な生徒が見られ，表現に苦慮する様子が見ら

れた。その後のペア交流においては，パートナーからのアドバイスや

指摘・質問を受けていく過程，不明瞭であった自身の論理への批判が

広がる様子が見られた。特に，異なる結論を設定した生徒のペアでは，

付箋に書かれた内容に対して直接議論を交わす場面も見られ，より主

体的， 

 

協働的な活動を行うことができた。「⑤反論に対する回答」では，ペア学習の中で得た科学的な言語・表現

を用いてさらに根拠を持って論理を組み立てる様子が見られた。その後，全体交流では有性生殖側，無性

生殖側それぞれから１名ずつ考えの発表を行った。自分と同じ結論についての論理に頷く生徒や，他者の

意見を聞いて新たな発見をすることができた。 
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図６ 授業で使用した学習プリント 

 

 

Ⅴ 仮説の検証 

 

教科研究仮説，「アクティブ・ラーニングを取り入れた授業展開を行うことで，教科の本質に迫るとともに，

汎用的なスキルを身に付けることができるだろう」について検証する。 

まず，教科の本質①「科学的に探究する能力の基礎と態度」については，生徒の作成した動画リポートの

内容から検証を試みると，次のような傾向が見られる。 

・テーマの設定が容易にできる実験から自らの疑問を解決したいものへと変容していった。 

・動画内で使用される科学的な言語・表現が豊かになった。 

・根拠を示しながら，順序立てて説明することができるようになった。 

・自分の考えを相手にわかりやすく伝えるための工夫が見られた。 

・より複雑な実験操作が必要な課題へと変容していった。 

以上５点から，自然の事物や現象の中から，「なぜ」「どうしてだろう」と感じる事柄に対して，自ら実験・

観察を行い，さらにそれに対して分析し，根拠を持って論理的な説明ができるようになったと言える。 

次に，教科の本質②「自然の事物・現象について科学的な見方や考え方」については，実践例にあるアー

ギュメントモデルを活用したことで，自らの論理を整理できるとともに，その論理に対する内省的活動を意

図的に行うことで，より深い科学的な見方や考え方ができるようになったと言える。また，ペア学習などの

アクティブ・ラーニングを取り入れた学習を行うことで，生徒の使う科学的な言語・表現が豊かになるとと

もに，思考に広がりが現れ，より科学的な思考・表現が可能となったと言える。さらに，前述の動画リポー

ト課題内でも，繰り返し行うことでより論理的な説明をすることができてきたことから，科学的な見方や考

え方が育てられたと言える。 

最後に平成26年度・平成 27年度の１学期授業アンケートから検証を行う。授業評価では４（よくあては

まる）～１（全くあてはまらない）のなかから数値を選ぶこととなっている。調査を行ったのは，実践を行

った現３年生の１学期の授業評価と，同じく現３年生が２年生のときの１学期の比較を行う。数値はアンケ

ート結果を生徒１人の平均授業評価を示している。「わかる授業が多かった」が＋0.22ｐ，充実した授業が多

かったが＋0.08ｐとともに，上昇が見られた。これは，理科に対する興味関心が伸長したことの要因として

捉えることができ，またそれにより科学的な思考を深める力が身に付いてきたであると考えることができる。
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もちろん，これらの情報からだけでは，教科の本質にせまるとともに汎用的なスキルが身に付けることがで

きたかの証明として不十分であると考えている。特に論理的な思考や批判的な思考といった汎用的なスキル

については，比較検証するための教材開発が今後の課題であると感じている。 

わかる授業が多かった 充実した授業が多かった 

26年度１学期 27年度１学期 26年度１学期 27年度１学期 

3.26 3.48 3.38 3.46 

＋0.22 （119名で実施） ＋0.08 （117名で実施） 

表１ 平成26年度・平成27年度１学期授業評価の結果から抜粋 

 

Ⅵ 成果と課題 

 

本年度の研究を通して，次のような成果が得られた。 

○ アクティブ・ラーニングを行うことで，学び合いの場を多く設定することができ，それにより生徒一人

ひとりの学びが深まり，教科の本質にせまることができた。 

○ アーギュメントモデルを用いることで，生徒の思考をより明確に表すことができるとともに，論証が必

要な場面での思考ツールとしての価値を見いだすことができた。 

次に課題を挙げる。 

● 汎用的なスキルである論理的な思考や批判的な思考が育成されていく過程を見取ることができる評価方

法を研究・実施していきたい。 

● 教科を横断する資質・能力である汎用的なスキルの育成をさらに意識して授業に取り入れていきたい。 

● アーギュメントモデルを活用した実践を，全学年で行い発達段階での論理的な思考の変容について調査

研究を行い，理科教育におけるアーギュメントモデルの活用の有用性を見出していきたい。 

 

（文責 金子 智和） 
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美 術 科 

      

学びの深まりが自覚できる 

美術の学習指導を目指して 
～美術科における汎用的な資質･能力の育成～ 

                           

附属函館中学校 冨 尾   拓 

 

Ⅰ はじめに 

 

21世紀の急激な社会の変化に対応するべく，次期学習指導要領の改訂の動きが見えはじめている。その一

つが「資質･能力」という概念である。「何を知っているか」をめざす教育から，「何ができるか」と問う教育

に転換していくというものである。学習評価においてもこれまでの観点である「関心・意欲･態度」から「主

体的に学習に取り組む態度」に焦点を絞った指導をするべきであると明示され，知っていることを使い，ど

のように社会と関わっていくかなどの能力を育むアクティブ・ラーニングの在り方が取りあげられている。

近年着目されてきた各教科における言語活動の充実やキャリア教育も，こうした能力を培うために，重要な

要素としておさえることができるだろう。 

これまで本美術科では，調和のとれた人間形成のために美術教育が果たす役割を強調し，美的情操の教育

が道徳の基盤であり，感覚の陶冶が様々な分野での創造への基盤であることなど，美術教育の意義を見つめ

てきた。21世紀を生き抜く子どもたちにとって，次に起こる問題に対応するための知識や技能を，他者と協

力しながら創造し，ともに学び続ける態度の育成において，美術科が果たす役割は大きいと考えたからであ

る。 

新たな教育課程や「めざす姿」の実現に向け，美術科ならではの見方や考え方，固有の知識･個別スキルな

どの視点を示し，いま一度，教科の本質にせまる学習活動の展開を模索していくことの重要性を感じる。 

そこで，生徒自身の主体的な問題解決能力に焦点をおき，その探求過程の中で，これまで培った知識や技

能を「使える」ものに変換する資質･能力として深く思考する･的確に判断する，適切に表現する力の育成に

取り組み，本校の研究でもある「21 世紀型の学力」が目指す資質･能力の育成に寄与する新しい美術科授業

モデルの追究をしていきたい。 

 

Ⅱ 研究の経過 

 

 「学びの深まりが自覚できる美術の学習指導を目指して」と主題を設定し，これまで３年が経過した。ま 

た副主題については以下のようにおさえながら，研究の方向性を定めてきている。 

1年目 「試行錯誤の跡を可視化する取組」 

2年目 「思考･判断し，表現する力に関する評価の工夫」 

3年目 「各教科･領域を横断した,創造的な思考力の育成」 

こうした検証過程において生徒から表出された自己表現に変化が見られ始めている。図１に示した作品は， 

第1学年で行った「赤いひもと白いひもをもった手」の演習作品である。2点の作品は同一生徒による制作 
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である。生徒自身の表現したい内的な思い（なめらかで動きのあるダイナミックなひも）とこだわりたい技 

法（色幅や質感・対比と構図）への助言を行い，生徒の課題発見や問題解決への支援を行った例である。演 

習を終えた生徒の感想からは次のようなものが得られた。 

『今まで描いたひもの中で最もしなやかで自然な感じのひもに仕上がった。前回の作品では赤いひも白い

ひもそして手がばらばらな印象でしたが今回描いたものは全体が絵にきれいに溶け込んでいるようで

心地よい感じがする。』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 生徒の表出された表現に演習と助言を行った例 

 

これらの取組は，表現のための「演習」を取り入れ，自由な表現の中に指導者が意図的に色数や場面の限 

の設定をする機会を取り入れたものである。この制限によって生徒の表出された探求過程がより焦点化され， 

生徒自身による課題発見や問題解決の場面において，指導者のねらいと生徒の思いがピンポイントで共有さ 

れはじめた結果であるととらえることができる。各々の生徒の表現活動における必要に応じたアドバイスを 

重ねることで意識や技術の向上がみられた。いかに指導と評価の一体化を図り生徒の見えにくい学力を共有 

して適切な方向性を定めるかという視点を大切に学習活動を展開してきた成果であると考える。 

昨年度は，思考力の育成として，６つの認知プロセスを意識した学習活動を行った。思考力の高まりを期 

待するためには，本校が考える「21世紀型の学力」の階層を参考に「感じる力」（感性・共感・モチベーシ

ョン・意欲・意思力・積極性）の育成が必要であると考えた。思考力を，五感を働かせ，美術的な感受を基

に，試行錯誤や努力，啓発などによって新たな考えや手立てを生み出すことができる能力（創造的な思考力）

とおさえ，自らの課題を発見し，問題解決する力の育成を基軸として，実践に取り組んだ。実践にあたって

は，深い思考（創造的な思考）をするためには安心感の持てる場面や環境の設定が必要であると考え，授業

の中にエンカウンターの要素を取り入れた。共感を主軸とした教室内環境の設定を心がけて授業をすすめる

ことで，生徒同士の良好なリレーションづくりを重視し，生徒一人一人の役割と居場所を確保した課題の設

定や学習形態の工夫を図った。さらに，ワールドカフェスタイルの話し合いを取り入れ，話し合いの場が「共

感」という雰囲気を大切に意見の交流をする場所であることを前提として生徒に共通理解させてきた。こう

した空間設定によって，生徒相互の信頼感を醸成し，安心して自己開示できるための土台づくりを進めてき

た。そして，自分の考えや価値観を積極的に主張する深い思考に基づいた話し合いを目指した。また，段階

を追った思考力の向上を期待し，美術科における基礎的な知識の整理と定着を心がけ，ＩＣＴの活用等によ

り「調べる力」「情報にアクセスする力」を高めながら，自ら分析や評価をさせる場面を設定した。こうした

取組を教科を横断して実践することで，美術科の求める自己表現へとつなげることができた。共感をテーマ

とした環境の中では，安心感と自信を土台として考える力を深め，仲間との交流からさまざまな角度の視点

を取り入れた判断が可能となった。結果，問題解決に向けて判断の根拠がしっかりとしたものが増え，様々
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な価値観を共有することができ，生徒は自己表現への明確なビジョンを持って学びの深まりを感じ始めてい

る。こうして高まった創造的な思考力が他の教科や教育活動での創造への基盤として広がりはじめているこ

とを実感できる。 

 

Ⅲ 本年度の研究 

 

１．  研究の方向性 

本年度の研究は，研究主題「学びの深まりが自覚できる美術の学習指導を目指して」を継続し，副主題に

ついては本校の研究主題「今，求められる「21世紀型の学力」の育成を目指して」及び副主題「アクティブ・

ラーニングによる学習への深いアプローチ」を踏まえ，「美術科における汎用的な資質･能力の育成」とした。 

昨今、これからの21世紀の教育課題に対応した新たな教育課程の必要性が掲げられている。同時に「他者

と協働しながら価値の創造に挑み,未来を切り開いていく力を身に付ける」といった「めざすべき姿」が示さ

れる中,新たな課題に対応した美術科としての「育成すべき資質･能力」の確認とそれらを育むための「学習・

指導方法」「評価」等の改善の在り方が問われている。そして，課題の発見と解決に向けて主体的・協働的に

学ぶ学習やその指導の方法等を充実させていくことが求められている。 

「21世紀型の学力」については，本校では「社会を生き抜く力を備えた，未来への飛躍を実現できる人材

としての資質や能力」と定義し，文部科学省が提唱している「確かな学力」を包含するものであるとしてい

る。美術科として社会を生き抜く力は，土台となる「感じる力」の上に「考える力」「発信する力」が重なり，

下の力が上の力を支えるものとして考えている。そこには情意面での確かな支えが「考える力」を安定させ，

思考力，判断力，課題発見能力，問題解決能力，知識・技能の理解・習得を向上させるものと思われる。そ

うして培った力を発信していくことで自立・協働・創造を図るための能動的・主体的な力を身につけてさせ

ることができると捉えてきた。 

これまでの取組を踏まえた上で，「21世紀型の学力」を育むべく，本美術科において，身につけさせる資

質･能力と教科等を横断する汎用的な資質・能力をどのように育成していくかについて，今年度も創造的な思

考力を窓口に，一連の過程における効果的な判断力を高める場面,自らの考えや思いを表現する場面における

学習指導の工夫と指導法の改善に取り組んでいきたい。そこで教科指導の中では生徒が美術に親しみながら

自らの課題に気づき，その問題解決における，これまで身につけてきた知識・技能を活用した探求過程に焦

点を置くことで，美術科における学びの深まりを実感させる取組を進めたい。 

 

２． 教科研究仮説  

 

本年度の研究主題は「学びの深まりが自覚できる美術の学習指導を目指して」，副主題は，「美術科におけ

る汎用的な資質・能力の育成」である。これと本校の研究仮説「アクティブ･ラーニングによる学習への深い

アプローチを図ることで，生徒は「教科の本質」に迫るとともに「21世紀型の学力」を身につけることがで

きるだろう。」を基に，美術科の本年度の方向性を踏まえ，仮説を「主体的･協働的な学習活動を意識した問

【教科研究仮説】  

主体的･協働的な学習活動を意識した問題解決的な学習活動は，美術科における，美的（感性）， 

造形的表現を養うとともに，教科等を横断する汎用的な資質･能力を高めることができるだろう。 
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題解決的な学習活動は，美術科における，美的（感性），造形的表現を養うとともに，汎用的な資質･能力を

