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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。 

本校においてはこれまで，平成２０年度より２２年度までの３年間，「新学習指導要領の

趣旨を実現する教育の展開」という主題で，研究を行いました。また，平成２３・２４年

度の２年間，国立教育政策研究所の研究指定を受け，学習評価に関する研究・実践に取り

組みました。これらの本校の研究・実践に対し，これまで様々な時と場において皆様から

いただいたご指導・ご助言に対し深く感謝申し上げます。 

今年度は，これまでの研究成果をふまえながら，新たな研究主題を掲げ，研究・実践を

進めてまいりました。今年度は，研究主題を「今，求められる２１世紀型の学力の育成を

目指して」，研究副主題を「知識・技能を活用する力を育む学習指導の工夫・改善」といた

しました。 

公開授業や分科会においては，これまで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。 

毎年素晴らしい講師の先生をお迎えして開催している全体講演会ですが，今年度は，東

京大学大学総合教育センター教授（大学発教育支援コンソーシアム推進機構副機構長）の

三宅なほみ先生をお招きし，ご講演をしていただくことになりました。先生は，認知科学，

認知心理学のご専門で，人の理解や学習のメカニズムの解明，およびそれを支援するため

の方法について研究なさっています。ご講演では，これらの研究をふまえた知的刺激に満

ちたお話しをしていただけることと存じます。 

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２５年１０月 

 



 

図１ 第２期教育振興基本計画における各論の概要(一部抜粋) 

出所：文部科学省ホームページ（http://www.mext.go.jp/a_menu/keikaku/detail/1336379.htm） 

「「「「今，求められる今，求められる今，求められる今，求められる 21212121 世紀型の学力の育成を目指して世紀型の学力の育成を目指して世紀型の学力の育成を目指して世紀型の学力の育成を目指して」」」」    

～知識・技能を活用する力を育む学習指導の工夫・改善～～知識・技能を活用する力を育む学習指導の工夫・改善～～知識・技能を活用する力を育む学習指導の工夫・改善～～知識・技能を活用する力を育む学習指導の工夫・改善～    

（国立教育政策研究所（国立教育政策研究所（国立教育政策研究所（国立教育政策研究所    平成平成平成平成 25252525 年度年度年度年度    教育課程教育課程教育課程教育課程研究指定校研究指定校研究指定校研究指定校［国語科］［国語科］［国語科］［国語科］））））    

    

１１１１    研究主題研究主題研究主題研究主題    

（（（（１１１１）主題設定の理由）主題設定の理由）主題設定の理由）主題設定の理由    

        アアアア    教育を取り巻く状況教育を取り巻く状況教育を取り巻く状況教育を取り巻く状況    

21世紀となり，知識基盤社会が到来している。顕著になってきた知識基盤社会では，新しい知識・

情報・技術が政治・経済・文化をはじめ社会のあらゆる領域での活動の基盤として飛躍的に重要性を

増してきている。このような知識基盤社会化やグローバル化の時代においては，激しい変化や新しい

未知の課題に対し，試行錯誤しながら対応することが求められる。特に，情報技術の進歩がさらに加

速を続け，伝達される情報は累増し，より一層容易に国境を越えていく時代となることが予想される。

そして,誰もが情報を発信し，多様な価値観を受信できるようになっていくと考えられる。多くの新し

い知識や考え方などを知り得る可能性が高まる一方で，このような状況は社会全体の価値観が一変す

るような劇的な変化を引き起こすこともある。先行き不透明で目まぐるしく変化するこれからの社会

を生きていくためには，眼前の問題を自らの課題としてとらえ，よりよく解決していこうとする資質

や能力が求められる。 

 



＜研究仮説＞ 

パフォーマンス評価等の工夫により，学習指導要領に定められた目標等の実現状況をより適切に把

握することができる。 

＜研究仮説の検証＞ 

○結果だけでなく，学習過程を重視した学習評価を行うことができた。 

○学習者の様相を静止画（ペーパーテスト等）のみで捉えるのではなく，常に動きのあるものとし

てとらえるように評価方法や評価のタイミングを工夫することができた。 

○学習者個々に対して長期的に評価を行っていくことの必要性が改めて示された。 

教育界においても，教育基本法の中で｢豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期すること，伝

統を継承し新しい文化の創造を目指す教育を推進すること」が掲げられている。また，学習指導要領

において，小・中学校では，「基礎的・基本的な知識及び技能を確実に習得させること，思考力・判断

力・表現力その他の能力を育むこと，主体的に学習に取り組む態度を養うこと，個性を生かす教育の

充実に努めること」が，高等学校では，これらに加えて「創造的な能力を高めること」や「創造性の

基礎を養うこと」など，創造性が重要であることが各教科で掲げられている。 

これらの目指すべき姿に対し具体的な指針として，平成25年４月に中央教育審議会から「第2期教

育振興基本計画について（答申)」が示された。この中で，今後の社会の方向性として，成熟社会に適

合し知識を基盤とする自立，協働，創造モデルとしての生涯学習社会を実現していくことが掲げられ

ている。そして，その実現に向けて各学校段階を貫く視点が設定されている。例えば，社会を生き抜

く力の育成については，図１のように，幼稚園から高等学校までの段階では生きる力の確実な育成を，

次に，大学からの段階では課題探求能力の修得を，そして，生涯全体に渡って自立，協働，創造に向

けた力の修得を目指している。このように各学校の成長段階を通じて，自立，協働，創造に向けた力

を身に付けさせていくことが求められている。 

このような現状を踏まえると，これからの社会には従来の考えやものにとらわれず，新しくよりよ

い考えやものを創り出していく力や態度を身に付けた人材が必要になっている。そのような人材を育

成するためには，中学校の時期においても，主体的に問題の解決に取り組み，学んだことを確実に身

に付け，それらを活用して思考・判断・表現することができるようにしていく中で，創造性の基礎を

培うことが求められている。 

    

イイイイ    研究の経緯研究の経緯研究の経緯研究の経緯    

（１）平成23年度の研究内容    

平成23年度は，次のような研究仮説を立て，実践研究に取り組んだ。 

 

 

 

      

研究の仮説を受けて，各教科等の構想では，新学習指導要領の各教科等の目標などを視野に入れ

たテーマ，目指す生徒の姿，育みたい力，それらを育む具体的な学習指導と学習評価を明確にした。

そして，各教科等で単元や題材の開発を行い，授業実践を進める中で求める力の育成を図った。研

究仮説の検証については，次のような点があげられた。 

 

 

 

 

 

 

    

その一方で，全体として次のような課題が残った。 



＜研究の課題＞ 

△指導と評価の一体化を図った学習指導のサイクルに継続して取り組んでいく必要がある。 

△個々の生徒の学習状況をより適切に把握できる評価方法の工夫や開発に取り組んでいく必要

がある。 

△個々の生徒の学習状況に応じた指導の改善に徹底して取り組んでいく必要がある。 

△「評価計画を位置付けた年間指導計画」を充実させていく必要がある。 

＜研究仮説＞ 

各教科における言語活動を充実させ，指導と評価の一体化を図ることによって，思考力・判断力・

表現力を適切に評価し，それらを一層育成していくことができる。 

＜研究の重点＞ 

・教科間における言語活動のつながりを意識した指導と評価 

・各教科の言語活動を通して，思考力・判断力・表現力を評価する評価方法の工夫・開発および

実践 

・指導と評価結果を指導改善に結び付ける短期的な授業改善システムの整備 

＜研究仮説の検証＞ 

○各教科で新学習指導要領に示された言語活動例などを，重点的に取り組むべき言語活動として

取り上げてきた。言語活動の充実によって，思考力・判断力・表現力の育成が求められる中で，

それぞれの教科で分担できる言語活動をより教科固有の学習に生かして取り組むことによっ

て効果的に指導と評価を行うことができた。 

○［長期・短期］［実技・筆記］の２軸マトリックスによる評価方法を生かすことで，教科での

取組が薄くなる部分を相互補完し合って新たな評価方法を取り入れるなどの実践も行われた。 

 

 

 

 

 

 

 

        

学習指導要領に定められた目標等の実現状況について，過年度との観点別学習状況の比較から仮説

検証を試みている教科があった。しかし，数値的な大きな変化が見られなかった。このことから，

学習状況をより適切に把握するための評価目標を工夫し，開発するとともに，生徒の実態に応じた

指導へとつなげていく必要性が示された。個々の生徒の学習状況をより適切に把握するため，「評価

計画を位置付けた年間指導計画」の充実が必須となった。 

 

（２）平成24年度の研究内容 

     研究の２年目となる平成24年度は，平成23年度の実践研究によって残された課題を解決するた

めに，次のような仮説と重点を置いて，研究を進めてきた。 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

  

研究仮説を検証するため，３つの重点を設定したわけだが，それぞれの重点について次のような検証

がなされた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



○指導と評価の一体化を図る年間指導計画の作成に取り組んできた。この研究は継続的に行わ

れ，充実したものになってきており，思考力・判断力・表現力を育むための言語活動を焦点化

した点と，指導と評価の系統化を取り入れた点が大きな改善といえる。 

○これまでのカリキュラム評価を生かし，思考力・判断力・表現力を育む学習指導の改善につな

がる評価の検討を行った。各学期の振り返りを授業に還元することで，指導の改善が図りやす

くなった。 

＜研究の課題＞ 

△思考力・判断力・表現力の評価についての妥当性と信頼性を高めることが必要である。 

△思考力・判断力・表現力については，長期的な視点で評価の結果を見ていくことが必要である。 

○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 

 

 

 

 

 

２年間の研究からは次の２点の課題があげられた。 

 

 

 

                        

    

ウウウウ    生徒の実態生徒の実態生徒の実態生徒の実態    

研究主題を検討する上で，教師が実際どのような願いをもっているのかを知るためにブレーンスト

ーミングを行った。今後の教育の中で，本校の生徒にとってどのような力を育んでいく必要があるの

かを話し合い，研究の柱を探っていこうと考えた。３つのグループでの話し合いを行い，そこで出さ

れた意見は次のようなものであった。 

 

 

 

 

 

  これを見てみると，個人の能力に関することはおおむね同じような意見が各グループから出されて

いた。また，これからの社会に対する視点からも意見が出されていた。このことは，21世紀の学力を

考える上で，これからの社会をたくましく生きるのに必要な力を身に付けさせたいという教師の願い

を示している。つまり，学習し体得した「学力」が，この能力を高めるに止まらず，社会や世界とい

った中で生かされることを願っていると言える。 

 

エエエエ    研究主題の設定研究主題の設定研究主題の設定研究主題の設定    

本校では，５つの学校教育目標を掲げ，学校教育を進めてきている。ここに示す学校目標と目指す

べき生徒の姿は，これからの社会をたくましく生きる生徒にとっての未来像である。学校教育，特に

教科教育を核として研究を進め，学校教育目標を具現化するために，どのような実践に取り組んでい

くかは，学校の特色にゆだねられるところが大きい。学校の特色を生かす教育が重視される今日，本

校の教育目標と社会の状況や教育的課題を重ね合わせてみると，変化の激しい行先不透明な社会の中，

課題意識を持ち，人間的でしかもたくましく生き抜く力をもった生徒の育成が急務であると考えられ

る。まさにこの21世紀に必要な学力をどのようにして身に付けさせていくのかを研究する必要がある。 

このことから，今次の研究主題を 

「今，求められる「今，求められる「今，求められる「今，求められる 21212121 世紀型の学力の育成を目指して」世紀型の学力の育成を目指して」世紀型の学力の育成を目指して」世紀型の学力の育成を目指して」とした。 



     

平成23年度からの２年間の過年度研究では，平成20年度からの３年間の研究成果である組織的な

言語活動の展開の在り方を生かしながら，研究・実践を行ってきた。研究の中心課題は，思考力・判

断力・表現力の指導と評価についてである。具体的には，「学習指導要領に定められた目標」を言語活

動を通した思考力・判断力・表現力の育成と捉え，「評価方法」について組織的な評価の在り方につい

て研究を進めてきた。また，国立教育政策研究所の学習評価に関わる研究指定校事業としての取組で

もあり，その成果を全国に発信する機会を得ることができ，多くの意見をいただくこともできた。 

本年度からの２年間では，これまでの思考力・判断力・表現力についての取組の成果と課題を踏ま

えながら，「21世紀型の学力」について学校研究として取り組むこととした。 

 

図２ 本校における研究の全体図 



 

図３ 「確かな学力」の要素と構造 

出所：文部科学省ホームページ（http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/gakuryoku/korekara_c.htm） 

（（（（２２２２）主題設定のとらえ）主題設定のとらえ）主題設定のとらえ）主題設定のとらえ    

        アアアア    21212121 世紀型の学力について世紀型の学力について世紀型の学力について世紀型の学力について    

   ① 21世紀型の学力とは 

     本研究において，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」と定義した。21世紀型の学力は，文部科学省による「確かな学力」を包含す

るものである。確かな学力は，「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」と文部科学省は定義している。 

     図３に示される通り，確かな学力は８つの要素で構成されている。この図において「思考力」「判

断力」「表現力」は上部に，「学び方」「知識・技能」「学ぶ意欲」は下部に設定されている。これが

バランス良く配置され，「課題発見能力」や「問題解決能力」を支えている。本校でも，これまで「思

考力」「判断力」「表現力」「知識・技能」について研究を進め，成果を発表してきた。これまでの研

究をベースにしながら，今までに取組の少なかった「課題発見能力」と「問題解決能力」を教科で

培う力の「主柱」として研究に取り組んでいく。 

 

 



 

図４ 21世紀型の学力の階層性 

   ② 21世紀型の学力の階層性 

     21世紀型の学力を次のような階層によって成り立つものと考えた。この階層性については，下の

力が上の力を支えるものと考えている。それぞれの階層をなす力は，次のように定義している。 

階層性の力 力の定義 

生き抜く力 

・〔感じる力〕〔考える力〕〔発信する力〕を総合した力 

・社会が激しく変化する中で，自立・協働・創造を図るための能動的・主体

的な力 

発信する力 ・対人関係を前提とした人の情意的・認知的領域に関する能力 

考える力 ・知識・理解など，人の認知的領域に関する能力 

感じる力 ・態度や志向性など，人の情意的領域に関する能力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



③ 21世紀型の学力に関わる具体的な資質・能力 

    

具体的な資質や能力 

国からの答申との関わり 

OECDの主要能力との関わり 

第2期教育振興基

本計画との関わり 

21

世

紀

型

の

学

力

 

〔感じる力〕 

・主体性 

・積極性 

・意志力（やり抜く力） 

・感性 

・共感 

・意欲 

・モチベーション 

〔考える力〕 

・課題発見能力 

・問題解決能力 

・情報活用能力 

・思考力・判断力 

・キャリアプランニング能力 

・知識・技能の理解・習得 

〔発信する力〕 

・表現力 

・プレゼンテーション能力 

・他者に働きかける力 

〔生き抜く力〕 

・創造力 

・チームワーク 

・リーダーシップ 

◆【生きる力】（確かな学力） 

基礎・基本を確実に身に付け，いかに社会

が変化しようと，自ら課題を見つけ，自ら

学び，自ら考え，主体的に判断し，行動し，

よりよく問題を解決する資質や能力 

◆【基礎的・汎用的能力】 

・自己理解・自己管理能力 

・課題対応能力 

・キャリアプランニング能力 

◆【主要能力】（キー・コンピテンシー） 

①言語や知識，技能を相互作用的に活用す

る能力 

・言語，シンボル，テクストを活用する能

力 

・知識や情報を活用する能力 

・技術を活用する能力 

②社会的に異質な集団で交流する能力 

・他人といい関係をつくる能力 

・争いを処理し，解決する能力 

③自律的に活動する能力 

・大きな展望の中で活動する能力 

・人生計画や個人的プロジェクトを設計

し，実行する能力 

社

会

を

生

き

抜

く

力

の

養

成 

〔感じる力〕 

・積極性 

・協調性 

〔考える力〕 

・異文化理解 

〔発信する力〕 

・コミュニケーション能力 

◆【基礎的・汎用的能力】 

・人間関係形成・社会形成能力 

◆【主要能力】（キー・コンピテンシー） 

①言語や知識，技能を相互作用的に活用す

る能力 

・言語，シンボル，テクストを活用する能

力 

②社会的に異質な集団で交流する能力 

・他人といい関係をつくる能力 

未

来

へ

の

飛

躍

を

実

現

す

る

人

材

の

養

成 



        イイイイ    質の高い教育質の高い教育質の高い教育質の高い教育についてについてについてについて    

   ① 質の高い教育とは 

    本研究では，質の高い教育を「生徒が，自立して社会で生きていくために必要な基礎を身に付ける

ことができる教育」ととらえている。これは，研究の成果を，教育の質でとらえていくことで，家庭

や地域への説明責任を果たすことができると考えている。また，質の高い教育を推進することは，教

育振興計画の当初の目的でもあり，学校が取り組むべき課題である。 

 

   ② 質の高い教育を見取るために 

    第２期教育振興基本計画では，第１期計画の評価として，「十分なPDCAサイクル」の不足をあげて

いる。この点に着目し，本校では，質の高い教育を見取る取組として，ＩＣＴ機器などを活用した検

証改善サイクルを整備し，質の高い教育を保証できるようにしていきたいと考えている。 

 

２２２２    研究研究研究研究の構想の構想の構想の構想    

（（（（１１１１）研究仮説）研究仮説）研究仮説）研究仮説    

  前述のような研究主題のとらえのもと，次の研究仮説を設定した。 

 

 

 

 

 

 

  この仮説が有効であったかを検証すべく研究を進めていくものとする。 

 

（（（（２２２２）研究の重点）研究の重点）研究の重点）研究の重点    

本年度は，研究の重点を次の３点に定め，研究に取り組んだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（（（（３３３３）研究の）研究の）研究の）研究の方向性方向性方向性方向性    

        本研究は，２年間の研究における初年度の年である。これからの研究の方向性と研究の内容を決め，

より多くの実践を行っていきたいと考えている。この結果を来年度の研究で検証し，再構築しながら21

世紀型の学力を育成していきたいと考えている。 

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

ることにより，ることにより，ることにより，ることにより，21212121 世紀型の学力を育み，質の高い教育を推進世紀型の学力を育み，質の高い教育を推進世紀型の学力を育み，質の高い教育を推進世紀型の学力を育み，質の高い教育を推進

することができる。することができる。することができる。することができる。    

①①①① 教科での基礎的・基本的な知識・技能を活用した問題教科での基礎的・基本的な知識・技能を活用した問題教科での基礎的・基本的な知識・技能を活用した問題教科での基礎的・基本的な知識・技能を活用した問題                            

解決的な学習の工夫・開発および実践解決的な学習の工夫・開発および実践解決的な学習の工夫・開発および実践解決的な学習の工夫・開発および実践    

②②②② 自らの思考や感情を律する力や自らを研鑽する力の習自らの思考や感情を律する力や自らを研鑽する力の習自らの思考や感情を律する力や自らを研鑽する力の習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・改善得を目指した教科における学習指導の工夫・改善得を目指した教科における学習指導の工夫・改善得を目指した教科における学習指導の工夫・改善    

③③③③    質の高い教育を保証するための検証改善サイクル質の高い教育を保証するための検証改善サイクル質の高い教育を保証するための検証改善サイクル質の高い教育を保証するための検証改善サイクル

（（（（PDCAPDCAPDCAPDCA のサイクルマネジメント）の整備のサイクルマネジメント）の整備のサイクルマネジメント）の整備のサイクルマネジメント）の整備    



 
 

図５ 本校の研究構想図 

        また，今次の研究の構想は，図５のように考えた。 

    

本研究の進むべき方向は，「社会を生き抜く力」と「未来への飛躍を実現する人材」である。これは，

今後５年間の教育が，第２期教育振興基本計画を基盤として行われていくことを踏まえたものである。

この中で，「社会を生き抜く力」を育成するために必要なものとして「生きる力」と「基礎的・汎用的

な力」をあげており，「未来への飛躍を実現する人材」の育成では，「実践的な英語力」をあげている。 

   21 世紀型の学力を支えるものとして，「検証改善サイクルの確立」と「教科指導におけるＩＣＴ機器

の活用」，「過去の研究成果」を示した。特に，「検証改善サイクルの確立」については，全国学力・学

習状況調 査の結果を生かした学習の指導の充実を示している。 

 



＜国語＞ 

○全国学力・学習状況調査問題を活用するとともに，各教科の授業観察を通して生徒の状況を把握

し，指導方法の工夫・改善に生かすことにより，生徒に社会生活に生きて働く言語能力を身に付

けさせることができる。 

＜社会＞ 

○資料を適切に利用し読み取る力（資料活用の能力）を向上させ、この力を利用して資料を組み合

わせて、その関連性を考察させることで思考力・判断力・表現力の向上をはかることができる。 

＜数学＞ 

○問題解決能力の育成を目指して問題解決的な学習や数学的活動を工夫・改善していくことで， 

(1)活用することのできる知識・技能を習得させることができる。 

(2)知識・技能を活用するために必要な数学的な見方や考え方を効果的に育むことができる。 

＜理科＞ 

○自分の予想や仮説，その検証方法，考察，結果等を自分なりにまとめ表現する経験を積むことに 

より，科学的に思考し表現する力を身に付けていくことができる。 

○生徒が目的や意義を明確にしながら，観察，実験のデータを整理しグラフをかき，その結果から

規則性等に気付くような指導を充実することによって，科学的に考察して結論を導くことができ

る。 

＜音楽＞ 

○「音楽的な感受」を学習の支えとして，感性を高め，思考・判断し，表現する一連の過程を重視

した，知識・技能を活用する力を育む学習指導の工夫・改善を図ることにより，主体的に歌唱，

器楽，創作で音楽表現する力や，自分なりに批評をし，よさや美しさを味わって聴き深める力を

育てることができる。 

＜美術＞ 

○習得すべき基礎的・基本的な知識や技能を明確にすることにより，生徒の表現や鑑賞活動におい

て，思考力・判断力・表現力の向上がはかられ，主体的に自らの課題を追究するための力を育て

ることができる。 

＜保健体育＞ 

○「できる（技能）」「わかる（知識）」「かかわる（態度）」喜びと、身に付けた体育的学力を活用す

る（思考・判断）」喜びを十分に味わわせることにより、子供自らが運動やスポーツを生活の一部

として生涯にわたって継続していくことができる資質を育むことができる。 

＜技術・家庭＞ 

○家庭生活と学習内容とのかかわりの深い実践的・体験的な学習活動を充実させることで、技術的

な視点でものごとを捉えられる思考力が育成され、知識・技能を生活の場で活かせる力を育むこ

３３３３    研究の内容研究の内容研究の内容研究の内容    

（１）（１）（１）（１）各教科等の取組について各教科等の取組について各教科等の取組について各教科等の取組について    

        アアアア    教科の研究の方向性について教科の研究の方向性について教科の研究の方向性について教科の研究の方向性について    

            研究仮説を検証するため，各教科で「教科研究の仮説」を設定した。研究の重点①を各教科で取り組

むための教科仮説である。設定するにあたっては，校内の研究協議会で吟味をし，その検証が仮説の重

点を検証する内容になるように修正を加えた。 

    

    

    

    

    

    

    

            

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



＜外国語＞ 

○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。 

○これらの能力は､包括的な能力概念であり､必要な要素をできる限り分かりやすく提示するとい

う観点でまとめたものである。この４つの能力は､それぞれが独立したものではなく､相互に関

連・依存した関係にある。このため､特に順序があるものではなく､また､これらの能力をすべて

の者が同じ程度あるいは均一に身に付けることを求めるものではない。 

○これらの能力をどのようなまとまりで､どの程度身に付けさせるかは，学校や地域の特色，専攻

分野の特性や子供・若者の発達の段階によって異なると考えられる。各学校においては，この４

つの能力を参考にしつつ，それぞれの課題を踏まえて具体の能力を設定し，工夫された教育を通

じて達成させることが望まれる。その際，初等中等教育の学校では，新しい学習指導要領を踏ま

えて育成されるべきである。 

（中教審「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について（答申）」より） 

    

    

    

    

この教科仮説を基に，研究の骨子を立て，具体的な研究に取り組んだ。１学期に全教科が校内研究授

業を行い，研究の重点①に関わる教科からのアプローチを話し合った。以下，各教科が実践した校内研

究の単元（題材）について紹介する。詳細については，本研究紀要の各教科編を参照していただきたい。 

国 語 科 【単元】立場を決めて意見を述べるには―根拠を明確にした意見文― 

社 会 科 【題材】世界の人口の分布と変化 

数 学 科 【題材】陸上競技場のスタート位置について 

理   科 【題材】肉食動物と草食動物の消化管の長さ等の違いについて 

音 楽 科 【鑑賞】音色と響き 

美 術 科 【鑑賞】見え方の不思議 

技 術 科 【題材】知的財産の保護 

保健体育科 【単元】球技 ＜ゴール型＞ バスケットボール 

外 国 語 科 【単元】Unit3 My Future Job Reading for Communication 

    

イイイイ    キャリア教育の取組についてキャリア教育の取組についてキャリア教育の取組についてキャリア教育の取組について    

   ① 本校におけるキャリア教育の推進 

    本校では，平成 18 年度より，職場体験学習を１年生で実施してきている。また３年生は，東京へ  

の修学旅行の中で最先端の仕事場を実際に訪問し，自分の将来に関する進路選択に役立てるような学

習を進めてきた。その取組は，総合的な学習の時間の大きなテーマとして扱ってきた。このテーマの

中で，キャリア発達に関わる諸能力である「４領域８能力」を本校でのスキル習得学習の中に組み入

れて取り組んできた。 

平成23年１月に中央教育審議会「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について（答

申）」がまとめられ，その中で，「４領域８能力」が再構成され，「分野や職業にかかわらず，社会的・

職業的自立に向けて必要な基盤となる能力」としての「基礎的・汎用的能力」が示された。「基礎的・

汎用的能力」は，「人間関係形成・社会形成能力」「自己理解・自己管理能力」「課題対応能力」「キャ

リアプランニング能力」の４つの能力によって構成されており，これらの能力について，答申は次の

ように述べている。
１）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



中央教育審議会が示した「基礎的・汎用的能力」については，各学校・地域等の実情や各校の生徒

の実態を踏まえて，学校ごとに育成しようとする力の目標を定めることを前提としている。 

これらの点を踏まえ，本校においても「４領域８能力」から「基礎的・汎用的能力」への転換を図

っていくこととした。そこでまず，本校の実情を知るため，生徒にアンケート調査を行った。 

 

   ② 本校生徒に求められる能力や態度の設定 

キャリア教育を進めるにあたり，本校の生徒にとってどのような能力や態度が必要になるのか，実

態を調査することにした。調査にあたっては，文部科学省の「中学校キャリア教育の手引き」（平成

23年３月）を参照して，アンケートを実施した。 

＜基礎的・汎用的能力に関するアンケート結果＞    

 

基礎的・

汎用的能

力 

各能力における要素 

番

号 

人間関係

形成・社

会形成 

他者の個性を理解する力 ① 

他者に働きかける力 

② 

コミュニケーションスキル 

チームワーク 

③ 

リーダーシップ 

自己理

解・自己

管理 

自己の役割の理解 

④ 

自己の動機づけ 

忍耐力 

⑤ 

ストレスマネジメント 

前向きに考える力 

⑥ 

主体的行動 

課題対応 

情報の理解・選択・処理等 ⑦ 

本質の理解 

⑧ 原因の追究 

課題発見 

計画立案 

⑨ 実行力 

評価・改善 

キャリア

プランニ

ング 

学ぶこと・働くことの意義や役割の理解 

⑩ 

多様性の理解 

将来設計 

⑪ 

選択 

行動・改善 ⑫ 

 

 

50
60
70
80
90

100
①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

第１学年 

50
60
70
80
90

100
①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

50
60
70
80
90

100
①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

第２学年 

第３学年 

図６ 

図７ 

図８ 



 

図９ キャリア教育の全体計画 

 



○初等中等教育においては，キャリア教育の全体計画やそれを具現化した年間指導計画を作成して

いる学校が少ないという指摘があり，子供の発達の段階に応じた課題や，それぞれの地域や学校

の実態等を踏まえ，キャリア教育の指導計画を作成することが必要である。 

（中教審「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について（答申）」） 

○各発達の段階における能力や態度の到達目標を具体的に設定するなど，全体計画を具現化するも

のである。各教科，道徳，総合的な学習の時間及び特別活動の学習指導要領におけるキャリア教

育に関する事項を確認し，相互の関連性や系統性に注意し，有機的に関連付け，発達の段階に応

じた教育活動を展開する必要がある。また，これらの指導計画は各学校の教育課程に適切に位置

づけられるべきものである。 

図６から図８は，各学年のアンケート結果をレーダーチャートに示したものである。この結果から，

どのような能力や態度を育まなければならないのかが見えてきた。本校の生徒の場合，「自己理解・自

己管理能力」と「キャリアプランニング能力」を重点化して取り組む必要がある。特に，「自己理解・

自己管理能力」については，21世紀型の学力の根底を成す「感じる力」でもあり，特に力を入れて取

り組む必要があると考えた。 

図９は，本校のキャリア教育の全体計画を示している。キャリア教育の全体計画について，中央教

育審議会答申では， 

 

 

 

 

 

と示している。
２）

生徒のアンケート結果や教師のブレーンストーミングの結果なども取り入れ，本校

における実態等を踏まえて，キャリア教育の全体計画を作成し，全教職員で共通理解が図ることがで

きるようにしている。 

 

   ③ 年間指導計画の作成 

キャリア教育を教育課程に位置づけ，推進するためには，発達段階に応じた各教科の年間指導計画

を作成する必要がある。文部科学省の「中学校キャリア教育の手引き」では， 

 

 

 

 

 

 

   と記載されており，
３）

各教科における年間指導計画を作成する必要がある。 

図10は，理科におけるキャリア教育を位置づけた年間指導計画の一部抜粋である。このように，全

教科で，年間指導計画の工夫・改善を行っている。生徒の実態や発達の段階に適切に応じているかと

いった評価等については，今後の検討事項として考えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 10 基礎的・汎用的能力との関連を図った年間指導計画（理科・一部抜粋） 



○体験的な学習や基礎的・基本的案知識及び技能を活用した問題解決的な学習を重視 

○これからの学校教育においては，変化の激しいこれからの社会を考えたとき，また，生涯にわた

る学習の基礎を培うため，基礎的・基本的な知識・技能の確実な定着とともに，それらを活用し

て課題を解決するための思考力・判断力・表現力等の育成を重視した教育を行うことが必要であ

り，生徒がこれらを支える知的好奇心や探究心をもって主体的に学習に取り組む態度を養うこと

は極めて重要である。このような資質や能力を育成するためには，体験的な学習や基礎的・基本

的な知識・技能を活用した問題解決的な学習を充実する必要がある。 

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 

 

図 11 問題解決的な学習の流れ 

（（（（２２２２））））社会を生き抜く力の養成社会を生き抜く力の養成社会を生き抜く力の養成社会を生き抜く力の養成    

        アアアア    問題解決能力問題解決能力問題解決能力問題解決能力の育成の育成の育成の育成についてについてについてについて    

            ① 問題解決的な学習の必要性について    

    平成12年以降，３年おきに実施されているOECDの PISA調査（生徒の学習到達度調査）によって，

国際的に求められる学力論が注目されるようになった。中でも平成15年に実施されたPISA調査は「読

解力」「数学的リテラシー」「科学的リテラシー」に「問題解決力」が加えられ，注目を集めた。PISA

調査で求められた問題解決力とは，「個別の領域の知識や理解ではなく，人が特定の領域横断的な問題

状況に直面した場合に，認知プロセスを用いて問題に対処し，解決できる能力」とされている。つま

りこれは，どのような問題が存在しているのか気付き，それを解決するまでのプロセスを重視してい

ることになる。 

    平成20年１月に改訂された新学習指導要領には，問題解決的な学習に関連する文言が明記されてい

る。「総則」には， 

 

 

   するとある。
４）

中学校学習指導要領解説総則編には，次のような説明がされている。
５）

 

    

    

    

    

    

    

 

   このように総則に示されていることからも，教科等に求められている共通的な学習指導の課題である。 

    問題解決的な学習は，教師の指導のもと自ら問題や疑問を持って自ら解決していく学習である。こ

うした学習を繰り返し，体験することを通して，問題解決能力を育むことができる。問題解決能力に

は，問題（課題）発見能力，学習のプランニング能力，自立解決能力，自己評価能力などが含まれて

いる。各教科等において問題解決的な学習を展開し，

諸能力を育成する中で，それぞれの教科等の目標や

内容をより効果的に学習させることができる。また，

こうした問題解決能力と関連のある能力は，教科等

の学習場面でのみ発揮されるのではなく，日常の生

活や社会において問題場面に遭遇したとき，それら

を主体的に解決することができる能力となる。 

 

   ② 問題解決的な学習の指導過程について 

    問題解決的な学習は，全ての教科等における授業

課題である。本校では，問題解決的な学習の指導過

程を図11の流れでとらえている。 

    また，指導の各過程では，次のことに配慮しながら実践に取り組んできた。 

     ・課題（問題）の発見や問題を自分のものにする段階の指導の充実。 



・STEP1 

 独立変数と思われる要因をリストアップさせる。 

・STEP2 

 従属変数がどのように変わるかを書かせる。 

・STEP3 

 リストアップした独立変数をどのように変化させ

ることができるか考えさせる。 

・STEP4 

 独立変数の変化により従属変数がどのように変わ

ると考えられるかを書かせる。 

独立変数：変化させる要因 

  従属変数：独立変数の影響を受ける要因 

 

図 12 4QS の仮説検証過程 

 
 

図 13 生徒が記入した 4QS のワークシートの例 

     ・解決すべきこと，解決に必要な情報の収集，条件の整理ができるようにする。 

     ・自力解決の時間を取り，見通しを持ち，自ら考える活動を十分にさせる。 

     ・体験活動などを積極的に取り入れ，学習活動を多様化し，生徒の発想を引き出し，生かせるよ

うにする。 

     ・各自の解決の過程や結果についての情報交換をしたり，学び合ったりする場を充実させる。 

     ・新しく身に付けた知識・技能や考え方を次の問題解決や新しいことを学び取っていくために活

用させるような，学習の流れを意識させる。 

 

