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研究紀要第 10号 
 

「思考力・判断力・表現力を育成する授業の在り方」に関する研究 

 
 
 
 
 
研究の概要 
 静岡市教育センターは、様々な研修プログラムにより研修を企画・運営し、本市教職員

の資質向上に努めている。 
 次の学習指導要領では、改めて教育の目標として｢知識・技能の習得｣｢思考力・判断力・

表現力等の育成｣｢学びに向かう力・人間性の涵養｣がうたわれている。また、授業において

は、思考・判断・表現を行うことができるようにすることが重要であり、そのための問題

解決的な学習の充実の必要性が述べられている。 
 そこで、様々な教育課題に対する有効な解決方法を研究しその成果を広く発信していく

ことを目的に、教育センターで行う課題研究として、平成 27・28 年度の２か年にわたり、

育成を目指す資質・能力の一つ｢思考力・判断力・表現力等｣に焦点をあて、｢思考力・判断

力・表現力を育成する授業の在り方｣をテーマとして研究を進めた。市内の先生方の今後の

授業改善の指針となるものを示していくことが必要であると考え、新しいことに取り組む

のではなく、今までの実践を捉え直しながら授業改善を図っていくことを主とし、教科リ

ーダー、課題研究推進委員の授業実践をもとに、単元構想の工夫、授業中の｢かかわり合い｣

の充実、思考のプロセスをとらえた評価等について研究し、分析した。 
 今回の研究は、今後の子どもの学習のあるべき姿｢主体的・対話的で深い学び｣の実現に

向けて、子どもの学びの在り方やそのための教師の取組を探ったものである。 
 今後は、さらなる授業改善に向けて、静岡市内各校の授業で、「学びの主体」である子ど

もたちの｢主体的・対話的で深い学び｣が実現され、豊かな学びが展開されていくことを期

待している。 
 
 
 

平成 29年３月 

静岡市教育センター 
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１ 研究の目的・主題設定の理由 
 
 静岡市教育センターでは、「教育改革の諸課題及び社会状況を踏まえた教育課題、学校が

直面している教育課題について、有効な解決方策を研究し、その成果を広く発信すること

で、学校教育の改善・向上に資する。」ことを目的として、平成 27･28 年度の２か年にわた

り、「思考力・判断力・表現力を育成する授業の在り方」に関する研究を進めることにした。 
 
 21 世紀となり知識基盤社会、グローバル化や情報化が進展する社会となっている。特に、

情報技術の進歩が更に加速を続け、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。これに伴い、社会の変化が激しく、将来を予測する

ことが困難となってきている。 
これからの社会の変化に対応するためには、社会の変化に受け身で対処するのではなく、

主体的に向き合ってかかわり合い、その過程を通して、一人一人が自らの可能性を最大限

に発揮し、よりよい社会と幸福な人生を自ら創り出していくことが重要である。そのため

に、教育を通じて、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・能力が求められている。 
さて、次期学習指導要領改訂に向けた中央教育審議会教育課程企画特別部会「論点整理」

（平成 27年８月）では、「基礎的な知識及び技能」「これらを活用して課題を解決するため

に必要な思考力・判断力・表現力その他の能力」及び「主体的に学習に取り組む態度」の、

いわゆる学力の三要素から構成される「確かな学力」をバランスよく育むことを目指して

いる。 
また、その中で、新しい時代に必要となる育成すべき資質・能力を次の三つの柱で整理

している。 
 ①「何を知っているか、何ができるか（個別の知識・技能）」 
 ②「知っていること・できることをどう使うか（思考力・判断力・表現力等）」 
 ③「どのように社会と関わり、よりよい人生を送るか（学びに向かう力、人間性等）」 
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 基礎的・基本的な知識及び技能の活用を図る学習活動を重視し、思考力・判断力・表現

力を育成するとともに、多様性を尊重する態度と互いのよさを生かして協働する力を育む

ことが重要であると考えられており、その結果、「学習のプロセス」の重要性をも示すこと

になっているのである。またこの３つの柱は、アクティブ・ラーニング、カリキュラム・

マネジメントなど、次の学習指導要領で実現していく方向性を示しているものにもなって

いる。 
 以上のことから、平成 27 年度、平成 28 年度の２か年にわたって行う本研究においては、

この三つの柱のうち「思考力・判断力・表現力」に視点をあて、今後の授業改善の参考に

なるものにしていくことが、子どもの実態を踏まえた喫緊の課題に応えるものであり、各

教科等を貫く授業改善の視点になると考え、今までの実践を捉え直し、「アクティブ・ラー

ニング」を意識した、授業実践・授業改善へ向けたものを示していきたい。 
 本研究のテーマを「思考力・判断力・表現力を育成する授業の在り方」に関する研究と

し、本市で実施している教職員の教科指導力向上を目指した教科リーダーによる提案授業

研究会、そして、学校から選出した３名の課題研究推進委員の授業実践をもとに、 
 思考力・判断力・表現力の育成に向けた授業 
・知識及び技能の活用を図る単元構想（深い学びの過程） 
・言語活動の効果的な取り入れ方（対話的な学びの過程） 
・評価方法（主体的な学びの過程） 
について、具体的な視点を示していきたいと考えた。 
 また、｢思考力・判断力・表現力｣の育成と｢深い学び｣｢対話的な学び｣｢主体的な学び｣の