高めることができるだろう。」とした。美的（感性），造形的表現を養うことは美術科における教科の本質に

迫るものである。また，汎用的な資質･能力のおさえとしては，問題解決，論理的思考,創造的思考,コミュニ

ーケーション能力，チームワークなどの,主に認知や社会性に関わる能力や,意欲や意思力などの情意に関わ

る能力,メタ認知（自己調整や内省，批判的思考等を可能にするもの）などがあげられ，本校研究の「21 世

紀型の学力」に相当するものであると考える。 

（１）美術科における教科の本質 

   本来，美術教育の目的は「芸術･美術を通しての教育」であり，子どもの人間形成と発達，美的発達

と人格の発達に関わる「感性的認識と自己表現・自己実現」を図るための教育である。生涯学習の視点

に立てば，表現し鑑賞することを生涯にわたって喜びとして楽しめる感性豊かな人々の育成と豊かな文

化的社会を目指すこととなるだろうか。このように美術の在り方をとらえると，美術教育は，人間形成

の機能や美術の本質，社会的役割･効用が授業によって実現されている。そこから，本美術科として教

科の本質を次のようにとらえている。 

①美的（感性），造形的表現・創造 

    表現活動や鑑賞活動を美と創造という観点から追求していく学習を通して，五感を働かせた， 美

的活動への関心（感動）と造形的表現への基礎的感覚（喜び，充実感，成就感，満足感，自己肯定

感，自信，自己挑戦，強い意志）・創造への基礎的な能力。 

②文化･人間理解 

我が国の伝統や文化を受け止め，そのよさを継承･発展させるための教育を通して，異なる文化や歴

史に対する理解と敬意をはらい，人々と共存して，よりよい社会を形成していこうとする態度。 

③心の教育（情感豊かな心） 

創造的な体験の中で感性を豊かにし，美術の基礎的な能力を伸ばし，美意識を高め，自己の世界と

して意味づけをし，自らの夢や可能性の世界を広げていく，豊かな情操。 

（２）美術の基礎的な能力 

美術科教育は,学校教育において，学習指導要領の目標が掲げられ，主体的な学びと基礎･基本の徹底

が示されており，この目標の達成度を評価することを考慮して「基礎･基本」をとらえると，子どもそれ

ぞれの自己表現を個々の個性や心情の動き,発達観をもって寄り添い，引き出し，さらに深化させるため

の多様な表現の手立てを獲得させていくことになる。 

①心情・意欲・態度 

②感じ取る力，想像力,発想し構想する能力，創意工夫し，[美しく・創造的に]表現する能力 

③鑑賞の能力 

（３）教科の本質に迫る主体的・協働的な学習活動(深い思考) 

多彩なアイデアを調整し共通の目標を達成するために，責任を分かち合い，引き受け，互いを尊重し

ながら譲歩するために，効果的に協働する場面を取り入れた学習活動を取り入れる。その学習活動の視

点は，以下のキーワードを基本として活動する。 

協働する・・ 明確に意思疎通する 他者と創造的に行動する 変化することに適応する 他者と効果的に関われる  

多様なチームで効果的に活動する 他者をガイドしリードする 他者に対して責任を持つ 

分析する・・ 原因と関連づける 中心となる考えを理解する 効果的な理由付けをする 

評価する・・ 振り返る 判断や決定をする 本当にそうなのかと考える 

創造する・・ 離れた問題に適用する 仮説を立てる 説明する 身近な問題に適用する 論じる 関係づける 創造的に考える 
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実際の活動や互いのやりとりを介した効果的な学習形態を工夫することや，教科の本質に迫るために，

学んだ知識や技能を活用する場面を設定することを基に，美的能力の発達・成長や「表現と鑑賞」の深

化と拡がりをもたせることが求められる。 

 

３． 研究のねらい  

 本研究のねらいは，美術科としての教科の本質に迫る上で美術的な感受を大切にした適切な題材の開発と

効果的な指導方法の確立を図ることである。そのための具体的な方策として，主体的･協働的な学習を設定し，

仲間とのイメージの共有がされやすい共同制作の授業形態を取り入れていく。また，話し合い活動の中で問

題解決や論理的思考といった教科等を横断する汎用的な資質・能力を高めるために，より身近で現実性のあ

る地域素材を取り入れた課題設定を提示し，生徒の内発的動機を高め，他の分野への視点の拡がりを期待す

る。さらに，教師の示す課題をグループ内で協力し，これまで身につけた基礎的な能力を認知プロセスを窓

口に深め，的確な判断をするための課題発見能力や問題解決能力，創造力，論理的思考力，批判的思考力，

メタ認知等といった力を高めさせていく。そこから適切に表現する力を育成していく。この一連の学習過程

が美術科としての教科の本質に迫るものとなり，21世紀に必要とされる力の育成につながるだろう。 

  

Ⅳ 研究仮説に基づく実践例 

 

１． 主体的･協働的な学習活動を意識した問題解決型の共同制作 

 教科として重視している生徒の課題発見や問題解決における効果的な判断と自己表現する一連の過程との

関わりから情報を取捨選択し，知識の想起や要約を行い理解を深める過程を経て，教科の本質である美的（感

性），造形的表現を養うための，気づきや疑問をさらに分析し，問題を解決させる場面を設定し，実践にあた

った。概要は次のようなものである。 

(1) 題材名 『楽しく伝える』～愛情たっぷり函館弁当～ （第１学年） 

○題材について 

本題材では，北海道新幹線の開業を目前に控え，私たちの街【函館】 

に着目し，企画商品（駅弁）を開発する取組を行うものである。地域 

素材を使った内容構成や観光地函館をＰＲするパッケージデザインな 

ど，生徒自身による課題発見を促し，分析させながら，イメージを形 

にするプロセスを共同制作で追究していく。 
○題材の指導目標 

①自らの考えや思いを表現していくステップから美の秩序や構成の基本・表現方法を理解し，主体的に

取り組みながら，興味や関心をさらに深めている。        【美術への関心・意欲・態度】 

②発想を大切にしてふくらませ，形や色のもつ色彩を効果的に使って自分たちの主題が美しく表現でき

るように構想を練っている。                      【発想・構想の能力】 

③計画的・段階的に表現し，形や色彩表現などの表現方法を工夫し効果的に制作している。                        

【創造的な技能】 
④自他のイメージや構想を互いに批評し合うことにより，互いの良さや個性を理解し合っている。                      

【鑑賞の能力】 
○汎用的な資質・能力に関わって 
学習課題に対して過去の記憶の再生による解決だけに頼るのではなく、認知の変化を意識した解決を

目指すものである。共同制作という学習形態を利用し，認知プロセスによる分析・評価・創造といった
過程から，思考力の育成を目指したい。「思考力を育むための主な認知プロセス」については、他者への
プレゼンテーションを通じて，「４分析」のための思考として「②整理③原因解明」を自分なりに行い，
問題解決のための「５評価」を体感させ，他者と共有させることで基礎的な能力の定着と創造的な思考
力の育成を図り，課題発見能力，問題解決能力等の汎用的な資質・能力へ転化させていく。 
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○指導計画（１２時間扱い・・・・本時１１／１２） 

学習内容 指導内容 時間 主な認知プロセス 

○出会う 鑑賞プロダクトデザインを斬る 
・題材と学習課題の理解 
・お気に入りデザイン発表会 

テーマを基にした話し合いを行い，自分なりの価値観を
仲間と共有し，考えを深める。 

※プロダクトデザインの理解・ユニバーサルデザイン等 
１ 

２理解①解釈 
２理解④要約 
２理解⑦説明 

○広げる 商品開発企画会議をしよう１ 
商品企画部門 

① 仲間と発想を広げる演習 
Step1 論理力 
Step2 発想力 

② 商品コンセプトの磨き上げ 

① ワールドカフェスタイルの話し合い活動を理解す
る。・物語の創作（月 姫 竹 狼） 

② イメージ素材やワークシートを基に発想のた 
めの基礎・基本を理解させる。 

③ ベネフィット・ターゲット・シーンの発想 

２ 
２理解①解釈 
２理解④要約 
２理解⑤推測 

○高める 商品開発企画会議をしよう２  
デザイン技術部門 

① 仲間と技術を高める演習 
Step3文字 
Step4 配色 
Step5 レイアウト 

② 商品本体の開発 

① 商品開発のプロセスについての理解（クロスファン
クション等）を深め，それにかかわるデザイン技術
を高める。 

② パッケージ（中身・容器・包装）のイメージをデザ
インする。 

３ 
２理解①解釈 
２理解④要約 
２理解②例証 

○深める 商品開発企画会議をしよう３ 
プロジェクトチームの結成 

① 仲間と表現を深める演習 
    Step6 コミュニケーション 

① コミュニケーション手段についての理解を深め，商
品に対するブランド・ネーミング・キャッチフレーズ
案を発想する。 

１ 
２理解①解釈 
２理解④要約 
２理解⑦説明 

 ○創る 商品開発プレゼン用資料の制作 ① 商品開発におけるプレゼン用資料の検討と制作。 ３ ６創造①発案 

○探る 商品企画校内プレゼン 
① 各プロジェクトチームの中間プレゼンから競合品と
の比較評価を行う。 

１ 
本時 

５評価①確認 

○まとめ プレゼンの分析 
・各班の表現の工夫を理解し，作品のよさやおもしろさ
を味わうことで表現の整理と振り返りをする。 

１ 
 

４分析③原因解明 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

❶ 

❹ 

❷ 

❸ 

パワーポイントによる資料と模型を基に，自分たちが開発した

商品についてプレゼンテーションを行う。各班「企画の狙い」・

「コンセプト」・「メリット」等共通の視点を与えることで，鑑

賞の際，比較や共通点を見つけやすい。中間プレゼンでは，他

班の発表を，批判的思考を基に，鑑賞させ自分たちの班の発表

を分析させる。 

図２パワーポイントによるスライド（生徒作成） 

 

持ちよったデザインのよ

さについて，効果的な理

由付けをする 

多様なチームで効果的

に活動し他者と効果

的に関われる 

説明する 判断や決定をする 

他者と創造的に活

動する 
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○ 本時案                      

１ 題材 「楽しく伝える」～愛情たっぷり函館弁当～ 

  ２ 学習目標 

・他の班の発表に関心を持ち，主体的に見方や理解を深めようとしている。 【美術への関心・意欲・態度】 

・感性や想像力を働かせて，他の班の発表から，意図などについて理解や見方を深めている。                               

【鑑賞の能力】 

  ３ 学習の展開 

学習活動 教師の働きかけ 指導上の留意点 

○学習内容を確認する。 

  

 

○各プロジェクトチームの発表を行う。 

   ・チームリーダー（１）（全体発表） 

   ・デザイナー（１）（デザイン説明） 

   ・記録担当（１）    （記録）  

・広報担当（１）    （撮影） 

 

 

○代表チームプレゼン（１チーム５分） 

・３チームが同時発表 

・残り６チームはプレゼン分析 

○インタビュー・分析時間（３分） 

○続いて２回目プレゼン・３回目プレゼン 

○発表後，各プロジェクトチーム戦略会議 

   ・付箋を並べる。 

○分析・振り返りを発表交流（抽出チーム） 

 

○本時のまとめをする。 

○本時の学習目標を伝える。 

 

 

○発表場所を確認させる。 

 

 

 

 

 

 

○発表内容について,疑問点や気づい

たこと等のメモをとらせながら聞

かせる。 

 

○付箋を基に，意見交換させる。 

○付箋を基に，考えが深まったことや

広がったことを自分の言葉で分

析・改善させ,発表させる。 

 

 

 

◆それぞれ一人ずつ役割を持たせる。 

 
◆自分たちの考えが効果的に伝わるプ 

 レゼンを検討させる。 

 

 

 

 

 

◆発表を聞きながら生まれた疑問を付 

箋に記入させる。 

 ・効果的な部分・疑問部分 記入 

 ・話し合いの分析結果をタブレットに記

録させる。 

◆重要度や関連性で付箋の広げ方を工夫

させる。  

◆広報担当に映像をアップロードさせる。 

 

(2) 題材名 『立体マンダラ [白い塔編] 』〔(1)(3)感じたことや考えたことを表現する活動〕（第2学年） 

○題材について 

本題材はこれまでも取り組んできた内容である。マンダラは，「聖なる輪」を意味する言葉で，今から

1500 年くらい前にインドで生まれたものである。マンダラは秩序正しく幾何学的に構成された画面に，

地・水・火・風・空といった宇宙の根源的な要素を表す「象徴」（シンボル）が配置され，「自己」と「世

界」との調和や統合，広がりといった古代の人々の思想観が込められている。このマンダラの要素を利

用した立体作品の共同制作を通して，統一や変化などの美の秩序や構成の基本を学び，部分と全体の関

係や光と影や形を通じて自分の思いや考えを表出させることの面白さを体感させることをねらいとして

いる。これまで制作におけるグループによる話し合い活動において，アクティブラーニングによる学習

商品開発 創造的なプレゼンで， 想像力を豊かにし，新しい発見をしよう。 

 

 

 



- 71 - 

 