   ③ 既習知識を基に仮説を立てさせる手立てについて 

     ここでは，「4QS（フォークス）」と呼ばれ

る指導法を生かした仮説設定のワークシー

トを活用した教科の実践例を示す。4QS と

は，「The Four（４つ） Question（問題） 

Strategy（戦略・戦術）」の略称である。こ

れは，Cothron,j.h.らが提案した指導法で，

仮説検証の過程（図12）を４つの質問によ

って構成させるものである。上越教育大学

の小林辰至氏らは，Cothron らの４つの質

問による指導法とその考えに基づき，理科

教育で役立つワークシートと指導法を開発

している。 

    具体的には，４つの質問を用いて，グル

ープ討論を行わせながら，独立変数（変化

させる要因）と従属変数（独

立変数の影響を受ける要因）

の存在を意識化させて，仮説

の文章化を導く指導法を提案

している。 

    本年度は，理科と社会科で

4QS によるワークシートを用

いた実践に取り組んだ。4QS

による取組は，図11の問題解

決的な学習の流れの中のＡか

らＢの学習過程を意識したも

のである。生徒が，自らの課

題を発見し，予想を立て，解

決するためのプランニングを

し，自分の考えを点検するこ

とができる場合には，「検討や

学び合い」，「適応や一般化」



○変化の激しい社会にあって，多様な他者との協力や協働が求められる中では，自らの意志や感

情を律する力や自らを研さんする力がますます重要である。これらは，キャリア教育や人間関

係形成における基盤となるものであり，…（中略） 

の場面がより活発になり，問題解決能力を育むことができると考えている。さらに，4QS によるワー

クシートではないが，教科の独自性を生かしたワークシートの取組（音楽科や美術科）なども見られ，

学校全体として取り組んでいる大きな研究の柱となっている。 

 

        イイイイ    キャリア教育を生かした意志力（やり抜く力）の育成キャリア教育を生かした意志力（やり抜く力）の育成キャリア教育を生かした意志力（やり抜く力）の育成キャリア教育を生かした意志力（やり抜く力）の育成についてについてについてについて    

    平成23年1月に中央教育審議会は，「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方につい

て」を示した。この中で「基礎的・汎用的能力」が提示されたわけだが，それまでのキャリア教育の

基盤として活用されてきたのは，国立教育政策研究所生徒指導研究センターによる調査研究報告書「児

童生徒の職業観・勤労観を育む教育の推進について」（平成14年 11月）が提示した「職業観・勤労観

を育む学習プログラムの枠組み（例）」に基づく能力論，いわゆる「４領域８能力」論であった。この

「４領域８能力」と今，求められる「基礎的・汎用的能力」には共通する要素が多いが，「基礎的・汎

用的能力」における自己管理能力や課題対応能力は，「４領域８能力」には組み込まれていなかった。

自己管理能力については，「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について」の中で，

次のように示されている。
６）
（自己理解・自己管理能力について（一部抜粋）） 

    

    

    

    

   つまり，この能力の向上を図ることは，キャリア教育の新たな課題の１つであると言える。 

    本校での研究の柱である21世紀型の学力の中でも，自己管理能力の具体的な要素として示されてい

る忍耐力を重要な要素としてとらえている。本校では忍耐力をより広く意味付けし，「意志力（やり抜

く力）」としてとらえることにした。つまり，自己管理能力は21世紀型の学力の基盤を成す力である

と考え，研究の重点として積極的に取り組むことにした。 

    本年度は，各教科の中で具体的にどのような取組を通して，意志力（やり抜く力）を育んでいくの

かを明確にしてもらった。図14は，各教科の取組を時間軸－内容軸のマトリックスに示したものであ

る。この俯瞰図からもわかる通り，教科の独自性を生かす形で様々な取組が見られる。各教科が様々

な視点から意志力（やり抜く力）を育む方向性を持って長期的に取り組んでいくことが大切であると

考えている。 

    また，本校では，教科以外の時間の取組として，朝と帰りの時間を利用した「黙想」も取り入れ始

めた（図 15）。黙想の時間を取り入れることで，意志力を高めることができるのではないかと考えて

いる。スタンフォード大学の心理学者であるケリー・マグゴニガル女史の研究でも，意志力を高める

１つの手法として「瞑想」が有効であることが示されており，本校でも本年度から導入している。効

果については，長期的な見取りが今後必要になると考えている。 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 14 意志力を高める各教科での取組についてのマトリックス 

 

図 15 黙想に取り組む生徒の様子 



○中・高等学校では，各学校が，学習指導要領に基づき，生徒に求められる英語力を達成するた

めの学習到達目標を「CAN-DO リスト」の形で具体的に設定することにより，学習指導要領の

内容を踏まえた指導方法や評価方法の工夫・改善が容易になる。また，各学校が，学習指導要

領の目標を地域の実態や生徒の能力に応じて具体的な目標を設定し直すことにより，すべての

子供たちの英語力の水準向上に資するだけでなく，グローバル社会に通用するより高度な英語

力の習得を目指すことも可能となる。 （下線は本稿執筆者） 

（（（（３３３３））））未来への飛躍を実現する人材の養成未来への飛躍を実現する人材の養成未来への飛躍を実現する人材の養成未来への飛躍を実現する人材の養成    

            第２期教育振興基本計画の基本的方向性に基づく方策として，未来への飛躍を実現する人材の養成が

示されている。ここでの目指すべき人材には，グローバル化が進行する社会において，「社会を生き抜

く力」を身に付ける過程の中で，創造性やチャレンジ精神，強い意志を持って迅速に決断できる力が求

められる。また，リーダーシップや英語等の語学力・コミュニケーション能力，異文化を理解する力な

ども一層重要になってくる。グローバル化が急速に進展し，国際舞台で活躍できる人材の育成が求めら

れる今，中学校では，実践的な英語力をはじめとする語学力の向上が重要な課題の一つとなってきてい

る。 

   文部科学省では，「外国語能力の向上に関する検討会」を設置し，生徒の外国語能力の向上のため，目

標設定の在り方や生徒に求められる英語力，ALT の活用等の方策について，今後の施策に反映させるた

め検討を進めた。そして，平成 23 年６月 30 日，「検討会」における審議のまとめである「国際共通語

としての英語力向上のための５つの提言と具体的施策～英語を学ぶ意欲と使う機会の充実を通じた確

かなコミュニケーション能力の育成に向けて～」が取りまとめられた。 

   本校では，この提言を受け，「実践的な英語力を目指したCAN-DO リストの作成」と「ICT 機器を活

用した英語教育の取組」に関わる研究を進めることにした。 

    

        アアアア    実践的な英語力を目指した実践的な英語力を目指した実践的な英語力を目指した実践的な英語力を目指した CANCANCANCAN----DODODODO リストの作成リストの作成リストの作成リストの作成    

                「国際共通語としての英語力向上のための５つの提言と具体的施策」では，その1つの提言として

「生徒に求められる英語力について，その達成状況を把握・検証する」ことが掲げられた。以下は，

提言からの抜粋である。 

 

    

    

    

    

    

    

このような提言を受けて，学習到達目標を CAN-DO リストの形で設定し，到達度を把握すること

が推奨されている。CAN-DO リストとは，「英語を使って何ができるか」を具体的な行動記述により

記したものである。CAN-DO リストを活用し，学習者は学習への取組を振り返ることが重要であり，

振り返った上で，CAN-DO という観点でこれから何をすべきかを考えるためのツールとして

CAN-DO リストを位置づけることができる。これらの具体的な実践内容については本研究紀要の外国

語科編をご覧いただきたい。 

    

        イイイイ    ICTICTICTICT 機器機器機器機器を活用した英語教育の取組を活用した英語教育の取組を活用した英語教育の取組を活用した英語教育の取組    

            「国際共通語としての英語力向上のための５つの提言と具体的施策」では，ICT 機器の効果的な活用

についても提言を行っている。提言３では，「ALT，ICT 等の効果的な活用を通じて生徒が英語を使う

機会を増やす」としている。この提言についての説明を一部抜粋したものが，次の通りである。
８）

 



○これらの教材・教具を有効，適切に活用するためには，教師はそれぞれの情報手段の特性を理解

し，指導の効果を高める方法について絶えず研究することが求められる。 

○英語を使う機会の充実を図り，生徒の英語力を向上させるためには，ICT を効果的に活用するこ

とも重要である。具体的には，ICT を用いた海外との交流学習・協働学習は，通常の授業では得

難い生きた英語に触れる機会を提供することができ，異文化及び自国文化の理解や英語学習に対

するモチベーションの向上に資する。また，生徒が，動画・音声教材やドリル教材などの ICT 教

材を活用することによって，英語を習得するために重要な反復練習や個人でのトレーニングが可

能となる。これにより，生徒の興味・関心や習熟の程度に応じた学習機会を確保できる。さらに，

英語教員が授業においてデジタル教科書・教材を活用して，ネイティブ・スピーカーが実際に発

話している場面や，発話の際の表情やジェスチャーなどの画像･動画等を提示することにより，生

徒にわかりやすい授業を提供できるとともに，授業の効率を高めることができる。 

 （下線は本稿執筆者） 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

            

この提言を基に，本校でも ICT 機器における教材の導入としてドリル教材を取り入れることにした。

教材の活用によって，語彙力の向上を図り，中学校卒業段階で実用英語技能検定（英検）３級程度の

英語力へと結び付けていきたいと考えている。 

    文部科学省では，「『英語が使える日本人』の育成のための行動計画」を平成15年に策定し，英語教

育の改善の目標や方向性を明らかにした。しかし，「平成23年『国際共通語としての英語力向上のた

めの５つの提言と具体的施策』に係る状況調査の結果について」でも示された通り，現在の英語教育

では，必ずしも目標に十分に到達しているとは言えない状況である。 

    このような状況を変えていく一つの取組として，ICT 機器の活用を考えている。具体的な取組につ

いては，本研究紀要の外国語編をご覧いただきたい。今後は，習得した英語を発信するための道具と

して ICT 機器を活用していく必要があると考えている。 

 

（（（（４４４４））））教科指導における教科指導における教科指導における教科指導における ICTICTICTICT 機器機器機器機器の活用の活用の活用の活用    

            本校では，教科の目標を達成するために，教員や生徒が ICT 機器を活用する機会が非常に増えてきて

いる。中学校学習指導要領解説総則編では， 

     

と記述されている。
９）

これらの記述は，授業の中でICT機器を効果的に活用し，指導方法の改善を図り

ながら，生徒の学力向上につなげることが重要であることを示している。ICT 機器の活用については，

各教科等の学習指導要領の解説を見ても，随所にその活用例が示されている。これらの例なども生かし

ながら教科の目標に向かって学習活動を進めていく必要がある。 

 

        アアアア    生徒一人一人に課題を明確につかませるための生徒一人一人に課題を明確につかませるための生徒一人一人に課題を明確につかませるための生徒一人一人に課題を明確につかませるための ICTICTICTICT 機器の機器の機器の機器の活用（活用（活用（活用（数学の実践数学の実践数学の実践数学の実践））））    

    生徒一人一人が課題を明確につかむことは，学習活動を円滑に進めていく上でとても大切なことで

ある。そこで，ICT 機器を上手に活用することが，課題をとらえやすくする一つの方法と考えられる。

教科書の設問や図表を拡大したり，移動させたりすることで，教師が言葉だけで伝える以上に生徒一

人一人が学習課題を把握することができる。これにより，個に応じた学習が保証されるものと期待で



 

図 17 タブレットPC を使った課題把握 

 

図 16  数学における展開例（一部抜粋） 

きる。 

    次に示したものは，数学科での ICT 機器の活用例である。ここでの学習は，平成 24 年度の全国学

力・学習状況調査中学・数学Ｂ問題（第５問）に出題されたものである。図16は，実際に自分がこの

木を測るために，適切な場所を探す場面を位置づけ，その場所を探す中で，この方法の背後にある図

形的理由について気づかせるために，ICT 機器を活用している展開例である。 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                位置を探す場面では，この武士を任意の位置に動かして考察できるように，タブレット PC で動く

教材を開発して提供した。武士の目の位置から，木の梢の先まで線を引き，武士の動きに合わせて，

動的に動かして見ることができる環境を用い，武士がどうやってこのちり紙を用いて高さを測ったの

かを考えるヒントとするためである。 

    授業では，こうした環境に支えられたこともあって，多くの生徒がこの課題について，その根拠と

なる図形的な性質について答えることができた。    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 
図 18 理科でのICT機器を利用した授業評価 

        イイイイ    評価を充実させるための評価を充実させるための評価を充実させるための評価を充実させるための ICTICTICTICT 機器の機器の機器の機器の活用（理科の実践）活用（理科の実践）活用（理科の実践）活用（理科の実践）    

評価のもつ役割は，生徒にとって学習上の反省資料であり，教師にとっては指導上の反省資料とな

る。したがって，生徒にとって単元の途中での評価は，自分の学習内容や学習方法の適否を確かめな

がら学習を進める指針となる。教師にとっては，進歩状態を簡単に評価でき，これを次の授業に反映

させ，効率のよい授業を試みるこ

とができる。 

本校は昨年度までの研究で，評

価を2つの視点で考え，「学習状況

を把握するための評価（記録に残

す評価）」と「学習指導の改善につ

ながる評価（指導に生かす評価）」

とした。本校理科では，この「学

習指導の改善につながる評価（指

導に生かす評価）」にICT機器を導

入して評価を行っている。 

学習指導の改善につながる評

価（指導に生かす評価）のもつ意

義は，C の状況の生徒を B の状況

に適切に指導していくことにある。

原則として生徒の記録を取ること

を前提とはしておらず，観察や発

表，机間指導等が主な評価方法と

なってくる。この評価方法に ICT

機器を活用した評価方法を組み込

むことで，授業改善や個に応じた

指導の充実を図ることが可能にな

ると考えている。 

具体的には，図 18 に示したも

のが ICT 機器を活用した評価であ

る。生徒は，タブレットPCから授

業評価を行う。そこで生徒は疑問点や再度説明してほしい項目を入力する。入力した内容は，教師側

のタブレットPCと連動しており，生徒の入力状況を確認することができる。生徒からの評価をふまえ

て，授業改善や次時の授業での補足説明を行うことになる。 

ワークシートや授業観察以外にもこのようなICT機器を活用した評価を取り入れ，多面的に見取る

ことが大切であると考えている。    

    

（５）検証改善サイクルの確立（５）検証改善サイクルの確立（５）検証改善サイクルの確立（５）検証改善サイクルの確立    

            中学校学習指導要領の全面実施が昨年度から始まり，今年度からは再び，全国学力・学習状況調査が

悉皆方式に変更となった。各学校では，その結果等を踏まえ，どのように授業を展開すればよいか，指

導する上で留意すべきことは何かなど，様々な研究や取組が行われていくことになる。 



 

［問題］次の課題文を読んで，以下の問いに答えなさい。 
宮代君は、夏休みの自由研究で［イオンと電池］につい

て詳しく調べようと考えました。宮代君は，大里先生から
右の図のような装置を使った実験で，電池の仕組みを学習
しました。そこで，亜鉛板と銅板の２種類の金属板と塩酸
を使い，どのように工夫をすれば，授業の時よりもより速
くモーターを回すことができるかという実験計画を考え
てみることにしました。 

この自由研究を考える上で，次の（１），（２）の問題に答えなさい。 
(1) モーターの速さを変化させると考えられる条件を２つ書き，その理由を説

明しなさい。 
(2) (1)のそれぞれの条件を具体的（数値など）に変えて，簡単な実験手順を書

きなさい。 

        図 19 理科の課題発見能力・問題解決能力を問う問題 

   本校では，学校全体で取り組むための研究体制を整え，PDCAサイクルの考えを取り入れながら，学習

指導の工夫・改善に向けた取組を行っている。また，昨年までの全国学力・学習状況調査の結果から，

これまでの取組にどのような課題があったのかを洗い出し，そのうえで，対応策を打ち出している。課

題を明確にし，その課題を解決するための方策を共有しながら，全教員で同じスタンスで研究に取り組

むことが必要であると考えている。 

    

        アアアア    国語科国語科国語科国語科の実践例についての実践例についての実践例についての実践例について    

                本年度国語科では，国立教育政策研究所の教育課程研究指定校事業に取り組んでいる。この研究の

大きな狙いは，全国学力・学習状況調査の結果分析に基づいた指導方法等の工夫・改善についてであ

る。具体的な取組としては， 

    ① 国語科の指導事項及び言語活動と各教科等の言語活動との関連を明確にした年間指導計画の工

夫・改善 

    ② 全国学力・学習状況調査の結果分析に基づいた指導方法等の工夫・改善 

    ③ 授業観察等による各教科等の言語活動における国語科で身に付けた言語能力の習得・活用状況

の把握 

    ④ ③を踏まえた指導方法等の工夫・改善 

    ⑤ 全国学力・学習状況調査の「主として『活用』に関する問題」を参考に作成したペーパーテス

トによる評価方法の工夫・改善 

   を行うことを通して，社会生活に生きて働く言語活動の育成を図っていきたいと考えている。詳細に

ついては，本研究紀要の国語編をご覧いただきたい。 

    

        イイイイ    定期テストからの検証について定期テストからの検証について定期テストからの検証について定期テストからの検証について    

昨年度は，総括的な評価の場面においてペーパーテストの活用に取り組んだ。全国学力・学習状況

調査の「主として『活用』に関する問題」を参考にして作成した問題を用いて「思考・判断・表現」

の評価に取り組んだ。このことを踏まえ，本年度も１学期に課題発見能力や問題解決能力を見取る問

題を作成し，実施することにした。 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



［評価規準］ 

（科学的な思考・表現） 

   水溶液とイオン，酸・アルカリとイオンに関する事物・現象の中に問題を見出し，

目的意識を持って観察，実験などを行い，事象や結果を分析して解釈し，自らの考え

を表現している。 

［正答の条件］ 

 （１） ① 電極が溶けることによって電子が発生することから，面積が広い方がより多

くの電子が発生することを理解している。 

② 濃度が濃いほど，水素と反応する金属が多くなり，より多くの電子が発生

することを理解している。 

 （２） ① 独立変数と従属変数の関係をしっかり意識した実験計画手順になっている。 

② 具体的な変数を考えている。 

［正答例］ 

（１） 

  １．電極板の面積を広くする。 

 （理由）面積を広くすることで，金属がイオンになる量を増やすことができるか

ら。  

図 20 理科の問題についての評価規準（一部抜粋） 

1 学期の期末テスト１週間前の研究協議会の中で，出題する問題（出題数は各教科 1 題），評価のポ

イント，評価規準等を交流した。今回も芸体系の教科も含めた全８教科から出題してもらう形で取り

組んだ。次に示すのは，理科で行った問題解決能力を見取る問題の例とその評価規準の一部である。 

 

 

 

    

事前に評価規準と正答の条件を決めておくことによって，より客観的な評価を行うことができた。継

続的な取組を行うことによって，教育の質を高めることにつながるものと考えている。    

    

４４４４    研究仮説の検証研究仮説の検証研究仮説の検証研究仮説の検証（中間報告）（中間報告）（中間報告）（中間報告）    

本研究における研究仮説は次の通りであった。 

 

 

 

 

 

 

この研究仮説を検証するため，3 つの重点を設定したわけだが，それぞれの重点について研究内容を振

り返ってみたい。 

 

 

 

 

 

  本年度は，校内の研究授業等を通して各教科での問題解決的な学習の取組についての交流を行うことが

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

とにより，とにより，とにより，とにより，21212121世紀型の学力を育み，質の高い教育を推進すること世紀型の学力を育み，質の高い教育を推進すること世紀型の学力を育み，質の高い教育を推進すること世紀型の学力を育み，質の高い教育を推進すること

ができる。ができる。ができる。ができる。    

教科での基礎的・基本的な知識・技能を活用した問題教科での基礎的・基本的な知識・技能を活用した問題教科での基礎的・基本的な知識・技能を活用した問題教科での基礎的・基本的な知識・技能を活用した問題                            

解決的な学習の工夫・開発および実践解決的な学習の工夫・開発および実践解決的な学習の工夫・開発および実践解決的な学習の工夫・開発および実践    



・家庭学習も含めた学習習慣を定着させるための基礎的な取組 

・キャリア教育を通したキャリアプランニング能力の育成 

・ICT 機器を活用し，個々の生徒の学習状況に対応できる学習システムの開発 

・ICT 機器を活用し，「発信する力」の向上を目指した実践的な英語力の育成 

できた。問題解決的な学習については，これまでにも各教科の中では行われてきたわけだが，本研究では

問題解決的な学習を通して，どのようなことを目指すのかを全教科が共通の目的を持って取り組むことが

できた。 

  具体的には，4QS によるワークシートの活用等の取組などは，教科の枠を越えた議論が活発に行われ，

更なる工夫・開発につながっていくものと考えている。 

 

 

 

 

 

 知識基盤社会化やグローバル化が広がり，生きる力の確実な育成が求められる中で，本校ではこれまで

思考力・判断力・表現力を研究の中心として取り組んできた。しかし，思考力・判断力・表現力を育むた

めには「考える力」だけに注目するのではなく，それを下支えする「感じる力」にも同様に視点を向けて

いかなくてはならない。本年度は，この「感じる力」をキャリア教育の自己理解・自己管理能力という視

点から取り組むことにした。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には，長期間の取組

が必要となるわけだが，全教科で［長期・短期］，［実技・筆記］の２軸からの俯瞰的なとらえ方をもって

実践しているということは大きな前進である。 

 

 

 

 

 

 昨年度までの研究では，思考力・判断力・表現力を育むため，評価計画を位置づけた年間指導計画の作

成を行ってきた。本年度は，この研究を生かしながら，キャリア教育における年間指導計画の作成に着手

した。 

 検証（Check）場面としては，各教科で課題発見能力，問題解決能力を見取る問題の作成，実施等に取

り組んだ。また，ICT機器の活用によって，個に応じた教育の保証が可能になってきている。今後も工夫・

改善を加えながら，継続的な取組を行うことで，質の高い教育を保証することができると考えている。 

 

５５５５    今後の課題今後の課題今後の課題今後の課題    

    

６６６６    終わりに終わりに終わりに終わりに    

  中央教育審議会による「第２期教育振興基本計画」には，平成29年度までの５年間における成果目標や

成果指標，その目標を達成するために必要な具体的な施策を示している。ここには国や地方行政に求めら

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・改善た教科における学習指導の工夫・改善た教科における学習指導の工夫・改善た教科における学習指導の工夫・改善    

質の高い教育を保証するための検証改善サイクル（質の高い教育を保証するための検証改善サイクル（質の高い教育を保証するための検証改善サイクル（質の高い教育を保証するための検証改善サイクル（PDCAPDCAPDCAPDCA のサイクのサイクのサイクのサイク

ルマネジメント）の整備ルマネジメント）の整備ルマネジメント）の整備ルマネジメント）の整備    



れる多くの課題が示されているが，各地域の実情やニーズに応じて最適な対応がなされるように，教育現

場がスピード感を持って主体的に取り組むことが必要になってくる。 

  本校においても，これまでの研究を基盤に，ICT 機器の活用なども加味しながら，21 世紀型の学力を育

成するための研究に取り組んできた。今後も本研究を推進し，全国の他の中学校等が研究・研修を行って

いく際の何かの参考になることを期している。今後も研究・実践を積み重ね，一つでも多くの成果を残し

ていきたいと考えている。 

（文責 松下 賢） 
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・北海道教育大学附属函館中学校（2009）「教育研究大会研究紀要」 

・北海道教育大学附属函館中学校（2008）「教育研究大会研究紀要」 

・ドミニク・S. ライチェン, ローラ・H. サルガニク (著) （2007）「キー・コンピテンシー 国際標準の学力

を目指して」明石書店 

・文部科学省（平成23年5月）「中学校 キャリア教育の手引き」教育出版 

・小林辰至（著）（2013）「問題解決能力を育てる理科教育」梓出版 

・ケリー・マクゴニガル（著）「スタンフォードの自分を変える教室」大和書房 

・文部科学省（平成15年3月）「「英語が使える日本人」の育成のための行動計画」 

・文部科学省（平成23年）「平成23年『国際共通語としての英語力向上のための5つの提言と具体的施策』に係る

状況調査の結果について」 
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  国国国国    語語語語    科科科科    

 

生徒一人一人が言語の主体的な使い手となる生徒一人一人が言語の主体的な使い手となる生徒一人一人が言語の主体的な使い手となる生徒一人一人が言語の主体的な使い手となる，，，，    

社会生活に生きて働く言語能力の育成社会生活に生きて働く言語能力の育成社会生活に生きて働く言語能力の育成社会生活に生きて働く言語能力の育成    

～全国学力・学習状況調査の結果分析に基づいた指導方法等の工夫・改善～～全国学力・学習状況調査の結果分析に基づいた指導方法等の工夫・改善～～全国学力・学習状況調査の結果分析に基づいた指導方法等の工夫・改善～～全国学力・学習状況調査の結果分析に基づいた指導方法等の工夫・改善～    

    

附属函館中学校附属函館中学校附属函館中学校附属函館中学校    長谷川長谷川長谷川長谷川    美栄子美栄子美栄子美栄子，髙，髙，髙，髙    橋橋橋橋    亜亜亜亜    矢矢矢矢，，，，佐佐佐佐    山山山山            将将将将    

    

ⅠⅠⅠⅠ    はじめにはじめにはじめにはじめに    

    

    今年４月，小学校第６学年及び中学校第３学年の全児童生徒を対象とした，全国学力・学習状況調査が４年ぶり

に実施された。今回の調査で，新学習指導要領に基づいた全国的な児童生徒の学力や学習状況が初めて明らか

となり，今後，調査結果を活用した教育に関する継続的な検証改善サイクルの確立及び学校における児童生徒へ

の教育指導の充実や学習状況の改善等が一層求められるものと思われる。 

このような中，今年度，本校国語科では，国立教育政策研究所の教育課程研究指定校事業の指定を受け，研

究に取り組むこととなった。この事業は，新学習指導要領の実施状況及びこれまでの全国学力・学習状況調

査結果から，新学習指導要領の趣旨等の実現のための教育課程の編成，指導方法等の工夫改善に関する実践

研究を行い，その成果を全国に普及し，各学校での指導改善の参考に供することを目的としているものであ

る。本校の研究の重点の 1 つである「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」の具現化として，全国学力・学習状況調査の結果分析等を活用して，生徒の実態を把握するとともに

知識・技能を活用する力を育む学習指導の工夫・改善について研究を進めた。 

    

ⅡⅡⅡⅡ    教科研究仮説教科研究仮説教科研究仮説教科研究仮説    

 

国語科で身に付ける力は，「中学校学習指導要領解説国語編」で，「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」1)とあるように，各教科等の

言語活動を充実させる言語能力として不可欠なものである。 

教育課程研究指定校事業の指定を受けた本年度の研究では，指定された国語科の内容のうち， 

 ・言語活動を通した指導において，期待される言語活動の姿を想定して評価規準を設定し，具体的な活動

状況に即して適切な評価を行う方法の研究 

 ・全国学力・学習状況調査の結果分析に基づいた，指導方法等の工夫改善に関する研究（「全国学力・学習

状況調査４年間の調査結果から今後の取組が期待される内容のまとめ」の内容を踏まえること） 

について取り組むこととなり，研究仮説を 

    

    

    

 

全国学力・学習状況調査問題を活用するとともに，各教科の授業観察等を通して生徒の状況を把握し，

指導方法の工夫・改善に生かすことにより，生徒に社会生活に生きて働く言語能力を身に付けさせるこ

とができるだろう。 
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＜各教科等の言語活動との関連を明確にした国語科の年間指導計画（第１学年抜粋）＞ 

とした。そして，仮説に基づく具体的な研究内容として， 

① 国語科と各教科等の言語活動の関連を明確にした年間指導計画の工夫 

② 全国学力・学習状況調査の結果分析に基づいた生徒の実態把握 

③ ②を踏まえた指導方法等の工夫・改善 

④ 授業観察等による各教科等の言語活動における国語科で身に付けた言語能力の習得・活用状況の把握 

⑤ ④を踏まえた指導方法等の工夫・改善 

⑥ 全国学力・学習状況調査の「主として『活用』に関する問題」を参考に作成したペーパーテストによ

る評価方法の工夫・改善 

を行うこととした。 

 

ⅢⅢⅢⅢ    仮説に基づく実践仮説に基づく実践仮説に基づく実践仮説に基づく実践例例例例①①①①～～～～国語科及び各教科等の言語活動の関連を明確にした年間指導計画の工夫国語科及び各教科等の言語活動の関連を明確にした年間指導計画の工夫国語科及び各教科等の言語活動の関連を明確にした年間指導計画の工夫国語科及び各教科等の言語活動の関連を明確にした年間指導計画の工夫 

    

    このことについては，下記の年間指導計画の抜粋のように，国語科の年間指導計画に各教科等の言語活動

との関連を明記し，国語科で身に付けた言語能力を各教科等の言語活動に活用したり，習得の状況を把握し

たりすることができるよう教育課程を工夫した。 

    

    

ⅣⅣⅣⅣ    仮説に基づく実践例仮説に基づく実践例仮説に基づく実践例仮説に基づく実践例②②②②～～～～第２学年における「Ｂ第２学年における「Ｂ第２学年における「Ｂ第２学年における「Ｂ    書くこと」領域の実践書くこと」領域の実践書くこと」領域の実践書くこと」領域の実践 

    

１１１１．．．．    全国学力・学習状況調査の結果分析全国学力・学習状況調査の結果分析全国学力・学習状況調査の結果分析全国学力・学習状況調査の結果分析に基づいた生徒の実態把握に基づいた生徒の実態把握に基づいた生徒の実態把握に基づいた生徒の実態把握 

本校の第２学年においては，書くことを苦手と感じている生徒が多く見られることから，平成２５年度全

国学力・学習状況調査の「Ｂ 主として『活用』に関する問題」2)を活用して「書くこと」領域の生徒の実

態を把握した。結果は下記のとおりである。(設問及び【解答類型】については3)を引用) 

 

 

 

 

 

 

＜単元名＞ 根拠を明確にして鑑賞文を書こう。（第１学年） 

 

 

 

 

月 題材 指導目標 主な学習活動 時数 各教科等の言語活動との関連 

12 

文章名

人３ 
根拠を

明確に

して書

くには 

①伝えたい事柄について、自分の

考えや気持ちを根拠を明確にし

て書く態度を養う。 

 

○根拠を明確にして書く

ことについて、P168、

169 を読んで理解する 
４ 

【美術】 
「青い衣の少女」 

【音楽】 

「オーケストラの豊かな

響きを味わおう」 

１の三（課題を決め，それに応じた情報の収集方法を考えることできるかどうかをみる問題）

の正答率 

66.4% 

主な誤答

の状況 

【解答類型４】本文を読んで分かったことと，そこから興味や関心を広げ，更に

調べたいことがかみ合わない。 

16.4% 

２の三（文章の内容について，根拠を明確にして自分の考えを書くことができるかどうかをみる

問題）の正答率 

76.7% 

 

◎単元の目標 

 ・関心のある芸術的な作品などについて、鑑賞したことを文章に書く言語活動を通して、伝えたい事

柄について、自分の考えを、根拠を明確にして書くことができる。 
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これらの結果のうち，２の三の【解答類型３】や３の三の【解答類型３】及び【解答類型４】から，第２

学年の「書くこと」領域においては，「全国学力・学習状況調査４年間の調査結果から今後の取組が期待さ

れる内容のまとめ」の指摘にもあるように，「文章や資料から必要な情報を取り出し，伝えたい事柄や根拠

を明確にして自分の考えを書くこと」4)の数値が若干下がっている状況が見られた。また，１の三の【解答

類型４】についてさらに分析した結果，適切な言葉を用いて説明することに課題がある解答が見られた。２

の三の【解答類型４】については，設問をよく読んでいないと思われる解答が見られた。 

このような結果から，根拠を明確にして自分の考えを述べる際には，具体的な根拠をあげるとともに引用

した内容が自分の考えの根拠として妥当であるかどうかを考える学習活動を工夫する必要がある。また，指

導方法の工夫・改善の他に，設問の意図をきちんとおさえて解答する習慣を身に付けさせることも大切であ

ると考える。 

 

２２２２．．．．    １１１１を踏まえたを踏まえたを踏まえたを踏まえた指導方法等の工夫・改善指導方法等の工夫・改善指導方法等の工夫・改善指導方法等の工夫・改善～「社会生活に必要な手紙を書こう。」の実践～「社会生活に必要な手紙を書こう。」の実践～「社会生活に必要な手紙を書こう。」の実践～「社会生活に必要な手紙を書こう。」の実践    

 

主な誤答

の状況 

 

【解答類型４】引用する部分をかぎかっこ（「 」）でくくって文章を書くとい

う条件を満たしていない。 

【解答類型３】引用した部分が自分の考えの根拠となっていない。 

9.5％ 

 

6.5％ 

３の三（漢字の特徴を捉えて，自分の考えを具体的に書くことができるかどうかをみる問題） 

の正答率 

76.7% 

 

主な誤答

の状況 

【解答類型３】二つの漢字を学習する際の注意点やコツを具体的に書いていない。 

【解答類型４】選んだ〈間違えやすい漢字の例〉について，二つの漢字の共通点

や相違点など漢字の特徴を適切に取り上げて書いていない。 

7.8% 

7.8% 

 

＜単元名＞ 社会生活に必要な手紙を書こう。 

 

 

 

 

月 題材 指導目標 主な学習活動 時数 各教科等の言語活動との関連 

６ 

 

感謝の

気持ち

を形に

するに

は 

①手紙の形式を整えて，相手に自分

の気持ちが伝わるように手紙を

書こうとする態度を養う。 

②エピソード等，具体的な出来事

や内容を書くことで，自分の気

持ちや思いが伝わるように工夫

するとともに，一般的な形式に

沿って手紙を書かせる。 

○教科書や資料集を使っ

て，手紙の形式を理解

する。 

○自分の気持ちや思いが

伝わるように工夫する

とともに，相手にふさ

わしい言葉を選び，一

般的な形式に沿った手

紙を書く。 

２ 【総合的な学習の

時間】 
ＣＬ学習～職場訪

問先へ依頼の手紙

を書く活動 

③書いた手紙を読んで，手紙の構

成や感謝の気持ちの伝え方など

読み返しをさせる。 

○書いた手紙を読み返

し，表現の工夫や気持ち

の伝え方などを考える。 

１ 

◎単元の目標 

 ・相手や目的に合わせた手紙の書き方や形式を理解し，自分の気持ちや思いが伝わる手紙を書くこと

ができる。（指導事項イ・ウ，言語活動例ウ） 

＜「社会生活に必要な手紙を書こう。」の単元指導計画（年間指導計画からの抜粋）＞ 
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本単元は，前項１１１１で明らかとなった課題のうち，具体的な根拠をあげて説明する力を身に付けさせること

に重点をおいた実践である。 

学習の最初に，本単元での学習が，２学期の総合的な学習の時間で取り組むＣＬ学習（職場訪問）の依頼

状の作成につながっていることを説明し，他教科等との関連を意識付けた。次に，一般的な手紙の書き方に

ついて全体で確認した。さらに，「印象に残ったエピソードや体験したことを具体的に書くこと」「エピソ

ードや体験を通して感じたり考えたりしたことを明確にすること」に注意させながら，感謝の気持ちを伝え

る手紙を書く学習活動を行った。学習の後半では，生徒が書いた作品の中から，具体的な出来事や内容があ

ることで気持ちや思いが効果的に伝わる手紙を紹介するとともに，その手紙と自分が書いた手紙を比較しな

がら，自分の手紙をよりよく書き直す学習活動を行った。 

下記の生徒は，前項１１１１で適切な言葉を用いて説明することに課題が見られた生徒である。最初に書いた手

紙と書き直した手紙を比較すると，一般的な手紙の形式を理解する（点線囲み）とともに具体的な出来事や

内容を書き加えて（傍線囲み），自分の手紙を書き直すことができている。また，学習後の生徒の振り返りで

は，「学習を通して身に付けた一般的な手紙の書き方を，実際に手紙を書く時に活用したい。」という感想

を書いており，国語で身に付けた力を日常生活で生かそうとする意識の高まりが見られた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

