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今年度の研究構想図

学びの文脈（ストーリー）がある
単元を構想する

必要感のある協同的な学び
を設定する

目的に応じた弾力的な振り
返りを設定する

知識や技能
思考力・判断力・表

現力等
学びに向かう力，

人間性等

低学年

中学年

高学年

研究内容１
『三つの視点』を生かしたＡＬを
実践する

研究内容２
ＡＬによって資質・能力が育成さ
れているのか評価する

協同的な学び

課題解決型の学び

自主的・主体的な学び



アクテイブ・ラーニングってなに？

•課題の解決と発見に向けて主体的・協働的に学ぶ学習
平成２６年１１月２０日の中教審諮問文より

•教員の一方的な講義形式の教育から学習者の能動的な

学習への参加を取り入れた教授・学習法の総称
「新たな未来を築くための大学教育の質的転換に向けて（答申・用語集）」より

•「何を教えるか」＋「どのように学ぶか」
平成２６年１１月２０日の中教審諮問文より



そもそも「能動的じゃない学習」なんてあるの？

京都大学 溝上先生の定義

○認知プロセスの外化を伴う

→わかったことや考えたことを表現する

アクテイブ・ラーニングってなに？



課題解決型の学び

協同的な学び

自主的・主体的な学び

アクテイブ・ラーニングの構成要素

ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ



受身の対応
ではなく

変化が激しい２１世紀の社会

なぜアクティブ・ラーニングが必要なのか？

中央教育審議会教育課程企画特別部会「論点整理」を要約（2015.8.26）

よりよい社会と幸福を
自ら創り出していくことが大切

解き方があらかじ
め定まった問題を
効率的に解ける力

蓄積された知識，膨大
な情報から何が重要か
を主体的に判断する力

自ら問いを立ててその
解決を目指し，他者と
協働しながら新たな価
値を生み出す力



求められる人材の変化

これまでの時代

より多くの知識を蓄え蓄えた知識を
安定的に再生できる

「何を知っているか」

これからの時代

様々な知識や情報を活用して目の前
の問題を他者と共に試行錯誤しなが
ら解決していくことができる

「何ができるか」

汎用的な資質・能力の育成

なぜアクティブ・ラーニングが必要なのか？



なぜアクティブ・ラーニングが必要なのか？

学びの変化

これまでの学び

内容を学ぶ

これからの学び

内容を学ぶ

問題解決の方法を学ぶ

記憶したことを正確に再生する

問題が解決できる

（問題はたいてい既知）

未知の問題を解決する

アクティブ・ラーニング

どのように学ぶか



課題解決型の学び

協同的な学び

自主的・主体的な学び

資
質
・
能
力
の
育
成

資質・能力はアクティブ・ラーニングによって
育成することができる



今年度の研究説明

視点２：必要感のある協同的な学びを
設定する

視点１：学びの文脈（ストーリー）が
ある単元を構想する

視点３：目的に応じた弾力的な振り返
りを設定する



視点１
学びの文脈（ストーリー）がある単元を構想する

•学びの文脈とは…

• そのために…

○ 前時の学びを次の学びに生かす
○ 学びの中で生まれた課題の解決を図る
○ 課題設定を工夫する
○ 教師の指導性と子供の主体性のバランスを図る
○ 子供と学習計画を立てる など

子供が学びの連続性，必要性，関連性を自覚しながら展開
する学習過程



視点１
学びの文脈（ストーリー）がある単元を構想する

•学びの文脈とは…

これは中央審議会でいうところの

１）習得・活用・探究という学習プロセスの中で、問題発見・解決

を念頭に置いた深い学びの過程が実現できているかどうか。

に関連する 出典：中央教育審議会 論点整理「２．新しい学習指導要領等が目指す姿」

子供が学びの連続性，必要性，関連性を自覚しながら展開
する学習過程



視点２
必要感のある協同的な学びを設定する

○ 子供が他者を求めるような場面を創出する
○ 子供が協同的な学びを必要としているときにその場を保障する
○ （友達との比較から）自己の学びを客観的に見る視点を育む
○ 協同的に学ぶ価値を実感させる

•必要感のある協同的な学びとは…

• そのために…

子供が課題解決のために他者を求める学び



•必要感のある協同的な学びとは…

視点２
必要感のある協同的な学びを設定する

子供が課題解決のために他者を求める学び

これは中央審議会でいうところの

２）他者との協働や外界との相互作用を通じて、自らの考
えを広げ深める、対話的な学びの過程が実現できているか
どうか。に関連する

出典：中央教育審議会 論点整理「２．新しい学習指導要領等が目指す姿」



視点３
目的に応じた弾力的な振り返りを設定する

•目的に応じた弾力的な振り返りとは…

そのために…

適切な場面・方法により，子供が学びの成果や課題
を実感し，次につなげる振り返り

○ 学びの価値（成果）を自覚化できるようにする
○ 新たな疑問や課題を発見できるようにする
○ 振り返りの目的や視点を子供自身が理解できるようにする
○ 振り返りの共有化を図る
○ 振り返りの視覚化を図る