指導を積極的に取り入れ実践に当たっている。 

○指導計画（12時間扱い……本時１／12） 

学習内容 指導内容 時間 アクティブ・ラーニング 

○出会う 

鑑賞：題材のオリエンテーション 

・諸外国の文化や思想を理解し，マンダラを観

賞し，表現の工夫や構成の効果を感じ取る。 

○視覚的に伝えるメッセージの魅力を味わわ

せ，諸外国の色彩感覚や構成の工夫などを感

じ取らせる。 
 
 

０．５  

○広げる 

表現：テーマの構想 

・「地・水・火・風・空」というテーマから条件

をふまえて自分が表現する内容を発想し，構

想のアイデアを考える。 

○テーマに合った表現のイメージを発想 

し，形や色のもつ色彩や素材，空間の構 

成を効果的，総合的に構想させる。  
 
 

０．５ 

 

協働学習 

（理解） 

○深める ※共同制作 

表現：「立体マンダラ」 

・グループ内で自分の考えを伝え合い，構想を

練り直し，空間の構成を効果的，総合的に構

想する。 

○他と協力してテーマに沿った空間を構成す

ることができるように，自分らしい発想を広

げさせる。   
 
 

1 
協働学習 

（分析） 

○創る※共同制作 

表現：立体模型の制作 

・自分たちの思いやコンセプトを表現するため

に，形や色彩，素材を工夫して制作する。 

○自分のイメージに合った材料や技法を 

自分なりに工夫させながら，コミュニケ 

ーションや批評をし合い，表現したかっ 

たイメージを感じ取ったり，互いのよさ 

や個性を理解させる。 

8 
協働学習 

（実施･分析） 

○伝える 

鑑賞：プレゼンテーション 

・作品を発表し，鑑賞し合う。 

○発表を通じて，立体表現に興味・関心をもた

せ，そのよさや美しさ，情感，雰囲気などを

感じ取る感性を高めさせる。 
 
 

1 
プレゼンテーション 

 （報告･評価） 

○学校研究との関連について 

＜本単元における研究のポイント＞ 

［知識・技能］ を使
って 

［学習活動］ 
 

を通して学ぶ
ことで 

［資質・能力］ を身に
付ける 

教科に固有の知識や個別
のスキル 

 アクティブ・ラーニング 
（能動的な学習活動） 

  
 

教科の本質  

・〔共通事項〕（１）ア・イ 
・美の秩序･構成の基本 

・プレゼンテーション能力 
・発想の深め方 

・美術文化の継承と創造 

グループでのテーマ追究
をによる協働学習 
理解：比較する 評価：批評する 

分析：整理する 創造：制作する 

「題材の目標」 
 に同じ 
 
 

認知プロセスの外化 
（見取りの手立て） 

教科の本質を見取る
評価 

 ワークシート〔過程〕 
エスキース 
作品 
協働学習観察 
学習への深いアプローチ（評価） 

分析内容を交流しなが 
ら，制作へ向けての試行 
錯誤の経過が見られる。 
・共通点や相違点・主体的 

・探究心・根拠・自分の価値意識 

「題材の評価基準」
に同じ 
 

 
 

原理と関連づける

比較する 

多様なチームで効果的

に活動する・効果的な理

由付けをする 

協働する・創造的に

考える 

振り返る・中心とな

る考えを理解する 
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Ⅴ 仮説の検証 

 

本科の研究仮説「主体的･協働的な学習活動を意識した問題解決的な学習活動は，美術科における，美的（感

性），造形的表現を養うとともに，教科等を横断する汎用的な資質･能力を高めることができるだろう。」を本

校研究の２つの観点に沿って実践例を基に検証する。 

 

１. 「教科等の本質」に迫るアクティブ･ラーニングによる学習指導及び評価の工夫･改善 

本科では，「教科等の本質」にせまるため，生徒の主体的な問題解決能力に焦点をおき，その探求過程の中

で，これまで培った知識や技能を活用し，深く思考する･的確に判断する，適切に表現する力の育成に取り組

んだ。具体的には，一連の学習過程の中に意図的･計画的に，五感を働かせ，感じ取ったことを基に，自ら課

題を発見させる場面や習得した基礎力にあたる知識･技能を活用して問題を解決させる場面を設定した。以下，

実践例の中での学習指導における工夫や改善から分析をしていく。 

(1) 演習とプロジェクト学習 

学習指導要領の総則の第１章「教育課程編成の一般方針」によると，「基礎的･基本的な知識及び技能を

確実に習得させ，これらを活用して課題を解決するために必要な思考力，判断力，表現力その他の能力を

はぐくむとともに，主体的に学習に取り組む態度を養い，個性を生かす教育の充実に努めなければならな

い。」と示されている。さらに，このような教育の充実のために，言語活動の充実を図ることが示されてい

る。また，総則の教育課程実施上の配慮事項の（２）には，「体験的な学習や基礎的･基本的な知識及び技

能を活用した問題解決的な学習を重視する。」と示されている。以上のことから，本美術科では，「活用」

を「問題解決的な学習において，既習の知識･技能と関連させて思考し，主体的に問題を解決する力」とと

らえ，教科の本質に迫る手がかりとした。そこで授業では，①問題解決的な学習過程を組むこと，②題材

のつながりを見通した指導構想を持つこと，③必然性，目的意識を喚起すること，④共有，吟味等の言語

活動を従事させること，⑤親和的な学習環境をつくることを授業モデルの構想に取り入れた。 

出会う．広げる 

これから学ぶことを確認し，これまでの学びとどうつながっているのかを明らかにしながら，問題解決

への見通しをもたせる。 

高める 

認知プロセスによる思考力の育成を意識し，比較する，関係付ける等「どのように」考えさせるのかを

明示し，問題解決的な学習を行う。協働的な学習を取り入れ，言語活動の充実を図る。 

深める 

特定の問題に限定するのではなく，発展的な問題に転移させ，学んだことをどのように活用すればよい

か振り返り，メタ認知したりする場面を設定する。 

創る･探る 

深く思考し，的確に判断する過程を経てたどり着いた仮説を，実際の製作を通して試行錯誤しながら基

礎から積み上げていく学びと基礎に降りていく学びで適切な表現を求める過程。 

まとめる・伝える 

プレゼンテーションや発表を通して学びの振り返りと再確認を行うとともに，実生活において，意識し

て学んだことを用いて課題の解決に生かす段階へ転化 

このように，授業モデルを意識した取組は，問題解決へのてがかりとなり，個人の自己表現や集団の表

現においてもその深まりがみられ，生徒に段階的に思考の深まりを体感させながら課題解決に向けて，創
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造的な思考力を追究することができた。 

(2) 意欲を高める現実的・挑戦的な課題設定 【「楽しく伝える」～愛情たっぷり函館弁当～より】 

課題設定を現実的で挑戦的なテーマとして設定することで生徒にとって魅力的なものとなり，学習意欲

の向上につながった。課題は次のようなものである。 

２０１５年度末北海道新幹線の開業にあたり，多くの企業が新商品の企画開発に取り組みはじめました。

鉄道会社は開業にむけて，北海道在住の子どもたちによる函館ＰＲ戦略の一環として，駅構内で限定販売

される，函館弁当の商品開発をしてほしいとの依頼がありました。函館ブランドを全面に押し出したユニー

クで温かい企画を求めています。 

(3) 作例の提示と高次の認知プロセスの利用【『立体マンダラ [白い塔編] 』より】 

課題の解決のために，ゴールの姿がイメージしやすいよう，過年度の生徒が作成した作例の提示は，こ

れから取り組む表現課題の最終形を適切にとらえ，作品の分析や評価･批評をすることで，計画や発案とい

った高次の認知プロセスが有効に活用され，課題解決に向かっていることがわかる。この見通しが課題解

決への意欲的な態度につながり，自分の思考･判断の過程を試行錯誤しながら創造していく喜びにつながっ

た。 

  

 

 

 

 

 

 

    水           空           地          風 

上段の作品はマンダラの要素である「地水火風空 」をテーマに生徒が制作した塔である。このときの

課題は，色と形を基に，制作を行っている。結果は，色彩の効果を多く取り入れ，テーマのイメージを表

現しようとする作品が多く見られた。 

 

  

 

 

 

 

 

 

    水           空          地           風 

また，上段作品は同じ題材を，色彩は白に限定し，形のみを基にして制作を行っている。結果、生徒は，

それぞれの要素がもつイメージを分析し，要素のもつ本質に迫り，形の追究を始めた作例である。 

このように，同じ題材でありながら，視点の違いを明確に示すことで，創造され表出された表現の違い

を生徒は比較し，分析を行いながら，自分の表現への手がかりとしている。 

２. 「21世紀型の学力」を育むアクティブ･ラーニングによる学習指導及び評価の工夫･改善 

(1) 学習への深いアプローチ 
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アクティブ･ラーニングを主体的・協働的な学習ととらえて，共同制作における話し合い活動の際に，「振

り返る」・「離れた問題に適用する」・「仮説を立てる」・「原理と関連づける」といった高次の認知機能を用

いて課題に取り組んだ。場面に応じたテーマの投げかけ，根拠に戻って議論しあいながら，メタ認知や批

判的思考，問題解決，判断等の力を高めた。 

 (2) エンカウンターの要素を取り入れた環境の設定 

これまでの検証で，深い思考（創造的な思考）をするためには安心感の持てる場面や環境の設定が必要

であるとわかった。前述した実践例では，鑑賞の授業において，まず，４～５名の班を構成し，そこにエ

ンカウンターの要素を取り入れることで，自分自身の役割と居場所を確保した環境の設定を行っている。

そうした環境の設定で生徒は責任を自覚し，チームの中の存在意義を感じている。 

(3) 学年をつなぐ，共有ファイルの活用 

今回の共同制作（「楽しく伝える」～愛情たっぷり函館弁当～）では各クラスを貫く，共有ファイルを

活用し，各３クラスの９班を縦軸で結びつけ再チームとして結成した。各チームは，１Ａ①班と１Ｂ①班

と１Ｃ①班が同ファイルを共有し，気づきや考えをはじめ，収集した情報や制作のためのコンセプトシー

トなどをそのファイルに集積させることで，クラス間を超え，チームとして情報の蓄積や考えの共有を図

った。一見他の班がライバルになりがちなコンペを縦の軸でつなげることで美術科における基礎的･基本的

な知識や技能の定着を早め，連帯感や意欲を高める効果が得られた。 

(4) 題材を意識した思考ツールの活用 

実践例で示した題材の中で，生徒の協働学習の場面で，指導において思考ツールの開発を行った。 

ア 六角形の付箋と半透明の付箋の活用 

プレゼン後に取り入れた六角形の付箋は，各グループの思 

考の分析を可視化するうえで大変効果的である。また，かた 

まりごとに丸い半透明の大きな付箋を置き，それぞれのかた 

まりのテーマを一目で見てとることができるようにしたので 

参考になった。付箋の形態や透過などを変えるだけで子ども 

たちの，感覚や意識に大きく刺激を与えることができた。 

イ マンダラ型ワークシート 

協働学習における，思考の整理や分類，拡散した情報を収束させるための手がかりとなり，論点を

焦点化し，論理的思考や創造的な思考を促すきっかけとなった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

生徒の感想 

一人の考えではなかなかアイデア

が広がらず，苦労したが，共通の

テーマをもったグループでの話し

合いは，自分の考えを仲間と比べ

たり，共通点をみつけることが楽

しかった。自信をもって意見を述

べることができたし，わからない

ことや疑問なことを仲間と協力し

て解決することは有効だと感じ

た。 

 

 

個人の考えのまとめ グループでの話し合い 
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話し合い活動において感受･分析･批評はこれらのワークシート活用により分析のポイントが明確化され 

思考が可視化されることで，個々の見方や感じ方等，批評の交流をスムーズに進めることができた。交流の

中で多様な感じ方や意見に触れ，生徒は視野を広げたり深めたりしながらその高まりが構想･表現に活用され，

その後の探求に導かれた。こうした支援が論理的思考力・批判的思考力を高める上で有効であることがわかった。 

 

Ⅵ 成果と課題 

アクティブ・ラーニングを主体的･協働的な学習ととらえ，実践を進めた。一連の学習過程の中に意図的･

計画的に，五感を働かせ，感じ取ったことを基に，自ら課題を発見させる場面や習得した基礎力にあたる知

識･技能を活用して問題を解決させる場面を設定し，共同制作による授業モデルの追究は，教科の本質につい

て整理や考察を進める契機となった。実践の後で行った生徒へのアンケート調査において，「仲間との話し合

い活動を通じて自分の考えを深めたり，広げたりすることができていると思いますか。」という質問に対して，

82％の生徒がそう感じていると答えている。また，「授業を振り返り身についたと思う力」を尋ねたところ，

発想の深め方，柔軟な思考，根拠を示した説明，計画性，発表する力，仲間と協力するコミュニケーション

力，ゼロから生みだす創造力，相手の立場にたった考え方，地域のよさ，色や文字のバランス，人に自分の

意見を伝えることの意味，配色に関する力，イメージを形にする力情報をまとめる力，リーダーシップとい

うように，生徒それぞれ多種多様な感想があげられた。また今回の授業を終え，「身につけた力が発揮された

と思う場面」を尋ねたところ，職場体験でのコミュニケーション，総合の時間でのプレゼンテーション，社

会科の発表会，生活習慣の見直し（見通し力 計画性），委員会や学級での掲示物等の制作というものだった。

これらの結果は，教科の本質に迫る資質・能力としておさえることができる部分と「21世紀型の学力」とし

てとらえることができる成果だと受け止めたい。これらの点を踏まえ，成果としては，次の２点である。①

認知プロセスの活用で思考力を高める一連の授業モデルは段階的な気づきや学びを実現させ，問題解決に向

けての的確な判断をする場面において効果を発揮した。②思考ツールを基にした話し合い活動は,話し合いに

おける試行錯誤の過程や思考の変化が見取りやすくなり,問題意識を共有することに役立ち効果的な助言や

アドバイス,適切な場面での評価が可能になった。また,生徒自身の学習の振り返りや知識・技能の活用に役

立った。課題としては,①求める力とさまざまな題材に活用できる知識や技能を整理し，主体的･協働的な学

習において，身につけさせたい資質･能力の提示とその育成に向けて活用するすべを明確にすることで，生徒

自身が主体的に学習活動を進められる工夫が必要である。 

 