関係については、国立教育政策研究所初等中等教育研究部部長大杉昭英氏が次のようなこ

とを述べられているので、付記しておきたい。 
 ｢思考力・判断力・表現力は、実際にそれを働かせる場面を設け、子どもの能力を発揮さ  
 せることで育てることができる。考える方法を授業で説明しただけで思考力を育てるこ  
 とは難しい。思考力は考えさせることで育成できるし、判断力は判断させることで育成 
 できる。表現力は表現させることで育成できる。能力を働かせるためのアクティビティ

が必要だからこそ、アクティブ・ラーニングという授業改善の視点が示された。｣ 
 後に、平成 28 年８月に｢審議のまとめ｣として、授業で具体的に思考、判断、表現を行う

過程が求められることになるのだが、学習の３つの過程を示す｢主体的な学び｣｢対話的な学

び｣｢深い学び｣を行うことで、教育の目標の１つである｢思考力・判断力・表現力｣の育成が

図られるという関係が成り立つものと考えられる。 
 
平成 27 年度は、以下の方法で研究を進めることとした。 
（１）論点整理等より「思考力・判断力・表現力を育成する授業」について授業改善の 
  ポイントを確認する。 
（２）教科リーダー提案授業研究会による各教科・領域の「思考力・判断力・表現力を  
  育成する授業」の実践から、知識及び技能の活用を図る学習活動、言語活動の効果 
  的な取り入れ方、評価方法、思考力・判断力・表現力を育成するための手だて等、 
  その成果と課題を探る。 
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 また、平成 28 年度には、これらに加えて、平成 26・27 年度の教科リーダーの中から選

出した３名の課題研究推進委員による、「思考力・判断力・表現力を育成する授業」の実践

から、子どもの見とりを生かした授業展開、思考のプロセスをとらえた評価について探っ

ていく。 
 

２ 平成 27 年度の研究内容 
 

（１）「思考力・判断力・表現力を育成する授業」について 
平成 26 年 11 月の「初等中等教育における教育課程の基準等における在り方について」

で提示された「アクティブ・ラーニング」については、子どもたちの「主体的な学び」「対

話的な学び」「深い学び」を実現するために共有すべき授業改善の視点として、その位置付

けを明確にすることとした。そこで、「論点整理」を改めて、読んでみることとする。 
 「論点整理」では、授業において思考・判断・表現を行うことができるようにすること 
が重要であると記されており、そのためには、問題解決的な学習を充実させていくことが 
必要であるとしている。 
 ここで言う「思考」とは、問題発見・解決に必要な情報を収集・蓄積するとともに、既 
存の知識に加え、必要となる新たな知識・技能を習得し、知識・技能を適切に組み合わせ 
て、それらを活用しながら問題を解決していくために必要なものを指している。また、必 
要な情報を選択し、解決の方向性や方法を比較・選択し、結論を決定していくために必要 
なものを「判断・意思決定」とするとともに、伝える相手や状況に応じた「表現」ができ 
ることを求めている。 
 そして、そのための指導方法の見直しとして「アクティブ・ラーニング」についてふれ

ている。 
・習得・活用・探究という学習プロセスの中で、問題発見・解決を念頭に置きつつ、深い  
 学びの過程が実現できているか。 
・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。 
・子供たちが見通しをもって粘り強く取り組み、自らの学習活動を振り返ってつなげる、 
 主体的な学びの過程が実現できているかどうか。 
の３つの視点で授業改善が図られることを求めているのである。 
 加えて、学習評価のあり方については、 
「『子どもたちにどういった力が身に付いたか』という学習の成果を的確に捉え、教員が指 
 導の改善を図るとともに、子どもたち自身が自らの学びを振り返って次の学びに向かう  
 ことができるようにするためには、この学習評価のあり方がきわめて重要であり、教育  
 課程や学習・指導方法の改善と一貫性をもった形で改善を進める必要がある。」 
とされている。学習指導要領総則にも、「各教科等の指導にあたっては、児童（生徒）が学 
習の見通しを立てたり学習したことを振り返ったりする活動を計画的に取り入れるよう工 
夫すること」と記されているが、ここからも振り返りの活動を単元構想に位置付けること 
が必要だということが分かる。 
  



- 10 - 

 

（２）教科リーダー提案授業研究会による各教科の授業実践から 
 平成 27 年度の教科リーダー提案授業研究会の授業分析から分かったことを次ページの表 
にまとめた。 