視点３
目的に応じた弾力的な振り返りを設定する

これは中央審議会でいうところの

３）子供たちが見通しを持って粘り強く取り組み、自らの
学習活動を振り返って次につなげる、主体的な学びの過程
が実現できているかどうか。に関連する

出典：中央教育審議会 論点整理「２．新しい学習指導要領等が目指す姿」

•目的に応じた弾力的な振り返りとは…

適切な場面・方法により，子供が学びの成果や課題
を実感し，次につなげる振り返り
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成

研究内容１
「三つの視点」を生かしたアクティブ・ラーニングの授業実践

視点１：学びの文脈（ストーリー）がある単元を構想する

視点２：必要感のある協同的な学びを設定する

視点３：目的に応じた弾力的な振り返りを設定する



資質・能力は育成されたのか？

•三つの視点を生かしたアクティブ・ラーニングによって資質・能

力が育まれたのか検証するために…

資
質
・
能
力
の
育
成

課題解決型の学び

協同的な学び

自主的・主体的な学び
アクティブ・ラーニングによって
資質・能力は育成されたのか？

各教科で育成すべき資質・能力を明確化していく



「初等教育におけるアクティブ・ラーニングで育成する資質・能力」

この資質・能力は教科等を横断する汎用的な資
質・能力であり，各教科等において育成すべき
資質・能力の明確化までには至っていない



中央教育審議会ワーキンググループ資料

各教科で育成すべき資質・能力を明確化するために

①各教科等で育成すべき資質・能力のたたき台
資質・能力の「三つの柱」を活用する



各教科で育成すべき資質・能力を明確化するために

学習指導要領解説
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

②「発達段階」の違いを読み取る



各教科で育成すべき資質・能力を明確化するために

初等教育におけるアクティブ・ラーニングで育成する資質・能力
※本校作成

③「初等教育におけるアクティブ・ラーニングで育成する

資質・能力」の要素を加味する。



各教科等において育成すべき資質・能力の明確化の方法まとめ

学習指導要領解説 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

各教科等で育成すべき資質・能力のたたき台

知識や技能
思考力・判断力・

表現力等
学びに向かう力，
人間性等

低学年

中学年

高学年

③「三つの柱に沿った資質・能力」と
「発達段階」の要素で整理

各教科等において育成すべき資質・能力

初等教育におけるアクティブ・ラーニングで
育成する資質・能力 ※本校作成

①各種資料を活用し「資質・能
力」と「発達段階」を読み取る。

②「初等教育におけるアクティ
ブ・ラーニングで育成する資質・
能力」の要素を加味する。



各教科等において育成すべき資質・能力



明確化した各教科で育成すべき資質・能力を生かし，
資質・能力を盛り込んだ（教科目標＋資質・能力）評価規準を作成

【New!今年度の指導案】

次期学習指導要領を見越した先進
的な評価規準を作成

【本校の従来の指導案】

４観点（３観点）で
評価規準を作成

関心・意欲・態度

思考・判断･表現

技能

知識･理解

どのように社会・世界と関わり，よ
りよい人生を送るか
（学びに向かう力，人間性など）

知っていること・できることをどう
使うか
（思考力・判断力・表現力等）

何を知っているか・何ができるか
（個別の知識・技能）



資
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育
成

今年度の研究構想図

学びの文脈（ストーリー）がある
単元を構想する

必要感のある協同的な学び
を設定する

目的に応じて弾力的に振り
返りを設定する

知識や技能
思考力・判断力・表

現力等
学びに向かう力，

人間性等

低学年

中学年

高学年

研究内容１
『三つの視点』を生かしたＡＬを
実践する

研究内容２
ＡＬによって資質・能力が育成さ
れているのか評価する

協同的な学び

課題解決型の学び

自主的・主体的な学び





各教科で育成すべき資質・

能力を踏まえて目標を設定

します。【研究内容２】



育成すべき資質・能力を踏ま

えた本単元の目標の達成状況

を評価するためのものです。

【研究内容２】

教科等で育成すべき資質・能力

を発達段階に応じて示します。

指導案上には対象学年のみ記載

しています。【研究内容２】

※ この資質・能力は年間を通して

育むものですので，本単元のみで育

成するというものではありません。



文脈のある学びになるよう，構想した単元の大ま

かな流れを示しています。（視点１）また，「必

要感のある協同的な学び（視点２）」と「目的に

応じた弾力的な振り返り（視点３）」が単元のど

こで展開されるか示しています。【研究内容１】



「必要感のある協同的な学び（視

点２）」と「目的に応じた弾力的

な振り返り（視点３）」を具体的

に示しています。【研究内容１】



学習活動での具体的な子供の姿を想定し，

学びの文脈（連続性，必要性，関連性の

ある学び）がある単元を構想（視点１）

しています。【研究内容１】

評価規準を示しています。

【研究内容2】

「必要感のある協同的な学び（視点

２）」と「目的に応じた弾力的な振り

返り（視点３）」に関わる支援には下

線を引いています。【研究内容１】



各教科で育成すべき資質・能

力を踏まえて本時の目標を設

定します。【研究内容２】

本時の目標の達成状況を評価

するため，単元の評価規準を

具体化し，本時の評価規準を

設定します。【研究内容２】

単元計画と同様に「必要感のある

協同的な学び（視点２）」と「目

的に応じた弾力的な振り返り（視

点３）」に関わる支援には下線を

引いています。【研究内容１】