３３３３．．．．    授業授業授業授業観察観察観察観察等等等等によるによるによるによる国語科で身に付けた言語能力の習得・活用状況の把握国語科で身に付けた言語能力の習得・活用状況の把握国語科で身に付けた言語能力の習得・活用状況の把握国語科で身に付けた言語能力の習得・活用状況の把握    

前項２２２２の実践後，国語科で身に付けた言語能力の習得・活用状況を把握するため，理科の授業観察を試み

たが、生徒の状況を把握しきれなかったため、生徒の定期テストの中の思考力・判断力・表現力を見取る問

題における生徒の記述を分析した。 

    

    

 

 

 

 

 

 

理科の定期テストの中の思考力・判断力・表現力を見取る問題（質量保存の法則を，何か身

近なものを例えに使ってわかりやすく説明しなさい。）の正答率 

47.9% 

誤答の

状況 

・【解答類型１】理科の能力は十分ではないが，具体的な例をあげて説明している。 

・【解答類型２】具体的な例をあげて説明していない。 

・【解答類型３】理科の能力が十分ではなく，かつ，具体的な例をあげて説明して

いない。 

・【解答類型４】無回答 

17.9% 

9.4% 

5.1% 

 

19.7% 

 

＜他者の手紙を参考に自分の手紙を書き直した生徒の記述例＞ 

生

徒

氏

名 

生

徒

氏

名 

一般的な手紙の形式に沿って書き直されている。 

具体的な出来事や内容が書き加えられている。 

〈最初に書いた生徒の作品〉 〈書き直した後の生徒の作品〉 
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この理科の問題の正答率は４７．９％であり，下記のような解答が見られた。 

 

 

 

 

 

 

正答と【解答類型１】を合わせた６５．８％（【解答類型４】無回答を除いた解答の８１．９％）の生徒

が具体的な例をあげて説明しており，他教科においても第２学年の「書くこと」領域の指導事項ウの「事実

や事柄，意見や心情が相手に効果的に伝わるように，説明や具体例を加え」て書いている状況が明らかとな

った。一方，【解答類型１】の中には，「何か身近なものを例えに使って」という設問の条件を満たしていな

い解答や具体的な例はあるものの記述が不十分な解答が見られた。 

このような結果から，引用した内容が自分の考えの根拠として妥当であるかどうかを考えることに重点を

おいた学習活動をより一層工夫する必要がある。 

    

４．４．４．４．    ３３３３を踏まえた指導方法等の工夫・改善を踏まえた指導方法等の工夫・改善を踏まえた指導方法等の工夫・改善を踏まえた指導方法等の工夫・改善    

＜単元名＞立場を決めて意見を述べるには―根拠を明確にした意見文― 

    

    

    

    

月 題材 指導目標 主な学習活動 時数 各教科等の言語活動との関連 

７ 

立 場 を

決 め て

意 見 を

述 べ る

に は 

①教科書の四コマ漫画を読み，自

分の意見をもつためのマッピン

グを作成させる。 

②意見を支えるための具体的な根

拠や文章の構成を考えさせる。 

○教科書の四コマ漫画を

読み，自分の意見をも

つためのマッピングを

作成する。 

○自分の立場や意見，根

拠を明確にするととも

に，構成メモを作成する。 

１ 

【総合的な学習の

時間】 

「国際理解」につい

ての意見文の作成 

 

③自分の立場や意見が相手に効果

的に伝わる文章を書かせる。 

○自分の立場を決めて意

見を述べる文章を書く。 
１ 

④書いた文章を互いに読み合い，

文章の構成や根拠の妥当性など

について評価させる。 

 

○書いた文章を互いに読

み合い，自分の意見が

相手に明確に伝わって

いるかを確認するとと

もに，工夫点や改善点

などについて交流する。 

１ 

⑤他者の意見や助言を自分の表現

に役立てさせる。 

○他者の意見や助言を参

考に書いた文章を直す。 
１ 

・水に氷を入れた時の質量とその氷が溶けた時の質量が同じになるように，何かしらの変化があっ

ても物質の質量は変わらないということ。 

・水と砂糖を混ぜて砂糖水をつくるとする。砂糖と水を混ぜ合わせたとしても，砂糖＋水の質量と

できた砂糖水の質量は変わらない。このように，物質どうしを混ぜたりしても質量は変わらないこ

とを質量保存の法則という。 

◎単元の目標 

 ・多様な考えができる事柄について，立場を決め，自分の意見が相手に効果的に伝わるように工夫し

た意見文を書くことができる。（指導事項ウ・オ，言語活動例イ） 

＜「立場を決めて意見を述べるには」の単元指導計画（年間指導計画からの抜粋）＞ 
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＜作成した意見文に対する評価及びそれを参考に自分の改善点を明確にした生徒の記述例＞ 

本単元は，前項２２２２の課題を踏まえ，引用した内容が自分の考えの根拠として妥当であるかどうかを考える

ことに重点をおいた実践である。 

１，２時間目は，教科書の四コマ漫画から読み取った内容をもとに自分の立場や意見を決め，根拠を明確

にした意見文を書く学習活動を行った。３時間目では，下記のように，作成した意見文を互いに読んで評価

し合うとともに自分の改善点を明確にする学習活動を行った。 

 

 

 

 

 

ここでは，「自分の立場や意見が明確か。」「根拠は妥当か。」「説得力のある文章構成になっているか。」の

３点に焦点を絞って学習したことにより，説得力のある文章構成で，自分の立場や意見，根拠を明確にした

意見文を書く力を定着させることができた。また，根拠の妥当性という観点で文章を見直すことの大切さに

も気付かせることができた。さらに，本単元後，総合的な学習の時間で「国際理解」について意見文を書く

学習活動では，国語で学習したことを活用して文章を作成する生徒の姿が見られた。 

  

５５５５．．．．    全国学力・学習状況調査の「主として『活用』に関する問題」を参考に作成したペーパーテストによ全国学力・学習状況調査の「主として『活用』に関する問題」を参考に作成したペーパーテストによ全国学力・学習状況調査の「主として『活用』に関する問題」を参考に作成したペーパーテストによ全国学力・学習状況調査の「主として『活用』に関する問題」を参考に作成したペーパーテストによ

る評価方法の工夫・改善る評価方法の工夫・改善る評価方法の工夫・改善る評価方法の工夫・改善    

前項２２２２で学習したことが生徒に定着したかどうかを検証するため，平成１９年度全国学力・学習状況調査

の「Ａ 主として『知識』に関する問題」の２を参考とした次頁のペーパーテストを実施した。 

設問「一」は，指導事項ウの「事実や事柄，意見や心情が相手に効果的に伝わるように，説明や具体例を

加え」て書くことができるかどうか，設問「二」及び「三」は，言語活動例ウに基づき，一般的な手紙の形

式について理解しているかどうかを見取る問題となっている。さらに設問「三」については，間違っている

複数の生徒の要約を比較することで，自分の

意見等が相手に明確に伝わっているかどうか

を確認できるようにした。 

他者と自分の文章を読み比べたり評価のコメント等を参考に

したりすることで，自分の意見文の改善点が明確になるように

した。 
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＜全国学力・学習状況調査を参考に作成したペーパーテスト＞ 

箇所を具体的に説明することで生徒の思考力・判断力・表現力を見取ることをねらいとしており，これまで

の全国学力学習状況調査の「主として『活用』に関する問題」の設問の形式を参考とした。 

 

  

テストの結果，各設問の正答率はほぼ８割で，学習したことがおおむね身に付いている状況が見られた。

また，不正解だった生徒においても，テストを基に学習したことを振り返ることで，一般的な手紙の書き方

について理解を深めることができた。 

一方，生徒の思考力・判断力・表現力の状況を的確に把握するためには，問題の工夫・改善がより一層必

要であるという課題が明らかとなった。設問「三」は，間違っている箇所を説明する記述式の問題だが，こ

れだけでは，一般的な手紙の形式という知識の定着の状況しか把握することができない。生徒の思考力・判

断力を把握するためには，間違っている箇所を具体的に挙げた上で，なぜふさわしくないのかといった理由

を明確にして説明させる必要がある。 

 

ⅣⅣⅣⅣ    仮説の検証仮説の検証仮説の検証仮説の検証    

    仮説の検証として，実践の前後に「国語科および各教科等における言語活動についての生徒の意識調査」を行い，

中学校学習指導要領の国語の言語活動例に基づいた２３の言語活動について，生徒の意識の変容を見取った。 

その結果，前項ⅢⅢⅢⅢの２２２２で実践した「手紙を書くこと」については，「国語で学習したことがある」と回答した生徒の

割合が５７．６％から９１．３％に増加していた。また，「国語で学習したことが，国語以外の教科等で役立っている」と

回答した生徒の割合も４６．１％から５５．０％に増加していた。前項ⅢⅢⅢⅢの４４４４で実践した「立場を決めて意見を述べ合

う文章を書くこと」についても，「国語で学習したことがある」と回答した生徒の割合が５９．３％から７４．８％，「国語で

学習したことが，国語以外の教科等で役立っている」と回答した生徒の割合が４６．１％から７３．３％と増加していた。      

このような結果から，全国学力・学習状況調査問題を活用するとともに，各教科の授業観察等を通して把握
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した生徒の実態を踏まえて，指導方法の工夫・改善を行ったことにより，生徒に国語以外の教科等にも役立

つ言語能力を身に付けさせることができたと考える。 

      

ⅤⅤⅤⅤ    成果と課題成果と課題成果と課題成果と課題    

１．１．１．１．    成果成果成果成果    

○ 国語科で身に付けた言語能力を各教科等の言語活動に活用できるよう教育課程を工夫したことにより，

国語で学習したことを各教科等で役立てる生徒の姿が見られるようになった。 

○ 全国学力・学習状況調査の結果分析を踏まえた指導方法等の工夫・改善を行ったことにより，一人一

人の生徒により適切な支援を行うことができた。 

○ 各教科等において，国語科で身に付けた言語能力の習得・活用状況を把握・分析したことにより，指

導方法等の工夫・改善に生かすことができた。 

 

２．２．２．２．    課題課題課題課題    

● 社会生活に生きて働く言語能力を高めるためには，実用的で生徒が役立つと実感できる言語活動を一層

工夫する必要がある。 

 ● 生徒の思考力・判断力・表現力を高めるためには、全国学力・学習状況調査を通して把握できる生徒

の実態と学習指導要領との関連をさらに分析し、生徒に身に付けさせる力をより明確にするとともに、

それらを確実に身に付けることができる指導を工夫する必要がある。 

 

〈引用文献〉 

1) 文部科学省（2008）『中学校学習指導要領解説 国語編』（2008）9 頁 

2) 文部科学省（2013）『平成２５年度全国学力・学習状況調査「Ｂ 主として『活用』に関する問題」』 

3) 国立教育政策研究所教育課程研究センター（2013）『平成２５年度全国学力・学習状況調査解説資料』 

4) 国立教育政策研究所教育課程研究センター（2013）『全国学力・学習状況調査４年間の調査結果から今後

の取組が期待される内容のまとめ』6 頁 

〈参考文献〉 

・ 文部科学省（2013）『平成２５年度全国学力・学習状況調査「Ｂ 主として『活用』に関する問題」』 

・ 国立教育政策研究所教育課程研究センター（2012）『評価規準の作成，評価方法等の工夫改善のための参

考資料(中学校 国語) 』 

 

（文責 長谷川 美栄子） 



社社社社    会会会会    科科科科    

 

社会と関わる力の育成を目指して 

～～～～思考力・判断力・表現力の育成を思考力・判断力・表現力の育成を思考力・判断力・表現力の育成を思考力・判断力・表現力の育成を目指した目指した目指した目指した活用の在り方活用の在り方活用の在り方活用の在り方～～～～    

    

附属函館中学校附属函館中学校附属函館中学校附属函館中学校        阿阿阿阿    部部部部    智智智智    子子子子，，，，郡郡郡郡    司司司司    直直直直    孝孝孝孝        

    

ⅠⅠⅠⅠ    はじめにはじめにはじめにはじめに    

  

 平成20年度告示学習指導要領が完全実施と同時に，これまでの成果と課題を見直す時期となってきている。

文部科学省第２期教育進行基本計画では「社会を生き抜く力の育成」として生きる力の確実な育成が最初に

述べられている。社会はさまざまな情報で満ちあふれている。その情報に流されることなく，自らの考えの

もとで行動する力が必要なのではないだろうか。これは社会科における目標である公民的資質の基礎の育成

に他ならない。情報が満ちあふれる社会の中で自分で考え，判断し，行動する力を社会科を通して少しでも

身につけさせたい。そのために資料を読み取る力の育成と，読み取った事項の関連性を考察するような課題

の設定を通して思考力・判断力・表現力の育成を図っていきたい。 

  

ⅡⅡⅡⅡ    研究の経過研究の経過研究の経過研究の経過    

  

昨年までは「社会を実感できる授業を目指して」として，主に思考力に焦点を当てて研究実践を進めてき

た。平成23，24年度では国立教育政策研究所の学習評価に関する研究指定校として，主に評価を中心として

学校研究が進められてきた。平成23，24年度の主な研究内容については以下の表に示す通りである。 

研究年度 主 な 研 究 内 容 共通主題「社会を実感できる授業を目指して」 

平成23年度 パフォーマンス課題とその評価を生かして思考力・判断力・表現力等の向上を目指す。 

平成24年度 思考判断のプロセスを可視化し，これを評価することで思考力・判断力・表現力等の向上

を目指す。 

        

社会科では２年間を通じてと評価の面から思考力・判断力・表現力の向上によって社会科での学びと現実

社会とのつながりを実感させることを目指し，研究を進めてきた。平成23年度は単元全体を貫く課題（最終

課題）を設定し，そこに至るまでに段階的に小課題を設置した。それによって 

� 小課題ごとに生徒の取組状況を評価する。 

� 小課題ごとのわかったこと（事象・思考の結果）の組み合わせを図で表現させることで思考の状況の可

視化を図る。 

こととし，それらをもとに生徒個々の思考力・判断力・表現力を向上させようとした。 

平成24年度は 

� 小課題での評価をもとにしたグループ編成 

をおこない，意図的な編成のグループで話し合い活動を行うことを通して，個々の思考力・判断力・表現力

の向上を目指した。 



また定期テストでの思考力・判断力・表現力の適正な評価をめざし，定期テストの問題の工夫・改善をおこ

なった。 

 これらにより，生徒個々の躓きの状況や授業構成を把握し改善を図ることができた。また評価をもとにし

たグループ編成により，他者に説明することで自分の思考経過や結論を表現したり，他者の思考をヒントに

自分の思考を深めることで，それぞれが思考力・判断力・表現力を向上させることができた。 

 この２年間の評価からの実践を通して，思考力・判断力・表現力と技能との関わりが新たな課題として生

じてきた。これらの実践はこちらから必要な要素（資料や事象）を提示し、その関連性の考察と表現に焦点

をあてている。思考力・判断力・表現力の向上という点では一定の成果が見られたが、思考に必要となる要

素の選択（資料活用の能力・資料を活用して思考する）の点では不十分な実態が見えてきた。 

 

ⅢⅢⅢⅢ    本年度の研究本年度の研究本年度の研究本年度の研究    

    

 今年度は主題を「社会と関わる力の育成をめざして」とした。これは社会参画の意識を高め，学習したこ

とが現実社会の中で生かせるような力をより身に付けさせることを目標としている。今年度は資料活用の能

力の育成と資料を組み合わせて考察する力（思考につながる活用）の育成を中心に研究を進めていきたい。

それによって思考力・判断力・表現力の中でも，必要とする要素を見付けて関わりについて考察（思考）す

る力を向上させたい。 

 

ⅣⅣⅣⅣ    教科研究仮説教科研究仮説教科研究仮説教科研究仮説    

 

 

    

    

    

１．１．１．１．資料活用の能力の向上について資料活用の能力の向上について資料活用の能力の向上について資料活用の能力の向上について    

    社会科では統計資料や歴史的文献，地図などさまざまな

資料を扱う。そこには多種多様な情報があり，その情報を

できる限り正確に読み取ること，またその情報を利用する

ことが必要となる。課題の対象となる事象が正確に理解で

きないと，そこからの思考の過程が正しかったとしても結

論にずれが生じてしまう。そこで，図１の思考力・判断力・

表現力の設問について1学期当初2年生を対象に，実施し

た。その際に次のワークシート例のような回答が多く見ら

れた。    

「東京市場」「金融機関」「株式市場」「日の出」「日の入」

等の語句については口頭で説明し，その他意味が理解でき

ない語句については質問を受け付け，用語の解説をおこな

った上で時差の日常生活への応用を思考させる課題として

実施した。 

例のように香港・シンガポールの時差が現在よりも広が

資料を適切に読み取り，利用する力（資料活用の能力）を向上させ、この力を利用し，読み取った事

象の関連性を考察させることで思考力・判断力・表現力の向上を図ることができる。 

思考力・判断力・表現力を見取るためのワークシート解答例 



るとどうなるか，という説明資料の理解が不足しているため，東京市場にシンガポールなどから人が移って

くるという点に誤解が生じ，メリット・デメリットの回答がずれ（資料を正確に読み取る部分），さらに自分

の考えが事象に合わないものになってしまっている生徒が複数見られた。 

 これは，思考の中でも事象を読み取る力が不足していると考えられる。これに関して岩田一彦は，広義の

思考力として事実判断・推理（狭義の思考）・価値判断（狭義の判断）の三つに分類されるとし，「事実判断，

推理の思考は，科学的追求によって法則性や概念に至る思考である。価値判断を行う思考は，主体の経験・

知識の蓄積によって，思考結果が違うものである。主体の未来予測の結果，選択される判断である。」
１）

と

している。資料を正確に読み取り，把握する力が不足していると，最終的な結論に至る段階がいくら論理的

であっても，結論がずれてしまう。これは正しく思考力・判断力・表現力が向上しているとは言いがたい。 

 そこで，思考力・判断力・表現力の向上のために，「資料活用の技能」を「資料を適切に読み取り，判断・

利用する力」と捉え重点をおいて研究を進める事とした。また， 

� 資料を活用する問題解決的な学習の設定（本校研究の重点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・開発及び実践と関連） 

についても取組を行うこととした。 

  

２．読み取った事象の関連性の考察について２．読み取った事象の関連性の考察について２．読み取った事象の関連性の考察について２．読み取った事象の関連性の考察について    

    昨年までの実践に引き続き，思考力・判断力・表現力の向上を目指して 

� 事象の関連性を見いだし，表現する活動の設定 

� 思考の道筋のモデルとして４ＱＳ（総論参照）の利用 

を行うこととした。 

また，４ＱＳ等のワークシートを行う際に 

� 時間がかかっても最後まで記入させることで自らを研鑽させる力の向上を目指す。（本校研究の重点②

自らの思考や感情を律する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・改善との関連 

� ４ＱＳの段階ごとに評価をおこない，昨年同様に躓きへの支援と授業構成の見直しに利用する。（本校

研究の重点③質の高い教育を保証するための検証改善サイクルの整備との関連） 

こととした。 

 事象の関連性を見いだし，表現する活動を小原友行は，思考力・判断力・表現力を育成するための活動の

一つとしてあげ，「『事象の特色や事象間の関連を説明する』とは，社会的事象や問題に対して『なぜ，どう

して』と問いかけ，その背後にある関係性を見つけ，それによって科学的に説明する活動である。（中略）そ

の過程は次のようになろう。①問題把握②仮説の設定③仮説の論理的帰結の推論④資料の収集・分析⑤仮説

の検証」
２）

と述べている。事象を正確にとらえ，なぜそのような事象が起きているのか問うことで事象に対

する思考を深めていく活動は，社会に参画するために必要な力の一つではないだろうか。 

 また思考の道筋のモデルとして４ＱＳを使用した。４ＱＳには課題となる事象を正確にとらえ表現する段

階と，事象間の関連を考察して仮説を立てる場面が設定されている。これを利用し，評価することで個々の

力の向上に役立てたい。さらに４ＱＳには矢印で思考の道筋が示されている。これを思考の道筋のモデルと

することで，根拠をもった仮説を表現させ，思考力・判断力・表現力の向上を目指すとともに，どのような

道筋が社会科において有効なのか検証したい。 

 

 

 



ⅤⅤⅤⅤ    研究仮説に基づく実践例研究仮説に基づく実践例研究仮説に基づく実践例研究仮説に基づく実践例    

 

１．１．１．１．事前事前事前事前の取組の取組の取組の取組 

①これまでの学習で習得した資料活用の技能 

 

 

 

②アンケートから見る生徒の状況 

「基礎的・汎用的能力に関するアンケート結果」（総論を参照）のうち，本単元に関わる部分は下のようにな

っている。 

人間関係形成・社会形成 課題対応 

他者の個性を理解する力 38 情報の理解・選択・処理等 30 

他者に働きかける力 

32 

本質の理解 

37 コミュニケーションスキル 原因の追及 

チームワーク 

35 

課題発見 

リーダーシップ 計画立案 

35 生徒数（３９）  実行力 

評価・改善 

 

この実践をおこなった学級は，情報の理解・選択・処理等に苦手意識を感じている生徒が比較的多い。 

 

③年度当初における思考力・判断力・表現力の状況 

２年生４月に実施した「世界の諸地域の調査レポート」では自分の興味・関心に基づいて選択した地域に

ついて調査し，以下のような思考力・判断力・表現力を問う課題に取り組んだ。 

  

 

 

評価規準 ％ 

資料に基づいて特徴を述べ，さらにそれらを根拠とした課題を述べている。 20.5％ 

資料に基づいて特徴を述べているが，考察した課題と結び付いていない。 66.7％ 

資料を用いずに特徴を述べている。 12.8％ 

あくまでも，資料が根拠になっているか，という視点で評価している。考察の結果となる地域の課題を論

述する部分は全員が記述しており，直感的に結論に行き着くのだが，あらためて根拠となる事象をあげて，

論理的に説明することに対しては，苦手とする生徒が多いことが見とれる。同様の傾向が他クラスでも見ら

れた。 

 

 

 

 

雨温図・分布図等の作成と特徴の読み取り，文字資料（文献）の読み取り，地図・資料図の

読み取り，４ＱＳの利用方法 

＜課題＞選択した地域の歴史・産業・文化の特徴について資料を用いて説明し，そこから考えられる地域の

課題を述べなさい。 



２．２．２．２．実践例実践例実践例実践例    １．第２学年歴史的分野「田沼の政治」１．第２学年歴史的分野「田沼の政治」１．第２学年歴史的分野「田沼の政治」１．第２学年歴史的分野「田沼の政治」    

（１）（１）（１）（１）資料を活用する問題解決的な学習の設定資料を活用する問題解決的な学習の設定資料を活用する問題解決的な学習の設定資料を活用する問題解決的な学習の設定    

①本時の課題と目標 

 

 

 

 

 

 

 田沼の政治は，歴史学者の中でも評価が分かれる。大正期には悪政であるという論が主であったが，昭和

期には善政と評価する者も多くなってきた。これは悪政であると伝える資料の信憑性や田沼の政策をどのよ

うに評価するかによって判断が分かれる。そこで資料に基づいた判断ができることを目標に複数の資料を活

用する問題解決的な学習として設定した。 

②単元の構成（３時間扱い） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）（２）（２）（２）読み取った事象の関連性の考察について読み取った事象の関連性の考察について読み取った事象の関連性の考察について読み取った事象の関連性の考察について    

 ４ＱＳを利用し，松平定信の「宇下人言」の一部を基本資料とし，善政か悪政かの判断を行わせた。 

①本時で使用したワークシート＜４ＱＳを利用したワークシート＞ 

 

 

 

    

    

    

    

本時の課題「田沼の政治は善政か，悪政かジャッジをしよう」 

本時の目標 

� 田沼の政治について，資料に基づいて善政か悪政か判断し表現することができる【思考・判断・表

現】 

� 田沼の政治の様子を資料から読み取ることができる【資料活用の技能】 

課題１ 

 

 

 

田沼の政治で行われた政策の

内容とその結果を整理する。 

田沼の政治の政策を整理

しよう。 

課題２ 

 

 

 

 

４ＱＳを利用して，自分の判断

を仮説としてまとめる。（本時） 

田沼の政治は善政か，悪政か

資料をもとに判断しよう。 

課題３ 

 
それぞれの仮説を交流

し検討する。 

STEP４ 

松平定信「宇下人言」の一部からわいろ政治の状

況を読み取らせるとともに，資料の信憑性も考慮

させる。（現状を資料から読み取らせる段階） 

私の仮説 

善政か悪政か，自

分の判断を資料に

基づいて考察させ

る。（事象の関連性

を見いだす段階） 

STEP３ 

わいろ政治と言われる原因になり

そうな出来事や政策を記入させる。

（適切な資料を選択する段階） 

STEP２ 

これまで学習した田沼の

政治の政策を記入させる。 



 

３．３．３．３．実践例２．第２学年地理的分野「世界の人口の分布と変化」実践例２．第２学年地理的分野「世界の人口の分布と変化」実践例２．第２学年地理的分野「世界の人口の分布と変化」実践例２．第２学年地理的分野「世界の人口の分布と変化」    

（１）（１）（１）（１）資料を活用する問題解決的な学習の設定資料を活用する問題解決的な学習の設定資料を活用する問題解決的な学習の設定資料を活用する問題解決的な学習の設定    

①本時の課題と目標 

 

 

 

 

 

 

人がどこに集中して住んでいるのか，には自然環境，食料生産，社会や経済の情勢が影響している。また

それらは単独で影響するわけではない。複数の要因が重なってその場所に人が集中しているのである。自然

環境，食料などの資料は地図帳に資料図として載せられている。そこで複数の資料を活用する問題解決的な

学習として設定した。 

 ②単元の構成（３時間扱い） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）（２）（２）（２）読み取った事象の関連性の考察について読み取った事象の関連性の考察について読み取った事象の関連性の考察について読み取った事象の関連性の考察について    

 ①本時で使用したワークシート＜４ＱＳを利用したワークシート＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このワークシートを利用して，複数の資料の中から個人で資料選択し，組み合わせることで人口が集中す

る理由を考察させた。本時では個人でワークシートに取り組ませている。次時で仮説が資料と矛盾しないか

検証し（ペアワーク）全体で人口分布の特徴を表現させている。 

本時の課題「人口はどのようなところに集中しているのだろう。」 

本時の目標 

� 世界の人口の分布について，自然環境，食料生産，社会や経済の情勢などの影響とからめてその特徴を

読み取り，表現することができる。【資料活用の技能】 

� 世界の人口の分布についてその偏りの特徴を理解することができる。【社会的事象に対する知識・理解】 

課題１ 

 

 

 

 

４QS を利用した仮説の設定 

＜本時＞ 

人口はどのようなところ

に集中しているのだろう 

 

仮説の検証 

 ペアワークで仮説が資料

と矛盾しないかどうか検証

し，世界の人口分布の特徴

を表現する。 

課題２ 

 

 

 

 

世界の人口分布と比較すること

で日本の人口の特徴を理解する 

 

世界の人口分布の特徴をも

とに日本の人口分布をみて

みよう。 

STEP４ 

人口分布図からどのようなところに人口が集

中しているのか読み取らせ，文章で表現させ

る。（現状を資料から読み取らせる段階） 

STEP２ 

地図帳の資料図から人口の集中に関

わりそうな要素を記入させる。 

STEP３ 

要素に関係する資料を選択さ

せ，資料名を記入させる。（適切

な資料を選択する段階） 

私の仮説 

資料から読み取った必要

な情報を組み合わせて，人

口が集中する理由につい

て考察を文章で表現させ

る。（事象の関連性を見い

だす段階） 



ⅥⅥⅥⅥ    仮説の検証仮説の検証仮説の検証仮説の検証    

        

今年度の研究仮説は，「資料を適切に読み取り，利用する力（資料活用の能力）を向上させ、この力を利

用し，読み取った事象の関連性を考察させることで思考力・判断力・表現力の向上を図ることができる。」で

ある。実践を通してどのような成果があったのか検証したい。 

今年度は，４QS を利用することにより資料活用の能力の向上とそれによる思考力・思考力・判断力・表現

力の向上をめざした４実践例１の歴史的分野で実施した時点での評価は次のようになった。 

１回目１回目１回目１回目課題「田沼の政治は善政だったのか，悪政だったのかジャッジをしよう」課題「田沼の政治は善政だったのか，悪政だったのかジャッジをしよう」課題「田沼の政治は善政だったのか，悪政だったのかジャッジをしよう」課題「田沼の政治は善政だったのか，悪政だったのかジャッジをしよう」    

 評 価 規 準 ％ 

STEP４の段階

（現状を資料

から読み取る） 

資料から読み取れる要素を過不足なく読み取っている 5.1％ 

資料から一部でも要素を読み取っている 92.3％ 

読み取っていない （事実ではなく，自分の解釈や印象をのべている） 12.8％ 

私の仮説の段

階（事象の関連

性を見いだす） 

STEP４と複数の資料を関連づけて考察している 69.2％ 

STEP４の資料だけをもとに考察している 30.8％ 

仮説が資料と矛盾している 0％ 

 この課題で使用した資料は文献の一部（宇下人言「松平定信著」）である。資料を活用する力という点で見

ると（STEP4の段階）４月実施のレポートの状況と比較して資料から一部でも要素を読み取っている生徒が

大半となり，この点で向上が見られた。しかし要素を過不足なく読み取っている生徒が 5.1％と少ない。こ

れは提示した資料からは読み取れない事項も盛り込んでいたり，資料に書かれていた内の一部（一言）を取

り上げて読み取っていたりする生徒が多かったためである。ここから 

 ①資料になにが書かれているのか十分に検討させる。（時間の保証） 

 ②資料に 書かれていることなのか，また，資料には書かれていない事項も盛り込んでしまっていないの

か振り返らせる。（視点の確立） 

手立てをとる必要性があることがわかった。 

 また私の仮説の段階をみると他の資料と STEP４を比較し，事象の関連性を考察している生徒が６９．２％

と多くなっている。これは４QS の使用によって資料に基づいた考察に取り組みやすくなったと考えられる。 

 ２回目にあたる，実践例２の評価は以下の通りである。 

２回目２回目２回目２回目課題「世界の人口はどのようなところに集中しているのだろう」課題「世界の人口はどのようなところに集中しているのだろう」課題「世界の人口はどのようなところに集中しているのだろう」課題「世界の人口はどのようなところに集中しているのだろう」    

 評 価 規 準 ％ 

STEP４の段階

（現状を資料

から読み取る） 

資料から読み取れる要素を過不足なく読み取っている 94.8％ 

資料から一部でも要素を読み取っている 2.6％ 

読み取っていない （事実ではなく，自分の解釈や印象をのべている） 2.6％ 

私の仮説の段

階（事象の関連

性を見いだす） 

STEP４と複数の資料を関連づけて考察している 92.3％ 

STEP４の資料だけをもとに考察している 0％ 

仮説が資料と矛盾している 7.7％ 

 この２回目の実践で改善が見られた点は次の点である。 

 ○資料から現状を正確に読み取れるようになった。 

 ○現状と複数の資料を関連付けて考察できるようになった。 

資料の読み取りについては，STEP４（現状を資料から読み取る）の段階，「資料から読み取れる要素を過



不足なく読み取っている」点で向上している。前述のように最初の実践では文献資料の読み取りであり，本

実践は資料図の読み取りである。このため正確な比較とはならないが読み取れる要素と自分の解釈や印象と

を区別することを意識して資料の読み取りに臨むようになった。 

 現状と複数の資料を関連付けて考察，については私の仮説（事象の関連性を見いだす）の段階，「STEP４

と複数の資料を関連付けて考察している」点が向上している。一つの資料（事象）からのみ考察するのでは

なく，複数の資料から多角的に考察することができるようになった。 

 この点では「仮説が資料と矛盾している」生徒が増えており，向上した生徒と苦手とする生徒とに二極化

している。苦手とする生徒への手立てを今後取り組んでいく必要がある。このために生徒の力に応じた資料

の提示や個別支援等の点で工夫，改善していきたい。 

 

ⅦⅦⅦⅦ    成果と課題成果と課題成果と課題成果と課題    

 

本実践の結果，資料から現状を正確に読み取る点と現状と複数の資料を関連付けて考察する点で向上が見

られた。一方で課題として明らかになった点は次の点である。 

 ●仮説検証を見通したワークシート作りが必要 

 ４QS を利用したワークシートを使用することによって，前述した改善点が見られたが，その一方で次の

段階で行うべき仮説検証の段階との整合性がとれなくなることがあった。例えば仮説検証をグループワーク

や学級全体で話し合いによって練り直し，お互いに検証する際にはスムーズに使用できたが，個で仮説検証

を行おうとすると仮説を作る段階でおこなった作業をもう一度おこなうことになり，思考の流れとしては１

段階戻るような形になってしまう。社会科として資料を活用した事象の読み取り→根拠をもった自分の仮説

づくり→仮説検証の思考の流れがよりスムーズに取り組めるようなワークシート作りをしていく必要がある。 

    

ⅧⅧⅧⅧ    おわりにおわりにおわりにおわりに    

        

        LINEなどのソーシャルメディアやテレビなどがごく身近にある環境で生活している生徒たちは，情報に

囲まれて生活しているともいえる。情報の受け取りや発信がごく簡単にできるようになっている現在の実社

会において，自分の考えを持つというということ自体が難しくなってきているのかもしれない。様々な情報

をもとに思考し判断し，さらに表現することはますます重要性を増すことだろう。表現することの中には物

事に関わっていく力も含まれる。自分で判断し行動できる力を育成するために今後も研鑽を続けたい。 

 

 ＜引用文献＞ 

１）岩田一彦編著（2009）「小学校社会科学習課題の提案と授業設計―習得・活用・探求型授業の展開」明治

図書出版株式会社14頁 

２）小原友行編著(2009)「思考力・判断力・表現力をつける社会科授業デザイン中学校編」 明治図書出版

株式会社12頁 

 ＜参考文献＞ 

・唐木清志 西村公孝 藤原孝章 著「社会参画と社会科教育の創造」(2010)  学文社  

・笠井健一・水戸部修治・津田正之・白旗和也・弘前大学教育学部附属小学校 編著「授業における「思考

力・判断力・表現力」東洋館出版社（2012） 

 



数数数数    学学学学    科科科科    

    

自ら数学を探究する生徒の育成を目指して自ら数学を探究する生徒の育成を目指して自ら数学を探究する生徒の育成を目指して自ら数学を探究する生徒の育成を目指して    
～問題解決能力の伸長と，知識・技能を活用する力の育成～～問題解決能力の伸長と，知識・技能を活用する力の育成～～問題解決能力の伸長と，知識・技能を活用する力の育成～～問題解決能力の伸長と，知識・技能を活用する力の育成～    