Ⅶ おわりに 

本年度は，主として，教科の本質に迫り「21世紀型の学力」を育むため，本科において課題発見能力，問

題解決能力等をどのように育成していくかについて，深く思考する･的確に判断する，適切に表現する力の育

成に取り組み，本校の研究でもある「21 世紀型の学力」が目指す資質･能力の育成に寄与する新しい美術科

授業モデルの追究をしてきた。21世紀に必要とされる資質や能力において，美術科に求められる力の育成を

考えたとき，美術は描き方や作り方を教える技術中心の教科ではなく，見方や考え方を教える思考力，論理

的な教科である。いかに自分のうちにあるものを表現できるかを考え，試行錯誤し，考えることで創造的な

技能が身につき，自己表現･自己実現への手がかりになるだろう。                                      

（文責 冨尾  拓） 

＜参考文献＞ 

・文部科学省『中学校学習指導用要領解説 美術編』東洋館出版社，2008年9月  

・北海道教育大学附属教育学部附属函館中学校『教育研究大会研究紀要』2014年 
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  保 健 体 育 科 

 

アクティブ・ラーニングによる 

保健体育の学力定着を目指して 

～アクティブ・ラーニングによる保健体育学習への深いアプローチ～ 

 

附属函館中学校 朝 倉   潤 

 

Ⅰ はじめに 

 

 本校では，平成 25 年度より「今，求められる『21 世紀型の学力』の育成を目指して」という研究主題の

もと，各教科とも研究を進めている。本科においては，平成 25・26年度では，「体育的学力の確かな定着を

図る体育授業を目指して」という研究主題のもと，研究を進めてきた。ここでいう「体育的学力」とは，第

49回全国学校体育研究大会福岡大会で示された「学習指導要領に示された『技能』，『態度』，『知識，思

考・判断』などを『体育的学力』と設定」1）という考えに基づいているのだが，次のような成果が得られた。

それは，「主体的な学習における思考力・実践力の育成に努めることにより，仲間との豊かな関わり合いが

生まれ，『課題設定⇒課題追求⇒評価（振返り）』という一連の学習活動が促されるということ」である。 

 また，課題として次の二つの点が上げられた。その一つは，「発達段階に応じて，主体的な学習が適切に

設定されなければならない」ということ。もう一つは，「日常の授業が，生涯スポーツという見地から設定

されなければならない」ということである。さらに，「ICT を取り入れた授業では，教える側も教わる側も

目新しい ICT機能ばかりに目がいきがちである。だからこそ，ICTから得られた情報を具体的なフィードバッ

クにいかせているか，ということを常に考えながら学習を進めていく必要があるということ」もICTの活用が

今後ますます盛んになるにつれ，留意しなければならないと考えた。 

 そして，保健体育科としての最も大切な役割である，「基礎的な運動能力の向上」や「健康な生活に対す

る知識と理解」，「生涯にわたって運動に親しむ資質や能力の育成」に努めるにあたり，他教科と連携しな

がら，生徒の主体的な学習における思考力・実践力の育成をとりわけ重視することで，『今，求められる 21

世紀型学力の育成を目指して』という本校の研究主題に迫る研究を推進している。 

 

Ⅱ 研究の経過 

 

 国立教育政策研究所の教育課程研究での指定を受けた平成 21年度及び平成22年度，研究成果として，「単

元計画を構造化しその構造図を改善・更新することで，発達や学習段階に応じて指導内容を整理することが

でき，より明確な指導ができるようになる。」ということが示された。改善・更新された単元計画に従い学

習を進めることにより，生徒が授業で使用する学習ノートへの記述が具体例を挙げられるようになったり，

班やグループでの話し合いを積極的に行ったりすることが観察により見て取れた。このことは，平成 22年度

までの本校保健体育科の研究主題である「自ら活動する喜びを味わうことのできる保健体育学習」につながっ

ていたと考えられる。 

 平成23年度は，学習指導要領に基づく取組で特に評価に着目し，「保健体育の力を伸ばす学習評価の在り
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方～パフォーマンス評価の充実～」という研究主題のもと実践研究に取り組んだ。その結果，ある運動にお

いてパフォーマンス課題を与え，その課題に対する技能習得が初歩的な段階である時には，形成的評価を積

み重ねていくことは有効な手段であるということが分かった。また，パフォーマンス課題を与えられた運動

を分析することは，その運動を見る際の視点が定まり，生徒がその運動の特性を理解しやすいと感じること

ができるということも成果として示された。 

 平成24年度は，言語活動を重視した学習指導に重きを置きながら，「知識を活用させ，思考力・判断力を

育む学習指導の工夫」という研究主題のもと実践を積み重ねた。成果としては，体育の授業だけではなく，

体育理論や保健で得た知識（例えば教科語彙）を用いて学習カードに記入させる等の指導方法は，知識を活

用するような体育科での言語活動の一つとなり得ることが分かった。さらに，「種目の特性に関する教科語

彙」は，活用の仕方によって体育科での思考力・判断力を育む一つの手段となることも示された。 

 平成25年度は，「体育的学力の確かな定着を図る体育授業を目指して」という研究主題のもと ICT機器を

活用しながら実践を積み重ねた。その結果，次の二つの成果が得られた。一つは，「体育的学力を高める上

で，思考・判断の根拠となるものを見えるようにすることは，有効な手段となり得ることが分かったこと」

である。もう一つは，「体育的学力を高める上で，ICT 機器を用いた授業は，有効な手段となり得ることが

分かったこと」である。 

 平成26年度は，先述した通り，「体育的学力の確かな定着を図る体育授業を目指してⅡ」という研究主題

のもとICT機器の活用を継続しながら実践を積み重ねた。その結果，次のような結果が得られた。それは，

「主体的な学習における思考力・実践力の育成に努めることにより，仲間との豊かな関わり合いが生まれ，

『課題設定⇒課題追求⇒評価（振り返り）』という一連の学習活動が促されるということ」である。 

 

Ⅲ 本年度の研究 

 

１． 研究主題及び研究副主題について 

 第3回大学体育研究フォーラムでの「体育・スポーツ科学教育におけるアクティブ・ラーニングの実践」

において，アクティブ・ラーニングの背景について次のように述べられている。「大学におけるファカルティ

ディベロップメント(FD)が義務化される中，様々な分野の教育において，授業の質向上のためにアクティブ・

ラーニングが取り入れられている。アクティブ・ラーニングとは，教員による一方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・学習方法の総称。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学習法であ

るが，体育・スポーツ科学の教育におけるアクティブ・ラーニングの実践に関する報告は極めて少ない」2）

と。このことに考えを及ぼし，更に昨年度本科の研究成果であった「主体的な学習における思考力・実践力

の育成に努めることにより，仲間との豊かな関わり合いが生まれ『課題設定⇒課題追求⇒評価（振り返り）』

という一連の学習活動が促されるということ」を踏まえ，本科では，本年度の研究主題を「アクティブ・ラー

ニングによる保健体育科の学力定着を目指して」とした。 

 また，昨年度，本科で研究を進めた上で浮き彫りになった「発達段階に応じて，主体的な学習が設定され

なければならない」という課題と「日常の授業が，生涯スポーツという見地から設定されなければならない」

という二つの課題に考えを及ぼす時，その学習自体が「身体を動かす」という活動を伴う保健体育科である

以上，アクティブ・ラーニングによる学習は，保健体育の学力定着を目指す手法としてだけではなく，学習

内容の深い理解が必要であると考える。そこで本科では，本年度の研究副主題を「アクティブ・ラーニング

による保健体育学習への深いアプローチ」とした。 
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２． 本科における「教科の本質と教科の本質に迫るアクティブ・ラーニング」について 

 本年度，本科で副主題として設定した「アクティブ・ラーニングによる保健体育学習への深いアプローチ」 

を考える際，まず，本校では，全ての教科で「教科の本質」について考え，各教科での共通理解を図った。 

 その上で本科では，次のように教科の本質を捉えた。 

 

 また，本校では，「学習への深いアプローチを支える学習活動として，授業以外で取り組むこと」につい

ても考え，教科を越えた意見交流を行い，考えを深めた。本科では，次のようなことをあげている。 

 

  

    

 保健体育科の教科の本質 

 

 

 ＜中学校学習指導要領 第2章 第7節 保健体育 第1 目標＞より 

 心と体を一体としてとらえ，運動や健康・安全についての理解と運動の

合理的実践を通して，生涯にわたって運動に親しむ資質や能力を育てると

ともに健康の保持増進のための実践力の育成と体力の向上を図り，明るく

豊かな生活を営む態度を育てる。 

   

  保健体育科における教 

  科の本質に迫るアク 

  ティブ・ラーニングと 

  は，どのようなものか 

 

1)生徒の多様な考えを引き出す。 

2)考えを深めるために対話のある活動を導入する。 

3)考えるための材料を見極めて提供する。 

4)すべ・手立てを活動に埋め込むなど工夫する。 

5)生徒が学びを振り返り自覚する機会を提供する。 

6)互いの考えを認め合い学び合う文化を創る。 

            ＜教科の本質と教科の本質に迫るアクティブ・ラーニングについて＞ 

 

 

 

   

 

  

 授業以外での取組 

 

 

 

 

 

＜体育分野＞ 

・生涯体育につながるような活動，すなわち学校以外での地域等での運 

動やスポーツに実際にからだを動かすような活動に親しむこと。 

・実際にからだをうごかすような活動ではなくとも，学校以外での地域 

等で行われている運動やスポーツ活動を支える取組を行うこと。 

・実際にからだを動かすような活動ではないが，実際に運動やスポーツ 

を見たり，TV等の映像や書籍等に触れたりすること。 

＜保健分野＞ 

・自分自身のからだの調子の記録をとること（食事・睡眠・運動量の把 

握，記録を行うこと等）や医薬品についての知識を深めたり，地域の 

保健所や消防署の救命訓練等を利用したりして，健康の保持増進を考える。 

学習への深いアプロー

チを支える学習活動

として期待される成

果 

1)生涯にわたって運動に親しむ資質や能力を育成 

2)健康の保持増進のための実践力の育成 

3)体力の向上 

 

課題として考えられ

ること 

・教科の特質上，筆記試験やノートだけではなく，実技体験や訪問学習 

のまとめ等による検証が考えられるかどうか。  

            ＜学習への深いアプローチを支える学習活動として，授業以外で取り組むこと＞ 
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 さらに本校では，「アクティブ・ラーニングに生かす ICTの活用」についても，教科を越えた実践交流を

行った。本科では，以下のように ICTを活用している。 

 

 

 

 

 

 

 

  ＜ゴール型球技：バスケットボールでのパスワークの様子を動画再生遅延装置で確認している場面＞           ＜タブレットによる動画撮影の様子＞ 

 

３． アクティブ・ラーニングを促進する学習環境作りの試み 

 アクティブ・ラーニングは，学習者が能動的に学習することによって汎用的能力の育成を図る学習である

ことは，先述のとおりである。保健体育科でアクティブ・ラーニングを進める際には，学習者が主体的に学

習内容や協働学習者に対し，運動実践や意見交流が行いやすい環境にすることが必要不可欠と考えている。

そこで，本年度，本科では，「体育実技の運動領域に応じて，その種目の運動を促進する音楽(B.G.M)を用い

て学習を進めている。その音楽(B.G.M)は，リズムやテンポ等において，ふさわしいと思われるものを教師が

用意し，必要と思われる時に流している。この音楽(B.G.M)の効果についても，今後，研究を積み重ねていき

たいと考えている。 

  ＜音楽に合わせゴール下シュートを行う様子＞   ＜体育館フロアーからの操作が可能な放送機器＞ 

 

Ⅳ 教科研究仮説 

 

使用学年    領  域  使用機材・使用アプリ       活 用 例 

  

 全学年 

 

球技（ベースボール型

・ネット型・ゴール型）

が中心 

使用アプリ 

･･･Ｉ－ＳＣＯＲＥ 

 

運動軌跡の記録（ゴール型球技でのシュート記録等），

運動成果の記録（ベースボール型球技でのスタッツ

記録等）で活用。 

 

 全学年 

 

運動全般 

 

 

使用機材 

･･･タブレット端末 

･･･動画再生遅延装置 

運動（特に器械運動やダンス，陸上競技

等で有効）における動作確認で活用。 

 

                     ＜アクティブ・ラーニングに生かす ICTの活用＞ 
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 学習指導要領解説には，「学校教育法第 30条第2項において，『生涯にわたり学習する基盤が培われるよ