   教科リーダーによる授業の分析を進めていくと、「思考力・判断力・表現力を育成する授

業」をつくる前提として、子ども理解と教材研究がきちんとなされていることや、問題解

決的な学習の流れを意識した単元構想が工夫されていること、単元を通しての見通しがも

てていることなどがあげられる。その上で１時間の授業では、必然性のある問題をもとに

教師が授業を組織すること、明確な目的をもった言語活動、つまり、思考する話し合いや

かかわり合いの場を授業の中に位置付けることが必要であること、そしてその結果、思考

の過程や深められた思考をきちんと評価し、次の学習につなげていくことが重要であるこ

とが見えてきた。 
 授業づくりに必要な要素として、単元構想、教師のかかわり、学習問題、小集団活動、

一斉の話し合い、評価活動などが互いに関連し合っているのである。１時間の授業では、「こ

れらの活動の質を高める」ことが「思考力・判断力・表現力を育てる」ことにつながると

いうことが次第に明確になってきた。 
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 その中で体育科（小学校３年）の実践については、次のように「主体的な学びの過程」「対

話的な学びの過程」「深い学びの過程」の３つの視点で１時間の様子を検証し、単元を通

してどのような力が育ったか明らかにすることを試みた。 

（国、算・数、理）
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・どの子も楽しく運動していた。・課題をつかんで簡単な作戦が立てられた。・対話し、考えながら運動していた。 
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 これら平成 27 年度の研究をまとめたものは、「授業において子どもが思考・判断・表現 
している具体的な姿」の例を挙げながら、「思考力・判断力・表現力を育成する授業のポ 
イント」として、平成 28 年２月に開催された教育センター事業報告会において報告をした。 
 
 「授業において子どもが思考・判断・表現をしている具体的な姿」として次の６点を掲 
げ、授業でこのような子どもの姿が見られることを目指していくことを提案した。 

①何かと比べている。 
 ②確かな根拠をもって選んだり分けたりしている。 
 ③確かな根拠をもとに「自分はこう思う」と自分なりの考えをもっている。 
 ④これまでの学びや自分の生活経験と結びつけて考えたり想像したりしている。 
 ⑤類似点や相違点を見つけて、自分の言葉で言い直したり、考えを修正したりしてい

る。 
 ⑥自分の考えと他者の考えから、新しい自分の考えを導き出している。 
  
 また、「思考力・判断力・表現力を育成する授業のポイント」として、 
①問題解決を促す単元構想の工夫 

 必然性のある課題を用意し、授業を組織する教師の力を発揮する 
 ・教材開発など、教材研究を確かなものとし、学習問題の質をあげる、明確な資料の提 

示をする 
 ・話し合いのゴールの姿を設定して授業を行う 
②活動の高まり、思考の高まりを見とる評価 

 授業に生かす評価と記録に残す評価を行う 
 ・評価の場面、評価の視点を定める 
 ・ワークシート等を活用する 
 ・子ども自身に学びを自覚させる 
③思考する話し合い、かかわりの設定 

 明確な目的をもった言語活動を行う 
 ・子どもの出番を確保し、子どもの発言をつなぐ 
 ・子どもに「かかわって、つなぐ」意識を育てる 
 ・学習用語を使う 
 ・教師が適切な支援、言葉かけを行う 
  
が大切であり、授業の中で、「深い学び」「対話的な学び」「主体的な学び」の過程を位置付 
け実現していくことで、思考力・判断力・表現力を育成できるということを市内各校に示 
した。そして、授業改善を図る必要性を伝えた。 
 しかし、以上にあげたことは、私たちの今までの授業を否定するものではない。これか 
らの授業で新しいことを行わなくてはならないという考えではなく、今行っていることの 
理解を深めること、少し違った角度から再点検して確実に行うこと、高めていくことが必 
要であるということである。 
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【平成２７年度研究のまとめ】 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
一方、平成 28年度に引き続き研究していくこととして、以下のことが挙げられた。 
①学習活動をどう工夫するのか（授業構想の在り方） 
②子どもの思考・判断・表現をどう見とるか（評価の在り方） 
である。これらを、今後の教科リーダー、課題研究推進委員の授業実践からさらに明らか

にしていく必要が生じた。「思考力・判断力・表現力を育成する授業」のポイントや、授業

において子どもが思考・判断・表現している具体的な姿についての提案を市内各校にして

いくべきであると考え、平成 28 年度の研究につなげた。 
 
【平成２８年度に引き続いて研究すること】 
 
① 学習活動をどう工夫するのか（授業構想の在り方） 

 

② 子どもの思考・判断・表現をどう見とるか（評価の在り方） 
 
 
 
 
 
 

－思考力・判断力・表現力を育成する授業のポイント－ 

ポイント② 

活動の高まり、 
思考の高まりをみとる
評価 
授業に生かす評価、記録に残す評価 

・場面を決める  

・きちんと視点を定める 
・ワークシートを活用する 
・子供に学びを自覚させる 

ポイント③  
 

思考する話し合い、 
かかわりの設定 

明確な目的をもった言語活動 

・子供の出番、子供の発言を生かす 

・子供の「かかわって、つなぐ」意識を育 
てる 

・学習用語を使う 
・教師の適切な支援（言葉かけ） 

ポイント① 

問題解決を促す単元構想の工夫 
必然性のある課題、授業を組織する教師の力 

・学習問題の質 ・資料の提示 ・教材開発  

・話し合いのゴールの姿の設定 

深い学びの過程 

主体的な学びの過程 対話的な学びの過程 
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３ 平成 28 年度の研究内容 
 