    

附属函館中学校附属函館中学校附属函館中学校附属函館中学校    大大大大    山山山山    裕裕裕裕    之，之，之，之，森森森森            茂茂茂茂    之之之之    

    

ⅠⅠⅠⅠ    はじめにはじめにはじめにはじめに    

 

第２期教育振興計画の審議経過報告において，「確かな学力を身につけるための教育内容・方法の充実」が

示された。「確かな学力」とは，「自ら課題を見つけ，自ら学び，主体的に判断し，行動し，よりよく問題を

解決する資質や能力」である。「生きる力」の構成要素である「確かな学力」を身に付けるために，生徒の主

体的な学びの力である，基礎的・基本的な知識・技能の確実な習得のための「問題解決能力」の育成が重要

視されている。 

本校数学科では昨年度まで，習得した基礎的・基本的な知識・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・表現力の育成について，研究を推進してきた。その中で，思考力・判断力・表現力を高

めるための課題を開発し，それを見取る評価の工夫を行うことで，知識・技能，学ぶ意欲をバランスよく育

んでいくことの重要性や，その方法についての方向性を見いだすことができた。 

そこで，数学科においては昨年度までの研究を土台として，数学的活動を通して新たな知識・技能を身に

付けるために必要となる，問題解決能力の育成について研究を推進したいと考えている。 

 

ⅡⅡⅡⅡ    研究の経過研究の経過研究の経過研究の経過    

 

 本校では平成 23 年度から，思考力・判断力・表現力の育成を目指した学習評価の工夫について研究を進

めてきた。この2年間の研究と実践の中で，次のような成果と課題が明らかになった。 

○課題解決の過程で，知識・技能をどのように活用したのかを評価し，指導の改善に結びつけることによ

って，より確実に知識・技能を習得させることができる。 

○思考力・判断力・表現力の向上を見取るためには，評価の長期的な積み重ねが必要であり，長期的な評

価や指導の改善を繰り返すことによって，知識・技能を活用しようとする態度の育成にもつながる。 

●思考力・判断力・表現力を効果的に向上させていくためには，ワークシートの共有化等の他教科との連

携によって，個々の状況を把握する必要があった。 

●グループ等の集団で課題解決をさせた場合，個々の思考の変化や高まりを評価することが難しい。話し

合いの目的や，この高まりを見取る評価方法の開発が求められる。 

これらの成果と課題から，思考力・判断力・表現力を効果的に高めていくための指導と評価についての方

向性を見いだすことができた。しかし，「確かな学力」という大きな視点で生徒をとらえると，思考力・判断

力・表現力に偏ることなく，知識・技能や主体的に学ぶ力も含めて育成していかなければならない。 

そこで，既習の知識・技能を活用して主体的に課題解決に取り組み，思考力・判断力・表現力を高めなが

ら新たな知識・技能を獲得していく学習サイクルや，この一連のサイクルに必要とされる「問題解決能力」

に視点をあてた研究が必要であることが明らかになった。 



ⅢⅢⅢⅢ．．．．    本年度の研究本年度の研究本年度の研究本年度の研究    

    

１．１．１．１．    本校研究との関連と教科研究主題設定理由について本校研究との関連と教科研究主題設定理由について本校研究との関連と教科研究主題設定理由について本校研究との関連と教科研究主題設定理由について 

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」である。数学科では，昨

年度までの研究で見いだした内容を踏まえ，「確かな学力」を確実に身に付けていくために必要な「問題解決

能力」を育成するための研究を推進していくことが必須であると考え，本年度の数学科研究テーマを「自ら

数学を探究する生徒の育成 ～問題解決能力の伸長と知識・技能を活用する力の育成～」と設定した。問題

解決能力を高めるための数学的活動はどうあるべきか，また，課題や学習活動はどうあるべきか等について

実践研究を展開していく。 

 

２．２．２．２．    問題解問題解問題解問題解決能力決能力決能力決能力の育成についての育成についての育成についての育成について    

（１）（１）（１）（１）    確かな学力と問題解決能力確かな学力と問題解決能力確かな学力と問題解決能力確かな学力と問題解決能力 

文部科学省は，「確かな学力」を次のように定義している。
１）

 

○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。 

PISA調査において，問題解決能力（PISA型問題解決能力）は次のように定義されている。
２）

 

○問題解決の筋道が瞬時には明白でなく，応用可能と思われるリテラシー領域あるいはカリキュラム

領域が数学，科学または読解のうちの単一の領域だけには存在していない，現実の領域横断的な状

況に直面した場合に，認知プロセスを用いて，問題に対処し，解決することができる能力 

「問題解決的な学習」は，中学校学習指導要領解説総則編において次のように説明されている。
３）

 

○これからの学校教育においては，変化の激しいこれからの社会を考えたとき，また，生涯にわたる

学習の基礎を培うため，基礎的・基本的な知識・技能の確実な定着とともに，それらを活用して課

題を解決するための思考力・判断力・表現力等の育成を重視した教育を行うことが必要であり，生

徒がこれらを支える知的好奇心や探究心をもって主体的に学習に取り組む態度を養うことは極めて

重要である。このような資質や能力を育成するためには，体験的な学習や基礎的・基本的な知識・

技能を活用した問題解決的な学習を充実する必要がある。 

上記の説明からも，「確かな学力」を育んでいくためには，体験的な学習や基礎的・基本的な知識・技

能を活用した問題解決的な学習を通して新たな知識・技能を習得したり，数学的な見方や考え方を高めた

りすることを繰り返していくことが必要である。問題解決能力は，このような学習活動を充実させるため

の基盤となる力である。つまり，問題解決能力とは，問題を見いだし（認識し），これまで身に付けた知識・

技能を活用して解決の見通しを定め，実行し，解決した内容を吟

味する力ととらえることができる。 

（２）（２）（２）（２）    数学科のねらいと問題解決能力数学科のねらいと問題解決能力数学科のねらいと問題解決能力数学科のねらいと問題解決能力 

前述のように問題解決能力をとらえると，問題解決能力は数学科

のねらいとは別に育成しなければならないものではなく，数学科の

ねらいを達成させながら育んでいくものと考えることができる。し

たがって，問題解決能力に視点をおいたとしても，数学科のねらい

が従来のものから変わることはない。しかし，既習の知識・技能を

活用するための問題や，解決の見通しを定め，実行し，吟味する学

習活動については工夫・改善をしていかなければならない。 

問題解決能力の育成問題解決能力の育成問題解決能力の育成問題解決能力の育成

既習の知識・技能既習の知識・技能既習の知識・技能既習の知識・技能

数学科のねらいの達成数学科のねらいの達成数学科のねらいの達成数学科のねらいの達成

・主体的な学習態度の育成

・数学的な見方や考え方の育成

・新たな知識・技能の習得

活活活活
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図1 数学科のねらいと問題解決能力の関係 



（３）（３）（３）（３）    問題解決能力を効果的に高めるための指導の在り方問題解決能力を効果的に高めるための指導の在り方問題解決能力を効果的に高めるための指導の在り方問題解決能力を効果的に高めるための指導の在り方 

問題解決能力を高めるためには，問題解決的な学習を充

実させ，繰り返していく必要がある。問題解決的な学習に

ついては，本研究紀要総論部分でも示した通り，右の図の5

段階のステップによる構成を考えている。 

本校では平成 20 年度から 3 年間，数学的活動について

研究を推進してきた。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」

を意味している。数学的活動を分類・構造化したものと，

右の図の問題解決的な学習の流れとの関連を考えると，表1

のように表すことができる。
４）

 

表1 問題解決的な学習と数学的活動のかかわり 

問題解決的な学習 数学的活動 

A 課題（問題）の 

発見・理解 

・日常の事象などから数学をみつける。（数学化） 

・事象を数学の問題とする。（定式化） 

・既習の数学と結びつける。（結合） 

B 自力解決（解決の計

画⇒計画の実行） 

・用語や記号，表，式，グラフ，図などで表現や解釈をする。（表現，解釈） 

・数学の処理や考察をする。（処理） 

C 検討・学び合い 

・コミュニケーションを通して，個人や集団の考えを深めたり広げたりする。 

(コミュニケーション) 

・根拠を明らかにし，それに基づいて筋道を立てて説明する。（論理的説明） 

D 学習のまとめ ・既習の数学を発展させる。（発展） 

E 適用・一般化 ・事象に適用し判断する。（解釈） 

このように，問題解決的な学習と数学的活動は密接に関連しているものと考えることができる。した 

がって，問題解決能力を効果的に育成していくためには，問題解決的な学習の流れを基本としながら，そ

れぞれの場面における数学的活動を一つ一つ充実させていく必要がある。具体的には以下のようなことが

考えられる。 

・生徒が主体的に取り組むことができる問題を開発する。 

・課題（問題）の発見（認識）や，解決に必要な視点を見いだす段階の指導を工夫する。 

・生徒の多様な発想を引き出せるように，発問を工夫する。 

・解決に必要な条件を考えさせ，解決の見通しをもたせる。 

・自ら考える時間を十分に取りつつ，生徒個々の到達度を評価し，指導を改善する。 

・解決の過程の交流や学び合いの内容が充実するように，コミュニケーションの場面設定を工夫する。 

・問題解決によって新たな知識・技能や見方・考え方を習得したことを実感させるような工夫をする。 

・新たに習得した内容を，次の問題解決や新たな学びに活用していくという学習の流れを意識させる。 

これらを充実させていくことによって，生徒は問題解決に主体的になったり，新たに習得した知識・技

能や見方・考え方に必要性を感じたりすることができるようになると考えられる。その結果，問題解決能

力が育成され，新たに直面した問題に対して様々な視点から解決の見通しを立てたり，より良い解決方法

を選択したり，解決した内容について評価したりすることができるようになるのではないかと考えられる。 

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

図2 問題解決的な学習の一般的な流れ 



３３３３．．．．    授業と関連させた家庭学習の充実授業と関連させた家庭学習の充実授業と関連させた家庭学習の充実授業と関連させた家庭学習の充実 

本研究紀要総論部分の図３で示した通り，「確かな学力」は８つの要素で構成されている。
１）

生徒の家庭

学習の内容を調査したところ，「計算練習が中心」や「問題をたくさん解く」，「テストに出そうな問題を解く」

など，「知識・技能」を習得するための学習に偏った生徒がほとんどであった。「確かな学力」をバランスよ

く身につけていくためには，「知識・技能」の習得に偏ることなく，その他の要素を高めるための家庭学習の

方法を生徒に見いださせていくことが必要である。具体的には表2のような方法が考えられる。 

表2 家庭学習の方法と身につくと考えられる力の関連 

家庭学習の方法 身につくと考えられる力（確かな学力の要素） 

○問題解決的な学習の解決の過程で出される複数の解

決方法や考え方を，別のノートにまとめ直す。 

「問題解決能力」「思考力」「判断力」「表現力」 

「学び方」「知識・技能」 

○習得した知識・技能を比較・分析し，関連や違いを

レポートにまとめる。 

「思考力」「判断力」「表現力」「学び方」 

「知識・技能」 

○数学に関わる疑問について分析し，数学的な表現を

用いてレポートにまとめる。 

「課題発見能力」「思考力」「判断力」「表現力」 

「学び方」「知識・技能」「学ぶ意欲」 

○活用することのできるものとして知識・技能が習得

されているかを問うテスト問題を作成する。 
「学び方」「知識・技能」 

計算練習などの知識・技能を身につける学習も必要であるが，上記の学習方法も示していくことによって，

生徒は新たな学習方法を見い出すきっかけをつかむことができるのではないかと考えられる。特に，生徒は

テストの結果やテストの問題について関心が高い。テスト問題を工夫・改善していくことは，生徒自身が家

庭学習の方法を工夫・改善することへとつながりやすいのではないかと考えられる。 

 

４４４４．．．．    数学科とキャリア教育とのかかわり数学科とキャリア教育とのかかわり数学科とキャリア教育とのかかわり数学科とキャリア教育とのかかわり 

本校研究紀要総論部分の「イ キャリア教育の取組について」において示した通り，キャリア教育を通し

て，「人間関係形成・社会形成能力」，「自己理解・自己管理能力」，「課題対応能力」，「キャリアプランニング

能力」の 4 つの能力によって構成される，「基礎的・汎用的能力」を育成していくことが求められている。

下の表3は，キャリア教育と数学の授業における学習活動の場面とのかかわりを分析したものである。 

表3 基礎的・汎用的能力と数学の授業における学習活動とのかかわり 

基礎的・汎用的能力 数学の授業における学習活動の場面 

人間関係形成・社会形成能力 ・説明し伝え合う活動の場面 

他者に働きかける力，コミュニケーションスキル 

自己理解・自己管理能力 ・粘り強く考え抜かせる場面 

・失敗を次の成功に生かす場面 自己の役割の理解，自己の動機づけ，忍耐力， 

ストレスマネジメント 

課題対応能力 ・解決の見通しを考える場面 

・課題を解決する場面 

・解決の過程を振り返る場面 

情報の理解・選択・処理等，計画立案，実行力，評価・改善 

キャリアプランニング能力 ・多様な考え方を理解し合う場面 

・解決方法を選択する場面 

・よりよい解決の方法を吟味する場面 

学ぶこと・働くことの意義や役割の理解，多様性の理解， 

将来設計，選択，行動・改善 



表3のように，数学の授業における学習活動の様々な場面を，基礎的・汎用的能力を育成する機会と捉え

ることができる。特に，表1と表3を比較してみると，キャリア教育が問題解決的な学習や数学的活動とも

つながっている部分があることがわかる。数学科の中で，計画的・系統的にキャリア教育を展開していくた

めには，本研究紀要総論部分の図 10 で示したように，数学科の年間指導計画の中にキャリア教育を位置づ

け，授業者がどの能力を伸ばすための学習活動なのかをしっかりと意識しながら意図的に授業を展開してい

く必要がある。年間指導計画の工夫・改善や，意図した学習活動が生徒の実態や発達段階に適切に応じてい

るのか等については，実践を積み重ね，検討していく必要があると考えている。 

 

５５５５．．．．    ICTICTICTICT 機器機器機器機器を活用した授業実践を活用した授業実践を活用した授業実践を活用した授業実践 

数学科における問題解決的な学習の具体的な場面で想定される課題として，「学級の全員が課題を把握で

きたのか」や，「考え方を伝え合う場面をもっと工夫できないのか」，「生徒一人一人にしっかりと力は身に

ついたのか」等が考えられる。これらを少しでも補えるよう，次のような ICT機器の活用方法が考えられる。 

（１）（１）（１）（１）    問題（課題）把握への活用問題（課題）把握への活用問題（課題）把握への活用問題（課題）把握への活用    

操作を伴う問題の場合，生徒が実際に操作することが効果的である。授業者や発表者が代表して操作を

見せるよりも，生徒一人一人が操作をして問題を実感することが大切である。これらのような場面におい

て効果的な活用が期待できる。 

（２）（２）（２）（２）    考えた内容を伝え合う場面への活用考えた内容を伝え合う場面への活用考えた内容を伝え合う場面への活用考えた内容を伝え合う場面への活用    

問題解決的な学習では，解決の過程において様々な見通しや考え方が出される。これらを伝え合う際，

ICT機器を活用することによって，黒板に書いて説明する方法以外に，自分のノートやワークシートを画

像データ化し，教室で共有することができる。また，自分の説明を録画し，説明の質の向上に役立てたり

するなど，コミュニケーションの場面において工夫の幅が広がることが期待される。 

（３）（３）（３）（３）    評価への活用評価への活用評価への活用評価への活用    

生徒の自己評価や授業への要望，新たにわかったことなどを記述させ，次の授業に生かすには，ノート

やワークシートの点検に多くの時間が必要となるが，ICT機器を活用することによってその処理を素早く

進めることができる。学習評価の素早い処理は，個に応じた指導の充実や，指導の工夫・改善につながる

と考えられる。また，授業における観察やノート・ワークシート・テスト等の従来の評価方法と組み合わ

せることによって，生徒を多面的に評価することができると考えられる。 

    

ⅣⅣⅣⅣ．．．．    教科研究仮説教科研究仮説教科研究仮説教科研究仮説 

 

前述のように，確かな学力を身につけていくためには，問題解決的な学習の流れを基本としながら，数学

的活動を充実させ，問題解決能力を育成していく必要がある。生徒がより主体的に取り組むための問題や学

習活動の工夫の実際，生徒の変容等について追究するために，本年度の研究仮説を以下のように設定した。 

 

問問問問題解決能力の育成を目指して問題解決的な学習や数学的活動を工夫・改善していくことで，題解決能力の育成を目指して問題解決的な学習や数学的活動を工夫・改善していくことで，題解決能力の育成を目指して問題解決的な学習や数学的活動を工夫・改善していくことで，題解決能力の育成を目指して問題解決的な学習や数学的活動を工夫・改善していくことで，    

(1)(1)(1)(1)活用することのできる知識・技能を習得させ活用することのできる知識・技能を習得させ活用することのできる知識・技能を習得させ活用することのできる知識・技能を習得させることができる。ることができる。ることができる。ることができる。    

(2)(2)(2)(2)知識・技能を活用するために必要な数学的な見方や考え方を知識・技能を活用するために必要な数学的な見方や考え方を知識・技能を活用するために必要な数学的な見方や考え方を知識・技能を活用するために必要な数学的な見方や考え方を効果的に効果的に効果的に効果的に育むことができる。育むことができる。育むことができる。育むことができる。    



ⅤⅤⅤⅤ．．．．    研究仮説に基づく研究仮説に基づく研究仮説に基づく研究仮説に基づく実践例実践例実践例実践例    

    

１．１．１．１．    問題解決的な学習問題解決的な学習問題解決的な学習問題解決的な学習の実践例の実践例の実践例の実践例    

（１）（１）（１）（１）    題材「題材「題材「題材「陸上競技場のスタート位置陸上競技場のスタート位置陸上競技場のスタート位置陸上競技場のスタート位置」」」」についてについてについてについて    

この題材は，コーナーを含むトラック競技のスタート位置がレーンによって変わることについて考察す

るものである。生徒たちはスタート位置がずれていることは知っているが，そのハンデがどのようにして

計算されているのか，また，グラウンドのどの部分の長さがハンデの長さに関わっているのか等について

は深く考えた経験がないようである。これらを題材として取り上げ，数学的な見方や考え方の育成と問題

解決能力の育成をねらいとして取り扱った実践例である。 

（２）（２）（２）（２）    問題の問題の問題の問題の工夫工夫工夫工夫    

スタート位置のハンデの距離の求め方については，小学校の算数の学習内容で解決することができるが，

ハンデの距離がグラウンドのどの部分の長さによって変わるのかについては，文字式を用いた方がわかり

やすく説明することができる。「陸上競技場のスタート位置はどのようにして決められているのか」という

日常に関わる疑問から，「ハンデの長さは何によって決まるのか」という問題（課題）を主体的に見いださ

せることによって，生徒はより主体的に問題解決に取り組むと考えられる。 

（３）（３）（３）（３）    学習活動学習活動学習活動学習活動の工夫の工夫の工夫の工夫    

① 問題把握 

「ハンデはどのように決められているのか」という疑問から，「ハンデはどんなグラウンドでも同じな

のか」や，「グラウンドの大きさがハンデに関係あるのか」などのゆさぶりを効果的に用いて問題の把握

に対して生徒を主体的にさせるよう工夫した。 

② 解決の見通し 

「ハンデの長さは何によって決まるのか」という問題の解決方法として，「コーナーの半円の半径を他

の数に変えてみる」，「レーンの幅を他の数に変えてみる」，「半円と半径とレーンの幅の両方を他の数に

変えてみる」，「半円の半径とレーンの幅の両方を文字に置き換える」などが考えられる。解決の前にこ

れらの方針を交流し，吟味することによって見通しを持った解決を促した。 

③ 検討，学び合い 

他の数にする方法では，ハンデが変わることは分かるが，何によって決まるのかが明確に判断しにく

い。文字式に置き換えて考えることによって，「ハンデはレーンの幅に円周率をかけた長さである。」と

いう結論が得られる。この場面では文字を用いることのよさの実感をねらいとした。 

（４）（４）（４）（４）    授業授業授業授業実践の内容実践の内容実践の内容実践の内容    

 ○学習活動 ○教師とのかかわりと◆留意点 ○評価規準 

課題(問題)の

発見・理解 

○問題を把握する。 

 

○プリントの競技場のハンデを求める。 

 →1レーン内側の半円の円周は14.13cm 

  2レーン内側の半円の円周は17.27cm 

  距離の差（ハンデ）は3.14cm 

○課題を見いだす。 

 

 

○実際のプリント上の長さ（半

径9cm，レーンの幅1cm）で考

えさせる。 

＜発問＞ 

ハンデは常に3.14(円周率)？ 

どんなグラウンドでも同じ？ 

 

陸上競技場のスタート位置のハンデはどうやって決めているのか 



図3 問題把握の場面における実際の板書 

解決の計画 

 

○課題解決の方針を考える。 

 ・半径を他の数値にする。 

 ・レーンの幅を他の数値にする。 

 ・両方を他の数値にする。 

 ・半径やレーンの幅を文字にする。 

 

○解決の方策について交流さ

せ，自分なりに良い解決方法

を選択させる。 

 

 

 

 

 

 

○文字式でハンデを表現したり，

解釈したりすることができる。

【数学的な見方や考え方】（ノー

ト・発表・観察） 

○文字式でハンデを考えることの

よさを考えることができる。【数

学への関心・意欲・態度】（ノー

ト・発表・観察） 

計画の実行 
○自分で選択した方針にそって課題を解

決する。 

◆文字式の計算でつまずきが見

られる場合は，適宜支援する。 

検討・学び合い 
○他の数値で考えた場合と文字に置き換

えて考えた場合の違いやよさを考える。 

 

学習のまとめ 
○課題解決の過程を交流し，ハンデが円周

率×レーンの幅であることを見いだす。 

 

適用・一般化 
○課題を発展させ，グラウンドが大きな場

合や小さな場合などを考えさせる。 

 

    

２２２２．．．．    実践の結果実践の結果実践の結果実践の結果    

（１）（１）（１）（１）    問題把握の場面について問題把握の場面について問題把握の場面について問題把握の場面について    

今回の授業を構想した当初，問題を「ハ

ンデは何によって決まるのだろうか」と設

定していた。この問題で実践したところ，

生徒は実際にハンデを求める計算を考えた

ことが無く，生徒にとって難易度の高い問

題となってしまい，主体的に解決の見通し

を持つことができなかった。その改善とし

て，授業の最初にプリント上の競技場のハ

ンデの具体的な値を求める学習活動を取り

入れた。レーンの幅を1cmに設定すること

でハンデが3.14cmとなり，「ハンデはいつ

でも円周率になるのか」という新たな疑問

を見いださせることができた。こうすることによって，生徒は解決の見通しにある程度の予想を持つこと

ができ，問題解決に主体的になることができた。より主体的な数学的活動を考える際，問題の設定や問題

把握については，生徒の実態に合ったものを提示することが大変重要なことであることがわかった。 

（２）（２）（２）（２）    解決の見通しを持つ場面について解決の見通しを持つ場面について解決の見通しを持つ場面について解決の見通しを持つ場面について    

今回，課題（問題）を見いだした後に，そのまま自力解決するのではなく，解決の見通しを持つ場面を

設定した。解決の前に解決の方針を交流することによって，自分の考えをより良いものに発展させたり，

より良い解決方法に方針を変えたり，見通しを持てなかった生徒が見通しを持つことができたりするなど，

問題解決能力の育成に向けて効果的な場面となった。 

ハンデの長さは何によって決まるのか 



図5 生徒が作成したレポートの例 

図4 検討・学び合いの場面において生徒が板書した内容 

（３（３（３（３））））    検討・学び合いの場面について検討・学び合いの場面について検討・学び合いの場面について検討・学び合いの場面について    

4 種類の解決方法について，それぞれが

考えた内容について代表の生徒に板書させ，

説明をさせた。しかし，それぞれの方法に

よって出された結論について，自信を持っ

て説明することができず，聞いていた生徒

はなかなか理解することができなかった。

改善方法としては，「自力」解決にこだわる

ことなく，解決した過程や結論を同じ方法

を選択した生徒と一緒に吟味する場面を設

け，自分の考えに自信を持たせたり，理解

を深めさせたりする等の方法が考えられる。

この場面でより主体的な数学的活動を展開

するためには，前段階の解決の過程で生徒

の状況をきめ細かく評価し，指導の改善に

つなげる工夫が必要であると感じた。 

 

ⅥⅥⅥⅥ．．．．    仮説の検証仮説の検証仮説の検証仮説の検証    

 

 教科研究仮説について，次の2点

について検証する。 

(1) 活用することのできる知

識・技能を習得させることはで

きたのか。 

(2) 数学的な見方や考え方を効

果的に育むことができたのか。 

(1)については，これまで学習した

内容をレポートにまとめるという課

題を取り組ませたところ，単に知

識・技能を羅列するのではなく，知

識の関連性や文字式を用いることの

良さ等に着目していた。これは，問

題解決的な学習を通して新たな知

識・技能を獲得していくことによっ

て，表面的で活用できないような知

識・技能ではなく，より深い意味・

理解の伴った計算技能を習得するこ

とができた結果だと考えられる。 



B

C

83% 28%

評価基準

A

数学的な見方や考え方 知識・理解

H22 H25 H22 H25

23% 42%

66%17%55%69%

8% 3% 0% 6%

「
ax P3

であるとき，
(Pa)

2

 の式の値を求めなさい。」という問題に対して，次郎君と花子さんは

それぞれ下のように解いた。次の問に答えなさい。 

＜次郎君の解答＞

(P a)

2

x (P a)A (P a)

x (O 3)A (O 3)

x O 9   

＜花子さんの解答＞

(P a)

2

x (P a)A (P a)

x (P 3)A (P 3)

x O 9  
①次郎君と花子さんの途中計算はどちらかが間違えている。間違えたのはどちらなのかを答えなさい。

②間違えた部分の説明として適切なものを次のア～エから選び，記号で答えなさい。 

 ア．次郎君は代入するとき，符号を間違えてしまったので，式の値も間違えている。 

 イ．花子さんは代入するとき，符号を間違えてしまったので，式の値も間違えている。 

 ウ．次郎君は代入するとき，符号を間違えてしまったが，式の値は間違えていない。 

 エ．花子さんは代入するとき，符号を間違えてしまったが，式の値は間違えていない。 

図6 活用することのできるものとして知識・技能が習得されているかを問う問題の例 

 

表4 H22とH25の1学期における知識・理解と数学的な見方や考え方の達成度の比較 

 

また，定期テストにおいて，活用するこ

とのできるものとして知識・技能が習得さ

れているかを問う図6のような問題を作成

した。その結果，A 基準(75％)に到達した

生徒は学年の28％，B規準(50％)の生徒は

学年の66％という結果であった。表4のよ

うに，例年と比較するとかなり低い到達度

であったが，表面的な知識ではなく，活用

できる知識であるかを問う問題にしたため，

難易度も高くなったことが1つの原因とし

て考えられる。今後もこのような問題を作

成し，実践を継続していくことで生徒の知

識・技能に対する意識や，身に付けた知識・

技能の質の変容を見取っていきたい。技能

については，文字式の計算技能テストを実

施したところ，B基準（50％）に到達でき

なかった生徒が学年の12％であった。全員

が確実な技能を身につけているかという部

分には課題が残る結果となった。問題解決

的な学習による新たな知識・技能の習得と，

技能の習熟のための練習や確認の時間をバランスよく取り組んでいく必要があると感じている。 

(2)については，表の値の変化からも見てとれるように，高い基準に達成した生徒が増えている。比較対象

の生徒が違う集団なので，この結果だけで効果があったと言い切れるものではないが，一定の効果があると

考えてもよいのではないだろうか。問題解決的な学習を通して様々な解法や考え方に触れる機会が増え，1

つの事象や問題を多角的に考える生徒や，行き当たりばったりで解いていくのではなく，解決までの見通し

を立ててより良い方法を選択して考える生徒が増えているように感じる。この部分についても実践を継続し，

今後もデータを蓄積して仮説を検証していきたい。 

    

ⅦⅦⅦⅦ．．．．    成果と課題成果と課題成果と課題成果と課題 

 

本年度の研究を通して次のような成果が得られた。 

(1) 活用することができる知識・技能を習得させる方法として，問題解決的な学習や数学的活動の工夫・

改善は効果的である。 

(2) 問題解決的な学習や数学的活動を通して新たな知識・技能を習得していく学習サイクルは，数学的な

見方や考え方を効率よく高めていくことができる。 

(3) 問題解決的な学習をより効果的なものにするためには，生徒の実態に合った問題の工夫や，見通しを

持たせる場面の工夫，解決の過程を交流する方法や場面の工夫が必要である。 



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。 

(1) 問題解決能力が育成されているかどうかについて見取ることができていない。問題を見いだす(認識

する)力，解決の見通しを定める力，解決を実行する力，解決した内容を吟味する力の 4 つの観点に分

けて評価し，評価データを蓄積していく必要がある。今後，これらのデータを蓄積し，問題解決能力の

高まりと知識・技能，数学的な見方や考え方，主体的な学習態度の高まりの関係を分析していきたい。 

(2) 問題解決的な学習と知識・技能を習熟させるための学習をバランスよく取り組むことが必要である。

1つの授業の中で両立させる方策や，家庭学習と関連させる方策などを考えていく必要がある。 

 

ⅧⅧⅧⅧ    おわりにおわりにおわりにおわりに    

 

本年度は問題解決能力の育成について実践を行ってきた。問題解決能力は，それのみが伸びていくのでは

なく，活用することのできる知識・技能や数学的な見方や考え方，主体的な学習態度とともに育成されてい

くものであるということがわかった。今後も確かな学力をバランスよく育んでいくために，問題解決能力の

育成について実践を継続していきたい。 

（文責 森 茂之） 
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ⅠⅠⅠⅠ    はじめにはじめにはじめにはじめに    

  

21 世紀は知識や技術が次々に生まれる「知識基盤社会」の時代と言われ，社会の担い手である若者には，

決まった手順に従って課題を素早く正確に処理することよりも，自らの方法を工夫して問題を解決する力を

身に付け，生涯にわたって学習することが期待されるようになった。OECD の PISA 調査の概念的な枠組み

では「知識基盤社会」の時代に必要な能力を「主要能力」と定義している。日本の教育における「生きる力」

の概念は，この「主要能力」という考え方を先取りしたものである。したがって「生きる力」を育む目標の

一つには，問題解決能力の育成があり，現在の学校教育には，それが求められている。 

 本校理科の昨年度までの数年の研究においては，「確かな学力」の要素である「思考力，判断力，表現力」

に重点を置いて取り組んできた。結果としてワークシートの工夫をすることで，多様な表現を使用しながら

順序立てて思考を連続させることができ，その繰り返しで，科学的な探究心が身に付いてくる一定の成果が

得られている。また，思考をはたらかせる段階において，その「程度」に応じた評価を行い，次の思考に生

かす，「指導と評価の一体化」を実践することで，思考力の育成に有効な手立てであることがわかった。 

 しかし，これらの成果は，あくまで「確かな学力」の要素の一つについての検証でしかなく，21 世紀型の

学力の育成を図るものとしては，物足りない。そのため，今後は視点の幅を広げ，問題解決能力を確実に育

成できる研究を行っていくことが急務となった。 

よって，今後は体系づけた計画のもと，問題解決の能力を「問題解決的な学習」を通して見つめていき，

成果や課題を明らかにすべきと判断した。そこで，昨年までの研究内容に加えて，今年度は問題解決的な学

習の大きい要素である「問題発見の能力」，「自力解決」等に重点をおいて，本年度の本校理科は取り組んで

いくこととした。 

 

ⅡⅡⅡⅡ    教科研究仮説教科研究仮説教科研究仮説教科研究仮説    

  

これまで「思考力・判断力・表現力」の育成を中心に研究を進めてきたが，その下支えになっている「知

的好奇心」や「探究心」にまで掘り下げてはいなかった。そのため，主体的な学習という言葉は比較的狭い

意味になってしまっていた。そこで「問題解決的な学習」に注目し，知的好奇心や探究心といった学びの根

幹にも迫ることとし，「主体的」が「自主的」や「自発的」を含む広義の「主体的」なものとすることを考え

た。その問題解決的な学習ついては，総論ｐ１６にも記されているが，一般的な流れがあるため，これを理

科に当てはめていくと，「自然の中から自らが問題を見出す『問題発見の能力』」から始まり，「習得した知識

等をもとに仮説を立てる」や「仮説検証のための実験や観察方法を考案する」という『自力解決』，「考案し

た実験・観察を実践し，結果を科学的に分析する」の『検討・学び合い』，「科学的に考察し結論を導く」『学

習のまとめ』，「実生活や実社会に応用する」の『適用・一般化』と続くが，どれも大切な要素であり，それ



ぞれの相互作用によって問題解決的な学習が成り立ち，結果として問題解決能力の育成がはかられる。そこ

で，現代の中学生においては，この流れの何に問題があるか，現状の把握が必要であった。 

 参考にしたのは，国内調査の教育課程実施状況調査，国際調査の PISA 調査や TIMSS 調査などの分析結

果である。 

 国内調査の 2001 年度と 2003 年度小・中学校教育課程実施状況調査では，基礎的・基本的な知識・技能の

習得を中心に一定の成果が認められるが，2006 年度小・中学校教育課程実施状況調査「特定の課題（観察実

験）に関する調査」では，学校の理科の範囲で問題解決のプロセスに課題があることが明らかにになった。 

 国際調査の TIMSS2003 年調査の理科の成績や PISA2003 年調査の科学的リテラシーは，全体としては国

際的に上位にあるものの，科学的な解釈や論述形式の設問，日常生活と関連の深い設問に課題があること，

また，PISA2006 年調査では，実社会や実生活の場面で問題解決の科学的能力に課題があることがわかった。 

 これらの異なる調査から浮彫になった理科教育の課題は，本質的に同じものであり，問題解決のプロセス

における初めの段階に当たる「自ら問題を発見すること」や「観察，実験の方法を考案すること」と，おわ

りの段階に当たる「科学的に考察して結論を導くこと」や「実社会や実生活に応用すること」に課題が見ら

れたことである。このことから本年度は，次のような研究仮説を設定した。 

 

 

 

あｈ 

 

 

 

 

 

このように設定し，特に１年目の本年度は，①の仮説の「自分の予想や仮説」と，②の「目的や意義を明

確にしながら」の部分に重点を置いた研究を進めてみた。 

 

ⅢⅢⅢⅢ    研究仮説に基づく実践例研究仮説に基づく実践例研究仮説に基づく実践例研究仮説に基づく実践例    

 