う，基礎的な知識及び技能を習得させるとともに，これらを活用して課題を解決するために必要な思考力，

判断力，表現力その他の能力をはぐくみ，主体的に学習に取り組む態度を養うことに，特に意を用いなけれ

ばならない』と規定されていることを踏まえ，小学校体育科の目標を，『生涯にわたって運動に親しむ資質

や能力の基礎を育てる』とするとともに，中学校保健体育科の目標を『生涯にわたって運動に親しむ資質や

能力を育てる』とし，義務教育段階における教科の目標として一層の関連性を示した」3)とある。 

 また，中京大学教授鯨岡峻氏は，学びとは何かということに対して次のように述べている。「どの教科の

学びであれ，一方的にさせられてするというのではなく，子どもの自身の興味や関心から，やってみよう，

やってみたいという意欲が生まれ，それを媒介として初めて，本当の主体的な学びがあると考える必要があ

る。目先の結果ではなく，遠い将来を見通して，一個の主体として育てるという視点が教育する側には是非

とも必要である。」4)と。このことは，内発的動機によってこそ，本当の主体的な学びが実現する，と読み

取ることができる。これらのことからすると，本科での学力定着を図る授業を考える際には，アクティブ・

ラーニングによる深いアプローチが不可欠であると考えられる。そして，アクティブ・ラーニングによる保

健体育への深いアプローチは，本科の「アクティブ・ラーニングによる保健体育の学力定着を目指して」と

いう本年度の研究主題に迫ることが出来るのではないかと考える。  

 以上のことを踏まえて，本年度は次のような研究仮説を設定し，研究を進めることとした。 

 

Ⅴ 研究仮説に基づく実践例 

  

先述の「保健体育科における教科の本質に迫るアクティブ・ラーニング」の 2)にある「考えを深めるため

に対話のある活動を導入する」ことを特に意識した授業実践を以下のように行った。 

 

１． 単元 Ａ 体つくり運動  イ 体力を高める運動 （中学2年生） 

  体つくり運動は，体ほぐしの運動と体力を高める運動で構成され，自他の心と体に向き合って，体を動か

す楽しさや心地よさを味わい，心と体をほぐしたり，体力を高めたりすることができる領域である。特に中

学校では，これらの学習を受けて，学校教育活動全体や実生活で生かすことができるようにすることが求め

られている。 

 

２． 単元計画の構造図を改善・更新することについて 

 国立教育政策研究所教育課程研究センターの研究指定を受けていた平成 21年度及び平成 22年度の本科の

研究の課題は，「『単元計画の構造図』を改善・更新し続けること」であった。本年度もまず単元計画の構

造図を改善・更新することから着手した。単元計画の構造図を改善・更新していくことは，生徒の実態に応

じて指導方法を考える面からもとても大切であると考えられる。また，その単元に入る前に教師が指導内容

の体系化を図る上でも有意義だと考えられる。 

 次に今年度の体つくり運動（中学１・２年生）の単元計画の構造図を掲載する。 

【教科研究仮説】 

  アクティブ・ラーニングによる保健体育学習への深いアプローチ
を図ることで，生徒は，保健体育の学力を身に付けることができるだ
ろう。 
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【体つくり運動（１・２年生）の単元計画の構造図】 
① 単元名 中学校 第１・２学年 体つくり運動 

②指導内容

の概要 

③ 学習指導要

領の内容 

④ 学習指導要領解説の記載内容 

 

⑤ 授業のポイント 

（生徒への発問や声かけの仕方等） 

 
 
 
 
 
 
 
第１学

年及び

第２学

年では，

体を動

かす楽

しさや

心地よ

さを味

わい，

体力を

高め，

目的に

適した

運動を

身に付

け，組

み合わ

せがで

きるよ

うにす

る。  

 
 

１ 

運 

動 

(1) 次の運動

を通して，体

を動かす楽し

さや心地よさ

を味わい，体

力を高め，目

的に適した運

動を身に付け，

組み合わせる

ことができる

ようにする。 

ア 体ほぐしの運動では，心と体の関係に気付
き，体の調子を整え，仲間と交流するための
手軽な運動や律動的な運動を行うこと。 

 
イ 体力を高める運動では，ねらいに応じて，
体の柔らかさ，巧みな動き，力強い動き，動
きを持続する能力を高めるための運動を行
うとともに，それらを組み合わせて運動の計
画に取り組むこと。 

・のびのびとした
動作をしよう。 

・リズムに乗って
行おう。 

・緊張を解き，脱
力もしてみよう。 

・何秒間か維持し
よう。 

・バランスを保持
しよう。 

 

２ 

態 

度 

(2) 体つくり

運動に積極的

に取り組むと

ともに，分担

した役割を果

たそうとする

ことなどや，

健康安全に気

を配ることが

できるように

する。 

・用具の準備や後片付けを行ったり，行った回
数や時間を記録したりするなどの分担した
役割に積極的に取り組むこと。 

・仲間の学習を援助しようとすること。 
・体の状態のみならず，心の状態も確かめなが

ら，体調の変化などに気を配ること，用具や
場所などの自己の体力の程度に応じた行い
方や強度を選んで運動することが大切であ
ること。 

・周りの安全に気
を配って行おう。 

・自分やペアの心
身の状態に気を配
りながら行おう。 

・各自の体力に応
じて運動を行おう。 

 
 

３ 

知 

識 

，
思 

考 

・ 

判 

断 

(3) 体つくり

運動の意義と

行い方，運動

の計画の立て

方などを理解

し，課題に応

じた運動の取

り組み方を工

夫できるよう

にしよう。 

 

 

 

(知識) 
・各運動に意義があることを理解する。 
・狙いに応じた行い方があることを理解する。 
・狙いや体力に応じて組み合わせることが大 

切であることを理解する。 
・効率よくバランスよく高める組み合わせが 
ある。 

・効率のよい運動
の組み合わせ方
とバランスのよ
い 運動の組み
合わせ方を大切
にしよう。 

 
（思考・判断） 
・第１学年及び第２学年では，基礎的な知識や

技能を活用して，学習課題への取り組み方を
工夫できるようにする。 

 
 

・運動の合理的行
い方を踏まえて
計画を立てよう。 

・運動のねらいに
応じて計画を
立てよう。 

⑥ 内容の

取扱い 

 

ア 「Ａ体つくり運動」の(1)のアについては，「Ｂ機会運動」から「Ｇダンス」までにおいても関

連を図って指導できるとともに，心の健康など保健分野との関連を図ること。また，「Ａ体つくり」

の(1)のイの運動については，第１学年及び第２学年においては，動きを持続する能力を高める運動

に重点を置いて指導することができるが，調和のとれた体力を高めることに留意すること。 

 
単元計画 
１時間目   ２・３時間目 ４・５時間目 ６・７時間目  

 
評価法 

 

 
 
        評 価 の 観 点 
 

Ｏ・Ｒ 

体ほぐしの運動 

 

 

体ほぐしの運動 

 

 

体力を高める

ための運動 

 

体力を高める

ための運動 

                 
       
   
 

    
            
       

   
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

主
に
観
察
に
よ
る 

【運 動】～ している。     

 ・自他の心身の上状態を確かめな

  がら課題に応じた活動を選んで

  いる。           

  
 ・効率よく高める運動例やバラン

  スよく高める運動例の組み合わ

   せ方を修正している。      
 

 
 
  
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

主
に
観
察
に
よ
る 

【態度】～している。       
 ・積極的に取り組もうとしている。

                 
 ・周りの安全に配慮している。 

  
  
 
 
 

    
 

   
  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  
  

 
 

 
 

 
 主

に
テ
ス
ト 

【知識】～を書きだしたりしている。

 ・運動計画の立て方について書き

  だしたりしている。     

     
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
    
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

主
に
ワ
―
ク
シ
―
ト 

【思考・判断】～している。    
 ・狙いや体力に応じて効率良く高

  める運動例やバランスよく高め

  る運動例の組み合わせ方を見付

  けている。         

     

 

    

た
く
み
な
動
き
の
運
動 

や
わ
ら
か
さ
高
め
る
運
動 

動
き
を
持
続
す
る
運
動 

力
強
い
動
き
の
運
動  

 合 理 的 に 行 う   狙いをもち取り組

む 

体つくり運動の狙いや行い方を書きだしたりする 

  運動の計画や組み合わせ方を見付けている 
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 ３． 実践の本時案 

           学習活動        教師の働きかけ    指導上の留意点 

●事前に，一週間の日常生活の運

 動記録をつける。 

●事前に，学校以外の場や時間で

 行うことが可能な運動をタブ

 レットで撮影してくる。 

○集合，整列，健康観察をする。 

○学習目標を知る。 

●運動系の部活動や少年団活動も記

録につけさせる。 

 

 

 

 

 

 

 

●学校以外の場や時間で

行うことが可能な運動

に限定する。 

 

 

         体力を高めるための運動プログラムと実施計画を立てよう  

○事前に撮影してきた「学校以外

 の場や時間で行うことが可能な

 運動」について，動画を再生し

 て交流する。 

○自分の撮影してきた運動は，ス

 ポーツ系・筋トレ系・持久系の

 いずれになるか考える。 

○保健分野の学習内容をホワイト

ボードで振り返り，体力の要素

を確認する。 

○体力を高めるための様々なトレー

ニング方法を知る。 

○各班にミニ・ティーチャーを設

 け，各エリアで話合いをしなが

 ら，用具等が準備された６ヶ所

 を巡る。 

○各班ごとに運動プログラムを話

合い完成させ，実践するところ

をタブレットで撮影する。 

○各班の運動プログラムの動画を

見て交流する。 

○ある班の運動プログラムを全員

で行う。 

○日常生活の運動記録表に，考え

 た運動プログラムをいつ実施す

 るか記入する。 

○整理運動，次時の学習内容確認，

挨拶を行う。 

 

○自分の撮影してきた運動と比較し

ながら見る。  

 

 

 

 

 

 

 

 

○「力強い運動」と「運動を持続する

力」 を中心に考えさせる。 

○事前に準備された６ヶ所（①映像交流エリア

②文献エリア③トレーニング器具エリア④代替品エリア⑤模範トレー

ニングＤＶＤエリア⑥教科語彙エリア）を班ごとに順

番で巡らせる。 

 

 

 

○運動の程度や合理性の有無，バラン

スよく鍛えられるか等を考えさせ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○保健で学習した内容を

実生活に生かす大切さ

を理解させる。 

 

 

○各エリアでの話合いの

内容を記録し，運動プ

ログラムと実施計画を

立てる際に役立たせる。 

○評価の規準 

 合理的かつバランスよ

く鍛えられる運動プロ

グラムを考えることが

できる。また，考えた

運動プログラムを実生

活の中でいつ行うかを

考えることができる。 

【運動についての思考・

判断】（ワークシート） 
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４． 実践の結果 

 先述の実践後に，生徒に対して授業アンケートを行った。その結果は以下のとおりである。 

 

  

上記のアンケート結果から次の二つのことが分かった。一つは，アクティブ・ラーニングのように

生徒が主体的に学習に取り組む授業スタイルは，生徒の学習意欲を高めるとともに，学習に取り組

みやすい授業スタイルであるということである。二つ目は，アクティブ・ラーニングのように生徒

が主体的に学習に取り組む授業スタイルにおいて，その学習の効果（成果）が高いものであるかど

うかということについては，学習者である生徒本人にも分かりにくいものであるということである。 

 下に，今回の授業実践で評価資料として用いたワークシートの一部を掲載する。 

 

 

  
 Ｑ１．本日の授業に対して，あなたは自らが主体的に学習に取り組むことができたか。 
 
  はい…２８人（80.0％） いいえ…５人（14.3％） どちらとも言えない…２人（5.7％）  
 
 Ｑ２．自らが主体的に学習に取り組む本日のような授業スタイルは，意欲的に取り組みやす

いと言えるか。 
 
   はい…３３人（94.3％） いいえ…０人（0％） どちらとも言えない…２人（5.7％） 
 
  Ｑ３．自らが主体的に学習に取り組む本日のような学習スタイルは，保健体育の学習をより

深めることができると思うか。また，そのように考える理由を書きなさい。 
 
   できる…２１人（60.0％） 
      ⇒理由［自分達でよく考えたから 意欲的に取り組んだから 班での話合いが充実して

いたから友達の意見が参考になったから 等］ 
 
  できない…１４人（40.0％） 
      ⇒理由［話合いがあまり活発ではなかったから 本当に自分達の班が作った運動プログ

ラムが正しいか分からないから 何を話し合ってよいのかよく分からなかった 等］ 
 
  Ｑ４．自らが主体的に学習に取り組む本日のような学習スタイルは，保健体育の学力を身に

付けることができたと思うか。 
 
    はい…１８人（51.4％） いいえ…６人（17.1％） どちらとも言えない…１１人（31.4％） 
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Ⅵ 仮説の検証 

 

 本科の研究仮説，「アクティブ・ラーニングによる保健体育学習への深いアプローチを図ること

で，生徒は，保健体育の学力を身に付けることができるだろう」について検証する。 

 先の実践結果にあるように，生徒が主体的に取り組むアクティブ・ラーニングの授業は，94.3%

以上の生徒が意欲的に取り組みやすいと回答していることからも分かるように，生徒の主体性を促

し，学習意欲を高めるのに有効な学習スタイルだと言うことができる。しかし，アクティブ・ラー

ニングのような学習スタイルは保健体育学習をより深めることができるかという質問に対して

40.0%の生徒が「できない」と回答している。さらに，アクティブ・ラーニングのような学習スタイ

ルは保健体育の学力を身に付けることができたかという質問に対して「できる」と回答した生徒が

約半数の 51.4%にとどまっていた。 

 以上のことを総ずると，「アクティブ・ラーニングは，生徒の学習意欲を引き出し，生徒を主体

的に学習させる上で有効な学習方法だといえる。しかしながら，アクティブ・ラーニングにより，

保健体育学習への深いアプローチがなされるのか，また，アクティブ・ラーニングにより保健体育

の学力を身に付けることができるのか，という二つの点については，今回の実践結果からは導き出

せなかった。」という検証結果となった。 

 