 平成 28年４月には、「総則・評価特別部会及び各教科等ワーキンググループ」の議論を 
踏まえ、「論点整理」におけるアクティブ・ラーニングの視点が、以下のように整理された。 
 【深い学び】 
   習得・活用・探究の見通しの中で、教科等の特質に応じた見方や考え方を働かせて

思考・判断・表現し、学習内容の深い理解につなげる「深い学び」が実現できている

か。 
 【対話的な学び】 
   子ども同士の協働、教師や地域の人との対話、先哲の考え方を手掛かりに考えるこ

と等を通じ、自らの考えを広げ深める「対話的な学び」が実現できているか。 
 【主体的な学び】 
   学ぶことに興味や関心をもち、自己のキャリア形成の方向性と関連付けながら、見

通しを持って粘り強く取組み、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」が実現できているか。 
 また、中教審「総則・評価特別部会」（平成 28年３月）でも以下のように述べられてい 
る。 
 「アクティブ・ラーニングの三つの視点のうち、『対話的な学び』及び『主体的な学び』

が注目され、『深い学び』の視点に基づく改善が図られていないとの指摘もある。『対

話的な学び』や『主体的な学び』はその趣旨が教科共通で理解できる視点であるのに

対して、『深い学び』の在り方は各教科等の特性に応じて示される必要があり、その具

体像については、現在各教科等ＷＧにおいて議論中であることから、具体的なイメー

ジがつかみにくいことも、その一因として考えられる。」 
 そこで、平成 28 年度の研究として、この「深い学び」「対話的な学び」「主体的な学び」 
の３つの「アクティブ・ラーニングの視点」にも注目し、これらをさらに意識して授業改 
善の方策を探っていこうと考えた。平成 27年度に引き続き、教科リーダーによる授業実践 
と課題研究推進委員による授業実践を分析することが主になる。特に今年度は、３名の課 
題研究推進委員に年２回の授業公開をお願いし、１時間の授業だけでなく、単元を通して

「思考力・判断力・表現力を育成する授業」づくりに取り組んでいただくことにした。 
 平成 28年度の研究の計画を次のように定めた。 
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 教科リーダー研修 研究員の活動 

４

月 

 4/27 第１回課題研究 研究推進会議 

◇課題研究の概要説明 

◇今年度の計画について 

◇各自の計画の検討 

◇実践授業の授業日決定 

５

月 

  

６

月 

    6/ 1 算数 

   6/ 3  美術 

   6/21  社会 

 

７

月 

  

８

月 

  

９

月 

  

10

月 

    11/ 4 美術 

11

月 

    11/16 算数 

12

月 

 12/2 第５回課題研究 研究推進会議 

      ◇実践のまとめ 

      ◇成果と課題 

      ◇報告会準備 

１

月 

 1/30 第６回課題研究 研究推進会議 

２

月 

  

 
本年度の前半には課題研究推進委員の３名の先生がそれぞれ授業実践を行った。（小６算

数「分数のわり算」、中２美術「鑑賞」、小５社会「日本の農業生産」） 
これらの授業から、様々な成果と課題が出てきた。次ページに示すものは小６算数の授

業分析の様子であるが、３名の実践から私たちが目指す授業の「基盤」になるものとして、

３点が挙げられた。 

○研究員による活動計画と実践の

経過報告について発表 

○活動計画に基づく実践 

第１回教科リーダー研修会 ５月 11 日（水） 終日 
◇任命式、教育長挨拶    
◇講義「教科リーダー研修のはじまりにあたって」（センター係長） 

◇教科リーダー研修概要説明 
◇講話「教科リーダーは研修の中核として何をすべきか」  

（静岡大学 村山 功 教授） 

◇教科別グループ協議   
 ・自己紹介 ・教科の課題 ・授業者確認 ・授業日決め 
 ・デザインシート ・デザインシート Step1 上段完成 

 
第２回教科リーダー研修会 小６月 22 日（水）午後 

             中６月 29 日（水）午後 
◇授業分析手法の体験（授業参観、授業分析） 

第３回教科リーダー研修会  ７月 12 日（火）終日 

◇講話「求められるリーダーの条件」 
（常葉大学 久米昭洋 准教授） 

◇教科別グループ協議 

第４回教科リーダー研修会 ９月８日（木）終日  
◇講話「『思考力・判断力・表現力を育成する授業』 

       （静岡大学 益川弘如 准教授） 

第６回教科リーダー研修会   

１０月～１２月午後   

『教科リーダー提案授業研究会』   

◇研究会の運営（事前研～授業～事後研） 

◇授業研究・協議、成果と課題の確認 

センター事業報告会 ２月 10 日（金） 

◇研究員による実践発表 

第７回教科リーダー研修会 10 月～12 月 各教科で設定  

◇教科別グループ協議（授業研究会の分析） 

1 年目に継続して、思考力、判断力、
表現力を育成する授業について、 
・知識及び技能の活用を図る学習活動 
・言語活動の効果的な取り入れ方 
・子どもの見取り、評価 
について具体的な視点を探る。 