１．１．１．１．    学習学習学習学習課題課題課題課題の持たせ方（の持たせ方（の持たせ方（の持たせ方（１１１１））））    

 研究仮説の②の冒頭に「生徒が目的や意義を明確にしながら」とある。「しっかりとした学習課題を持つこ

と」と解釈してもよいと考える。では，学習指導において課題の持ち方（持たせ方）はその後の学習活動の

意欲を引き出す重要なファクターであるが，従来の学習スタイルでは，年間指導計画に基づいて立てられた

「教師側からの与えられた課題」に取り組むことが多い。これは，学習指導要領に沿って学習する内容がほ

ぼ決まっている現在の理科教育では，指導する側にとっては授業をコントロールしやすく，生徒にとって比

較的見通しを持ちやすい設定ができるものである。しかし，それは必ずしも意欲につながるものとは言えず，

受動的な立場で生徒は受け止めていることが多い。そのため，その後の科学的思考を存分に発揮することに

欠ける生徒も見られる。本研究では，まず，生徒の意欲面を重要視し，積極的に学習するための課題の持ち

方を見直した。 

 そこで理科における問題解決的な学習の 1 つ目のステップである，「自然の中から自ら問題を発見する力」

の育成を目指し，まずは単元初めにおいて，その単元に関係ある事柄で普段から疑問に思っていることを洗

研究仮説 

①自分の予想や仮説，その検証方法，考察，結果等を自分なりにまとめ表現する経験をつむこと

により，科学的に思考し表現する力を身に付けていくことができる。 

②生徒が目的や意義を明確にしながら，観察，実験のデータを整理しグラフをかき，その結果か

ら規則性に気付くような指導を充実することによって，科学的に考察して結論に導くことがで

きる。 



い出すこととした。下に示すノートの一部抜粋（図１）は，本校 2 年の生徒 3 名の，単元１「化学変化と原

子・分子」の導入時に，この単元に関わる普段からの疑問を箇条書きで記したものである。このような疑問

を，学年生徒全員の分集め，ある程度に共通する課題として設定し直した。「ある程度」と表現したのは，生

徒の疑問は多種多様であり，生徒数が多ければ多いほど広がりを見せるものなので，「全てに共通する」とい

うことは不可能に近いため，このような表現をし，重要な共通疑問を取り上げることが最善と考えたためで

ある。この取組で見られるべき意欲向上の見取りは，単元終了後にとったアンケート結果や学習活動内での

机間巡視等からをもとにした。 

 

２．２．２．２．    疑問をもとに疑問をもとに疑問をもとに疑問をもとに設定した「学習課題」と年間学習指導計画の変更設定した「学習課題」と年間学習指導計画の変更設定した「学習課題」と年間学習指導計画の変更設定した「学習課題」と年間学習指導計画の変更    

 前項において設定した生徒が見つけた「課題」を，どの場面でどの程度，現行の年間指導計画に組み入れ

ていくかを考えた。次に示す図 2 は，第 2 学年の理科の年間指導計画のうち，「化学変化と原子・分子」の

終わりに近い数時間の一部抜粋である。この現行の年間指導計画をもとに，生徒自らの疑問から設定し直し

た疑問を差し替えたものが図 3 である。このように，生徒自身が発見した疑問を課題にし，できる限り年間

図１ 疑問の洗い出し 



指導計画とリンクする位置に組み入れ，無理なく学習活動に取り組める計画に構築し直した。改訂その１と

して記載している。 

 

    

３．学習課題の持たせ方（２）３．学習課題の持たせ方（２）３．学習課題の持たせ方（２）３．学習課題の持たせ方（２）    

 1 時間の学習活動を通してさらに疑問に思ったことを記載する欄を設けた。学習活動の後に考え記載する

欄なので，ここで出てきた新たな疑問は実験結果に基づいて発生した新たな疑問が多い。このような疑問も

重要な学習課題と考え全体に取り上げていった。ただし，年間指導計画に組み入れることは難しいため，単

元終了時に余剰時間をうまく使い数時間程度のものとして扱った。上記の図 3 の中に太線で下線の入ってい

る部分がそれを示す。（改訂その２） 

 

４．４．４．４．仮説を立てる仮説を立てる仮説を立てる仮説を立てる    

 理科における問題解決的な学習の 2 つ目のステップである「習得した知識等をもとに仮説を立てる」の段

階において，ワークシートの工夫を行った。まずは４QS の活用である。これは総論にも記載しているが，

仮説までの思考過程を 4 つに分けて相互作用させて，文章化していく思考の方法である。総論における例と

して，第 3 学年の単元 1「化学変化とイオン」で行った様子を記載する。金属のイオン化傾向を利用した化

学電池作りの授業だが，STEP１～STEP4 を経ることで，考察の流れがわかりやすく，仮説としてとても説

得力のある質の高いものが考え出される。このように思考の流れを大切にしたワークシートが，生徒にとっ

て真実に迫る仮説を立てていける要因となる。 

しかし，STEP3 及び STEP４への移行が，学年によって発達段階にバラつきがあり，数字の変化に対応が，

難しい場合も懸念として考えられる。よって，第 3 学年での実践が妥当と言える。 

そこで，本校第 2 学年を中心に行った工夫は，仮説を立てるために，仮説に関連する要素の洗い出しをす

るのみのワークシートとした。４QS で言えば，STEP１と STEP２から仮説をたてるものである。 

 

改訂部分

その１ 

改訂部分

その１ 

改訂部分その２ 

図２ 年間指導計画改訂前 図３ 改定後 



ⅣⅣⅣⅣ    実践の内容実践の内容実践の内容実践の内容    

１．単元名１．単元名１．単元名１．単元名「動物の生活と生物の変遷」（第２学年）    

 

２．実践の概要２．実践の概要２．実践の概要２．実践の概要    

 本単元は，身近な動物の観察・実験を通して動物のからだのつくりとはたらきや動物の種類等を理解させ，

自然の中に見られる多様性や規則性を発見させることができる単元である。本授業では，肉食動物と草食動

物の消化管の違いを課題化して行ったものである。 

 

３．指導計画３．指導計画３．指導計画３．指導計画((((一部抜粋。また太字部分が生徒から出た課題へ変更した部分一部抜粋。また太字部分が生徒から出た課題へ変更した部分一部抜粋。また太字部分が生徒から出た課題へ変更した部分一部抜粋。また太字部分が生徒から出た課題へ変更した部分))))    

 

 

 

 

月 
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元 
題材 指導目標 主な学習活動 時数 

《基礎的・汎用的

能力》との関連 
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消化と吸収 

①ヒトの消化のはたら

きに関心をもち，意欲

的に実験に取り組もう

とする態度を育む。 

 

 

 

 

 

②対照実験を設定し

て，だ液がデンプンを

分解するはたらきを調

べさせる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ヒトの消化器官のつ

くりと消化された物質

が吸収されるしくみを

理解させる。 

・人間と体のつくりがそっくり・人間と体のつくりがそっくり・人間と体のつくりがそっくり・人間と体のつくりがそっくり

な動物はどれくらいいるかな動物はどれくらいいるかな動物はどれくらいいるかな動物はどれくらいいるか

調べる。調べる。調べる。調べる。    

・ヒトの消化系のつくりとはた

らきの説明を聞く。 

・実験を行い，だ液による消化の

はたらきを調べ，結果をまとめ

る。 

・実験の結果をもとに，だ液の

はたらきと性質について考察

する。 

・だ液にも・だ液にも・だ液にも・だ液にも，，，，人や時間帯によっ人や時間帯によっ人や時間帯によっ人や時間帯によっ

て違いがあるのかて違いがあるのかて違いがあるのかて違いがあるのか，，，，設定を変設定を変設定を変設定を変

更して実験を行い考察する。更して実験を行い考察する。更して実験を行い考察する。更して実験を行い考察する。    

・だ液にふくまれるアミラーゼ

のはたらきによってデンプン

が分解されることを確認す

る。 

・タンパク質はどこで何が消化・タンパク質はどこで何が消化・タンパク質はどこで何が消化・タンパク質はどこで何が消化

酵素として働き分解される酵素として働き分解される酵素として働き分解される酵素として働き分解される

かかかか，，，，確か確か確か確かめる。める。める。める。    

・デンプンが分解されると膜を

通る物質になることを確認す

る。 

・小腸のつくりとはたらきにつ

いての説明を聞き，小腸の表

面積が大きいことの利点につ

いて考察する。 

・肉食動物と草食動物の消化管・肉食動物と草食動物の消化管・肉食動物と草食動物の消化管・肉食動物と草食動物の消化管

の長さ等に大きな違いがあるの長さ等に大きな違いがあるの長さ等に大きな違いがあるの長さ等に大きな違いがある

のはなぜかのはなぜかのはなぜかのはなぜか，，，，考察する。考察する。考察する。考察する。    

・肝臓のはたらきについて説明

を聞く。 

2 
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【自己理解，自己

管理能力】 

 

 

【 人 間 関 係 形

成・社会形成】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【自己理解・自己

管理】 

図４ 年間指導計画の一部（太字は生徒から出た疑問を課題にした部分） 



４．４．４．４．学習の展開学習の展開学習の展開学習の展開    

    

 学習活動 教師の関わりと留意点 

導

入 

○前時の復習 

 

○本時の学習目標の提示 

 

 

 

○本時とのつながりを意識させる。 

展

開 

○既習事項から関わりの深い内容を思い出す。 

 

○上記の内容から，「仮説」を立てる。 

 

○仮説の発表を行う。 

 

 

 

○箇条書きで構わないので，より多く出させる。 

 

 

 

○よりよい意見を柔軟に取り入れる努力をさせ

る。 

整

理 

○仮説をまとめる。 ○次時に検証実験を考案し，行うことを予告する。 

 

    

ⅣⅣⅣⅣ    仮説の検証仮説の検証仮説の検証仮説の検証    

①自分の予想や仮説，その検証方法，考察，結果等を自分なりにまとめ表現する経験をつむことにより，科

学的に思考し表現する力を身に付けていくことができる。 

②生徒が目的や意義を明確にしながら，観察，実験のデータを整理しグラフをかき，その結果から規則性に

気付くような指導を充実することによって，科学的に考察して結論に導くことができる。 

 この２点のうち，①と②の冒頭部分を重点的に研究してきたが，その検証方法として，課題については，

肉食動物と草食動物の消化管の長さなどに大きな違いがるのは肉食動物と草食動物の消化管の長さなどに大きな違いがるのは肉食動物と草食動物の消化管の長さなどに大きな違いがるのは肉食動物と草食動物の消化管の長さなどに大きな違いがるのは，，，，どうしてかどうしてかどうしてかどうしてか，，，，仮説を立てて仮説を立てて仮説を立てて仮説を立てて

みようみようみようみよう    

図５ 授業の様子 



授業に置いての意欲の見取りと，その課題にもとづいて授業を行った後と，単元終了後の数回のアンケート

結果からを参考にした。また，仮説立案について，ワークシートの積み重ねの比較を参考にした。 

 下の表１は，「化学変化と原子・分子」単元の学習時に取っていたアンケートであり，単元 34 時間のとこ

ろ，17 回の授業後アンケートと，単元終了時 1 回のアンケートを取った。17 回の授業後アンケートのうち，

生徒疑問の課題化した授業は 10 回になった。 

  

表１：意欲に関するアンケート ※調査個体数は第２学年１１８名が対象。 

    与えられた課題につい与えられた課題につい与えられた課題につい与えられた課題につい

てててて，，，，意欲的に取り組めた意欲的に取り組めた意欲的に取り組めた意欲的に取り組めた

か？（か？（か？（か？（7777 回の平均）回の平均）回の平均）回の平均）    

生徒疑問から設定した課生徒疑問から設定した課生徒疑問から設定した課生徒疑問から設定した課

題について題について題について題について，，，，意欲的に取り意欲的に取り意欲的に取り意欲的に取り

組めたか？（組めたか？（組めたか？（組めたか？（10101010 回の平均）回の平均）回の平均）回の平均）    

生徒疑問から設定し生徒疑問から設定し生徒疑問から設定し生徒疑問から設定し

た課題でた課題でた課題でた課題で，，，，全体的に全体的に全体的に全体的に

意欲は向上したか？意欲は向上したか？意欲は向上したか？意欲は向上したか？    

はいはいはいはい    85858585 人（→７２％）人（→７２％）人（→７２％）人（→７２％）    105105105105 人（→８９％）人（→８９％）人（→８９％）人（→８９％）    110110110110 人（→９３％）人（→９３％）人（→９３％）人（→９３％）    

いいえいいえいいえいいえ    13131313 人（→１１％）人（→１１％）人（→１１％）人（→１１％）    10101010 人（→９％）人（→９％）人（→９％）人（→９％）    2222 人（→２％）人（→２％）人（→２％）人（→２％）    

どちらでもないどちらでもないどちらでもないどちらでもない    20202020 人（→１７％人（→１７％人（→１７％人（→１７％        3333 人（→２％）人（→２％）人（→２％）人（→２％）     ６人（→５％）６人（→５％）６人（→５％）６人（→５％）    

 次に，生徒Ｅのワークシート記載内容を掲載する。5 月と，7 月上旬と，7 月下旬との３つを掲載し，仮説

を立てる段階での変化の様子を見比べた。（図 6－1，2，3） 

 

                                

 

    

    

    

図 6－1 ワークシートの記述（5 月） 図 6－2 ワークシートの記述（7 月上旬） 



ⅤⅤⅤⅤ    成果と課題成果と課題成果と課題成果と課題    

 

 2 つの検証結果から，生徒の疑問を課題化し

ていくことは，学習へ取り組む十分な意欲づけ

になると考えてよい。与えられた課題をこなす

内容よりも濃いものになっていることが，アン

ケートからわかる。また，ワークシートの記載

内容の変化から，仮説を立てることをくり返し

行うことが，学習内容，言語活動，表現活動の

充実につながっており，問題解決能力の育成に

十分貢献していると言える。これが今年度の成

果である。 

しかし，課題も数多いことは事実である。以

下，今後の課題を述べていく。 

まずは，生徒の疑問を集約して課題化する段

階で，今年度はある程度の重要な共通事項を吸

い上げる形にしたが，生徒の疑問を，より広範

囲に網羅できる課題化が行われなければ，少数

の疑問はいつも切り捨てられる形になってしまう。逆に言えば，それができればもっと生徒は意欲的に問題

を解決していこうとするだろう。しかし，学習指導要領にもとづく年間指計画と，どれだけリンクできるか

も大きな課題として残る。次に，仮説立案については，その前段の「習得した知識」を想起していく段階で，

引き出された知識が確かなもの且つ本当に関連のあるものでなければ，立てられるべき仮説は，その課題を

解決すべきものから大きくそれてしまう可能性がある。よって，仮説を立てるための習得した知識がその課

題にふさわしいものかを確かめる何かの方法を考えなければならない。また，学年に関係なく４QS の活用

ができるようにしたい。 

最後に，今年度，重点を置いて進めてきたのは，教科研究仮説の中で一部に過ぎず，例えば立案した仮説

の検証方法を考案することや，自分なりの表現にまとめること，観察・実験の結果を整理してグラフ化する

こと，規則性について考えさせることなどは，研究にまとめるべきデータが不足していて，さらに収集をし

なければ，ある程度の結果としてまとめることができなかった。 

 

ⅥⅥⅥⅥ    おおおおわりにわりにわりにわりに    

  

21 世紀型能力を構成する「思考力」「基礎力」「実践力」の育成が，今後の教育の中核として注目される今

日，理科においてどこまでその育成に迫れるか，成果と課題が少しずつ見えてきたことは，大変有意義な研

究であると言える。今後に残された課題についても，今まで以上の研究を積み重ねるべく全力を注ぎたい。 

（文責 田中 幸樹） 

 

＜参考文献＞ 

・中学校学習指導要領解説理科編（平成 20 年 9 月）文部科学省 

・北海道教育大学附属函館中学校（2012）  「教育研究大会紀要」 

・「思考力・判断力・表現力等を育成する指導と評価」（2011 学事出版） 横浜国立大学附属横浜中学校編  

図 6－3 ワークシートの記述（7 月下旬） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



音音音音    楽楽楽楽    科科科科    

 

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 

～感性を高め，思考・判断し，表現する一連の過程を重視した～感性を高め，思考・判断し，表現する一連の過程を重視した～感性を高め，思考・判断し，表現する一連の過程を重視した～感性を高め，思考・判断し，表現する一連の過程を重視した    

学習指導の工夫・改善～学習指導の工夫・改善～学習指導の工夫・改善～学習指導の工夫・改善～    

    

附属函館中学校附属函館中学校附属函館中学校附属函館中学校        嶋嶋嶋嶋    田田田田            歩歩歩歩    

    

ⅠⅠⅠⅠ    はじめにはじめにはじめにはじめに    

    

 新学習指導要領では，２１世紀の教育環境を取り巻く知識基盤社会化やグローバル化という状況において，

確かな学力，豊かな心，健やかな体の調和を重視する「生きる力」をはぐくむことの重要性を示している。

また，平成２５年４月に中央教育審議会から示された第２期教育振興基本計画（答申）においても，４つの

ビジョン（基本的方向性）の１つとして社会を生き抜く力の養成について，幼稚園から高校までの段階にお

いて，生涯にわたる学習の基礎となる「自ら学び，考え，行動する力」等を確実に育てる，「生きる力」の確

実な育成が求められている。これらのことを鑑み，本科では，「生きる力」を確実にはぐくむために，基本計

画の施策に示されている，教育内容・方法の充実に関わる，新学習指導要領，ＩＣＴ（※Information and 

Communication Technology の略語。コンピュータやインターネットなどの情報コミュニケーション技術の

こと，以下“ＩＣＴ”）の活用等や豊かな心の育成に関わる，伝統・文化教育等の事項を十分踏まえながら実

践にあたることが肝要と考える。 

 さて，本校の本年度の研究主題は「今，求められる２１世紀型の学力の育成を目指して」である。本科で

は，本校の研究仮説「知識・技能を活用する力を育む学習指導の工夫・改善等を図ることにより，２１世紀

型の学力を育み，質の高い教育を推進することができる」を検証すべく，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，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，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つの研究の重点のもと，本校が定義するところの「２１

世紀に必要な学力」を，感性を高め，思考・判断し，表現する一連の過程を重視した学習指導の工夫・改善

を図りながら，どのように身に付けさせていくのかについて研究実践を進めていく。 

 

ⅡⅡⅡⅡ    研究の経過研究の経過研究の経過研究の経過    

 

１．１．１．１．    本科の研究主題について本科の研究主題について本科の研究主題について本科の研究主題について    

本科では，平成１７年度から平成２２年度まで，主題「自分なりの音楽を追究し，豊かに表現する生徒の

育成」の下，６年間継続研究に取り組み，生徒が「自分なりの音楽観（価値観）」を追究していく礎となる，

知覚・感受力，表現力，鑑賞力，文化理解力，人間関係形成力等の育成を目指し，実践にあたってきた。 

主な研究内容（平成２０年度，平成２１年度，平成２４年度は研究副主題）は次の通りである。 

なお，平成２１年度と平成２２年度は，国立教育政策研究所（以下“ＮＩＥＲ”）教育課程研究指定を受



けての取組である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本科ではこれまで，「自分なりの音楽観（音楽に対する価値観）」を育てる観点から，１単位時間といった

短いスパンはもとより，題材等を通して自分と音楽とのかかわりについて意識し，もっと長いスパン，すな

わち生涯にわたって音楽を愛好していくための音楽と自分の接点を見付けることのできる生徒の育成を目指

してきた。目指す生徒像は，自分の感情と重なり合った「自分なりの音楽観（音楽に対する価値観）」を追究

していく生徒であり，様々な音楽活動をしていく根幹となる基礎的・基本的な諸能力について，自分に何が

身に付いていて，何が身に付いていないのかを適切に自己評価することのできる生徒である。これらを追究

していくことは，包括的に自己の感情をとらえることにもつながり，音楽科の教科目標にある豊かな情操を

養うことに寄与していけるものと考えてきた。また，併せて「豊かに表現する」生徒の育成についても目指

してきた。この「表現する」生徒とは，音楽表現のみならず，鑑賞活動においても感受した自己の内にある

ものを，自分の感情の変化を踏まえながら，何らかの形（発話，批評文等）で外部に表出，表現させること

のできる生徒という意味である。さらに，「知覚・感受する」，「思考・判断する」，「表現する」といった一連

の学習過程はもとより，各題材を通して習得された知識・技能を個々に積み重ねていくだけではなく，それ

らを相互に関連させ活用することによって，「自分なりの音楽観」は培われていくものと考えてきた。新学習

指導要領では，新たに，教科目標の中に「音楽文化についての理解を深め」ること，が規定されている。こ

れは，表現及び鑑賞の幅広い活動を通して学習が行われることを大前提としており，「自己の思いや意図をも

って」音楽表現するといった，音によるコミュニケーションを基盤とする音楽活動，すなわち音楽文化その

ものを対象とした学習を通して，それらの理解を深めていくことが求められているのである。 

このように，知覚・感受したことを基に，自分なりの思いや意図をもって音楽表現したり，味わって聴き

深める力を育成することや，生涯にわたって音楽文化に親しむ態度を育成したりしていくことは，音楽教育

の根幹を為す大切なことと考える。ゆえに，それらは，後述する本年度の研究主題「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」においても継続している。  

                                                         

２．２．２．２．    昨年度の研究について昨年度の研究について昨年度の研究について昨年度の研究について    

昨年度は，平成２３年度に設定した研究主題「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」を継続し，副主題については本校の研究主題「言語活動を通した思考力・判断力・表現力の評価

についての組織的な取組」を受け，「音楽科における言語活動を通した思考力・判断力・表現力の評価につい

て」とし，実践した。取組にあたっては，平成２０年度からこれまで継続してきた「音楽科における言語活

動の在り方」についての研究成果や課題を踏まえ，一昨年度からの継続として言語活動の重点項目に対する

＜これまでの主な研究内容＞ 

○ 平成１７年度「自分なりの音楽をはぐくむ３つのアプローチ」 

○ 平成１８年度「自分なりの音楽と学習活動とのかかわりの明確化」 

○ 平成１９年度「自己の思いや意図をもって表現する力と自己の価値観をもって批評する力の育成」 

○ 平成２０年度「音楽科における言語活動の工夫」 

○ 平成２１年度「我が国の伝統的な歌唱及び鑑賞に関する学習指導の工夫」（ＮＩＥＲ研究指定１年次） 

○ 平成２２年度「我が国の伝統的な歌唱及び鑑賞に関する学習指導の工夫」（ＮＩＥＲ研究指定２年次） 

○ 平成２３年度「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」 

○ 平成２４年度「音楽科における言語活動を通した思考力・判断力・表現力の評価について」 

 



評価方法についても開発を進めた。また，新しい学習指導要領で示されている，これからの中学校音楽科の

学習指導と新しい学習評価のポイントに関する実践・研究を推進すべく，本科における言語活動を通した思

考力・判断力・表現力に関する評価方法の工夫と開発についても取り組んだ。具体的には，新しい学習評価

のポイントとして，「Ａ表現」領域の学習と「Ｂ鑑賞」領域の学習を支える「音楽的な感受」を窓口に，感性

を高め，思考・判断し，表現する一連の過程における学習指導とその評価を重視し，身に付けさせようとし

ている資質や能力を明確にした上で，評価規準の見直しや言語活動を通した思考力・判断力・表現力の評価

方法の工夫・開発に取り組んだ。このことによって，新しい学習指導要領に定められた音楽科の目標等の実

現状況をより適切に把握することができるとともに，音楽科における「思考力・判断力・表現力」に係る観

点として位置付けられている「Ａ表現」領域の「音楽表現の創意工夫」に係る力や，「Ｂ鑑賞」領域の「鑑賞

の能力」と「音楽表現の技能」に係る力についても相互にかかわらせながら伸ばすことができるものと考え

た。また，これら３つの観点と密接に結び付いている「音楽への関心・意欲・態度」についても，学習指導

とその評価に係る課題を捉え，改善を図り，歌唱，器楽，創作で豊かに音楽表現する，自分なりに批評をし，

よさや美しさなどを味わって聴き深めるといった意味ある学習にしていくことで，主体的に音楽表現や鑑賞

の学習に取り組もうとする態度を育てられると考え，実践にあたった。 

昨年度の成果と課題としては，思考力・判断力・表現力を育成する視点から，学習の展開を段階的に捉え，

音楽的な感受を基に，思考・判断し，表現するといった一連の学習過程の中で，言語活動を意図的・計画的

に位置付けることができたこと。また，指導と評価の一体化を図る年間指導計画・評価計画を改善していく

中で，新しい学習指導要領の各領域の指導事項に照らし合わせ，どの場面でどのような手段をとるのかを整

理し，明確にすることによって，より言語活動を通した具体的な学習指導や評価方法等を構想することがで

きたことがあげられる。一方，課題としては，仮説の中ほどに付け加えた，「思考力・判断力・表現力を適切

に評価し」の部分について，思考力・判断力・表現力の評価の妥当性・信頼性を高めること，評価の回数や

内容を精選すること，評価規準に照らした生徒一人一人の形成的な評価や工夫ある指導を十分行うこと，学

習指導の展開の中に焦点を絞った評価を位置付けること，長期的な視点でそれらを見取る評価方法の工夫・

開発等について課題が残った。 

 

ⅢⅢⅢⅢ    本年度の研究本年度の研究本年度の研究本年度の研究    

    

本年度の研究は，研究主題「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」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「知

識・技能を活用する力を育む学習指導の工夫・改善」を踏まえ，「感性を高め，思考・判断し，表現する一連

の過程を重視した学習指導の工夫・改善」とした。 

本科では，昨年度，前述したように「言語活動を通した思考力・判断力・表現力に関する学習指導や評価

方法の工夫・改善」に取り組んできた。本年度は，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，「Ａ表現」領域

の学習と「Ｂ鑑賞」領域の学習を支える「音楽的な感受」を窓口に，一連の過程における，感性を高める（「音

楽的な感受」と知識・技能の結び付きから課題を発見する）場面，思考・判断し，表現する（習得した知識・

技能を活用して問題を解決する）場面における学習指導の工夫・改善に取り組んでいる。 

 

ⅣⅣⅣⅣ    教科研究仮説教科研究仮説教科研究仮説教科研究仮説    

 



１．１．１．１．    研究仮説について研究仮説について研究仮説について研究仮説について    

本年度の研究主題は「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」，副主題は，「感

性を高め，思考・判断し，表現する一連の過程を重視した学習指導の工夫・改善」である。 

これと本校の研究仮説である「知識・技能を活用する力を育む学習指導の工夫・改善等を図ることにより，

２１世紀型の学力を育み，質の高い教育を推進することができる」を基に，Ⅲに示した研究の方向性を踏ま

え，研究仮説を「音楽的な感受を支えとして感じ取ったことを基に，感性を高め，思考・判断し，表現する

一連の過程を重視した，知識・技能を活用する力を育む学習指導の工夫・改善を図ることにより，主体的に

歌唱，器楽，創作で音楽表現する力や，自分なりに批評をし，よさや美しさを味わって聴き深める力を育て

ることができる。」とした。また，副主題については本年度，主として，感性を高める（音楽的な感受と知識・

技能の結び付きから課題を発見する…「課題発見能力」）と，思考・判断し，表現する（習得した知識・技能

を活用して問題を解決する…「問題解決能力」）を培う学習指導の工夫・改善を基軸に実践・検証していくこ

とを意味している。研究主題と研究仮説との関連について，次に図示する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 研究主題と研究仮説との関連図 

    

２．２．２．２．    研究仮説に基づく実践例研究仮説に基づく実践例研究仮説に基づく実践例研究仮説に基づく実践例    

 (1) 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 

  本科においては，総論で説明されている「問題解決的な学習の一般的な流れ」を踏まえつつ，教科とし

て重視している，感性を高め，思考・判断し，表現する一連の過程とのかかわりから，音楽的な感受を支

えとして感じ取ったことを基に，課題を発見させる場面や習得した基礎的・基本的な知識・技能を活用し

て問題を解決させる（表現領域では音楽表現を高める，鑑賞領域では主体的に味わって聴く，といった）

場面を設定し，実践にあたった。以下に鑑賞領域での実践例を示す。 

○ 題材名 『音色と響き』 （第３学年） 

○ 題材について  

本題材では，「ボレロ」（ラヴェル作曲）の鑑賞活動を通して，音楽を形づくっている諸要素を知覚・

感受しながら，曲の構成を理解し，音色や音量の変化による曲想の変化や楽器の多様な組み合わせによ

る響きの美しさや音楽表現の豊かさを味わわせる。ここでは，学習指導要領の「Ｂ鑑賞」（１）のア 音

楽を形づくっている要素や構造と曲想とのかかわりを理解して聴き，根拠をもって批評するなどして，

音楽のよさや美しさを味わうことについて，〔共通事項〕のうち音色，リズム，速度，旋律，強弱など

を窓口に学習を展開する。具体的には，第１時に楽曲全体の鑑賞を通して，キーワード（音楽を形づく

研究主題研究主題研究主題研究主題「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」 

研究仮説研究仮説研究仮説研究仮説「音楽的な感受を支えとして感じ取ったことを基に，感性を高め感性を高め感性を高め感性を高め※１※１※１※１，思考・判断し，表現する，思考・判断し，表現する，思考・判断し，表現する，思考・判断し，表現する※※※※

２２２２一連の過程を重視した，知識・技能を活用する力を育む学習指導の工夫・改善知識・技能を活用する力を育む学習指導の工夫・改善知識・技能を活用する力を育む学習指導の工夫・改善知識・技能を活用する力を育む学習指導の工夫・改善を図ることにより，主体主体主体主体

的に歌唱，器楽，的に歌唱，器楽，的に歌唱，器楽，的に歌唱，器楽，創作で音楽表現する力や，自分なりに批評をし，よさや美しさを味わって聴き深める力創作で音楽表現する力や，自分なりに批評をし，よさや美しさを味わって聴き深める力創作で音楽表現する力や，自分なりに批評をし，よさや美しさを味わって聴き深める力創作で音楽表現する力や，自分なりに批評をし，よさや美しさを味わって聴き深める力

を育てるを育てるを育てるを育てることができる。」 

※１ 音楽的な感受と知識・技能の結び付きから課題を発見する力（課題発見能力） 

※２ 習得した知識・技能を活用して問題を解決する力（問題解決能力） 

手段手段手段手段（波線の部分） 期待する成果期待する成果期待する成果期待する成果（下線の部分） 



っている要素等）を基に知覚・感受した内容を整理し，課題（疑問点）を発見する。第２時～第４時で

は，楽曲のよさや美しさについて，グループでの交流や自分なりに設定した鑑賞のポイントを踏まえて

聴く活動を通して追究する。第５時には，学習のまとめとして再び「ボレロ」の鑑賞を行い，「自分に

とっての価値」について述べられるように，聴き深めさせる。 

○ 題材の指導目標 

・・・・    楽曲の雰囲気や特質に関心をもち音楽を形づくっている諸要素のかかわりや楽曲の構成を知覚・感受

する学習に主体的に取り組ませる。（音楽への関心・意欲・態度） 

・・・・     知覚・感受した音楽の諸要素を基に，曲想とのかかわりを理解させ，音色や音量の変化による曲想の

変化や楽器の多様な組み合わせによる響きの美しさや音楽表現の豊かさを味わわせる。（鑑賞の能力）     

○ 題材の評価規準 

・ 楽曲の雰囲気や特質に関心をもち音楽を形づくっている諸要素のかかわりや楽曲の構成を知覚・感受    

する学習に主体的に取り組んでいる。（音楽への関心・意欲・態度）    

・ 知覚・感受した音楽の諸要素を基に，曲のしくみを理解し，音色や音量の変化による曲想の変化や楽    

器の多様な組み合わせによる響きの美しさや音楽表現の豊かさを味わって聴いている。（鑑賞の能力）    

○ 指導計画 （５時間扱い・・・・本時２／５） 

題材 指導目標 主な学習活動 時数 

《基礎的・

汎用的能力

との関連》 

音色と

響き 

①楽曲の雰囲気や特質に関心を

もち音楽を形づくっている諸要

素のかかわりや楽曲の構成を知

覚・感受する学習に主体的に取り

組ませる。 

・「ボレロ」を聴き，キーワード

を基に感じ取った内容を整理し，

曲想と音楽を形づくっている諸

要素とのかかわりから課題（疑問

点）を見つける。 

1 

【自己理解・自

己管理能力】【課

題対応能力】 

②曲想と音楽を形づくっている

諸要素とのかかわりを理解させ，

楽曲のもつ音楽の美しさや良さ

を考えさせる。 

・グループに分かれ，楽曲の美し

さや良さについて交流を通して，

追究する。 

 

3 

本時 

2/5 

【人間関係形

成・社会形成能

力】【課題対応能

力】 

③曲想の変化や楽器の多様な組

み合わせによる響きの美しさや

音楽表現の豊かさを味わわせる。 

・まとめの鑑賞として「ボレロ」 

を聴き，楽曲のもつ美しさや 

音楽表現の豊かさを味わい，自分 

にとっての価値を考える。 

1 
【キャリアプラ

ンニング能力】 

○ 本時案  

１ 題材  「音色と響き」 

２ 学習目標                         

知覚・感受した音楽の諸要素を基に，曲想とのかかわりを理解させる。【鑑賞の能力】 

３ 学習の展開 

○学習活動 ○教師のかかわりと◆留意点 ○評価規準と（評価方法） 

○前時までの学習内容を振り

返る。 

○前時までの学習についてワークシートをも

とに振り返らせる。 

 

キャリア教育における位置付けから育成すべき能力や態度 



○本時の学習目標を把握す

る。 

  

 

○グループに分かれる。 

○本時の学習目標を提示し，本時の学習 

 の見通しをもたせる。 

 

 

○グルーピングの意図について説明し，グ

ループを発表する。 

◆グループ内（１グループ６～７名）に各

キーワード（リズム，旋律，楽器・組み

合わせ，テンポ，強弱）を選択した生徒

ができるだけ偏りなく含まれるように

教師がグルーピングする。 

○自分の選んだキーワードと

その理由についてグルー

プ内で交流し，課題を決定

する。 

○鑑賞のポイントを考える。 

 

 

 

 

 

○グループ内でそれぞれが

考えた鑑賞のポイントにつ

いて交流する。 

○「ボレロ」の鑑賞 

○グループ内で，自分の選んだキーワードと

その理由について交流させ，課題を決定

させる。 

◆交流が円滑に行われるように支援する。 

○自分の課題を解決するために，どのような

ことに気を付けて鑑賞すればよいか（鑑賞

のポイント）を考えさせる。 

◆一例を示し，課題（疑問点）解決のための

鑑賞のポイントを設定する流れをとらえさ

せる。 

○グループ内で，自分の考えた鑑賞のポイ

ントを説明・交流させる。 

◆各グループをまわり，指導する。 

○自分の設定した鑑賞のポイントを意識して

「ボレロ」を鑑賞させる。 

○知覚・感受した音楽の諸要素

を基に，曲のしくみを理解す

ることができる。 

【鑑賞の能力】 

（観察，ワークシート） 

○本時のまとめ 

 

○ワークシートに本時の鑑賞のまとめを

記入する。 

◆次時の学習内容について説明する。 

 