Ⅶ 成果と課題 

 

 本年度の研究を通して次の成果が得られた。 

  ○ アクティブ・ラーニングは，生徒の学習意欲を引き出し，生徒が主体的に学習するのに適し

た学習スタイルであることが分かったこと。 

  また，課題として次の三つがあげられる。 

 ● アクティブ・ラーニングによる保健体育学習への「深いアプローチ」とはいかなることなの

かを明確にする必要があること。 

 ● 「保健体育の学力」の定義をさらに検討する必要があること。 

 ● アクティブ・ラーニングによる学習の成果を検証するにふさわしい方法を考え出さなくては

ならないこと。  

        ＜主体的に学習する様子＞        ＜タブレットを用いた教え合いの様子＞  
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Ⅷ おわりに 

 

 本年度，本校では，全教科ともアクティブ・ラーニングによる学習への深いアプローチを図るこ

とで，21世紀型学力の育成を目指してきた。本科においても，アクティブ・ラーニングにより，「心

と体を一体としてとらえ，運動や健康・安全についての理解と運動の合理的実践を通して，生涯に

わたって運動に親しむ資質や能力を育てるとともに健康の保持増進のための実践力の育成と体力の

向上を図り，明るく豊かな生活を営む態度を育てる。」5)  という保健体育科の教科の目標に迫る

べく研鑚に努めてきた。本年度の本校全教科での取組が，必ず 21世紀型学力の育成につながるもの

と信じている。 

 

                                   （文責 朝倉  潤） 

＜引用文献＞  
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２）『第 3回大学体育研究フォーラム プログラム・抄録集』2015年 2月，33頁    

３）文部科学省『中学校学習指導要領解説 保健体育編』東洋館出版社，2008年 9月，7頁 

４）『体育科教育』大修館書店，2011年 6月，13頁 

５）文部科学省『中学校学習指導要領解説 保健体育編』東洋館出版社，2008年 9月，15頁 
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技 術 ・ 家 庭 科 （ 技 術 分 野 ） 

 

変化し続ける社会に生きて働く力の育成 
～問題解決に向けた主体的な取組を重視した教科の本質に迫る学習指導の工夫～ 

 

附属函館中学校 松 本 了 祐 

 

Ⅰ はじめに 

  

21世紀は「知識基盤社会」の時代であると言われている。それは、急速に進歩し続ける技術や知識に対応

することが困難な時代であり、身の回りにはあらゆる製品が存在し、利便性の高い製品を低価格で入手する

ことができる時代でもある。つまり、「使い方」さえ身につけていれば、生活することはでき、技術や知識を

生活の中で関連させる必要が少なくなってきた。一方で、個人データの流出などの情報管理問題や食料・科

学技術の安全性についての問題も数多く存在している。 

 学習指導要領では技術・家庭科の目標を「生活に必要な基礎的・基本的な知識及び技術の習得を通して、

生活と技術とのかかわりについて理解を深め、進んで生活を工夫し創造する能力と実践的な態度を育てる。」

としており、社会において自立的に生活する基礎を培うことを重視している。このことは、与えられたもの

をただ単に使いこなせる能力ではなく、生活を営む上で生じる課題に対して、自分なりに判断し解決してい

くことができる能力が必要であると考えることができる。 

 そこで、今年度は、変化し続ける社会に生きて働く力を高めるために、アクティブ・ラーニングを用いて

教科の本質に迫る学習活動を目指す取り組みを進めた。 

 

Ⅱ 研究の経過 

 

 昨年度は、「各教科・領域と関連づけた問題解決による思考力・実践力の向上」について研究を進めてきた。

昨年度の取組では、タキソノミーテーブルの認知的領域における認知プロセス(総論参照)の中の主に「分析

する」「評価する」「創造する」の３つの高次プロセスを用いて学習活動の展開を行った。 
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技術分野の学習内容は他教科と関連する内容が多いことから、教科の枠にとらわれることなく他教科と関

連付けた問題解決的な学習を展開することが有効であることが成果としてあげられた。また、これらの学習

活動に認知プロセスを用いることで、課題に対する考えを分析したり、比較し判断したりする活動が取り組

みやすくなり、その結果として問題解決のための道筋を明確にすることができた。このことから問題解決的

な学習を進めていくための手立てとして認知プロセスは有効であることが明らかとなった。 

 

Ⅲ 本年度の研究 

 

 本年度の研究は、研究主題「変化し続ける社会に生きて働く力の育成」を継続し、副主題については本校

の研究主題「今、求められる『21世紀型の学力』の育成を目指して」及び副主題「アクティブ・ラーニング

による学習への深いアプローチ」を踏まえ、「問題解決に向けた主体的な取組を重視した教科の本質に迫る学

習指導の工夫」とした。本年度は、これまでの取組を踏まえた上で、アクティブラーニング型授業の展開を

行っていく。 

 

１． アクティブラーニング型授業との関わり 

アクティブ・ラーニングは以下の特徴を備えた学習であると総論で示されている。 

     

課題の発見と解決に向けた主体的・能動的な学習については、本年度の技術分野における研究副主題と共

通するものであるが、昨年度の研究との相違点を明確にする必要がある。昨年度の研究では認知プロセスを

用いた問題解決的な学習を実践し、授業内容と認知プロセスについての関わりについて焦点化して研究を進

めてきた。その研究の成果を受けて今年度は、認知プロセスを用いた問題解決的な学習形態を生かして「教

科等の本質」に迫ることに重点を置いて研究をすすめる。また、問題を解決していく中で、グループによる

話し合い活動や実習を取り入れることで協働的な学習が行えるような工夫を図る。その際、文章による記述

だけではなく、タブレット端末による栽培記録のような画像を活用した実践を取り入れていく。 

認知プロセスの外化については、昨年度の研究の課題にも挙げられた内容ではあるが、実際の取組内容が

客観的にとらえることが難しく、今年度の研究もこの点については十分検討していかなければならない内容

である。 

 

２． 教科の本質について 

総論で示されているように「教科等の本質」とは、「教科等ならではのものの見方・考え方、処理や表現の

方法」であり、学習指導要領に示された「目標」とほぼ同義であるととらえることができる。 

 学習指導要領に示されている技術分野の目標は「ものづくりなどの実践的・体験的な学習活動を通して、

材料と加工、エネルギー変換、生物育成及び情報に関する基礎的・基本的な知識及び技術を習得するととも

に、技術と社会や環境とのかかわりについて理解を深め、技術を適切に評価し活用する能力と態度を育てる」

1)とある。 

 技術は社会や環境と相互に影響し合う関係であり、時代や状況に応じて変化する関係でもある。これを踏

まえて、技術を安全性や経済性だけではなく環境に対する負荷などの多様な視点から評価することが求めら

○ 課題の発見と解決に向けた主体的・能動的な学習 

○ 書く・話す・発表するなどの活動に関与した協働的な学習 

○ 認知プロセスの外化を伴う学習 
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れている。多様な視点から評価する中で、知識基盤社会といわれ急速に進歩し続ける社会の中で自立して生

活を営むための解決策を判断し、学習した内容を生活の場で活用することができると考える。これらをもと

に技術分野における教科の本質を次のように定義した。 

 

  

  

 

Ⅳ 教科研究仮説 

 

 

 

 

 

 

 技術や社会や環境との関わりについての理解をもとに社会の変化に対応する能力を身に付けることができ

れば、社会の中で使用される技術を単に使いこなすのではなく、その技術の使用についての可否を判断した

り、使い方を評価したりすることができるのではないかと考える。また、その能力を受動的に身に付けるの

ではなく、問題解決をしていく中で主体的に身に付けていくことができれば、これから直面する様々な課題

に対しても、生きて働く力になるのではないかと考える。 

 

 

【教科研究仮説】 

 問題解決を通して教科の本質を身に付けることができれば、知識として定着した学習内容を生かし変

化し続ける社会に生きて働く実践力を育成することができる。 

技術と社会や環境との関わりについての理解を基に技術を適切に評価し、 

社会の変化に主体的に対応する能力 
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Ⅴ 研究仮説に基づく実践例 

 

１． 教科等の本質に迫る問題解決に向けた主体的な学習活動 

 本校の研究の重点である「アクティブラーニング型の学習」を踏まえつつ、本教科の研究課題でもある高

次の認知プロセスを活用した問題解決的な学習と関連させながら、話し合い活動などの協働的な学習活動を

取り入れた場面を設定し、実践にあたった。 

(1) 題材名『生物育成』（第１学年） 

○ 題材について 

栽培する農地には土壌要因や気象要因などそれぞれ異なった性質があり、その条件にあった作物を選択

し、適切な管理技術を考えさせながらグループごとに２種類の作物について栽培実習を行わせる。問題解

決に向けた取組では「フォークス(４Qs)」を用いて、仮説を立て、実習を通して検証することで適切な栽

培技術について学習を深める形態をとって授業を展開している。 

○ 題材の目標 

  生物育成に関する基礎的・基本的な知識及び技術を習得するとともに、生物育成に関する技術が社会や

環境に果たす役割と影響について理解を深め、生物育成に関する技術を適切に評価し活用する能力と態度

を育成する。 

○ 題材の指導計画（15時間） 

○ ねらい ・学習活動 ・評価規準 ◇評価方法 
時
間 

アクティブ・ラーニング 

○生物の育成に適する条件及び育成環境を管
理する方法について知ることができる。 

・生物育成に関する技術について、目的とす
る生物に関する管理方法をまとめる。 

・環境要因が生物の成長に与える影響
について説明できる。 

・目的とする生物の育成に適する条件
と育成環境を管理する方法を分
類・比較することができる。【知識】 

◇ワークシート テスト 

２  

○目的や条件に応じてそれぞれの作物に適し
た育成計画や管理作業について考えること
ができる。 

・基本的な栽培方法について調べる。 
・栽培計画表を基に管理作業などを検討する。 

・土地の条件などにあわせて計画を改
善しようとしている。【関心】 

・目的とする作物に必要な条件を明確
にし、それらを比較・検討し、適し
た計画や管理作業を蹴っていてい
る。【工夫・創造】 

◇ワークシート（栽培計画表） 

１ 
話し合い活動 

（グループ協議） 

○目的とする生物成長や状況に応じて適切に
管理作業ができる。 

○生育状況をもとに課題を見つけ解決のため
の仮説を立て、それに基づき管理し仮説を
検証することができる。 

・管理作業に必要な用具等を用いて安全に配
慮した管理作業を行う。 

・数回に渡って仮説と検証を行いながら栽培
計画を修正し、適切な管理作業を継続する。 

・既習事項を基に用具や資材を適切に
使用した管理作業ができる。【技能】 

・課題解決に向けた仮説を立て、検証
することで、適切な管理方法を工
夫・改善している。【工夫・創造】 

◇栽培記録（ポートフォリオ） 
◇ワークシート（仮説・検証） 
◇実習観察 

11 
本 
時 

協働学習 
（栽培実習） 
（仮説の検証） 

○学習したことを基にして生物を育てる技術
が社会や環境に果たす役割を理解し適切な
評価と活用について考えることができる。 

・市販の作物と自分たちの育てた作物につい
て社会的側面などから比較・検討し課題を
明確しその解決策を考える。 

・作物の栽培方法について、トレードオフの
考え方を生かし、技術の進展を視野に適切
に解決策を考える。 

・栽培実習で学習したことを生かし、
今日の生物育成に関する技術の課
題を進んで見つけ、適切な解決策を
見いだしている。 

◇ワークシート １  
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○ 本時案 

・題材 「これからの栽培方法の課題と解決に向けた仮説を立てる」                     

・学習目標 これまでの栽培実習を振り返ってグループの栽培に関する課題を見つけ、その原因を整理・
分析することで解決に向けた仮説を立てる。 

       【生活を工夫し創造する能力】 

・学習の展開 

学習活動 教師の働きかけ 
●指導上の留意点 

◇評価規準（評価方法） 
① 仮説(１回目)の検証を確認す
る。 

 
 
② 栽培記録を基にして、今後栽培
を行っていく上での課題を見つ
ける。 

 
③ 課題を整理しグループでの課
題を絞る。 

 
 
 
④ 課題解決に向けた仮説を作る。 
 
 
 
 
 
 
 
⑤ 仮説をもとに今後の栽培計画
を立てる。 

○ １回目の仮説の検証を振り返
ることでどのようなことに着目
して考えれば良いか確認する。 

 
○ 個人で栽培記録を基に、今後の
課題を発見するように促す。 

 
 
○ 個人の課題を整理し、グループ
の課題としてまとめる際には、目
的ある作物の栽培であることを
確認させる。 

 
○ 課題解決に向けての仮説を生
み出す際には、前時にまとめた管
理技術などを用いてグループ内
で話し合うように指示する。 

○ 可能な範囲で仮説を立てるよ
うに促す。 

 
 
○ 仮説をもとに具体的な栽培計
画を立てさせる。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
● 目的とは収穫をすることなの
で、よりよい収穫を目指すための
課題となる。 

 
 
● 「フォークス」を用いて、仮説
を立てる。 

◇ 課題解決に向けた手立てを話
し合う際に、自分たちが身につけ
た管理技術に基づいて行ってい
るか。 

（ワークシートを分析する） 
 
◇ 仮説に基づいて適切な栽培方
法を選択しているか。 

（栽培計画を検証する） 

 