第５回教科リーダー研修会 ９月～11 月 各教科で設定  

◇教科別グループ協議、提案授業研究会の準備・確認 

第８回教科リーダー研修会 1 月 24 日（火）午後    

◇教科別グループ協議 報告会 修了式 

5/21  社会 
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【授業の基盤】 
１「学びを促進する教師の力」があること 

  文部科学省田村学視学官の言葉を借りれば、 
  ①子どもの発言を丁寧に聞く 
  ②子どもの思い・考えをとらえる 
  ③本時のねらいとの関係を考える 
  ④どのように振る舞うかを決める 
  ⑤分かりやすく板書したり、端的に発問したりする 
  といったことが、授業の中で確実に行われている。 
 ２ 確かな学級経営がされていること 

  あたたかな人間関係のもと、互いの考えを「聞く」ことがきちんとできている。教師  
  の子どもへの対応も細やかで、一人一人が大切にされている。 
 ３ 「アクティブ・ラーニングの視点による授業改善」を意識していること  

である。 
 また、これらの実践では、「アクティブ・ラーニングの視点による授業改善」にあげた「主

体的な学び」「対話的な学び」「深い学び」の視点で授業分析をした。共通して次のような

よさが見られたが、他の教員の授業にも大いに参考になるものであると考えられる。 
「主体的な学び」の視点では、 
・教師が作成したワークシートが子どもの学習の流れを意識していた。子どもが「学習の  
 見通し」をもてるような工夫がされていた。 
・学びの「振り返り」を書く場が適切に設けられていたことにより、子どもが自らの学び

を自覚し、次への学びにつながっていた。 
「対話的な学び」の視点では、 
・子どもに相手を意識した表現、発表の仕方が身に付いていた。 
・子どもの表現（発言等）に対して、教師の「問い返し」があり、そのやりとりが子ども

の考えを広めたり、深めたりするために有効だった。 
・意図的指名によって、子ども同士をかかわらせていた。 
「深い学び」の視点では、 
・教材研究がしっかりなされており、教科の「見方・考え方」を生かした、単元構想の工

夫が見られた。 
・問題発見から問題解決という、学習のプロセス（過程）がきちんとできていた。 

  これらのよさがあった一方で、授業をよりよいものにしていくためには、次のような点

でさらに研究を進めていく必要があることも見えてきた。 
・学習問題に向かって「かかわり合い」をしてはいるが、その学習問題は質の高いもの、 
子どもにとって必然性のある問題になっているか。 

・いわゆる、下位層の子どもへの手だてがきちんと施され、一人一人が思考を深める全員

参加の授業になっているか。 
・情報（資料、既習事項、生活経験、友だちの考えなど）が生かされ、根拠をもった学 
習になっているか。 

・「かかわり合い」の場面では、教師が子ども同士をつなぐ営みをしているか。 
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といった点である。 
 これらの課題から、教育センターでは、活動はしている、話し合いはしている、（一方的