 

 (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学習指導の工夫・改善 

  本科では，これまでも自分の思考や感情と向き合う，あるいは自らを研鑽するという視点も取り入れて

研究にあたってきた。適宜，生徒の学習状況を踏まえ，自らの思考や感情を律することや自らを研鑽する

ことの取組の大切さについても指導している。 

また，題材によっては，自らの感情の変容等に向き合うという観点から，次頁に示した図２のようにワ

ークシートに学習活動と自分の感情とのかかわり・変化等を記述するといった工夫も試みている。さらに，

本校がとらえる２１世紀型の学力の中で自己管理能力の具体的な要素の１つとして示されている忍耐力

としての「意志力（やり抜く力）」についても，本科では，その育成について全領域で意識して取り組ん

でいるところである。 

 

グループ内交流の様子グループ内交流の様子グループ内交流の様子グループ内交流の様子    

自分の課題を解決するために，鑑賞のポイントを設定して，鑑賞しよう。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 自分の感情の変化等を記述するワークシートの例（一部抜粋） 

 

(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 

  昨年度までの研究では，思考力・判断力・表現力の育成を意識し，指導目標と評価規準がしっかり対応

した形になるように計画全体の見直しを行い，指導と評価の一体化が図れるように，評価方法を盛り込ん

だ年間指導計画の作成に取り組んできた。本年度は，この研究を生かしながら，本校のキャリア教育全体

計画のもと，各教科で求められている，個性や能力の伸長を目指すべく，個々の課題発見や問題解決を支

援し，学ぶ楽しさや成就感を体得させる中で，思考力を培い，生涯を通じて学びを継続していく資質・能

力を育てること，学ぶことの意義について身を持って体得させ，社会生活や将来の職業生活における必要

性や有用性を認識させることを念頭に，本科におけるキャリア教育を位置付けた年間指導計画の作成に取

り組んだ。ここでは，学年ごとのキャリア重点目標も踏まえつつ，題材ごとに育成すべき能力や態度（基

礎的・汎用的能力）を整理し，音楽的な感受を基に，思考・判断し，表現する一連の過程を重視した学習

指導の工夫・改善との関連も図った。 

 

ⅤⅤⅤⅤ    仮説の検証仮説の検証仮説の検証仮説の検証    

 

本科の研究仮説「音楽的な感受を支えとして感じ取ったことを基に，感性を高め，思考・判断し，表現す

る一連の過程を重視した，知識・技能を活用する力を育む学習指導の工夫・改善を図ることにより，主体的

に歌唱，器楽，創作で音楽表現する力や，自分なりに批評をし，よさや美しさを味わって聴き深める力を育

てることができる。」を，本校研究の３つの重点に沿って検証する。  

    

１１１１．．．．    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    

    本科では，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・開発の切り口として，本科

が重視している，感性を高め，思考・判断し，表現する一連の学習過程とのかかわりを基軸として，実践に

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，音楽的な感受を支えとして感じ取った

ことを基に，課題を発見させる場面や習得した基礎的・基本的な知識・技能を活用して問題を解決させる（表

現領域では音楽表現を高める，鑑賞領域では主体的に味わって聴く，といった）場面を設定した。前述した

実践例（題材「音色と響き」：第３学年）の第１時では，楽曲全体の鑑賞を通して，キーワード（音楽を形づ

くっている要素等）を基に知覚・感受した内容を整理し，課題（疑問点）を発見させ，第２時に自分の課題

を解決するために，鑑賞のポイントを設定して，鑑賞させた。以下は，第２時の自分の課題を決め，鑑賞の

＜能に親しもう＞ ワークシート① 

 ３年  組  番 氏名          

◆「能」を視聴して，感じ取ったこと（見つけたこと）を書いてみよう。 

１ 自分の感情（の変化）を見つけてみよう。 

→「能」を視聴する前の自分の感情①と，視聴している時の自分の感情②，視聴し終えた時の自

分の感情③に何か変化はあるだろうか。 

① 
 

② 
 

③ 
 

 

自分の感情と向き合う視点を設定 



ポイントを設定させる学習場面の流れとその際の検証である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 このように自分なりの課題や鑑賞のポイントを設定するといった課題（問題）の発見・理解の過程を経て，

鑑賞するという流れの基，実践に取り組むことができた。今後，問題解決的な学習についてこのような取組

を各題材で行うことにより，その積み重ねが音楽的な感受と知識・技能の結び付きから課題を発見させる力

（課題発見能力）や習得した知識・技能を活用して問題を解決させる力（問題解決能力）を育み，主体的な

鑑賞，すなわち自分なりに批評をし，よさや美しさを味わって聴き深める力や主体的に歌唱・器楽・創作で

音楽表現する力を育てることにつながっていくものと考える。 

    

２．２．２．２．    自らの思自らの思自らの思自らの思考や感情を律する力や自らを研鑽する力考や感情を律する力や自らを研鑽する力考や感情を律する力や自らを研鑽する力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の習得を目指したの習得を目指したの習得を目指した学習指導の工夫・改善学習指導の工夫・改善学習指導の工夫・改善学習指導の工夫・改善    

    本科がめざす，主体的に歌唱，器楽，創作で音楽表現する力や，自分なりに批評をし，よさや美しさを味

わって聴き深める力は，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が大きく関わるということ

が，鑑賞領域における前述したワークシートへの生徒の記述内容の変容や表現領域における音楽表現の創意

工夫や技能の見取り等の実践から改めて確認することができた。「音楽的な感受」が本科の学習の支えとなっ

ているため，総論で述べられている「感じる力」をキャリア教育の自己理解・自己管理能力という視点から

取り組んだことは大きな意味があると考える。生徒が感じ取ったことを基に，表現するためには，さまざま

な技能が必要となる。その技能の習得には，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が必要

不可欠である。あきらめずに歌唱練習に取り組むこと，課題解決（自分の設定した鑑賞のポイント）のため

に聴き澄ますこと，それらは紛れもなく「意志力（やり抜く力）」が必要となる。本校が行った基礎的・汎用

的能力に関するアンケート結果では，学年が低いほど，自己理解・自己管理力が低いことがわかった。その

ことが実感できる事例も近年多くなってきている。この「意志力（やり抜く力）」をはじめとする，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は，容易なものではなく，長期間の取組が必要となる。研究

協議会の際の教師のブレーンストーミングで得られた内容や他教科で［長期・短期］，［実技・筆記］の２軸

からの俯瞰的なとらえ方をもって実践している取組も参考に，学習指導の工夫・改善を一層図っていきたい。 

 

３．３．３．３．    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    

    これまであった評価計画を位置付けた年間指導計画を生かしながら，本年度はキャリア教育における位置

◇第１時に自分が選んだキーワード（音楽を形づくっている要素等）とその理由について，グループ

内で交流し，この曲のよさや美しさを理解するために，自分の課題を決める。 

 

「課題を発見し，自分のものにする」段階として，グループ内で交流し，他者と情報交換をする等

の，学び合う場を充実させたことにより，多様な生徒の発想を引き出すことができた。 

  

◇自分の課題を解決し，この曲のよさや美しさを理解するために，どのようなことに気を付けて鑑

賞すればよいか（鑑賞のポイントを）設定する。 

 

生徒が学習過程で解決すべきこと，解決に必要な情報の収集，条件の整理等が見通せるように，参

考として選択課題をワークシートの裏面に掲載したことで，個人の鑑賞ポイントをスムーズに設定す

ることができた。 



付けから，題材ごとに育成すべき能力や態度（基礎的・汎用的能力）との関連を整理した。作成した年間指

導計画については，今後，実践しながら，生徒の実態や発達の段階に適切に応じているかといった評価も踏

まえながら，題材ごとに振り返り，修正する等の改善を図っていきたい。検証場面としては，課題発見能力

や問題解決能力を見取る問題の作成，実施等に取り組んでいる。検証改善サイクルの整備については，評価

を充実させるためのＩＣＴの活用について先進的な取組をしている理科のようにタブレットＰＣ等を活用し

た授業評価も視野に入れ，質の高い教育を保証できるようにしていきたい。 

 

ⅥⅥⅥⅥ    成果と課題成果と課題成果と課題成果と課題    

    

            成果としては，仮説の「知識・技能を活用する力を育む学習指導の工夫・改善」の部分の具体について，

音楽的な感受を基に，思考・判断し，表現するといった一連の学習過程の中で，音楽的な感受と既習の知識・

技能の結び付きから課題を発見させる場面と学習を通して習得した知識・技能を活用して問題を解決させる

場面を意図的・計画的に位置付けることができたことがあげられる。このことによって，実践例の生徒の記

述（下記参照）にあるように，生徒一人一人が曲のよさや美しさを理解するために，主体的に自分の課題や

鑑賞のポイントを設定して鑑賞する（味わって聴き深める）ことにつながった。また，キャリア教育を位置

付けた年間指導計画の作成に関わって，題材ごとに育成すべき能力や態度（基礎的・汎用的能力）との関連

を整理することで，指導のねらいや手立てを明確にすることができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一方，課題として残ったのは，教科指導におけるＩＣＴの活用

があげられる。本科では，題材の特性を踏まえた上で，コンピュ

ータや提示装置などを活用する学習に際しては，生徒の興味・関

心を高めるために，また，生徒一人一人に課題意識を持たせるた

めに，効果的にわかりやすく提示することを心がけている。 

しかし，主に本校が本年度全生徒に導入したタブレットＰＣの

活用という視点においては，本校が目指すところの「生徒一人一

人に課題を明確につかませるためのＩＣＴ活用」と「評価を充実 

させるためのＩＣＴの活用」のいずれにおいても，他教科に比べ

【鑑賞曲（ボレロ）のよさや美しさを理解するために生徒が設定した課題と鑑賞のポイントの例】 

（Ａさん）課題：ボレロの中にでてきた楽器の組み合わせや旋律と伴奏の関係をつきつめる。 

⇒鑑賞のポイント：主旋律とそれにはまっていない感じがする部分を演奏している楽器が何か，主

旋律を複数で演奏している楽器の組み合わせは何か，旋律から伴奏系に変わる楽器は何か。 

（Ｂさん）課題：旋律・楽器の組み合わせを用いて，どのような工夫をしているのか。 

⇒鑑賞のポイント：旋律の調は何なのか。また，どこで転調してどんな変化があるのか。主旋律は

どの楽器で，同時に演奏している楽器は何なのか。 

（Ｃさん）課題：作曲者であるラヴェルが，それぞれの楽器の組み合わせによってどのような雰囲

気を出そうとしたのか調べる。 

⇒鑑賞のポイント：組み合わせによって曲の雰囲気はどう変わるのか。サクソフォーンの音が聴こ

えたのでその部分をよく聴いてみたい。組み合わせは何人くらいでやっているのか。ソロなのか

複数なのか。 

 

校内研でのＩＣＴ活用の様子校内研でのＩＣＴ活用の様子校内研でのＩＣＴ活用の様子校内研でのＩＣＴ活用の様子    



大きく遅れをとっている感は否めない。本科の目標に向かって学習を進めていく際に，どのような題材のど

のような授業場面でＩＣＴを効果的に活用するべきか等，先進的に活用している英語科，理科，数学科を参

考に，その活用の仕方や指導方法の改善について，早急に検討していく必要がある。 

課題発見能力や問題解決能力を見取る問題についての作成，実施等から得られた課題について，１学期末

に実施したテストの「音楽表現の創意工夫」に関する問題の正答率から分析する。出題した問題の正答率が，

それぞれ，３年生が全体の４７％，２年生が全体の４９％，１年生が全体の２６％であった。問題の内容や

難易度，解答の仕方等によって単純に数値での比較はできないかもしれないが，明らかに１年生については，

２，３年生に比べて著しく回答率が低い結果となった。逆に言えば，１年生よりも２，３年生の方が，課題

発見能力や問題解決能力に資する評価数値が高いという結果としても見取ることもできる。また，この結果

は，昨年度実施したテスト問題の正答から得られた思考力・判断力・表現力に資する評価数値の２，３年生

が高かったという結果ともほぼ同じ傾向ととらえることができる。このことは，本校が行った基礎的・汎用

的能力に関するアンケート結果が，学年が低いほど，自己理解・自己管理力が低いことと少なからず相関し

ているものと考える。このように，昨年度までの研究で明らかになってきた思考力・判断力・表現力，そし

て本年度の研究の主柱である課題発見能力や問題解決能力，「意志力（やり抜く力）」をはじめとした自らの

思考や感情を律する力や自らを研鑽する力の習得は容易なものではなく，長期間の取組が必要となる。した

がって，長期的な視点でそれらの力を見取るための工夫・改善等を行うといった，質の高い教育の推進のた

めに継続して実践すべき課題がいくつも残った。 

 

ⅦⅦⅦⅦ    おわりにおわりにおわりにおわりに    

    

本年度は，主として，２１世紀型の学力を育むべく，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，「音楽的な感受」を窓口に，思考・判断し，表現する一連の過程における学

習指導の工夫・改善に取り組んできた。これまでの成果と課題を踏まえ，これからも日々の実践の中で，本

科の目標に迫るべく，生徒が音楽的な感受を支えに，豊かに音楽表現したり，聴き深めたりしていけるよう

に，研鑽に努めていきたい。                           

                                    （文責  嶋 田  歩） 

 

＜参考文献＞ 

・中央教育審議会（平成 25 年 4 月）「第２期教育振興基本計画」（答申） 



 

美美美美    術術術術    科科科科    

      

学びの深まりが自覚できる学びの深まりが自覚できる学びの深まりが自覚できる学びの深まりが自覚できる    

美術の学習指導を美術の学習指導を美術の学習指導を美術の学習指導を目指して目指して目指して目指して 

    ～自ら課題を見つけ，探求する力を育む学習指導の工夫～～自ら課題を見つけ，探求する力を育む学習指導の工夫～～自ら課題を見つけ，探求する力を育む学習指導の工夫～～自ら課題を見つけ，探求する力を育む学習指導の工夫～    

                           

附属函館中学校附属函館中学校附属函館中学校附属函館中学校    冨冨冨冨    尾尾尾尾            拓拓拓拓    

    

ⅠⅠⅠⅠ    はじめにはじめにはじめにはじめに    

 

美術科において，自らの感性を働かせて思考・判断し，創意工夫しながら表現したり作品を鑑賞したりす

るという一連のプロセスを働かせる力を育成することが重視されている。さらに，生涯にわたって美術に親

しみ，生活や社会に生かしたり豊かにしたりする態度の育成，感じ取ったことをもとに，自分の思いや考え

を大切にしながら，自分なりの意味、新しい美，自分を発見するなどの鑑賞の学習，発達段階に応じて，我

が国の文化等に関わる学習を通して，伝統の継承や創造への関心を高めるとともに，諸外国の文化のよさを

理解することが求められている。 

本美術科では，「学びの深まりが自覚できる美術の学習指導を目指して」と主題を設定し，１年目は「試

行錯誤の跡を可視化する取組」という視点で研究実践を進めてきている。生徒一人ひとりの発想・構想にお

ける思考の跡や作品等の鑑賞を通じて深まった価値の広がりなどを可視化することを通じて，個々に応じた

指導を目指し，生徒に学びの深まりを実感させていきたいと考えてきた。また，２年目は「思考・判断し，

表現する力に関する評価の工夫」に重点を置き，生徒一人ひとりの学習評価を次の指導に生かしていくこと

で創造的な表現力を育てる指導の見直しと学習評価の工夫を図る取組を行ってきている。 

これまでの実践を通じて感じてきた課題として，①適切な評価のためには｢指導のねらい｣を明確にした学

習指導の工夫と形式的にならない評価基準の設定が必要であること，②さまざまな題材に活用できる知識や

技能を定着させるための演習ワークシートの継続的な取組と視点を明確にした発想・構想のプロセスを可視

化するワークシートの工夫・改善の必要性，③創造的な表現力を育てるため，生徒自身が自らの課題に気づ

き，主体的に学習活動を進められる探求過程の工夫と提案，が重要であることが見えてきた。 

 そこで本年度は，これまでの実践内容を継続しつつ，自らの課題に気づかせ，その課題解決における，生

徒の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き，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。 

    

ⅡⅡⅡⅡ    研究の経過研究の経過研究の経過研究の経過    

    

 「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２年が経過した。生徒の試行錯 

誤の跡を可視化させるためのワークシートの工夫や長期にわたるそれらの蓄積と振り返りを通して，生徒の 

変容を見取ることを目的として研究を進めてきている。いかに指導と評価の一体化を図り生徒の見えにくい 

学力を共有していくかを視点とした。 



 

その中で，発達段階や学びのつながりを意識した年間指導計画の見直しを行った。三年間で生徒に身につ 

けたい力をしっかりと定着させていくことを目標に，発達段階や，生徒の現状を考慮して学んだ知識や技術

を活用しながら体験的に身につけていくカリキュラムを検討した。ここでは基礎的・基本的な知識・技能の

習得と思考力，判断力 表現力等をバランスよく育てることを重視してきている。 

また，ポートフォリオ形式の「制作のあしあと」作成のための思考のプロセスをたどるためのワークシー

トの開発では，鑑賞や表現の内容では抽象的な言葉を多用しやすく曖昧なものになりがちであるため，発想

や構想したことを形や色彩で表すことを始め，言葉で説明や思いを補いながら進めることで，今まで漠然と

していた思いや感情に自分自身が気づき理解していく過程を大切にした。また，表現に至ったその過程を可

視化したものを他者が鑑賞し，さらに鑑賞者が評価し自分なりの解釈を補うことで相互の学びの深まりを実

感させることができるワークシート作りを目指した。成果としては，①つながりを意識した年間指導計画の

中に言語活動の充実を踏まえた学習活動を位置づけることで，これまで習得した知識や技能の活用と思考・

判断し，表現する一連の過程を効果的 

に設定することができた。②可視化を目的 

としたワークシートの工夫は,試行錯誤の 

過程や思考の過程や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。    

図１ 生徒の表出された表現に演習と助言を行った例 

                 

 

ⅢⅢⅢⅢ    本年度の研究本年度の研究本年度の研究本年度の研究    

 

１．１．１．１．    研究の方向性研究の方向性研究の方向性研究の方向性    

２１世紀型の学力について，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」と定義している。また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られている。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とらえた。 

これをうけて美術科では「生き抜く力」を，「創造的な表現力」とおさえることとして，生涯にわたって

美術に親しみ，生活や社会に生かしたり豊かにしたりする態度の育成という視点からのアプローチが重要で

あると考える。 

そこで教科指導の中では生徒が自らの課題に気づき，その課題解決における，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きながら，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。よって今年度，副主題を「自ら課題を見つけ，探求する力を育む学習指導の工夫」とした。 

    

    

  



 

２．２．２．２．教科研究仮説教科研究仮説教科研究仮説教科研究仮説        

 

仮説の検証にあたっては，まず生徒の学習状況の把握と学習内容の習得状況を踏まえその変容を探る指針

としたい。そこで，美術科における基礎的・基本的な知識や技能を明確に整理し，生徒と共有することが必

要である。創造的な活動のために想像力とイメージ力の関係を明らかにし，演習等の学習活動を進めたい。

そのためにこれまで蓄積してきたポートフォリオを主軸に考え，生徒の思考のプロセスをたどるためのワー

クシートの開発を行い，思考の過程をお互いに共有することで的確な指導と評価の一体化を図る学習活動の

工夫を進める。また，授業形態の工夫を行い，言語活動の充実を図り，その活動から思考力・判断力を見取

りたい。このように，基礎的・基本的な知識・技能の明確な提示と活用しやすいポートフォリオの作成によ

り自ら課題発見し，課題解決のための追究を始めることができると考える。そして，生徒自身の思いが反映

された造形活動のプロセスを体感させることで，豊かな創造活動で学びの深まりを実感させ，表現すること

の喜びを感じさせたい。 

    

ⅣⅣⅣⅣ    研究仮説に基づく実践例研究仮説に基づく実践例研究仮説に基づく実践例研究仮説に基づく実践例    

 

１．１．１．１．「「「「立体マンダラ立体マンダラ立体マンダラ立体マンダラ    [[[[白い塔編白い塔編白い塔編白い塔編]]]]    」」」」    

実践の概要は次のようなものである。本題材は，マンダラの要素（地・水・火・風・空）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色彩や形を

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。立体マンダラを

テーマとした共同制作はこれまでも取り組んできている。これまでの実践では各要素（地・水・火・風・空）

を担当した生徒がそれぞれの要素をイメ 

ージした塔を形や色彩を工夫して制作し， 

最終的に共同で一つの作品にまとめ上げ 

るといった内容である。ここ数年，年間 

指導計画に取り入れ２年生で制作してい 

る。 

そこで今回行った「白い塔編」ではこ 

れまで活用してきた色彩を「白」一色に                               

制限することで追究の方向性を絞り込む 

ことを試みた。 

生徒は，色彩を制限されることで「形」    図２ 色彩と形をもとに表現されたマンダラ 

をどのように扱い，マンダラの要素から 

受け取ったイメージをいかに創造し表現 

するかを期待した実践例である。これま 

【教科研究仮説】【教科研究仮説】【教科研究仮説】【教科研究仮説】        

習得すべき基礎的・基本的な知識や技能を明確にすることにより，生徒の表現や鑑賞活動に 

おいて，思考力・判断力・表現力の向上がはかられ，主体的に自らの課題を追究するための 

力を育てることができる。 

  



 

 

での実践をふり返ると「水」を担当した生徒から表現される作品は「青等の寒色系」を利用した作品が多く

みられ，「火」を担当した生徒の作品からは「赤系の色彩」を利用するものがほとんどであった。色彩の効果

は大きく一目で何の要素を制作したかが読み取れるものが多かった。そこで感じた課題は，色彩の効果に頼

り，形態の表現は単純なものが多く見受けられたことである。そこで今回の実践では制作する対象の色彩を

白と限定することで，これまで「色彩」に頼ってきた効果は「形」を追究する視点へと変わった。 

要素の分析・他の要素との比較・素材・表現の工夫と課題を絞り込むことで，視点がはっきりと定まりよ

り深い思考と試行錯誤を繰り返す様子が感じられた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          図３ 色彩の制限により形への意識が高まった作品例 

 

制作を終えた生徒の感想には次のような記述が見られた。 

●「地」というと全てをしっかりと支えているようなイメージなので，安定感を出すために板を重ねて

太い筒状の柱を中心に据えました。まっすぐに伸びるイメージを大切に制作をしました。 

●要素が「地」ということなので，強く，頑丈なイメージを常に心がけて制作しました。土台となる部

分を意識的に迷路状に構成することで安定感を出して地のイメージを強調しました。 

  

 

 

 

 

追究の視点が定まり班内での話し合いの方向

が明確にされている。より深い思考と課題へ

の意欲的な追究が感じられる。よって表現に

変化や統一感を感じる作品が表出されはじめ



 

 

●「水」という要素を担当したので，水の波紋やしずくの部分を取り入れてみました。全体として優し

い感じにすることを大切にしてなめらかな線や曲線を意識して作りました。 

●「水」という要素を制作してみて，水のゆったりと揺れ動く感じや多様な形に変化する循環のような 

イメージを塔に詰め込みました。水の持つ安定感や存在感といった大きなどっしりした雰囲気と清

涼な感じを大切にしました。 

●「火」を表すために，「不安定」な感じを大切に進めました。柱の高さに高低をつけることで火が立

ち昇る様子を表しました。土台はあえて円を重ね重量感を出し永遠に燃え続ける火を意識しました。 

● 段々に，徐々にというテーマで広がる「炎」を表現しました。最終的に広がるというテーマを感じ

るようになりました。 

●「風」をイメージして，あえて不安定な感じを強調しました。土台と塔は斜めに接合し不規則な柔ら

かな円形を取り入れることで揺れている表現を追究しました。 

●「風」→目に見えない神秘性を意識しました。固定された形の中に風吹き抜けていくような動きも取

り入れました。 

●「空」なので広く壮大なイメージで制作しました。丸い円をいくつも重ねることで待機の重なりを表

現したり，中心に１つ軸を作ることで安定感を表現しました。なめらかな曲線は柔らかな光。綿を

利用して雲を意識させました。シンプルな形をいくつも組み合わせながらも統一感を出せるように

注意しました。 

 

２２２２....    定期試験での問題解決的な能力の見取り定期試験での問題解決的な能力の見取り定期試験での問題解決的な能力の見取り定期試験での問題解決的な能力の見取り    

１学期行われた学期末試験では，問題解決的な能力を問う問題「赤いひもと白いひもを持った手のデ

ッサン」を出題した。第１学年では，４月より題材名｢素描の基礎｣の中で《手の表現》を既習している。

また，《存在感のあるりんご》では鉛筆による明度，彩度の表現等を指導してきた。表したいことを絵

で豊かに表現するためには，形や色彩などの効果を生かして発想や構想することが大切である。本問で

は，「これまでの知識や技能を活用し，テーマを自分なりに解釈し作品を描く」という課題を基に，形

の特徴を生かす，的確な明度・彩度表現，主題と構図という視点から問題解決的な能力を見取ることを

目的として出題した。 

第１学年  問 題  赤いひもと白いひもを持った手を描きなさい。 

解答用紙のわくの中に鉛筆でデッサンすること。 

※それぞれの特徴がよくわかるように工夫して描くこと。 

※ひもの長さ，材質，本数は自由とする。自分で想像したものを描くこと。 

※作品に描きたかった思いが伝わるようなタイトルをつけること。 

＜評価規準＞ 鉛筆の特性を生かし，対象の見方，とらえ方を工夫しながら自分の主題を表現している。 

【指導事項】 素描の基礎 明度・彩度 構図の工夫 

＜正答の条件＞ 

鉛筆の特性   線の強弱・濃淡，色の幅などを工夫し深みのある表現をしている。 

形の特徴    質感，立体感などそれぞれ対象の特徴を比較し，稜線の扱い方や形や動きのとらえ方

を工夫している。 

明度･彩度表現  赤 白 肌色の表現を画面の上で自分なりに設定し，描いている。 

主題と構図     構図から思い描いた主題が明確に読み取れること。 



 

 

 

 

 

 

 

 

       作品Ａ１                     作品Ｂ１ 

           図４ 定期試験における生徒の解答作品例 

 

実施後の分析から各条件の通過率は７０％を超えるものとなった。既習内容を自分なりに解釈し，活用

させながら表現された作品が多く見られた。（図４）しかし，ここで感じたことは，各条件をそれぞれ通

過した作品であっても作品から受ける印象が表面的であったり，表現意図と技術がうまくかみ合っていな

い違和感を感じる作品が多く見受けられたということである。 

そこで，同テーマで制作の趣旨・ねらいを伝え，表現における作者の視点，こだわりをおさえて十分に

「感じる力」を発揮できるよう表現する時間を設けてみた。２度目の制作では，こだわりをもった制作者の      

視点やねらいが鑑賞者に伝わり始めた。中にはひものもつ繊細でなめらかな表情や軽やかな動きに着目し，

こだわりをもちながら制作を続け，制作時間のほとんどをひもに費やす生徒も現れた。（図５ 作品Ａ２） 

しかし，ここでも意図する画面構成を形式的にこなしている作品やこだわりの視点が「うまく描く」と

いった作品が見られる結果となった。技能の高い生徒ほどその傾向が強く表れた。(図５ 作品Ｂ２) 

これらの制作過程を観察してみると，提示された課題に対してはこれまで身に付けた知識や技能をいか

に活用し表現しようと取り組む姿を見取ることはできたが，生徒の内から生まれた疑問や欲求をうまく引

き出せていない感じが印象として残った。それは制作者が自ら何を課題としてとらえて，探求に値する価

値を見い出すことへのアプローチの仕方（課題発見能力）や，どのように探求するのかという主体的な取

り組みの仕方に気づけていないことがあげられる。そこでこれまでの過程を踏まえ，同テーマで再び制作

を行った。３度目の制作では生徒がストレスとなるような設定の工夫や制作過程での意欲の継続を図る工

夫を大切に行った。その方法は，まず描く画面を黒く鉛筆でシェーディングさせ，あえて描きにくい条件

を提示してから表現させるプロセスを加えてみた。結果は作者のねらいをいかに表現するかといった試行

錯誤の跡がみられ探求の質が向上したことがうかがわれる。また，制作中の生徒の様子から，実感を伴う

表現技術の習得は，生徒の意欲をかき立て，学びの深まりを実感している様子が感じられた。（図６） 

 

 

 

 

 

 

 

      作品Ａ２                       作品Ｂ２ 

図５ 題材の趣旨に気づかせ，生徒のこだわりを大切に制作した２度目の取組 

  

  



 

                             

 

 

 

 

 

 

 

作品Ａ３                       作品Ｂ３ 

        図６ 試行錯誤の跡や探求の質が向上が見られる作品例 

 

制作を終えた生徒の感想には次のようなものがあった。 

●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。  

●回数を重ねる度にひもの質感が出てきた。なめらかで柔らかいひもになっていった。こういったひ

もを描きたかった。 

●これまでの作品と比較して何か違う。「違う」とはうまくいえないがリアルに描けた気がする。 

●真っ黒い用紙に消しゴムで描くのは初めての経験だった。初め描きにくいと思ったが周りの黒い部

部を消すのが楽しくなり，早く完成させたいと一生懸命描いた。とても芸術的に感じた。 

●これまでと違い絵に躍動感のようなものがすごくあったと思う。 

●これまでの手やひもに比べ超うまく描けた！満足。 

 

３度の同テーマによる作品の表現活動は，生徒の課題発見能力・問題解決能力を見取るきっかけとなった。

作品Ａ，作品Ｂはそれぞれ同一人物の制作の過程である。作品Ａは評価基準においてＢ基準を満たしてきた

生徒である。制作を終えて，バランスのよい表現力を表出させる結果となった。また，作品Ｂを制作した生

徒はこれまでＡ基準を達成してきたが，作品の質に関するさらに深い探求をし始めた。 

    

ⅤⅤⅤⅤ    仮説の検証仮説の検証仮説の検証仮説の検証    

 

今年度，研究仮説「習得すべき基礎的・基本的な知識 

や技能を明確にすることにより，生徒の表現や鑑賞活動 

において，思考力・判断力・表現力の向上がはかられ， 

主体的に自らの課題を追究するための力を育てることが 

できる。」について検証する。①習得すべき基礎的･基本 

的な知識や技能を明確にする取組においては意図的に表 

現の条件を絞り込むことで生徒に身につけさせたい力を 

明確にできた。その結果，生徒は与えられた条件の中で 

表現のための工夫を始め，視点を明確にしながら常に問      図７ 作品鑑賞を行う授業風景 

 

 
 



 

題意識を持って表現活動に取り組むことができた。鑑賞での美術的な感受における基礎的・基本的な知識や

技能についても同様の結果を感じた。「比較」という視点を意図的に設定した作品鑑賞において，お互いの価

値観を交流する場面を取り入れた基礎的な演習等の学習活動の工夫は生徒の思考・判断し，表現する力の活

用を促す機会となった。②主体的に自らの課題を追究するための力に関しては，実感を伴う表現技能の演習

やねらいが明確に伝わる表現作品の制作を通じて生徒と教師が問題を共有しながら追究のための支援を進め

ることで興味や関心を持続させ，「できた」という達成感を感じ取らせる指針ができてきた。また，これまで

取り組んできたポートフォリオの蓄積において，題材おける必要な基礎的な知識や技能を高める演習は，個々

の生徒の問題の追究やどのような思考活動を行ってきたかが具体的な形として可視化された。さらに，学期

末に行われる試験など長期にわたる思考の変化や過程の蓄積により生徒一人ひとりが感じる問題意識を共有

でき，効果的な指導や評価を行うことができた。これにより課題を発見し，問題解決のための一連のプロセ

スを体感させることができた。 

 

ⅥⅥⅥⅥ    成果と課題成果と課題成果と課題成果と課題    

 

本年度は，生徒の探求過程により添い，課題発見能力・問題解決能力といった力の育成を視点として実践

を進めた。制限の設定により視点の明確化を図ることは，生徒にも指導者においても効果的な手段の一つで

あると感じた。そこで共有された課題を解決していくためには，長期的な判定資料を基に，生徒一人ひとり

の状況に応じた指導法が求められるだろう。成果としては，次の２点である。①演習課題としての取り組み

方の工夫により，より明確な視点を生徒へ与え意識や技術の向上がみられた。②可視化を目的としたワーク

シートの工夫は,試行錯誤の過程や思考の過程や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,２点あげられる。①知識・技能の習得と感性の部分は総合的に高め合

うことが大切で，バランスよく育むことが必要である。教師が「表現」と「演習」という形でしっかりとし

たねらいを持って取り組む必要がある。問題解決のためにはその問題とするところを生徒も教師も共有して

解決のための支援をしていくこと進めることが必要である。②さまざまな題材に活用できる知識や技能を定

着させるための演習ワークシートと，視点を明確にした「思考・判断し，表現する力を可視化するワークシ

ート」を整理し，さらなる工夫改善を加え,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。    

    

ⅦⅦⅦⅦ    おわりにおわりにおわりにおわりに    

 

美的感覚の９０％は，５歳までに確立されるといわれている。しかし，いつの時代であろうと昨日まで

と違う自分らしさが表現できたとき，その感覚は高まっていくと考える。学びの深まりを自らが自覚し，自

己実現のための創造的な表現力を身につけていくことは，生涯にわたって美術に親しみ，生活や社会に生か

したり豊かにしたりする感性に結びつくものであると考える。今後も継続的な検証を行っていきたい。                

（文責 冨尾 拓） 
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保 健 体 育 科保 健 体 育 科保 健 体 育 科保 健 体 育 科

体育的学力の体育的学力の体育的学力の体育的学力の

確かな定着を図る体育授業を目指して確かな定着を図る体育授業を目指して確かな定着を図る体育授業を目指して確かな定着を図る体育授業を目指して

～ＩＣＴを活用し～ＩＣＴを活用し～ＩＣＴを活用し～ＩＣＴを活用し，，，，「出来る（技能「出来る（技能「出来る（技能「出来る（技能））））・分かる（知識・分かる（知識・分かる（知識・分かる（知識））））・関わる（態度・関わる（態度・関わる（態度・関わる（態度））））」喜びと」喜びと」喜びと」喜びと

「身に付けた体育的学力を活用する（思考・判断「身に付けた体育的学力を活用する（思考・判断「身に付けた体育的学力を活用する（思考・判断「身に付けた体育的学力を活用する（思考・判断））））」喜びを味わわせる指導の取組～」喜びを味わわせる指導の取組～」喜びを味わわせる指導の取組～」喜びを味わわせる指導の取組～