２． アクティブラーニング型授業について 

アクティブラーニング型授業について、指導計画全体に関わる部分と１単位時間における授業の２つ視点

から実践を行った。 

まず、指導計画全体に関わる部分については、総論でも示されている溝上(2014)によるアクティブラーニ

ング型授業の分類 2)に基づいて題材の指導計画を分類すると、以下のようになる。 

○ ねらい ・学習活動 時間 
アクティブ・ラーニング 
（能動的な学習） 

○生物の育成に適する条件及び育成環境を管理する方法について知ることができる。 

・生物育成に関する技術について、目的とする生物に関する管理方法をまとめる。 
２  

○目的や条件に応じてそれぞれの作物に適した育成計画や管理作業について考えることができる。 

・基本的な栽培方法について調べる。 

・栽培計画表を基に管理作業などを検討する。 

１ 
話し合い活動 

（グループ協議） 

○目的とする生物成長や状況に応じて適切に管理作業ができる。 

○生育状況をもとに課題を見つけ解決のための仮説を立て、それに基づき管理し仮説を検証すること

ができる。 

・管理作業に必要な用具等を用いて安全に配慮した管理作業を行う。 

・数回に渡って仮説と検証を行いながら栽培計画を修正し、適切な管理作業を継続する。 

11 
本時 

協働学習 

（栽培実習） 

（仮説の検証） 

○学習したことを基にして生物を育てる技術が社会や環境に果たす役割を理解し適切な評価と活用

について考えることができる。 

・市販の作物と自分たちの育てた作物について社会的側面などから比較・検討し課題を明確しその解

決策を考える。 

・作物の栽培方法について、トレードオフの考え方を生かし、技術の進展を視野に適切に解決策を考

える。 

１  

タイプ０ 

タイプ１ 

 

タイプ２ 

 

タイプ１ 
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 この分類から計画の初期段階は、「タイプ０」つまり教員が主導する受動的学習になる傾向が強い。これは、

基礎的・基本的な知識や技能の習得が主な学習内容のため、どの内容であっても数時間がこのような学習形

態が必要なためである。また、学習を進めていく中で段階的に「タイプ２」そして「タイプ３」へと進めて

いくことが妥当であると考える。１年生の場合には、十分に思考するための経験や知識が不足していること

を考慮に入れると、「タイプ０」から「タイプ２」までの構成で考えていく必要がある。 

 次に、１単位時間における計画については、全体計画同様、前段部分を教師主導で行い、方向性を指し示

した後に話し合い活動や体験活動に移行していくことでより効果的な活動が期待できる。 

 

３． アクティブ・ラーニングを支える学習活動の工夫 

 栽培実習ではタブレット端末を用いた栽培記録を取る活動を取り入れて３年目となる。昨年度は、

QuickOffice（google 社提供）のアプリを用いてスライド形式で記録を行っていたが昨年で提供が終了とな

り、今年度はskitch(スキッチ)という無料アプリを用いて栽培記録を取る工夫を取り入れている。画像に簡

単にメモ書きができ、その日の作業内容や作物の様子などを視覚的に記録することができる。さらに、各自

の課題発見や仮説の検証の資料として有効的に活用できている。また、必要に応じてホストコンピュータに

アップロードすることで、情報の共有も図ることができている。 

 

Ⅵ 仮説の検証 

 

１． 教科等の本質に迫る問題解決に向けた主体的な学習活動について 

 フォークス(４Qs)を活用した問題解決型の栽培実習の検証については、実習を進めていく上での課題が焦

点化され意図的な栽培実習を行うことができた。また、課題を解決していく中で新たな課題も発見され、そ

れについても解決するための手立てを行うなどの記録が見られたことから、主体的な学習活動を行うことが

できたのではないかと思われる。一方で、効果的な課題を見いだすためには、多くの情報が混在し整理しき

れない場面も見られた。このことから課題の設定場面においても課題の範囲を焦点化させて考えさせる手立

てが必要であることがわかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

落花生が結実しない要因は「虫害」

と「落花生の肥料不足」と推測 

課題を虫の被害と落

花生の結実に焦点化 

必要な肥料を調べ調整することや

防虫対策を実施する計画 

推測に基づき計画を実行すると落

花生は結実すると予想 図２ フォークスによる問題解決

に向けた仮説  
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図３ Skitchによる栽培記録 

 

  図４ 仮説の検証 

 

また、教科等の本質に迫ることについては、仮説の検証を通して「どのような点を改善するが必要か」と

いうことに対して「毎日観察をするようにし状況に応じた処置を取らなければならない」や「１日１日細か

なところまで記録して世話をする必要がある」という記述や、グループ内での話し合いの中で「葉物野菜を

育てているので、除草剤を用いるのではなく一本一本抜いていくことが必要である」という発言が見られた

ことから、教科等の本質に迫りつつあるのではないかと思われる。今後、まとめに取り組む中で「本質的な

問い」について迫れるような手立てを取り入れていきたい。 

 

２． アクティブラーニング型授業について 

 グループによる栽培実習の中に、個人が課題解決に向けた取組を進めていくという内容を取り入れたこと

により、それぞれの取り組み方による見方や考え方が生まれ、それをグループ内で共有することができた。

個人の思考から集団としての思考への広がりを見せたことで様々な角度から課題を見いだすことができたり、

検証結果を得られたりしたことから、アクティブ・ラーニングによる学習指導については、一定の効果が見

られたのではないかと思われる。そのためには、題材全体で考えるような長期的な計画を立て、思考の広が

りを見取っていく必要があると考える。一方で、認知プロセスの外化を伴う学習という点については、はっ

きりとしたものを検証することはできなかった。これについては、生徒自身が客観的に活動を振り返る場面

や、客観的に評価し合うメタ認知の視点からのアプローチを取り入れることが必要であると考える。 

計画に基づき「追肥」を実施。 

また、落花生の虫害について調べ防虫用の殺

虫剤を散布 

結果、結実まで至っていないものの、落下ま

で生育が確認できた。 

仮説の検証については、肥料につい

ては言及されていないものの、防虫

効果については検証されている。 

また、安全面を配慮した記述も見ら

れる。 
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Ⅶ 成果と課題 

  

本年度の研究を通して次のような成果が得られた。 

○ より効果的な問題解決的な学習を進めていくためには、フォークス(４Qs)のような手立てを用いて解決

すべき内容を焦点化することで、生徒はより主体的に活動することができるということが成果としてあげ

られる。 

○ アクティブラーニング型の授業を取り入れることで個人の思考をグループ内で共有する場面を持つこと

ができ、そのことが思考に広がりを持たせることがわかった。また、このような取組の積み重ねが教科の

本質へとつながっていくことがわかった。 

また、今後の取り組みにおいて、次のような課題が明らかになった。 

● アクティブ・ラーニングを進めていくためには、そのための力を明確な形で蓄えさせることが求められ

る。具体的には、何を使い、どの情報を必要とするのか、など具体的に焦点化させていくことが必要である。 

● 問題解決に向けた取組については、概ね主体的に取り組むことができたが、実践例でも挙げられたよう

に、効果的な課題を見いだすことができないグループがあった結果からも明らかなように生徒自らが主体

的に問題を見いだすための方策が求められる。例えば、全体としても大枠の問題を設定して、その解決に

向うための手立てを考えていく中で問題設定をするなどの工夫が必要である。 

● 題材全体でアクティブラーニング型の授業になりえている計画を立てること必要である。１単位時間だ

けでは、大きな変化が見取ることは難しく、題材全体を通してどのように変容していったのかということ

を見取っていく必要がある。そのためにも全体計画の中に効果的に組みこんでいく必要がある。 

 

Ⅷ おわりに 

 

 今年度は昨年度の取り組みを手立てとして活用し、生徒の学習を深める取り組みを行うことができた。研

究を進めていく中で、習得した知識や技能を効果的に活用するための課題設定やアクティブラーニング型の

授業を進めていくために全体計画の重要性などの課題を明確にすることができた。今後は、この課題を解決

していくためにこれまでの成果を土台にしながら、より質の高い学習活動についての研究を推進していきたい。 

 

（文責 松本 了祐） 
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外 国 語 科   

 

実践的な英語力の育成を目指して 
～アクティブ・ラーニング型の授業による「発信力」の育成～ 

 

附属函館中学校 平 石 暁 史，福 留 志 織 

 

Ⅰ はじめに 

 

 平成25年 12月に文部科学省から公表された「グローバル社会に対応した英語教育改革実施計画」では，

平成 32 年（2020 年）開催予定の東京オリンピックを見据え，初等中等教育段階からグローバル化に対応し

た教育環境づくりを進めるために，小・中・高等学校を通じた英語教育全体の抜本的充実が目指されること

となった。１）また，平成26年11月の中央教育審議会にて諮問され，翌年1月に設置された教育課程特別部

会では，新しい時代にふさわしい学習指導要領等の基本的な考え方や，教科・科目等の在り方，学習・指導

方法及び評価方法の在り方等に関する基本的な方向性が検討されている。 

 現行の学習指導要領において，中学校外国語科の目標は「コミュニケーション能力の基礎を養う」ことで

あり，「聞くこと」，「話すこと」，「読むこと」，「書くこと」の４技能を総合的に育成する指導を通して，その

目標の達成を図ろうしている。一方，前述の「グローバル社会に対応した英語教育改革実施計画」では，中

学校段階の英語教育の目標は「身近な事柄を中心に，コミュニケーションを図ることができる能力を養う」

とあり，「コミュニケーション能力の基礎を養う」だけではなく，より内容に踏み込んだ言語活動を重視した

英語教育が今後求められる。１）さらに，この「英語教育改革実施計画」を受けて設置された「英語教育の在

り方に関する有識者会議」によって平成26年 9月に報告された「グローバル化に対応した英語教育改革の五

つの提言」では，英語を使って何ができるかという観点から，身近な話題についての理解や表現，簡単な情

報交換ができるコミュニケーション能力を養うこと，文法訳読に偏ることなく，互いの考えや気持ちを英語

で伝え合うコミュニケーション能力を養うことが中学校の英語教育改革の鍵と述べられている。２） 

本校では平成25年度より，「今，求められる21世紀型の学力の育成を目指して」を研究主題として研究を

進めてきた。そして，21世紀型の学力とは「社会を生き抜く力を備えた，未来への飛躍を実現する人材とし

ての資質や能力」と定義される。人や物や情報が国境を越えて高速で行き交う社会が到来し，外国語運用能

力はインターナショナルリテラシーとして，21世紀を生き抜くための基盤となる必須の能力である。現行の

学習指導要領は，そうした社会の変化を見越して作成されているものの，今後は加速しつつあるグローバル

社会，そこを生き抜く人材に必要な外国語能力という視点も今後は踏まえなければならない。 

そこで，今次の研究では昨年までの本外国語科の研究を継続し，「実践的な英語力」の育成を目指して，思

考・判断・表現にもとづいた「発信力」の育成を図るとともに，アクティブ・ラーニング型の授業を取り入

れて，生徒たちが協働学習の中で能動的に学習を繰り返すことによって，習得した知識・技能を実際のコミ

ュニケーションの場面で用いることができる活動の充実を目指していきたいと考える。 

 

Ⅱ 研究の経過 

 

 本校外国語科では，本校の研究主題「今，求められている 21世紀型の学力の育成を目指して」のもとに，
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一昨年，昨年と引き続き「実践的な英語力」の育成を目指してきた。つまり，「実践的な英語力」を高めるこ

とによって，本校の研究主題である「21世紀型の学力」が育まれると考え，研究を進めてきた。ここでいう

「実践的な英語力」とは「効果的にコミュニケーションを図ることができる能力」と定義され，加速するグ

ローバル社会とそこを生き抜く人材に必要な外国語能力という視点をもつ。 

 1年次では，研究副主題「知識・技能を活用する力を育む学習指導の工夫・改善」のもと，生徒の「外国

語理解の能力」に課題を見い出し，読むことの指導をどう充実させるかに重きを置いて研究を進めた。具体

的には，課題となっている「読むこと」の学習活動において，生徒が思考・判断する場面を活動の中に取り

入れる指導を充実することによって，知識・技能を活用する力を育むことができるという仮説のもと，生徒

が主体的に読むことの言語活動に取り組むことを目指し，問題解決的な手法で思考・判断する場面を多く取

り入れ，単に本文の内容理解にとどまらず，その先にあるコミュニケーションにつなげる取組を実践した。 

 2年次の昨年度は，研究副主題「教科・領域を横断した基礎力・思考力・実践力の向上」のもと，生徒が

身につけた知識・技能を自らの体験や考えなどと結びつけながら活用する力を高めるため，タキソノミーテ

ーブルの認知的領域における認知プロセスの次元を利用し，外国語科における認知プロセスを整理・分析し

て，21世紀型の学力を育むための思考力向上につながる国語科との教科横断的な授業を実践した。それは，

国語科で取り組んだプレゼンテーションを外国語科の授業に応用し，「英語を使って何ができるか」を目標と

して，その目標に向かって考えながら学ぶ授業を行うことが思考力・実践力の向上につながるという仮説に

よるものである。 

 これらの研究の結果，生徒たちが協働的な学習の中で，習得した知識や技能を実際のコミュニケーション

の場面で使用する，いわゆる活用する力の育成が十分ではなく，日常的にかつ継続的に思考力・実践力を高

めるための指導方法の工夫と改善を図る必要性が課題として残った。 

 

Ⅲ 本年度の研究 

 