ではあるが）説明している、一部の子どもだけが活躍しているといった授業から、全員が

学びを自分のものにしている授業に転換させていくように、焦点をしぼって研究を深めて

いくことが適切ではないかと考えた。そうすることで、子どもが「自分の学び」について

見通しをもち、「かかわり合い」の中で新たな気づきや変容を実感し「深い学び」に至り、

「分かった」「できた」に気付き、学んだ実感をもつ振り返りができると同時に、教師も子

どもの変容に手応えをもって、評価につなげることができるからである。 
そうした授業実践を検証することが有効であるという方向性が導き出されたところで、

本年度後半の授業実践はどうあるべきか改めて考えた。３月の中央教育審議会「総則・評

価特別部会」では、 
 「様々な型や方法の種類を紹介するのではなく、アクティブ・ラーニングの視点に基づ

き、どのように授業が改善され、子どもたちのどのような変容（学習内容の深い理解

や資質・能力の獲得、学習への動機付け等）につながったかという、授業改善に関す

る実践例の蓄積と普及がなされるべきであると考える。」 
と述べられていた。育成すべき資質・能力を身に付けるために必要な学習過程を質的に改

善した様子を整理し、その方策を発信することができれば、市内の学校の授業改善がさら

に推進され、子どもの学びの質が高まるだろうと考えた。（ただし、当センターから提案す

るものについては、必ずしも、この形で実施すべき「型」を示しているわけではない。） 
 
 よって、平成 27年度に引き続いて、教科リーダーによる提案授業研究会の授業と課題研

究推進委員３名の授業において、授業案段階での検討と授業後の授業分析を深く行うこと

にした。「思考力・判断力・表現力を育成する授業」を行うためには、教師がその意識を強

くもつことが必要であり、そうした授業を構想することが、新学習指導要領で目指す「個

の学びの深まり」につながるだろうと考え、授業案作成の段階からも、「子どもがどう学ん

でいくか」を考え、問題解決的な単元構想をつくることを目指すことにした。 
①「付けるべき力」を付けるために、「確かな問い」をたて、子どもの思考に沿った授業  

 の流れを考える。 
「確かな問い」とは、目標に迫るものであると同時に、子どもの思考（子どもの解決

したいという思い）に沿ったものであることが必要である。 
②子ども一人一人に「深い学び」を保障するために「かかわり合い」を工夫する。 

 １時間の授業では、問題との出会い→自力解決→「かかわり合い」→自分（個）にか

える。という流れが主流になると思われる。 
③子ども一人一人が｢分かった｣「できた｣という学びの実感が得られる確実な評価を行う。 

 一人一人が自分の学びの成果を確認できるような評価の方法を工夫する。 
に力点を置くこととし、このような授業を展開していくことを提案した。本研究では、｢深

い学び｣につながる、学びの実感をもてる充実した「かかわり合い」を実現させるためには

どうしたらよいかを考えている。つまり、充実した「かかわり合い」が成立することが、

子どもの学びに大きな影響を与えるだろうということに着目することにしたのである。 
ここまでのことから、教育センターでは、教師が授業前に行う方策の一つとして、座席
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表や授業案等に「個に対応する姿と集団の考えを組織する姿をできる限り丁寧に見える化

する」ことが必要であるのではないかと考え、教科リーダーや課題研究推進委員にはその

取組をお願いした。以下、くわしく述べていくことにする。 
教師が行うべき準備として、 
・子どもの「分かる」までの過程（つまずきから理解への過程）として、どのような道

筋をたどるのか見通す 
・個々のつまずきや問題を解決するためにかける教師の言葉を用意する 
・「かかわり合い」の場で、個と個、個と集団、個と資料などをどうつないでいくかなど

個への対応の仕方を、予め予測して資料等を準備する 
・「このような言葉で表現できればよい」「このような姿が望まれる」といったような子

どものゴールの言葉や姿をできる限り細かく言葉で表し、評価の観点、視点等を明ら

かにする 
・個の変容や学習の成果が見えるようにワークシート（または振り返りカード）を作成

する 
等がある。これらはすでに多くの教師が行っていることであるが、改めて授業案上に記し

たり、座席表や資料として添付したりするなどして、その様子を明らかにする努力を行え

ば、教師自身がこうした準備を行ったことを実感できるとともに、何よりも教師自身が授

業に臨む際の方向性をもつことにつながると考えた。その結果、授業の中で「かかわり合

い」をきちんと組織することに結びつけることができれば、 
 ・子ども同士の発言で授業がつながる 
・（資料等を効果的な場面で提示することができ）多面的・多角的に思考した発言が表れ 
 る 
・「かかわり合い」が進むにつれて、一人一人の思考が整理されていく 
・友だち等の発言や思考に触発されて、自分の中に新たな考えが生まれる 

などの姿が現れることになるだろう。子どもの中に思考や判断が生じ、問題の解決に向か

っていくものと考えられる。その結果、「主体的・対話的で深い学び」が成立していたかを

明らかにすることができるとともに、そのための授業づくりに必要な要素とは何かを明ら

かにすることができるようになればよいと考えた。 
 「主体的・対話的で深い学び」の視点については、「子どもの学びの過程としては一体と

して実現されるものであり、それぞれが互いに影響し合うものではあるが、授業改善にお

いては、それぞれが固有の視点であることに留意する。」と７月の「総則・評価特別部会」

では述べられている。また、「主体的・対話的で深い学び」は、１時間の授業の中ですべて

が実現されなくてはいけないというものではない。学習を見通したり振り返ったりする場

面、グループで活動する場面、子どもが考える場面と教師が指導する場面などを、単元や

題材のまとまりの中のどの場面で設定するか、つまり、「主体的な学び」「対話的な学び」「深

い学び」の３つの視点を指導内容と関連してバランス良く配置することで学びが改善され、

学びの質が高まっていくのだと考えることができるのである。 
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【本時の授業案に「学び」の過程や子どもの思考の様子を表した例】 
 （本来ならば単元構想案も掲載すべきだが、紙面の関係で省略する。） 

 さて、８月に出された審議のまとめでは、「主体的・対話的で深い学び」について、次の

ようにまとめられた。 
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 本年度前半の授業実践から、授業で学びをきちんと成立させるためには、 
・「分からないから分かりたい」を出発点にした、子どもが解決したい｢問い｣をしっかりと 
 立て、一人一人が考えを深めることができるような｢かかわり合い｣を教師がきちんと組 
 織する。 
・一人一人の「今」に様々な方法できちんとせまる。 
・授業の中に｢書く｣（表現する）場を設定し、「かかわり合い」の基礎となる自分の考えを 
 きちんともたせる。 
・個の変容をきちんと評価し、次の学びに向かわせる。 
などの点にさらに力を注いでいくことが必要であると感じた。実際、これらの営み、「主体