附属函館中学校 朝 倉 潤附属函館中学校 朝 倉 潤附属函館中学校 朝 倉 潤附属函館中学校 朝 倉 潤

Ⅰ はじめにⅠ はじめにⅠ はじめにⅠ はじめに

変化の激しい「知識基盤社会」の時代と言われる 21 世紀においては，確かな学力，豊かな心，健やかな

身体の調和を重視した「生きる力」を育むことが求められている。なかでも，健やかな身体をつくる体力は，

人間が知性を磨き，知力を働かせ活動していく源であるとともに，健康維持の他，意欲ややる気といった精

神面での充実に大きく関わっていることから，「生きる力」を支える上で大変重要な要素であるといえる。

このあらゆる活動の源になる体力を子どもの時期からしっかりと身につけておくことは，彼らの未来にとっ

て必要不可欠であると言えよう。また，近年子どもの体力低下や運動する子どもとそうでない子どもとの二

極化が懸念されている中，保健体育の授業はもとより学校教育活動全体を通じて行われる体育に関する指導

の工夫・改善及びその充実を図っていくことが課されている。

こうした中，文部科学省では，平成 23 年４月に初等中等教育段階における教育の情報化に関する総合的

な推進方策として「教育の情報化ビジョン」をまとめている。その中では「情報活用能力の育成」「ＩＣＴ

を効果的に活用した分かりやすく深まる授業の実現」についてまとめられており，ＩＣＴ活用の効果として，

①動画・音声などの活用により，学習内容の理解の促進や興味関心の向上，②個に応じた学び，③教師と子

どもの情報伝達や子ども同士の教え合いなどの協働学習，などの期待が示されている。これらは，体育の学

習においても当然期待されるところである。学校現場においては，ＩＣＴのインフラ整備が進み，以前に比

べるとはるかに高機能の機器が容易に利用できるようになったと言えよう。しかしながら，体育学習に関し

て言えば，その利用状況はまだまだ不十分であるという感じが否めない。

そこで，ＩＣＴの特性を踏まえ，使用対象者と目的に合った形で内容や機器が利用されるならば，「体育

的学力の確かな定着を図る体育授業」という本校保健体育科の研究主題に迫るためにも，ＩＣＴの活用は不

可欠であると考え，実践してきた。

Ⅱ 研究の経過Ⅱ 研究の経過Ⅱ 研究の経過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ていたり，

班やグループでの話し合いも積極的に行ってい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

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。

Ⅲ 本年度の研究Ⅲ 本年度の研究Ⅲ 本年度の研究Ⅲ 本年度の研究

１． 研究主題及び研究副主題について１． 研究主題及び研究副主題について１． 研究主題及び研究副主題について１． 研究主題及び研究副主題について

第 49 回全国学校体育研究大会福岡大会で「生涯にわたる豊かなスポーツライフを実現する基礎を培い，

各種運動の楽しさや喜びを味わわせながら個に応じた体力の向上を図るとともに，学習指導要領に示された

『技能』，『態度』，『知識，思考・判断』等を総括して『体育的学力』と設定し，それらをバランス良く身

に付けさせることが重要」1）と示されたことから，本科では，「体育的学力の確かな定着を図る体育授業を

目指して」という研究主題を設定した。

また，これからの教育を考えた時にＩＣＴの更なる活用は，体育的学力の確かな定着を図るために必須で

あり，有効であると考えられる。鳴門教育大学大学院教授賀川昌明氏の「ＩＣＴの利用だけで体育の目的が

達成されるものではないが，その使い方次第では，自己認識力の向上や情報処理能力，教え合い活動の増加

等，従来の学習環境だけでは得られない成果が期待できる」2）という考えに基づき，本校保健体育科の「体

育的学力の確かな定着を図る体育授業を目指して」という研究主題に迫るためにはＩＣＴの活用は不可欠で

あると考え，研究副主題を「ＩＣＴを活用し，「出来る（技能）・分かる（知識）・関わる（態度）」喜びと

「身に付けた体育的学力を活用する（思考・判断）」喜びを味わわせる指導の取組」とした。

＜表 体育における学習の目的別ＩＣＴ利用方法の分類３）＞

対 象 目 的 内 容 情報種類 使用形態 機 器

学 習 者 学習課題の提示 歴史 ルール 用具 文 字 スタンドアロ パソコン

・小学生 技術的ポイント 数 表 ーン デジカメ

・中学生 学習状況のフィー 練習方法 図・絵 （単体）使用 携帯電話

・高校生 ドバック 調査・測定結果 グラフ タブレット端末

運動パフォーマンス 音 声 ネットワーク 電子黒板

教 師 学習成果の記録 （個人・集団） 動 画 使用 プロジェクタ

（ポートフォリオ） 学習指導計画 （有線・無線）ディスプレイ

保 護 者 成績 実物投影機

感想



２． 本科の年間指導計画の作成と本校キャリア教育推進との関わりについて２． 本科の年間指導計画の作成と本校キャリア教育推進との関わりについて２． 本科の年間指導計画の作成と本校キャリア教育推進との関わりについて２． 本科の年間指導計画の作成と本校キャリア教育推進との関わりについて

平成 23年１月の中央教育審議会の「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について（答

申）」の中で，従来の「４領域８能力」が再構成され，「基礎的・汎用的能力」が示されたことに伴い，本

校においても全教科共通してその転換を図っていくこととした。中学校学習指導要領解説保健体育編では，

保健体育の学びを「実生活，実社会の中で生かす」4）ようにすることが示されている。例えば，保健体育科

でのキャリア教育を通して身に付けさせる基礎的・汎用的能力の指導例として「球技における審判等の役割

を責任をもって果たさせることは，社会生活を過ごす上での必要な責任感を育てることにつながる」という

ようなことがあげられる。次に，本科におけるキャリア教育を位置づけた年間指導計画の一部抜粋したもの

を掲載する。

単 《基礎的・

月 題材 指導目標 主な学習活動 時数 汎用的能力》

元 との関連

バ 球技の特性と ①球技の特性や成り立ちについて理解 ・球技の歴史や特性

ゴ ス ルールについて させる。 を学ぶ。 １ 【人間関係形成・

６

ー

ケ ②バスケットボールの技術の名称や行 ・バスケットボール 社会形成能力】

月 ル ッ い方を理解させる。 のマナーやルール，

(6) 型 ト ③球技に関連して高まる体力を理解さ 技術の名称を学ぶ。

球 ボ せる。 ・球技で身に付く体

技

ー

力を考える。

ル

＜図 本科における基礎的・汎用的能力との関連を図った年間指導計画（一部抜粋）＞

３． 「知識・技能を活用する力を育む学習指導の工夫・改善」についての新たな取組３． 「知識・技能を活用する力を育む学習指導の工夫・改善」についての新たな取組３． 「知識・技能を活用する力を育む学習指導の工夫・改善」についての新たな取組３． 「知識・技能を活用する力を育む学習指導の工夫・改善」についての新たな取組

本校の研究副主題である「知識・技能を活用する力を育む学習指導の工夫・改善」に基づき，本科の研

究副主題を「ＩＣＴを活用し，「出来る（技能）・分かる（知識）・関わる（態度）」喜びと「身に付けた体

育的学力を活用する（思考・判断）」喜びを味わわせる指導の取組」としたことは先述の通りである。昨年

度，本校では，思考力・判断力を評価するために全教科で思考力・判断力を問う問題を作成し定期テストで

出題した。本科においても他教科同様に陸上競技の単元の定期テストにおいて思考力・判断力を問う問題を

出題した。本年度は「ＩＣＴを活用し」という視点から体育的学力を活用する（思考・判断）場面を見取る

ため，映像での出題を試みた。定期テストに出題した問題の出題内容や評価規準は昨年度と同じものを用い

ることにした。その正答率は次の通りである。昨年度，紙媒体で出題した際の正答率は 77.1％（118人中 91

人が正答）であったのに対し，本年度，映像のみで出題した際の正答率は 70.0 ％（117 人中 82 人が正答）

であった。テストを実施したのは，昨年度も本年度も中学２年生ではあるのだが，異集団（進級のため異な

る学年）となっていることや，紙媒体の問題は何度も見直すことができるが，映像問題はそれができないこ

と等があり，その正答率を一概に比較することは勿論できない。しかし，ＩＣＴ活用によって「知識・技能

を活用する力を育む学習指導」の新たな可能性を秘めている取組だと考えている。今後，さらに相応しい出

題方法や比較方法を検討していきたいと考えている。

次に，昨年度出題した問題（紙媒体）と本年度出題した映像問題の一部（画像），および両年共通の評価

規準の一部を掲載する。



＜昨年度の紙媒体での問題＞

＜今年度の映像での問題の一部＞

＜昨年度・本年度出題した問題に対する共通の評価規準例＞

＜定期テストで映像問題を解いている様子＞

・ Ａ 君 は ， 陸 上 部 で は な く 体 操 部 に 所 属 し て い る 。 Ａ 君 は 伸 長 こ そ 学

級で 一番低い（ 158 ㎝ ）のだが ,“身体の使いこなし”という点では，

学級で一番であった。特に空中での身体の使いこなしは見事である。

そのＡ君がある日，走り高跳びで，自分の身長の高さに迫る 150 ㎝

に挑戦しようとしている。一般的な（常識的な）考え方では，Ａ君に

向いていると思われる走り高跳びの跳躍方法は何跳びだと考えられま

すか。体育の授業を良く思い出し，その理由とともに答えなさい。

・跳躍方法の解答・・・背面跳び

・理由の模範解答例

背面跳びは，運動効率の良い跳び方であり，特に腕から入る跳躍、バーを越えると

きの身体の倒し方，脚をバーに接触させることなく抜ききる点が重要だと考えられる。

Ａ君は，“空中での身体の使いこなし”が巧みであるということであるため，背面

跳びが最善の跳躍方法だと考えられる。

また，Ａ君は，身長があまり高くないということもあり，走り高跳びの基本的跳躍

方法と考えられるはさみ跳びよりも背面跳びの方が向いているとも考えられる。



Ⅳ 教科研究仮説Ⅳ 教科研究仮説Ⅳ 教科研究仮説Ⅳ 教科研究仮説

学習指導要領解説に「暗黙知をも含めた知識への理解をもとに運動の技能を身に付けたり，運動の技能を

身に付けることで一層その理解を深めたりするなど，知識と技能を関連させて学習することが大切」５）とあ

る。また，京都教育大学准教授小松崎敏氏は，「ＩＣＴ機器を利用しさえすれば効率化が図れるというのは

もちろん短絡的であって，ＩＣＴ機器がもつ機能（function）を理解し，その性能（performance）を十分に

発揮させた結果が，効率化や高い効果につながる。」６）と述べている。これらのことからすると，本科での

体育的学力の確かな定着を図る授業実践を考える際には，「身に付けた体育的学力を活用する（思考・判断）」

際には，「出来る（技能）・分かる（知識）・関わる（態度）」という根拠を明確にする必要がある。この学

習活動の過程を明確化するための一助として，ＩＣＴ活用は有効であると考えられる。この様な教育活動が

なされる時にこそ，本校の本年度の研究主題である「体育的学力の確かな定着を図る体育授業を目指して」

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Ⅴ 研究仮説に基づく実践例Ⅴ 研究仮説に基づく実践例Ⅴ 研究仮説に基づく実践例

１． 単元 「球 技」 ＜ゴール型＞ （バスケットボール・中学２年生）１． 単元 「球 技」 ＜ゴール型＞ （バスケットボール・中学２年生）１． 単元 「球 技」 ＜ゴール型＞ （バスケットボール・中学２年生）１． 単元 「球 技」 ＜ゴール型＞ （バスケットボール・中学２年生）

球技＜ゴール型＞では，「ボール操作」と「ボールを持たない時の動き」が重視されている。特にバスケ

ットボールは，攻撃側のボール操作技術がシュートの成功率に大きな影響を与える。また，守備側としては，

守るべきゴール近辺で相手にボールを持たせないようにすることが大切であると考えられる。さらに，バス

ケットボールの競技特性とも言える「攻防の切り替えの速さ」も大切な学習内容だと考えられる。これらの

ことを身に付けさせるためには，思考力・判断力を重視した学習指導を行わなければならないと考える。

２． 単元計画の構造図を改善・更新することについて２． 単元計画の構造図を改善・更新することについて２． 単元計画の構造図を改善・更新することについて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。

次に今年度の球技・ゴール型＜中学１・２年生バスケットボールボール＞の単元計画の構造図を掲載す

る。

【教科研究仮説】【教科研究仮説】【教科研究仮説】【教科研究仮説】

思考・判断を要する運動場面において適切にＩＣＴを活用することで，体育的学力を思考・判断を要する運動場面において適切にＩＣＴを活用することで，体育的学力を思考・判断を要する運動場面において適切にＩＣＴを活用することで，体育的学力を思考・判断を要する運動場面において適切にＩＣＴを活用することで，体育的学力を

高めることができる。高めることができる。高めることができる。高めることができる。



【球技（ゴール型）の単元計画の構造図】【球技（ゴール型）の単元計画の構造図】【球技（ゴール型）の単元計画の構造図】【球技（ゴール型）の単元計画の構造図】

① 単元名 中学校第２学年 球技（ゴール型：バスケットボール）中学校第２学年 球技（ゴール型：バスケットボール）中学校第２学年 球技（ゴール型：バスケットボール）中学校第２学年 球技（ゴール型：バスケットボール）

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 １ (1)勝敗を競う楽しさや喜び 「ボールの操作」とは，手や足などを使ってボールを操作し，シュートやパスをしたり，ボールをキープ ・攻撃の際にはノーマークならばシュートを常

第２学年では， を味わい， 基本的な技能 することなどである。シュートは味方から受けたボールを得点をねらって相手ゴールに放つことである。パスは味方にボ に心がけよう。

勝敗を競う楽 技 や仲間と連携した動きでゲ ールをつなぐことである。キープはボールを相手に奪われないように保持することである。 ・パスは腕の力だけでなく一緒に足を踏み出し

しさや喜びを 能 ームが展開できるようにす ＜例示＞ ながら行うようにしよう。

味わい，基本 る。 ・ゴール方向に守備者がいない位置でシュートをすること。 ・パスはレシーバーのいる位置ではなく、その

的なボールや ・ゴール型では， ボール ・マークされていない味方にパスを出すこと。 レシーバーが動こうとしている空間に出そう。

用具と仲間と 操作と空間に走り込む動き ・得点しやすい空間にいる味方にパスを出すこと。 ・空いているスペースに動いてパスをもらお

連携した動き によってゴール前攻防を展 ・パスやドリブルなどでボールをキープすること。 う。

で攻防を展開 開すること。 「空間に走り込むなどの動き」とは，攻撃の際のボールを持たないときに得点をねらってゴール前の空いている場所に走 ・守備の際には，「ボール・自分・ゴール」と

できるように り込む動きや，守備の際に，シュートやパスをされないように，ボールを持っている相手をマークする動きのことである。 いう位置関係を常に意識しよう。

する。また， ＜例示＞

球技の学習に ・ボールとゴールが同時に見える場所に立つこと。

積極的に取り ・パスを受けるために，ゴール前の空いている場所に動くこと。

組み，フェア ・ボールを持っている相手をマークすること。

にプレイする ２ (2)球技に積極的に取り組む ・規定の範囲で勝敗を競うといったルールや相手を尊重するといったマナーを守ったり，相手の健闘を認めたりして，フ ・審判の判定には必ず従い、フェアな態度でプ

こと，分担し とともに，フェアなプレイ ェアなプレイに取り組もうとすること。 レイしよう。

た役割を果た 態 を守ろうとすること，分担 ・練習やゲームの際に，用具の準備や後片付け，記録や審判などの分担した役割に積極的に取り組もうとすること。 ・準備や後片づけ、分担した役割をきちんと果

すことや，話 度 した役割を果たそうとする ・チームなどの課題の解決に向けて，自らの考えを述べるなど積極的に話合いに参加しようとすること。 たし、効率良く活動を進めよう。

合いに参加す こと，作戦などについての ・練習の際に，リバウンド等の補助をしたり，チームの作戦や戦術などの学習課題の解決に向けて仲間に助言したりす ・作戦などの話し合いでは、それぞれの考えを

ることなどに 話合いに参加しようとする ること。 伝え合うことを大切にしよう。

意欲をもち， ことなどや，健康・安全に ・体調の変化などに気を配ること，ボールの扱い方や練習場所などの自己や仲間の安全に留意すること，技の難易度や自 ・見学であっても、仲間に助言したり、授業レ

自己の健康や 気を配ることができるよう 己の技能・体力の程度にあった運動をすることが大切であること。 ポートを作成する等して授業に参加しよう。

安全に気を配 にする。 ・互いに気を配り、全員の安全を確保しよう。

るとともに， ３ (3)球技の特性や成り立ち， 〔知識〕 ・体育理論で学習したゴール型球技の楽しさと

技術の名称や 技術の名称や行い方， 関 ・球技は，個人やチームの能力に応じた作戦を立て，集団対集団，個人対個人で得失点をめぐる攻防を展開し，勝敗を競 は何だったかな？

行い方などを 知 連して高まる体力などを理 う楽しさや喜びを味わうことのできる運動であること，ゲームの行い方の特徴から，ゴール型，ネット型及びベースボー ・バスケットボールの歴史的経過はどうなって

理解し，課題 識 解し，課題に応じた運動の ル型などに大別できること。 いましたか？

に応じた運動 、 取り組み方を工夫できるよ ・古代より世界各地で様々 な球技が行われてきたこと，近代に入り学校で行う球技が開発され，普及してきたこと，今日 ・バスケットボールに用いられる技術の名称と

の取り組み方 思 うにする。 ではオリンピック競技大会においても主要な競技として行われているといった成り立ちがあること。 そのポイントを挙げてみよう。

を工夫できる 考 ・技術や戦術，作戦の名称やその具体的な行い方や活用方法を理解できること。 ・バスケットボールを続けると、どのような体

ようにする。 ･ ・球技を継続することで，ゴール型では，巧緻性，敏捷性，スピード，全身持久力などが型に求められる動きに関連して 力要素が高まると思いますか？

判 高められること。 ・ゲーム状況に応じた主審や線審のジェスチャ

断 ・簡易な試合におけるルール，審判や運営の仕方があること。 ーには、どんなものがありましたか？

〔思考・判断〕 ・ゲームで皆が楽しめるような適切なグルーピ

・活動の仕方，組み合わせ方，安全上の留意点などの学習した内容を，学習場面に適用したり，応用したりすること。 ング方法を話し合ってみよう。

＜例示＞ ・ゲームで皆が楽しめるような特別ルールを設

・ボール操作やボールを持たないときの動きなどの技術を身に付けるための運動の行い方のポイントを見付けること。 定してみよう。

・自己やチームの課題を見付けること。 ・チームの課題を解決するための練習方法を考

・提供された練習方法から，自己やチームの課題に応じた練習方法を選ぶこと。 えてみよう。

・仲間と協力する場面で，分担した役割に応じた協力の仕方を見付けること。 ・危険な学習場面を思い出し、その解決策を考

・学習した安全上の留意点を他の練習場面や試合場面に当てはめること。 えてみよう。

⑥ 内容の取扱い オ 「Ｅ球技」の( 1 )の運動については，第１学年及び第２学年においては，アからウまでをすべての生徒に履修させること。第３学年においては，アからウまでの中から二を選択して履修できる

ようにすること。また，アについては，バスケットボール，ハンドボール，サッカーの中から，イについては，バレーボール，卓球，テニス，バドミントンの中から，ウについては，ソフトボールを

適宜取り上げることとし，地域や学校の実態に応じて，その他の運動についても履修させることができること。なお，ウの実施に当たり，十分な広さの運動場の確保が難しい場合は指導方法を工夫し

て行うこと。

単元計画
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評価規準例

運動の技能（～ができる）

・ゴール方向に守備者がいない位置でシュートすることができる。

・マークされていない味方にパスを出すことができる。

・得点しやすい空間にいる味方にパスを出すことができる。

・パスやドリブルなどでボールをキープすることができる。

・ボールとゴールが同時に見える場所に立つことができる。

・パスを受けるために，ゴール前の空いている場所に動くことができる。

・ボールを持っている相手をマークすることができる。

主に

観察

による

評価 関心･意欲･態度（～しようとしている）

部分 ・ゲームのルールやマナーを守り，フェアにプレイしようとしている。

・準備や後片付け、記録や審判など分担した役割に積極的に取り組もうとしている。

・チームの話し合いに積極的に参加しようとしている。

・仲間の学習を援助しようとしている。

・自他の健康や安全に気を配ろうとしている。

知識･理解（言ったり書き出したりしている、具体例を挙げている）

・個人やチームの能力に応じた作戦を立て，集団対集団，個人対個人で得失点をめ

ぐる攻防を展開し，勝敗を競う楽しさや喜びを味わうことのできる運動であるこ

とについて，言ったり書きだしたりしている。

・球技はゲームの行い方の特徴から，ゴール型，ネット型およびベースボール型な

どに大別できること，バスケットボールはゴール型の代表的な運動であり、オリ

主に ンピック競技大会においても主要な競技として行われていることについて，言っ

学習 たり書きだしたりしている。

カード ・技術や戦術，作戦の名称やその具体的な行い方や活用方法について具体例を挙げ

による ている。

評価 思考･判断（～している）

部分 ・ボール操作やボールを持たないときの動きなどの技術を身につけるための運動の

行い方のポイントを見付けている。

・自己やチームの課題を見付けている。

・自己やチームの課題に応じた練習方法を選んでいる。

・仲間と協力する場面で，分担した役割に応じた協力の仕方を見付けている。

・練習や試合で、安全に留意した適切な行動を選んでいる。

Ｏ Ｒ

・

試しの

ゲーム

ルーティンドリル（シュート・パス・ドリブルの基本練習）

戦術練習（マンツマン・

ゾーン）

ドリルゲーム

タスクゲーム

選択学習

課題解決学習

リーグ戦

学習まとめ

守備者がいない位置でのシュート

フリーの味方へのパス 得点しやすい味方へのパス

パスやドリブルによるボールキープ

ボールとマークマンの見えるポジショニング

人や場所を守ること ゴール前の攻防

フェアなプレイを守ること

道具の準備や後片付け、分担した役割等を守ろうとすること

仲間の学習を援助する

自他の健闘を称えようとする

話合いに積極的に

参加しようとする

健康・安全に気を配ること

バ

ス

ケ

ッ

ト

ボ

ー

ル

の

特

性

や

歴

史

が

言

え

る

学習した技能のポイントが言えること

ルールや反則名等が言えること

主審や副審の

審判法につい

て言えること

適切なチーム作り方法が言えること

ドリルゲーム・タスクゲームで

思考、判断すること

自己やチームの課題を見付け、その解決方法

が言えること

安全上の留意点を他の練習場面や試合場面に当てはめること



３． 実践の本時案３． 実践の本時案３． 実践の本時案３． 実践の本時案

○学習活動 ○教師のかかわりと◆留意点 ○評価規準と（評価方法）

○ 集合・整列・挨拶をする。

○ 本時の目標を理解する。 ○ 学習目標を理解させる。

タスクゲームやドリルゲームを通してゴール型球技における思考力・判断力の高め方を学ぼう

○ タスクゲームのルールを知る。◆ パス回しの順番を指定することの

意義を理解させる。

○ 作戦を立てる。 ◆ パス回しの順番が大きく得点に影響 ○ ボールを保持し，パス

することを理解させる。 やシュートを狙う時，

○ タスクゲームを行う。 または見方がボールを

保持した時に，適切な

判断を下しているか。

【運動についての思考・判断】

○ 他チームのタスクゲームを ◆ クリップボードに他チームのタスク （観察）

分析・記録する。 ゲームでのパス軌跡を全て記録させ

る。

○ 自チームタスクゲームにおけ ◆ 勝敗ではなく，自チームがパス回し

るパス軌跡結果から，自チー を有効に行うことが出来たかどうか

ムのボール保持局面での思考 に着目させる。

の正誤を検証する。

（クリップボードを囲み班での話し合い）

○ 条件付きドリルゲームでゴー ◆ 条件の違いの意味を理解させる。

ル型球技における思考力・判 ◆ ＩＣＴ（本時は動画遅延再生装置） ＜動画遅延再生装置使用＞

断力の高め方を体験する。 を有効活用させる。

○ ゴール型球技のタスクゲーム ◆ 「見方でパスが良く回る」というこ ○ ドリルゲームを通して

における思考力・判断力を高 とは，「勝敗を目指しながら楽しく 学んだ『タスクゲーム

めるために必要なことを考え ゲームを行うという生涯スポーツ的 における思考力・判断

る。 な考え方」につながるということに 力の高め方』を書き出

ついても補足して告げる。 している。

○ ゴール型球技の正規なゲーム ◆ 「ボール保持者」や「非ボール保持 【運動についての思考・判断】

における思考・判断は如何に 者」，「ゴール前の空間」という教 （ワークシート）

あるべきかを考える。 科語彙を活用し，考えさせる。

○ 整理運動を行う。

○ 集合，整列，次時の学習内容

を知る。

○ 挨拶，後片付けを行う。



４． 実践の結果４． 実践の結果４． 実践の結果４． 実践の結果

先の実践で２つの結果が得られた。その１つ目は，「思

考・判断の根拠を見えるようにすること」に関してであ

る。２つ目は，「体育におけるＩＣＴの有効活用」に関し

てである。

「思考・判断の根拠を見えるようにすること」に関し

ての結果は，次の通りである。現行の学習指導要領にお

いて，第１学年と第２学年のゴール型球技では，「ボール

操作と空間に走り込むなどの動きによってゴール前での

攻防を展開できるようにする」ことが重視されている。

この“ゴール前の空間に走り込む”という動作の根拠と

なるべき，「いつ・誰が・どこに動くのか」という課題を ＜動くべき空間を示してのパス練習＞

先の実践では，次の⑤つの条件でパス練習を行い，体験さ

せた。その条件とは，①パスをした人が動く，②動くべき空間におかれた目印（マーカー）へ動く，③パス

の直後に動く，④パスする順番は事前に決めておく，⑤特に決まりはなくその時にふさわしいパスのやり取

りと動きを行う，というものである。特に，②は目印（マーカー）を置くことで，パスした後にゴール下の

どこに動けばよいのか，という考えの根拠を目に見える形にした。また，ゴール型球技は，ボールを保持し

た際，瞬時の思考・判断が必要となるため，誰にパスしたら良いかを瞬時に思考・判断しやすくするために

班員全員に違う色のゼッケンを着せることで見やすさを強調させてみた。以上の条件を全ての班に体験させ，

その中で自分たちがパス練習を行いやすい条件を選択させた。

条件の選択結果は，次の通りである。

＜選択した条件＞

班名 １班 ２班 ３班 ４班 ５班 ６班 ①：パスをした人が動く

選 択 ①② ①② ①② ①② ①② ①② ②：動くべき空間におかれた目印（マーカー）へ動く

し た ③ ③ ④ ③④ ④ ④ ③：パスの直後に動く

条 件 ⑤ ⑤ ④：パスする順番は事前に決めておく

⑤：特に決まりはなくその時にふさわしいパスのやり取りと動きを行う

２つ目の結果は，「体育におけるＩＣＴの有効活用」に関してである。これについては，先述のパス練習

の様子を，『動画遅延再生装置』を用いて撮影し，パス練習後すぐに自分たちの動きを確認させた。そして，

授業後にアンケートを行い，生徒にＩＣＴ（今回は『動画遅延再生装置』）を用いたことについて調査した。

その調査結果は，次の通りである。

Ｑ１．すぐに映像を観ると，自分の動作を理解しやすいか。

はいはいはいはい… 38人（人（人（人（95％） いいえ％） いいえ％） いいえ％） いいえ…０人（０％） どちらともいえない０人（０％） どちらともいえない０人（０％） どちらともいえない０人（０％） どちらともいえない…２人（５％）２人（５％）２人（５％）２人（５％）

Ｑ２．すぐに映像を観ることで，次の練習にも役立てることができる。

はい…はい…はい…はい… 33人（人（人（人（83％） いいえ…３人（７％） どちらともいえない…４人（％） いいえ…３人（７％） どちらともいえない…４人（％） いいえ…３人（７％） どちらともいえない…４人（％） いいえ…３人（７％） どちらともいえない…４人（10％）％）％）％）

Ｑ３．映像を観る時，何に注目して観るか。

自分自身…自分自身…自分自身…自分自身… 23人（人（人（人（57.5％） 上手な友人…％） 上手な友人…％） 上手な友人…％） 上手な友人… 11人（人（人（人（27.5％） 班全体…６人（％） 班全体…６人（％） 班全体…６人（％） 班全体…６人（15％）％）％）％）



Ⅵ 仮説の検証Ⅵ 仮説の検証Ⅵ 仮説の検証Ⅵ 仮説の検証

教科研究仮説について，次の点について検証する。

思考・判断を要する場面でＩＣＴを適切に用いる

ことで，体育的学力を高めることができたのか。

球技においてパスをする際，「パスのやり取りのため

に誰が動くのか」ということの他に，全ての班で「どこ

に動くのか」という空間に対する認識を高めるための目

印を置く条件を選択した。このことから，思考・判断を

要する運動場面では，目から見える情報がとても大切で

あると言える。さらに，ＩＣＴを用いて生徒に自分たちの ＜パスする順番を示してのパス練習＞

運動の様子の映像をすぐに見せることは，特に，思考力，

判断力を高めるという面で体育的学力を高めることに有効ではある，と生徒のアンケート結果からは言う

ことができる。

しかし，そのＩＣＴ（今回の実践では，動画遅延再生装置）が適切に用いられていたかをも検証されな

ければならないと考える。

Ⅶ 成果と課題Ⅶ 成果と課題Ⅶ 成果と課題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。

（１）思考・判断の根拠となるものを見えるようにすることは，体育的学力を高める上で有効な手段とな

り得ること。

（２）ＩＣＴ機器を用いた授業は，体育的学力を高める上で有効な手段となり得ること。

また，課題として次のようなことがあげられる。

（１）思考・判断の根拠となるもの全てが見えるよう

にできるとは限らず，その場合，その根拠を暗

黙知に頼らないで伝えることのできる指導方法

を考え出さねばならないこと。また，特に球技

等ではその思考力，判断力は，正規のルールに

基づいたゲームの中でこそ発揮されなければな

らず，そこで活用させるまで体育的学力を身に

付けさせる必要があること。

（２）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 ＜ゲームでのパスワークを確かめる様子＞

を具体的なフィードバックに活かせているか，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。



Ⅷ おわりにⅧ おわりにⅧ おわりにⅧ おわりに

昨年度は，言語活動を中心に思考力・判断力が高められるような指導と評価についての研究を進めてきた。

さらに今年度は，体育的学力を定着させ（技能・態度・知識），それを活用させる（思考・判断）ことで喜

びを味わわせる授業の構築を目指してきた。その指導過程においてＩＣＴ機器の活用はますます広がりを見

せると考えられる。しかし，保健体育科教師としての最も大切な役割は，ＩＣＴ機能で授業の効率化を図る

ことではなく，「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」に務めることに他ならない。日々，その様な授業を構築できるよう研鑚に努めて

いきたい。

（文責 朝倉 潤）
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生活と生活と生活と生活と関わり関わり関わり関わりのあるのあるのあるのある    

実践的・体験的な学習活動の充実実践的・体験的な学習活動の充実実践的・体験的な学習活動の充実実践的・体験的な学習活動の充実    

～知識・技能を生活の場で活かせる力の育成～～知識・技能を生活の場で活かせる力の育成～～知識・技能を生活の場で活かせる力の育成～～知識・技能を生活の場で活かせる力の育成～ 

 

附属函館中学校附属函館中学校附属函館中学校附属函館中学校    松松松松    本本本本    了了了了    祐祐祐祐    

 

ⅠⅠⅠⅠ    はじめにはじめにはじめにはじめに    

  

 近年，情報通信技術は多様に進展し，いつでも必要な情報や商品を入手することが可能になってきている。

さらに身の回りの製品はコンピュータに計測・制御されており，まさにユビキタス社会となっている。また，

環境問題に関心が高まり新エネルギー技術や省エネルギー技術の発展もめざましいものがある。このような

めまぐるしく変化し続ける現代社会において，学んだ知識や技能を生活の中で活用する機会が減ってきてお

り，生徒たちは身の回りに起こる技術的な問題に対して主体的に対応していくだけの十分な力は備わってい

ないということが課題として挙げられる。ゆえに生活の中で活用されている様々な技術やそれを取り巻く環

境に対して，関わりをもって向き合い学習していく経験が重要であると考える。 

新学習指導要領において，技術・家庭科の目標は「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，生活と技術との関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。」
１）

と示されている。またその中で，人間が生活する様々な場面で，技術を適切に評価し活用するた

めには，生活と技術の関わりについての理解を深めることが重要であると解説されている。 

これらを踏まえて，学習した内容と生活の場面・環境とのつながりを実感できる学習活動を展開すること

で，これからの生活をよりよいものへと改善していくために必要な力を育んでいきたいと考えた。 

そこで今年度は，生活と関わりのある学習活動の充実を図り，生活の場で生かせる力の育成を目指した取

り組みを進めた。 

 

ⅡⅡⅡⅡ    本年度の研究本年度の研究本年度の研究本年度の研究    

    

１．研究の方向性１．研究の方向性１．研究の方向性１．研究の方向性    

 今年度は，「生活と関わりのある実践的・体験的な学習活動の充実」と主題を設定し，習得した学習内容と

家庭生活に関わりを実感させることで，実践しようとする意欲的な態度を育んでいきたいと考えている。ま

た，副主題を「知識・技能を生活の場で活かせる力の育成」とし，生徒一人ひとりがこれからも変化し続け

る社会に主体的に対応し，自らの生活をよりよいものにしていこうとする力を育てる指導と学習活動の工夫

を図る取り組みを推進したい。 

(1) 主題設定の理由 

新学習指導要領では，生活に必要な基礎的・基本的な知識及び技能は，実習や体験などの活動を通して

生徒が習得するものであり，具体的に考えよりよい行動の仕方を身に付けるためにも実践的・体験的な学

習活動を重視すること
１）

を明言している。中教審答申には，「社会の変化への対応の観点」から，「子ども



 

たちのものをつくるという経験」，「情報社会で適正な活動を行うための基になる考え方と態度」を兼ね

備えた技術と社会・環境との関わりに関する内容の改善する」ことを通して，これからの社会をよりよい

ものにし，たくましく生き抜く力を育成することが必要であるとしている。 

社会を取り巻く科学技術と教科における技術の学習内容は直接的には関わらせにくい。教科における技

術の基礎的な知識や技能が生活の場面で直に感じる機会を持つことが少ないからである。しかし，基礎的

な技術の応用で今日の科学技術が発展していることを考えると，どのように関わっているのかを実感させ

るかが重要となる。身近なものを題材にして，学習内容と家庭生活で活用している技術との具体的な関わ

り方を見出すことができれば，意義があると考える。 

以上のことから，研究主題を「生活と関わりのある実践的・体験的な学習活動の充実」とし，今年度は，

「知識・技能を生活の場で活かせる力の育成」に着目した実践研究を展開している。 

 (2) 本校における研究の重点との関わり 

ア．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 

 生物育成に関する技術の領域において，栽培における収穫の質と量を高めるという問題を解決するた

めに「4QS」(フォークス)を活用した指導法(総論を参照)を参考にした学習活動の工夫を図る。 

 また，情報技術に関する技術の領域において，基本的なプログラムについての知識・技能を活用し思

考錯誤を繰り返しながら，より完成度の高い作品を

作り上げる学習の工夫を行なう。 

イ．意志力を高める取組 

 生物育成に関する技術の領域において，授業時間

以外にも生徒が主体的に畑の手入れをし，観察記録

シートに記入し続ける活動を行っている。また，図

１に示す通り，本校におけるタブレットの導入に合

わせて，電子栽培記録も行っている。 

 材料と加工に関する技術において，より精度の高

い作品に仕上げるために，かんな等を用いた材料の

加工を行っている。このような緻密さへのこだわり

を体験させることで，これらに関連した職業につい

ての理解を深めることができる学習を充実させる。 

ウ．検証改善サイクル（PDCAサイクルマネジメント）の整備 

 学期末に学習した領域に関しての「振り返り」シートを用いて，自己評価及び教科についての評価を

行った。これにより領域における自己の学習の定着を客観的に見直す機会を得ることができる。また，

教師にとっては，学習内容の改善の手掛かりとなり，今後の授業に反映させる。 

  