１． 本校研究との関連について 

 昨年度までの研究の経過と，今年度の研究副主題「アクティブ・ラーニングによる学習への深いアプロー

チ」に関わり，本校外国語科は教科の本質とも言うべき「実践的な英語力」，つまり「効果的にコミュニケー

ションを図ることができる能力」を育成するため，アクティブ・ラーニング型の授業によって単元のデザイ

ンを行い，単元の終点から逆向きに授業をデザインする，成果焦点型（results-focused）によって指導の工

夫を図る。このことはつまり，単元の最後で，どのような学習成果を生徒に求めるかを最初に見定め，その

ためにどのような方法で指導を行っていくかを決定し，そのことにもとづいて各回の授業を行うのかを計画

することである。アクティブ・ラーニングとは，課題の発見と解決に向けて主体的・協働的に学ぶ学習であ

り，３）教師から生徒への一方向的な知識伝達型講義を聴くという受動的学習を乗り越えるあらゆる能動的学

習である。４）アクティブ・ラーニング型の授業については，溝上慎一氏が「アクティブ・ラーニングと教授

学習パラダイムの転換」(2014)の中で，3つのタイプを提唱している。そのタイプ2のモデルでは，教員主

導・講義中心でありながらも，授業の終わりには話す・発表するといった活動を構造的に授業デザインに組

み込み，アクティブ・ラーニング型授業の戦略性を高めている。５）このタイプ2のモデルの具体的な技法と

して，ディスカッションやプレゼンテーション，ディベートなどが挙げられており，それらは外国語科の授

業に十分取り入れることができると考える。また，授業や単元をデザインするうえで，学習成果を「話すこ

と・発表すること」に設定し，生徒はその学習過程を協働的に進めることで，課題解決に向けて，習得した

知識や技能を十分活用しながら，より主体的に学習を進めることができるのではないかと考える。 
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２． 教科研究仮説 

 今年度，本校はアクティブ・ラーニングによる学習への深いアプローチによって，「教科の本質」と「21

世紀型の学力」を生徒が身につけることを目指している。本校外国語科では，前述のとおり，「教科の本質」

を「実践的な英語力」ととらえ，「効果的にコミュニケーションを図ることができる能力」と定義する。効果

的にコミュニケーションを図るためには，習得した知識・技能を活用して課題を解決しながら，生徒が思考

力・判断力・表現力を駆使し，実際に英語を使用して互いの考えや気持ちを伝え合う言語活動によって達成

できるものと考える。しかし，この思考力・判断力・表現力は従来外国語科ではあまり議論されておらず，

どちらかと言えば，習得した言語材料を理解したり練習したりする活動を通して発表するだけの，思考・判

断を伴わない活用になりがちとなる。現行の学習指導要領が実施されてから，小学校外国語活動が導入され，

生徒は日常的な場面における表現活動に慣れ親しんできた。したがって，日常生活における定型表現につい

ては「聞くこと」，「話すこと」は十分に学習してきたと考える。そのことは本校 1年生を対象に行った英検

Jr.（公益財団法人日本英語検定協会）による調査結果からも見取ることができる。 

 そこで，今年度の研究では，生徒たちが習得した言語材料を活用し，与えられた課題を解決するために，

協働的に学習を進めるうえで鍵となる次の３つの学習方法に焦点をあてて，能動的な学習を行えるよう指導

方法や評価方法を工夫する。 

 ① 身近な話題について探究し，成果を発信できる学習をする。 

 ② 協働的に思考・判断を行い，探究で得た情報の整理をする。 

 ③ ICT機器を活用し，情報を効果的に発信する。 

 以上のことを研究の柱とし，「教科の本質」と「21世紀型の学力」の双方を育成するため，本研究課題と

次に示す教科研究仮説を設定した。 

 

 １ 協働的な学習をデザインすることにより，生徒の思考力・判断力が高まる。 

２ 学習成果の発信により，生徒の実践的な英語力を高めることができる。 

 

Ⅳ 研究仮説に基づく実践例 

 

１． 題材名 

 Unit5  「お祭り大好き」 Part1 注文をしよう 

 

２． 実践の概要 

 教科書では，お祭りの露店で AETのグリーン先生がジュースを注文し，代金を支払う買い物の場面設定で

あるが，生徒にとってより実現しそうな場面を想定し，海外のファーストフードレンストランでの買い物の

場面に設定を変更して授業をデザインした。生徒たちは近い将来におとずれる場面設定に英語学習の必要性

をいっそう感じていた。言語材料としては，名詞の複数形と買い物表現が数多く用いられている。 

 本実践では，協働的な学習を買い物場面のシナリオづくりとして設定し，生徒は習得した言語材料を使用

して，グループ内で買い物場面のシナリオづくりに取り組んだ。また，完成したオリジナルのシナリオを練

習し，生徒用タブレット端末の動画撮影機能を使い，買い手と売り手に分かれて実際のロールプレイの様子

を動画に録画した。録画した映像は校内ネットワークを経由して，サーバーに提出，保存することができる

ようになっており，指導する側が評価の資料としても映像を活用することができる。 
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３． 指導計画（9時間扱い） 

学習内容 指導内容 
時
間 

アクティブ・ラーニング 
（能動的な学習） 

○名詞の複数形を用いた文の表現と運用 
○名詞の複数形の形・意味・用法を理
解させる。 

1 反転授業 

○ファストフードレストランで買い物する場
面における言語活動 

○間違いを恐れず，会話を続けようと
する姿勢を身につけさせる。 

○買い物の場面における，注文と支払
いのやりとりを実践させる。 

○学習したことを用いて，日常場面で
英語を使う必要性について理解さ
せる。 

2 

日常的な場面設定 
協働的な学習 
探究的な学習 
ロールプレイ 
ICT の活用 

○How many...? を用いた文の表現と運用 
○How many...? の文の形・意味・用
法を理解させる。 

1 反転授業 

○海外のインターネットサイトで買い物する
場面における言語活動 

○インターネット・ショッピングの場
面における，注文と支払いの方法を
実践させる。 

○学習したことを用いて，日常場面で
英語を使う必要性について理解さ
せる。 

2 

日常的な場面設定 
協働的な学習 
探究的な学習 
ICT の活用 

○Let’s... の文や命令文を用いた文の表現
と運用 

○Let’s... の文や命令文の形・意
味・用法を理解させる。 

1 反転授業 

○相手を遊びに誘う場面における言語活動 

○間違いを恐れず，会話を続けようと
する姿勢を身につけさせる。 

○相手を誘う場面におけるやりとり
を実践させる。 

○学習したことを用いて，日常場面で
英語を使う必要性について理解さ
せる。 

2 

日常的な場面設定 
協働的な学習 
探究的な学習 
ロールプレイ 
ICT の活用 

 

４． 本時案（2/2） 

学習活動 教師の働きかけ 
●指導上の留意点 

◇評価規準（評価方法） 

１ Warm Up 
 
 
 
２ 前時の復習をする。 
（１）教科書の音読をする 
（２）Q&A 
 
３ 本時の学習課題を把握する。 
 
 
 
 
 
 
４ シナリオ作りに取り組む。 
（１）場面に必要な英語表現を考

える。 
（２）４人１組のグループごとに

話し合いながらシナリオ作り
を行う。 

□ 簡単な英語での質問を繰り返
し，授業の雰囲気づくりを行う。 

 
 
 
 
 
 
□ 名詞の単数形・複数形の使い分
けを目的とする，ハンバーガーシ
ョップでの買い物場面を設定す
る。 

 
 
 
□ 学習した表現を用いてシナリ
オ作りに取り組めるように，手順
をパワーポイントで提示する。 

□ 内容が充実するように，ポイン
トになる取り組みを見出し，全体
に広げる。 

● ICT機器の活用をしながら，円
滑に応答が行われるように工夫
する。 

 
● 音読をしながら，生徒がその
内容について理解しているか，
発問を工夫する。 

 
● 生徒の興味・関心を引きつけ
るような導入を行う。 

 
 
 
● 授業の流れがわかりやすいよ
うに口頭のみならず，手順を提
示しながら説明を行う。 

 
◇ 設定された場面において，学
習したことを用いて，伝えたい
ことを適切に表現することがで
きる。（ワークシート） 

ハンバーガーショップでの買い物場面のシナリオを考えよう！ 
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５ ロールプレイの練習に取り組
む 

（１）グループ内での役割分担を
決める。 

（２）グループごとに練習をする。 
（３）完成したものをタブレット

で撮影する。 
（４）撮影した映像を見て，改善

点を考える。 
 
６ ロールプレイを行う。 
（１）グループごとに全体の前で

ロールプレイを行う。 
（２）他のグループの発表に対し

ての感想を述べる。 
 
７ 本時のまとめをする。 
（１）グループごとに学習の振り

返りを話し合う。 
（２）ワークシートに記入する。 
（３）全体で共有する。 
 

 
 
 
 
 
□ ICT 機器により活動を振り返
ることで，表現の間違いや改善点
に気づかせる。 

 
 
□ グループごとに作成したシナ
リオを全体で共有できるように
スクリーンに映し出す。 

 
 
 
□ 他のグループの発表を見て，自
分たちの良いところや改善する
ところについて確認させる。 

◇ 間違いを恐れず，相手に伝え
たいことを伝えようと，会話を
続けることができる。（観察） 

 
 
 
◇ 買い物の場面における，注文
と支払いのやりとりをすること
ができる。（映像） 

 
 
● 実物投影機を活用して，作成
したシナリオの原稿が見えるよ
う工夫する。 

 
 
 
● 本時を通して何ができるよう
になったか，何ができなかった
のかを明確にさせる。 

 
◇ 学習したことを用いて，日常
場面で英語を使う必要性につい
て理解することができる。 

（ワークシート） 

 

Ⅴ 仮説の検証 

  

これまでの単元や授業の指導計画では，学習に対する生徒の必要観や動機があまり考慮されず，どちらか

といえば，「何を学習するか」に目が行き，「どのように学習するか」はそれほど考えられずに授業が進めら

れていた。また，指導する側も「何を教えるか」に重きが置かれ，「どのように教えるか」は考えられずに授

業がデザインされていた。 

今回の実践では，教科書に登場する言語材料や場面を扱いながらも，あくまでも日常に限りなく近い場面

設定と，授業の終わりに行う「ロールプレイ」の発信から逆向きにデザインされたシナリオづくりによって，

生徒たちの学習活動に対する必要観や動機は高まり，グループ内ではそれぞれ工夫がなされたシナリオが生

徒たちの手で考え出されていた。そこには，登場人物の性格や特徴を伝えようとする表現が組み込まれてい

たり，買い手と売り手によってユーモアのある対話がなされるような工夫があったりと，その先にある「発

信」が十分に意識されたシナリオづくりが行われた。そこには協働学習によって効果的に作用するグループ

思考と，場面にふさわしい表現を選択して決定する判断があり，アクティブ・ラーニング型の協働的な学習

によって，思考力・判断力が一定の高まりが見られた。また，ICT 機器を活用して発表場面を「発信」する

ことにより，記録されて評価される映像の質にも意識が注がれ，発話する英語の音声に対するこだわりが練

習の際に多く見られた。そのことによって，日常の授業の中での単語や文章の読み方にも自然と目が向けら

れ，生徒たちの学習意欲も向上したと考えられる。 

 

Ⅵ 成果と課題 

 グローバル化社会とそこを生き抜く人材の育成を目指し，アクティブ・ラーニング型の授業への転換によ

って，「実践的な英語力」を育むことをねらいとした本研究であるが，実践を繰り返すことで，生徒の「発信

力」につながる表現力の発揮の場を数多く設定することはできた。また，それによって生徒の学習に対する
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意欲や学習への動機づけが高まったと考える。同時に，協働的な学習に入る前の知識・技能の教え込みの段

階では，授業外学習として「反転授業」に取り組ませたことは，予習・復習のみならず，生徒が自分自身の

理解度を確認したり，もっている知識・技能とつなげて応用したりできる効果的な方法でもあった。また，

そのあとに行われる協働的な学習を繰り返すことで，生徒が能動的に活動し，互いに思考・判断を繰り返し

ながら，課題解決に向けて主体的に学習していることが顕著に見られた。それを裏付けるかのように，授業

後のアンケートでは「授業を終えて，さらに英語を学びたいと思いましたか」という質問事項に対して，開

始当初は「はい」と答えた割合が 60％台だった回答も，現在では80％台まで伸びている。 

 一方，今回の実践では，プレゼンテーションやロールプレイなど発信力に焦点をあて研究を進めてきたが，

育成したい力の本質は，「互いの考えや気持ちを伝え合うコミュニケーション能力」であることから，今後は

「発信」を受けての質問や感想，意見のやり取りまでに発展させていかなければならない。 

 

Ⅶ おわりに 

  

現行の学習指導要領の全面実施から４年目の今，もうすでに次の「新」学習指導要領に向けての動きがさ

まざまなメディアで取り上げられている。小学校での英語教育の導入も視野に入れて議論がなされているが，

それによって，この先ますます小学校と中学校の連携が注目されるようになると予想される。小学校で学習

した英語を中学校で使えるようにし，さらにその先の高等学校につなげる役割が中学校の英語教育に求めら

れてくる。そうした流れのある中，学びの主体は生徒へと変容し，教師が何を教えたかではなく，生徒が何

を学んだか，何ができるようになったかを大切にする授業への転換が今後いっそう求められる。アクティブ・

ラーニング型の授業に見られるように，生徒が主体的に英語を使って活動できるような授業を工夫していき

たいと考えている。 

 

                                                                   （文責 平石 暁史） 
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今，求められる「21世紀型の学力」の育成を目指して 

～アクティブ・ラーニングによる学習への深いアプローチ～ 
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