的な学び」「対話的な学び」「深い学び」を意識した「アクティブ・ラーニング」の視点か

らの授業改善の意識は高まってきていて、そうした授業が多く展開されるようになってい

る。そこで、そうした教師の意図は、子どもにとって真の「深い学び」につながっている

のだということを実際の授業で示していきたいという考えに至った。 
もう一度上記の点に着目して授業を考えてみた。一例を挙げれば（若手によく見られる

授業ではあるが）、現在いくつも存在し実践されているいわゆる授業の「型」のみを追究し

ての実践は、再度見直しをして授業の質を高めていかなくてはならない課題である。 
授業の中では、ペア活動、グループ活動、一斉学習など、「対話的な学び」やかかわり合

うことの大切さを意識した活動がよく行われている。しかし、これらの「かかわり合い」

では、 
・子どもたちは、学ぶことが分かっているのか。（学習問題を共有できているか。） 
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・子どもたちが活動しているだけ、話し合っているだけではないか。 
・ある子が一方的に説明しているだけ、また、一部の子どもだけが活躍しているだけで 
 はないか。 
・子どもたちは、「深い学びになった」という実感がもてているか。 

といった点において疑問を感じる活動が見られることも事実である。このままでは、授業

改善はなされない、強い個は育っていかないのではないかという懸念も生まれている。 

  
 教育センターは、授業の中で確かな言語活動が存在しているか、｢個｣の学びの充実につ

ながる｢かかわり合い｣ができているかがポイントであると考え、以下のような、｢授業のイ

メージ図｣を考えた。このような「思考力・判断力・表現力」を活用する授業を繰り返し行

うことが、「深い学び」につながっていくと考えた。 
 

【教育センターが考える授業のイメージ図】 
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 それぞれの場面の補足をすると、 
①「付けるべき力」を明確にし、問題発見・問題解決の過程の中で、解決したい切実な｢問

い｣をたてる。 

 子どもの思考をつかんだ上で、「これだけは確実に身に付ける」ものを明らかにし、子 
ども自ら「解決したい」と思える問題を用意する 

 
②③自力解決を経て、友達や先生との「かかわり合い」を設定し、組織する。 

 どのような活動になるか、ねらいや教材からきちんとイメージし、効果的に設定すると 
ともに、解決のための手だてをもって、全員参加で活動に入る 
 

③④「学びを実感」させる。 

 「問い」の答えがもてたか、あるいは、「思考を深めることができたか」一人一人がきち

んと振り返る  
  
 これらの過程をイメージして授業実践を行っていただけるように、教科リーダー、課題

研究推進委員の先生方にお願いをした。 
 加えて、全国学力・学習状況調査の結果で、次のような考察がなされていることも注目

すべき点であった。 

 
 

（平成 27 年度「全国学力・学習状況調査」から） 
 
 平成 27年度での調査結果からは、｢児童生徒が学級やグループで課題を設定し、その解

決に向けて話し合い、まとめ、表現するなどの学習活動｣を、小・中学校ともに、｢よく行

った｣と回答している学校の方が、平均正答率が高い状況にあることが明らかになっていた。 
 同じように平成 28 年度の調査結果からも、｢授業において、児童生徒自ら学級やグルー

プで課題を設定し、その解決に向けて話し合い、まとめ、表現するなどの学習活動の取組

を行っている｣学校の方が、平均正答率が高い傾向にあるという結果が出ているのである。 
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                 （平成 28年度「全国学力・学習状況調査」から） 
 
 この結果は、「深い学び」と学力には関係が存在していることを表している。教育センタ

ーでは、授業において｢深い学び｣に導くためには、問題解決に向かった話し合いを主とし

た、授業中における｢かかわり合い｣の場面をいかに充実させるかが大切であり、そして、

その積み重ねの結果として「思考力・判断力・表現力が育成される」のではないかと考え

るに至り、後半の授業実践では、｢主体的・対話的で深い学び｣のための手だてとしての｢か

かわり合い｣の場面に注目することにした。そしてその「かかわり合い」の場面を、個の学

びの深まりにつなげていかなければいけないと考え、「意図をもって行った、『かかわり合

い』の場面は、子どもの深い学びにつながる、有効なものだったのか？」を授業参観の視

点とした。授業中の教師が個に対応する姿、教師が集団の考えを組織する姿が、子どもの｢深

い学び｣につながるものであったかを検証することにした。 
 授業の分析に際しては、以下の３点を切り込み口とした。 
  

・「かかわり合い」のための「問い」は適切だったか。 
 ・「かかわり合い」の内容、質はよかったか。 
 ・「かかわり合い」によって個の変容は見られたか。（学びは深まったか。） 
 
 また、課題研究推進委員の授業においては、数名の子どもを抽出して、発言やノート、

学習カード、ワークシート、意見文などの記述からその様子を記録し、子どもの変容や深

まりの様子を分析することにした。 
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     第２章 授業実践 
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１ ｢笑顔でつなぐ！賤機ポスタープロジェクト｣（デザイン）（中学校２年 美術） 

                                 賤機中学校 萩原 彰彦 教諭 

 