２．研究の取組２．研究の取組２．研究の取組２．研究の取組    

(1) 家庭生活と学習内容との関わりを持たせる取組 

ア．基礎的な内容から応用的な内容へ発展させる工夫 

家庭生活の技術はいくつの技術が複合的に組み合わさっているが，その中で中心的な役割を担ってい

る技術を焦点化し，学習内容として取り上げることで関わりを明確にすることができる。また，学習内

容に体験的な活動を取り入れることで，基礎的なものから応用的なものへと発展させながら学習が進め

られるように心がけた。 

図１ 電子栽培記録の様子 



イ．生徒の生活の実態を把握する工夫 

情報に関する技術については，情報端末の普及によりそれを扱う技能は身に付けているものの，それ

にともなう知識が欠落しがちである。そこで家庭生活の中で技術に関わる疑問についてのアンケートを

実施し，生徒の実態を把握することで適切な指導ができるものと考える。 

(2) 定期テストにおいて 

生活に場で活かせる力を見取るために筆記試験を行った。昨年度，本校技術科の研究でキーワードを用

いて説明させる問題は，学習評価などの面から有効である
２）

と成果としてあげられているので本年度も

キーワード作文を採用することにした。 

 

 

 

著作権に関する問題は判断基準が難しく，特にディジタル化された著作権の取り扱いは十分に注意しな

ければならない内容である。具体的な場面を想定した問いにすることによって，実践場面で適切な判断・

行動ができるかを見取ることができると考える。 

 

ⅢⅢⅢⅢ    教科研究仮説教科研究仮説教科研究仮説教科研究仮説    

  

 

 

 

 仮説の検証にあたっては，身近なものを活用した教材の開発，学習した内容が家庭生活でどのように生か

されているのかをフィードバックできるワークシートの工夫を進める。また，学習内容に実践的な活動を意

図的に設定していくことで，家庭生活と学習内容との関わりの充実を図り，その活動におけるグループでの

話し合いやワークシートの記述内容から生活の場で活かせる力を見取りたい。このように家庭生活と学習内

容との関わりのある学習活動を行うことにより，身の回りにある事柄を技術的な知識と関連して思考するこ

とができると考える。そして，このような実践的・体験的な学習活動を積み重ねることで，自らの生活をよ

りよいものに改善する楽しみと，それを可能にする知識・技能を身につけさせたい。 

 

ⅣⅣⅣⅣ    研究仮説に基づく実践例研究仮説に基づく実践例研究仮説に基づく実践例研究仮説に基づく実践例    

 

１１１１．題材．題材．題材．題材名名名名  

「知的財産の保護」（領域：情報に関する技術 第３学年） 

 

２．実践の概要２．実践の概要２．実践の概要２．実践の概要    

 本題材は，日常的にディジタル化された情報に触れる機会を多く持つ生徒にその情報の有用性と著作権に

ついての知識を身に付けさせ，状況に応じて正しく判断できる力を身に付けさせることをねらいとしている。

そこで，生徒にアンケートを実施した「日常生活での疑問」からダウンロードに関する内容が多く挙げられ

たことを基に，生徒の実態に合った内容として音楽や映画の著作権を取り上げ，授業展開を行う工夫をした。

段階的に学習を進めていく中でディジタル化された情報を実践的に扱い，自分たちの生活に活かしていける

ことを目指した。 

第３学年技術 

「自分が購入した音楽ＣＤの取り扱い」をどのようにするとよいか。次の言葉を全て用いて説明しなさい。 

   著作権  自分専用  友達に貸す  聴く  コピー  違法 

【教科研究仮説】 

家庭生活と学習内容との関わりのある実践的・体験的な学習活動を充実させることで，技術的な視点で

ものごとを捉えられる思考力が育成され，知識・技能を生活の場で活かせる力を育むことができる。 



３３３３．指導計画．指導計画．指導計画．指導計画    （Ｄ 情報に関する技術） １８時間扱い    

学習内容 指導内容 時数 

情報とわたしたちの生活 ・コンピュータが果たしている役割について理解させる。 １ 

コンピュータと情報処理 
・コンピュータを構成する装置のしくみや働きについて理解させる。 

・ハードウェアとソフトウェアについて理解させる。 
１ 

情報通信ネットワーク 

の利用    

・生活と情報のネットワークの関わりについて理解を深めさせる。 

・ディジタル化された情報の仕組みや特徴について理解させる。 
２ 

ネットワークと 

情報セキュリティ 

・情報を伝えるしくみの発達について理解させる。 

・情報セキュリティの必要性について理解させる。 
２ 

情報モラルと知的財産 

・著作権など知的財産権をについて理解させる。 

・個人情報の保護の必要性について理解させる。 

・情報に対する責任を知り，情報モラルについて理解させる。 

２ 

(本時

1／2) 

ディジタル作品の 

設計・制作 

・ソフトウェアを利用し，設計・制作をさせる。 

・制作した作品について表現の工夫を発表させる。 
３ 

プログラムによる 

計測・制御 

・コンピュータを利用した計測・制御の基本的な仕組みを理解させる。 

・情報処理の手順を考え，簡単なプログラムを作成させる。 

・フローチャートを活用し計測・制御された作品を制作させる。 

・制作した作品について表現の工夫を発表させる。 

６ 

情報に関する技術と 

わたしたち 

・これからの情報社会に必要なこと日常生活と関連させながらまとめさせる。 
１ 

 

４．実践の内容４．実践の内容４．実践の内容４．実践の内容    

(1) 学習目標 

 知的財産の意義について考える            【生活や技術についての知識・理解】 

 知的財産の保護の必要性を知り，利用の仕方を考える  【生活を工夫し創造する能力】 

(2) 学習の展開 

学習活動 ○教師との関わり △留意点 評価規準 

○「日常生活の疑問」から

学習課題をとらえる。 

○ディジタル化された情

報の特性を理解する。 

○ディジタル化された情

報が簡単にコピーできる

ことの問題点を考える。 

○知的財産権についてま

とめる。 

○ディジタル化された情

報の扱い方を考える。 

○学習課題「ディジタル化された情報の

扱い方を知る」を提示する。 

△既習事項と関連させる。 

○利点・欠点の両観点から考えさせる。 

○「劣化しないこと」と「簡単にコピー

が可能」の２点に焦点化させる。 

△体験活動を通して実感させる。 

○知的財産権についてまとめる。 

△最近の関連するニュースを紹介する。 

○学習した内容をうけて，今後どのよう

な点に気をつけてディジタル化された

情報を扱っていくとよいか考えさせる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報を守る役割があることを理解する

ことができる。 【知識・理解】 

適切な判断をして有効的な活用をする

ための手立てを持つことができる。 

【工夫し創造する力】 



図２ 疑似体験をしている様子 

 

５．実践結果５．実践結果５．実践結果５．実践結果    

 生徒の疑問を取り上げたことで生徒の関心を高め家庭生活と学習内

容との関わりを意識しながら，学習展開を行うことを重視した。また，

実際にディジタル化のコピーについて疑似体験させることで，利点と

欠点の両観点に着目しまとめることができた。段階的に学習内容を習

得していくことで疑問を解決へ向けて導くことが可能になった。 

 課題としては，段階的に学習を進めることで解決までの道筋が明確

になるが，１時間当たりにおける習得内容を精選していかなければ，

逆に煩雑となり判断の妨げになることが明らかになった。既習事項を

整理し段階的に学習することを心がけ，解決していくにつれて学びの

深まりが実感できるように学習内容を発展させていきたい。 

 

ⅤⅤⅤⅤ    仮説の検証仮説の検証仮説の検証仮説の検証    

    

 今年度の教科研究仮説について検証する。 

 ①家庭生活と学習内容の関わりのある学習活動においては，意図的に基礎的なものから応用的なものへと

内容を発展させる学習内容にした。基礎的なものは学習内容で取り扱うことが容易にでき，体験的な活動も

行うことも可能であった。また応用的なものへ発展させるために，基礎的な学習内容を基に生徒に考えさせ

る機会を作り出すことができた。このような関わりのある学習活動は，技術科における問題解決的な学習に

も有効であると考える。 

 ②技術的な視点で物事を捉えられる思考力の

育成に関しては，技術的な視点で捉えるために

ワークシートの開発があげられる。基礎的なも

のから応用的なものへと学習を深めていくワー

クシートを用いることで，学習の進行とともに

思考力を育成させることができた。授業のまと

めについて，生徒は「ネットワークを使う時に

は知的財産権を意識し，また日常生活の中でも

あると思うのでそこを気を付けたい。」や「ダウ

ンロードしたいものなどの著作権を確認して，

自分がそれを扱っていいのかどうかを判断する

必要がある。」と記述していた。授業を通して生

徒自身も技術的な視点で思考できたものと考え

る。より複雑な課題に対しても技術的な視点で

思考できるように，横断的な知識の蓄積を図る

学習活動も有効的だと考える。これについては

今後も検証していきたい。 

 ③知識・技能を生活の場で活かせる力の育成に関しては，短期的に高まるものではなく，生徒の興味・関

心や得意・不得意等によって高まり方も大きく異なってくる。学期末に行った「振り返りシート」の中で「学

習した内容が普段の生活における課題解決に役に立ったか」という質問に対しては，表１の結果となった。

図３ ワークシートの工夫例(一部抜粋) 



表１ 「振り返りシート」集計結果 

項目 ％ 

役に立った 50 

少しなった 37 

どちらともいえない 13 

 

このことから，生徒の実感として活かすせる力が身についているよう

である。しかし，これだけでは，十分な検証とは言えず，今後も継続

的に資料を集積し分析することで，さらに生徒の高い評価を行うこと

ができると考える。これについても，引き続き検証していきたい。 

 

ⅥⅥⅥⅥ    成果と課題成果と課題成果と課題成果と課題    

    

 本年度の研究を通して次のような成果が得られた。 

○ 家庭生活と学習内容との関わりのある学習活動を充実させるには，基礎的なものから応用的なものへの

発展を取り入れた学習活動が有効であることがわかった。またその発展過程において，問題解決的な学習

活動を取り組むことができることがわかった。 

○ 生徒の思考力や実践力の定着を図るためには長期的な評価の積み重ねが必要になるが，題材毎に実践的

な力を必要とする課題を提示し，解決させることでそれらの力は向上することがわかった。また，振り返

りを行うことで，生徒自身も達成感をもって課題に取り組むことができ，教師も生徒の実態に応じた指導

を行うことができる。 

また，今後の取組において，次のような課題が明らかになった。 

● 今後，家庭生活における技術に関する課題に対して，自分なりに判断し解決できる能力の育成が求めら

れている。学習活動を単に生活の場に活かすのではなく，自ら判断して活かす能力を育成するには，様々

な状況や生徒の実態を踏まえた学習活動の工夫を行っていかなければならない。問題解決的な学習の一層

の充実を図りながら学習活動の研究が求められる。 

● 生活に必要な基礎的・基本的な知識・技能を習得させるために，評価を学習指導に生かすようにするこ

とが求められている。生徒の実態を把握するための評価や学習活動を改善するための評価などを的確な時

期に行わなければならない。そのためには，指導計画立案の段階から評価計画を組み込むことが大切であ

り，それらをもとに授業を改善することでより質な高い授業を行うことが必要である。今後は，評価の在

り方と評価を生かした学習活動の開発が求められる。 

 

ⅦⅦⅦⅦ    おわりにおわりにおわりにおわりに    

 今年度は研究初年度ということもあり，家庭生活と学習活動の関わりについて考えてきたが，そこから今

後の研究課題が明確になった。今後もこれまでの成果を土台にしながら課題について実践を重ね，より質の

高い学習活動について研究を推進していきたい。 

（文責 松本了祐） 
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実践的な英語力の育成を目指して 

    

附属函館中学校附属函館中学校附属函館中学校附属函館中学校        宮宮宮宮    野野野野            健，健，健，健，    五五五五    嶋嶋嶋嶋    春春春春    奈奈奈奈    

    

ⅠⅠⅠⅠ    はじめにはじめにはじめにはじめに    

    

 平成 25 年４月に中央教育審議会から発出された答申「第２期教育振興基本計画について（答申）」におい

て，第１期計画の評価から我が国の教育の現状と課題が挙げられており，義務教育段階の課題としては，『新

学習指導要領の目指す「確かな学力」に照らし，いまだ多くの課題を抱えるものと言わざるを得ない』と総

括されている。
１）

 

また，「新学習指導要領の趣旨の実現に向けた教育活動の充実のため，各学校における教育環境整備の推

進や全国学力・学習状況調査の結果等を踏まえた指導方法の改善の提案など一層のきめ細かい支援が求めら

れる」とされ，今後５年間に実施すべき教育上の方策が示された。 

その方策が示す４つの基本的方向性の一つとして，グローバル社会において各分野を牽引できるような人

材「未来への飛躍を実現する人材」を養成することが示され，グローバル社会の中で特に求められる力とし

て，国境を越えて人々と共同するための英語等の語学力・コミュニケーション能力が重要視されている。そ

して，基本的方向性と同時にそれらに基づく成果目標として，学習指導要領に基づき達成される英語力の目

標が具体的に示された（中学校卒業段階：英検３級程度以上を達成した中学生の割合 50％）。 

本校の生徒の実態として，英語検定などの資格取得に熱心に取り組む者はいるものの，中学校卒業段階で

英検３級以上を達成する割合は半数を超えてはいない。また，ここ数年４月に行っている中学２年生対象の

ＣＲＴ検査の結果からは，観点別では「外国語理解の能力」が，領域別では「読むこと」が全国比で低い状

況にあることが分かっている。 

そこで，今次の研究では思考・判断・表現と密接にかかわりをもつ言語活動である「読むこと」を中心と

した学習指導を工夫し，「学習指導要領に定められた目標」を言語活動を通した思考力・判断力・表現力の

育成と捉え研究を進めていく。また，学習指導要領に基づき，生徒に求められる英語力を達成するための学

習到達目標を「CAN-DO リスト」の形で具体的に設定することにより，学習指導要領の内容を踏まえた指導

方法や評価方法の工夫・改善を行う。これによって，中学校段階から実践的な英語力の育成を目指していき

たいと考えている。 

 

ⅡⅡⅡⅡ    研究の経過研究の経過研究の経過研究の経過    

 

 本科では，国立教育政策研究所からの指定を受け，「新学習指導要領の趣旨を具体化するための指導方法等

の工夫改善に関する研究（外国語）」というテーマのもと，平成 21・22 年度教育課程研究指定校事業を実施

し，「コミュニケーション能力の素地を踏まえた中学校での学習指導の工夫 ―第１学年における年間指導計

画の作成と教材開発を通して―」という研究主題を設定し研究を進めた。 

 平成 23 年度からの２年間は，本校が国立教育政策研究所から「学習評価に関する研究指定校事業」とし

て指定され，「学習指導要領に定められた目標等の実現状況を把握するための評価方法についての研究開発」



という学校研究テーマで研究を進めてきた。昨年度までの２年間，本科では「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」をテーマに，「話すこと」「書くこと」の学習指導の工夫および評価方法の研

究に取り組んだ。具体的には，授業時数増を生かして「話すこと」「書くこと」中心の「発表活動」を年間指

導計画に組み込んだことと、ICT 機器などを利用したパフォーマンス課題を取り入れた評価方法の工夫によ

って，これまでより一人一人の学習状況を把握できるようになった。 

しかし，日常的な授業の中でも妥当性・信頼性を保証する評価基準の保管に足りうる事例の収集・検討が

今後も継続して必要であり，そのための作業の効率化の努力や方法の開発は継続されていくべきだというこ

とが課題として残った。 

 

ⅢⅢⅢⅢ    本年度の研究本年度の研究本年度の研究本年度の研究    

    

１．１．１．１．    本校研究との関連について本校研究との関連について本校研究との関連について本校研究との関連について    

 今年度の本校研究主題に関わり，本科としては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 世紀型の学力を育成し，未来への飛躍を実現する人材を育てていくことになる。本校では，実践的

な英語力を「効果的にコミュニケーションを図ることができる能力」ととらえている。これは，昨今英語を

はじめとする外国語教育の強化が叫ばれている中，グローバル人材を育成する観点からいくつかの提言など

で述べられている英語力を簡潔に表したものである。 

また、新学習指導要領との関連で言えば、「国際共通語としての英語力向上のための５つの提言と具体的

施策」では，「新学習指導要領で目指す外国語能力は，グローバル社会に求められる外国語能力とその考え方

において軌を一にするものでもあり，新学習指導要領を着実に推進することが我が国の国民の外国語能力を

向上させるための基本となる」と述べられている。
２）

そこで、この提言にもある通り，新学習指導要領の趣

旨を生かすために改善事項を踏まえた研究を鋭意進めていくことが，ひいては実践的な英語力の育成につな

がると考えた。 

 

２．２．２．２．    教科研究仮説について教科研究仮説について教科研究仮説について教科研究仮説について
    

教科研究仮説を設定するに当たって，本校英語科の実態を中学２年生対象の標準学力検査の結果から探っ

た。その結果，観点別の得点率を全国と比べると「外国語理解の能力」が一番低いことがわかった。また，

同検査の前年の結果と比べると，この観点の領域では「読むこと」に課題が見られることも分かった。ただ，

この課題は，現２年生に限ったことではなく他の学年にも当てはまると思われる。全国的に見ても似たよう

な傾向があり，新学習指導要領が実施されてから１年がたった今，これからの課題として次の４点が挙げら

れている。
３）

 

 

 

 

 

 

そこで，本科及び中学校外国語科で課題となっている外国語理解の能力の「読むこと」の学習指導を工夫

し，基礎的・基本的な知識・技能の活用を図る言語活動を充実させることにより，思考力・判断力・表現力

を高めることができるとともに，その後の学習指導の改善，充実につながっていくと考え，本研究主題と次

に示す教科研究仮説を設定した。 

① 単元構想をどうするか 

② 読むことの指導をどう充実させるか 

③ 言語活動をどう工夫するか 

④ 小学校や高等学校との連携をどう生かすか 



 

 

 

 

    

ⅣⅣⅣⅣ    研究の内容研究の内容研究の内容研究の内容    

    

１．１．１．１．    「「「「読むこと読むこと読むこと読むこと」」」」の目的の目的の目的の目的に着に着に着に着目した指導目した指導目した指導目した指導    

新学習指導要領においては，自らの考えなどを相手に伝えるための発信力やコミュニケーションの中で基

本的な語彙や文構造を活用する力，内容的にまとまりのある一貫した文章を書く力などの育成が重視されて

いる。これらの観点から，聞くことや読むことを通じて獲得した知識等について，自らの体験や考えなどと

結び付けながら活用し，話すことや書くことを通じて発信することが可能となるよう，４技能を総合的に育

成する指導を充実することが求められている。 

 また，平成 24 年度から新教育課程が導入されたことにより，中学校外国語科の指導はこれまでと大きく

変化しており、授業時数が増えたこと，いわゆる指導する語数を 1200 語程度までと教科書が全面改訂され

たこと，そして外国語活動を通して育成されたコミュニケーション能力の素地を生かした指導を工夫するこ

とが挙げられる。特に，授業時数が増えたことで指導する中身の充実が求められており，各校で課題となっ

ているところを補い厚く指導することが重視されている。 

これまでの本科の研究では，新学習指導要領を踏まえた指導改善の方向性として，４領域のバランスを意

識しながらも読むことを起点とした指導実践が少なかったと言わざるを得ない。また，一般にリーディング

には，① reading for language，② reading for understanding，③ reading for pleasure という３種類が

あると言われているが，本科では①に大きなウェイトを置いていたことにより，リーディングの質も量も十

分ではなく，その結果が生徒の実態につながっていると思われる。これまでも，本文の内容を理解するため

にヒントとなるキーワードを与えたり，オーラルイントロダクションを工夫したり，視聴覚教材を利用する

などしてきたが，教師がコントロールする場面が多く生徒が主体的に読むことの言語活動に取り組んでいた

とは言い難い。 

そこで，単元構想の段階で教科書本文を活用した読み方の指導に工夫を加えた。具体的には，教科書本文

を読む活動の目的を問題解決的な学習ととらえ，「そのために読む」という方向に改善していくようにした。

その際，教科書本文の内容を理解するだけでなく，現在使用している教科書の旧版の教科書を用いて該当ペ

ージに当たる本文を新たな情報を含む英文として投げ込み教材的に活用することにした。 

本校で使用している教科書の現版と旧版では，登場人物の構成やテーマ，そしていわゆる 5W1H に当たる

部分が微妙に違っており，その違いを見つけさせることは自然にスキャンニングをすることにつながる。つ

まり，両者を対比させることによって全体を俯瞰することになり，生徒が着目するリーディングのポイント

が自然に 5W1H に向かうようになる。また，両者の教材には適度な難易度があるため上位層にも手応えがあ

り，現版を参照すると理解できるため下位層にとっても比較的取り組みやすい。現版と旧版の２種類を読む

ことによってリーディングの量が倍増し，これまでより時間が多くかかることになるが，この点については

授業時数増の利点を生かす視点をもって取り組んでいく。 

そして，それぞれの内容についてのQ&A を解くことで理解を深めさせる。Q は平易なYes/No Qs から特

殊疑問文まで設定し，現版と旧版の異なっている部分についてのQ を多くすることでスキャンニングを生か

せるようにする。 

教科研究仮説 

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。 



このように，読む目的をこれまで以上に生徒に意識させることで指導の改善を図っていく。 

 

２．２．２．２．    実践的な英語力を目指した実践的な英語力を目指した実践的な英語力を目指した実践的な英語力を目指した CANCANCANCAN----DODODODO リストの作成リストの作成リストの作成リストの作成    

本科研究主題でもある実践的な英語力の育成に関して，生徒に求められる英語力について，その達成状況

を把握・検証するための具体的施策として，CAN-DO リストの形で設定するとともに，その達成状況を把握

することが示された。「英語で何ができるか」を記述したものを CAN-DO ディスクリプタと呼んだり，

CAN-DO ステイトメントと呼んだりするが，そのリストがCAN-DO リストである。 

前項で教科書本文を中心にリーディングの質や量を充実させていくことに言及したが，ともすれば教科書

を教えることで最終的にどのような生徒を育てるかということを忘れがちになってしまう。CAN-DO リスト

の開発では，教科書で教えて生徒が何をできるようになるのかが問われることになる。 

そこで，本科におけるCAN-DO リストを作成し，日々の授業を通して身につけた知識や技能を活用して，

生徒が英語で何をできるようになるかを意識した指導を行うように努めた。このリストの作成に当たっては，

「各中・高等学校の外国語教育におけるCAN-DO リストの形での学習到達目標設定のための手引き（以下，

手引き）」を参考にした。
４）

 

以下は，中学３年終了時における到達目標である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下は，中学２年終了時における到達目標である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

読むこと 

・平易な語で書かれた短いストーリーなどの文章を読み，その概要を理解することができる。 

聞くこと 

・いくつかの情報が混在する対話などを聞いて，キーとなる情報を正確に聞き取ることができる。 

話すこと 

・与えられたテーマから選択して自分の意見を述べたり，相手の発話に対して適切に応答したりするこ

とができる。 

書くこと 

・与えられたテーマについて辞書等を用いて簡単な文章を書くことができる。 

参考となる外部検定試験 

 ・英検３級または準２級程度 

読むこと 

・平易な語で書かれた手紙や電子メールなどを読み，その概要を理解することができる。 

聞くこと 

・混同する情報が少ない平易な英文を聞いて，キーとなる情報を正確に聞き取ることができる。 

話すこと 

・簡単な語や基礎的な表現を用いて自分に関することを相手に伝えることができる。 

・簡単な語や基礎的な表現を用いて相手に質問したり質問に答えたりすることができる。 

書くこと 

・聞いたり読んだりしてわかったことについて短い文章で書くことができる。 

参考となる外部検定試験 

 ・英検４級または３級程度 



以下は，中学１年終了時における到達目標である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手引きによると，この CAN-DO ディスクリプタがあまり細かいと，それをより具体的に反映させる年間

指導計画及び単元計画の作成が難しくなることから，学習指導要領で示されている外国語科の内容における

表現の程度にとどめている。そして，今次研究テーマである「読むこと」の学習到達目標を意識した指導と

評価を行うことにした。 

 

３．３．３．３．    ICTICTICTICT 機器機器機器機器を活用した取組を活用した取組を活用した取組を活用した取組    

本科での教育メディアを活用した学習指導に関連し，授業時間内に視聴覚機器を使用して教科書デジタル

教材やオンデマンド教材などの教材を具体化して，生徒にとって身近なものとしてとらえられるようにして

きた。しかし，実践的な英語力の育成を考えたときに，授業時間外でも生徒が自分の学習の進度に合わせて

自主的に活用できる教材も工夫する必要があるのではないかと考えた。 

そこで，教職員の共通理解のもと学校全体の取組として，タブレットＰＣを用いた授業時間外での英語学

習を取り入れた。これは，週に１度，短縮授業で生み出された時間を利用して授業終了後の短学活の時間に

全校一斉に行う。その内容は，単語の発音を聞いて意味を答えたり，英語で読まれた文を聞き取って１語ず

つ再生したりしていくものである。レベル別に分かれているため，個々の進度に合わせて取り組むことがで

きる。リスニングの学習がメインになるが，生徒たちはこの学習の大切さを理解しており集中して取り組ん

でいる。 

本取組の成果と課題については，今後継続して取り組む中で検証し、次年度以降にデータ等を用いて紹介

できればと考えている。 

 

ⅤⅤⅤⅤ    研究仮説に基づく実践例（第２学年）研究仮説に基づく実践例（第２学年）研究仮説に基づく実践例（第２学年）研究仮説に基づく実践例（第２学年）    

    

１．１．１．１．    題材名題材名題材名題材名    

    Unit3  My Future Job  Reading for Communication  ウェブページで意見を交換しよう 

    

２．２．２．２．    実践の概要実践の概要実践の概要実践の概要    

    このユニットは主人公が将来就きたい職業に関して話をしたり，ウェブページ上に掲載されている職業に

ついての様々な意見を読んだりするという内容である。自分のしたいことや目的を説明する文として，不定

詞の３用法（名詞的用法・形容詞的用法・副詞的用法）を含む英文がユニットを通して多く用いられている。

読むこと 

・平易な語で書かれたサインや指示などを読み，理解することができる。 

聞くこと 

・平易な英語で書かれたメッセージや指示などを聞いて，内容を理解することができる。 

話すこと 

・与えられたキーワードをもとに，ある人物や事象について言いたいことを表現することができる。 

書くこと 

・趣味や好き嫌いなど自分のことについて，簡単な語や基礎的な表現を用いて英文を書くことができる。 

参考となる外部検定試験 

 ・英検５級または４級程度 



本実践では，思考・判断・表現に密接にかかわりをもつ言語活動である「読むこと」に重きを置き，教科書

本文の内容を理解させた後に内容が少し異なる文章を提示し，両者の違いを把握させるスキャンニングへと

つなげる活動に取り組ませた。また，コミュニケーションにつなげるために内容に関するQ&A を付加した。

その際，「意味を捉えながら読む」ことにも注意させた。通常の音読練習では，どうしても発音にばかり意識

が集中し空読みになってしまうが，「意味を捉えながら読む」ことを意識させることで，その後の内容理解が

深まるようにした。 

 

３．３．３．３．    指導計画（６時間扱い）指導計画（６時間扱い）指導計画（６時間扱い）指導計画（６時間扱い）    

    

４．４．４．４．    本時案本時案本時案本時案（２（２（２（２////２）２）２）２）    

学習活動 教師の働きかけ 留意点等 

○ウォームアップ 

○前時の復習 

・Vocabulary and Key phrase check

を行う 

 

○本時の課題を確認する 

 

 

 

○教科書本文とワークシートの文の

異なる点にアンダーラインする 

 

○モデルにならってワークシートの

文を音読する 

 

○内容についてペアでQ&A を行う 

 

 

○今日の取組について自己評価をす

る 

○次時の学習内容を確認する 

○日常的な挨拶を行う 

○前時の復習 

・前時で扱った基本表現を使い，ディク

テーションを行わせる 

 

○本時の課題を提示し意識させる 

 

 

 

○教科書本文とワークシートの文を対

比させスキャンニングをさせる 

 

○意味のまとまりに注意しながら音読

できるようモデルを与える 

 

○音読終了後，ペアでワークシートの文

に関するQ&A を行わせる 

 

○今日の取組を振り返らせる 

 

○次時の学習内容を伝える 

○雰囲気を高める 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ワークシート 

による評価 

 

○自己評価 

題材 主な指導目標 主な学習活動 時間 基礎的・汎用的能力 

Reading for 

Communication 

・不定詞の３用法を含む文章

を読み，内容について正確に

読み取ることができる。 

・書かれた内容についての質

問に英語で答えることがで

きる。 

・不定詞の３用法を含む英

文を読んで，内容に関する

質問に文章で答える。（ペ

アワーク） 

２ 

（本時 

２/２） 

【人間関係形成・ 

社会形成能力】 

不定詞の用法に注意してウェブ掲示板の意見を読み内容を理解しよう。 

 

ペアワークの様子 

 

全体での復習の様子 



ⅥⅥⅥⅥ    仮説の検証仮説の検証仮説の検証仮説の検証    

 

これまでのリーディングの指導では，5W1H のポイントを押さえながらも，結果的には語句や文構造に着

目して「意味を知るために読む」という活動が中心であった。本年度の取組では，知識・技能を活用する力

を育むために，問題解決的な手法で思考・判断する場面を取り入れたことによって，徐々にではあるが生徒

主体の「意味のあるリーディング」に変わってきている。特に，教科書本文に関連した投げ込み教材を活用

することによって，読むことに新しい目的が生まれたことが大きい。 

しかし，内容理解そのものがゴールになっている指導が改善されないため，本実践例では reading for 

understanding から reading for communication へとさらに１歩進めて，教科書本文をベースとしたコミュ

ニケーション主体の活動を取り入れた。具体的には，内容に関する Q&A をペアワークとし，教科書本文に

関する Q&A の他に旧版の教科書に関する Q&A にも挑戦させた。これによって，リーディングでスキャン

した部分がQ&A に生かされるため活動が活性化された。 

実践の振り返りでは，「読むことは単に和訳することだと思っていたが，全体の内容を考えながら読んで，

自分の言葉で内容を言えることが大事だと分かった」や「はじめは読む量が多くなってイヤだと思っていた

が，キーワードに目がいくようになってからは，あとの回答に辿り着く時間が早くなった」等の感想が書か

れていた。生徒自身も知識・技能が活用できるものとして深まったことを実感しているものと考えられる。 

このように，基礎的・基本的な知識や技能を活用した問題解決的な学習の工夫による指導は，本科におけ

るこれまでの reading for language から reading for understanding へ，そして reading for communication

へと変容が見られることから，課題となっている「読むこと」の学習指導においても有効であることが分か

った。 

 

ⅦⅦⅦⅦ    成果と課題成果と課題成果と課題成果と課題（これまでの実践をふり返って）（これまでの実践をふり返って）（これまでの実践をふり返って）（これまでの実践をふり返って）    

 

グローバル時代にあっては，英語を使った情報のやり取りやコミュニケーションがかつてない規模で日常

的に行われている。以前とは違い，テキストの量が増大し質が多様化しており，読んで理解したら終わりで

はなく，読んだことに基づいて他者とコミュニケーションをとる必要がある。教室でのリーディング指導に

おける重点もこのような方向に変化してきており，本科でも内容理解にとどまらずにコミュニケーションに

つながるリーディング指導を構想できたことが，これまでの実践の成果として挙げられる。 

また，CAN-DO リストを作成したことにより，教科書を教えるのではなく，生徒がどんなことができるよ

うになるか，生徒にどんな力を身につけさせたいかをこれまでより意識するようになった。その結果，定期

テストにおける「初見のテキスト」によるリーディングの問題の回答状況に変化が見られた。具体的には，

文章の概要把握や全体として書かれている内容を把握する力が育ったかどうかを測るのにふさわしい初見テ

キストの無回答がなくなり，5W1H を問う設問に対しても正答から著しくかけ離れた誤答が減少した。今後，

英検や標準学力検査等の外部試験にも効果が表れることを期待したいところである。 

 一方，読むことで得た知識等について自らの体験や考えなどと結びつけながら活用する力の育成について

は十分とは言えず，研究実践を継続し検証していくべき課題がいくつも残った。また，CAN-DO リストの形

で設定した学習到達目標については，生徒が身に付ける能力を明確にすること，４技能を総合的に育成する

指導につなげること，そして教員と生徒が外国語学習の目標を共有できるように改善を図っていかなければ

ならない。ICT 機器を活用した英語学習については，学校全体として取り組んでいかなければならない課題

でもあり，今後時間をかけて指導していく中で検証していく必要がある。 



 

ⅧⅧⅧⅧ    おわりにおわりにおわりにおわりに    

 

平成 25 年４月８日，第二次安倍政権における自民党の教育再生実行本部から，５月 28 日には政府の教育

再生実行会議から，それぞれ英語教育に関して様々な提言が出された。中でも英語教育界では，小学校の英

語学習の抜本的拡充など初等中等教育を通じた系統的な英語教育，そして大学入試についてセンター試験廃

止の検討，かわってTOEFL などの英語能力判定試験の導入，という２つが大きな話題となっている。今ま

さに英語をはじめとする日本の外国語教育について大きな変革が近づいていると言っても過言ではない。 

新しい学習指導要領が実施されてわずか２年もたたない中で，私たち中学校の英語教師はこのような英語

教育改革の渦に飲み込まれている。今後も英語教育に関してどのような施策が進められていくか注視してい

かなければならないが，まずはしっかりと地に足をつけて新学習指導要領の趣旨を踏まえた指導を実践して

いきたい。そして，前述した成果と課題をきちんと踏まえ，実践的な英語力の育成の育成を図る学習指導を

工夫し，それがひいては本校が目指す 21 世紀型の学力の育成につながるよう，今後も研鑽を積んでいきた

いと考えている。 

 

                                    （文責  宮 野  健） 
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