１ 題材について 

（１） 本題材の価値 

 「デザイン」というとどのようなイメージを抱くだろうか。おしゃれなこと、洗練されていることなど、私た

ちは何となく見た目が美しいことや、ぱっと目を引くものなどを想像しがちである。しかし、「デザイン」を辞書

で調べると「作ろうとするものの形態について、機能や生産工程などを考えて構想すること。意匠。設計。図案」

とあり、見た目に関する記述はないことに気づく。デザインとは、ある問題を解決するために思考・概念の組み

立てを行い、それを様々な媒体に応じて表現する手段、手法を指すのである。 

 中学校のデザインの授業においても、見栄えのよい作品や洗練された作品を作ることを目的にはしていない。

生徒が目的や機能を意識し、思考力、判断力を働かせながら試行錯誤を経て、形にしていく表現の過程こそが、

デザインの学習活動の本質であると考える。 

  昨年度、静岡市教育センター主催の教科リーダーの提案授業にて、本校の１年生で、「ロゴデザイン大研究」と

いう鑑賞の題材を実践した。日常生活の中にあふれている様々なロゴタイプを鑑賞し、読み解く中で、生徒は伝

えたい対象や伝えたい内容によって色や形に様々な工夫が施されていることに気がつくことができた。知識を得

ることを目的とするのではなく、デザイン的なものの見方を学び、新しい視点を得ることを目指した。 

ここ数年、学校の中心学年となる２年生の後期に「自分たちの中学校の魅力を伝える」というテーマで、ポス

ター制作の題材を実践している。試行錯誤や、発想の具現化がしやすいという理由で、絵の具による彩色や手描

きのレタリングではなく、自分が撮影した写真にパソコンで文字をレイアウトするという制作方法をとっている。

今回は、ゼロから全く新しいものをということではなく、例年行ってきたポスターの実践を見直し、授業改善を

試みた。１年生で学んだデザインの基礎を生かしながら、思考力、判断力を働かせながらデザイン表現の力を育

成する活動の実現を目指した。 

 

（２）生徒の実態 

本校の生徒は、素直な性格で、教師の投げかけなどにも反応を示す生徒が多い。また、友人同士の人間関係も

よく、班活動など男女とも抵抗なく行うことができる。美術の授業においては、描いたり作ったりすることは好

きであり、意欲的に活動している。しかし、与えられた問いに対してじっくりと考えることや、自分の考えをも

つこと、考えを発言や記述で表現することが苦手である。構想を練る場面で、「わからない、思いつかない」とす

ぐに諦める生徒や、自分なりのこだわりをもたず「これでいいや」と安易に決めてしまう生徒などが見受けられ

る。そうした生徒が試行錯誤をしながら、思考力、判断力を発揮し、デザイン表現の活動を通してつけるべき力

をつけることができるように、手だてを講じた。 

 

（３）題材目標 

 ○賤機中学校の魅力を伝えるために、見る人の気持ちになって、言葉や写真の組み合わせの効果を生かして造形 

  的な美しさなどを総合的に考え、表現の構想を練っている。（発想•構想の能力）【第２•３学年A表現（２）イ】  

〇デジタルカメラやコンピューターソフトなどの機能や特性を生かし、表したいイメージをもちながら、自分の

表現意図に合う新たな表現方法を工夫する。（創造的な技能）【第２・３学年 A表現（３）ア】 

○さまざまなポスター作品や生徒の作品を鑑賞し、作者の意図や表現の工夫、情報を伝えるポスターとしての調

和のとれた美しさなどを自分の価値意識をもって味わう。（鑑賞の能力）【第２・３学年 B鑑賞（１）ア】 

 

２ 思考力・判断力・表現力を育成するために 

（１）主体的な学びを実現するために 

手だて１ 問いの明確化 

 ターゲットを「来年入学する６年生の児童」、目的を「賤機中学校の魅力を知って入学が楽しみになること」と

し、導入で「どのような工夫をしたら目的を達成できるだろう」という問いを投げかける。また、母校の小学校

に生徒のポスター作品の掲示をしていただけるよう依頼をした。生徒にとって、伝える相手と目的が明確化し、
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実際に伝える場を設定したことで、生徒の伝えようとする意識や意欲が高まることを期待した。 

 

 

（２）対話的な学びを実現するために 

手だて２ 力のつく交流の場の設定 

 １人で１作品を作るのではなく、４人班で４枚のポスター作品を制作するというチームデザインの形式を取り

入れた。生徒同士が課題や目標を共有し、自分たちが必要感を感じたときに自然に対話ができる環境を保障した

いと考えた。交流することで、新たに気がついたり、考えが広がったり、考えに自信をもったり、自分と違う見

方に気がついたりできると、学びが充実するのではないかと期待した。しかし、協働で制作することで今まで以

上に丁寧に一人一人の生徒の活動を見取ることや、適切な評価をする必要がある。また、能力のある一部の生徒

が過度なリードをしてしまわないように、意図的な班編成や、適切な声かけを心がけた。 

 

（３）深い学びを実現するために  

手だて３ 生徒の実態に応じた参考作品の提示 

前任校では、導入時に、広告ポスターの鑑賞を行っていた。最先端のクリエーターが制作したポスターの秀逸

さを目の当たりにし、知的好奇心を刺激される生徒が多かったが、昨年度本校で同様の導入を試みたところ、期

待したような手応えを得ることができなかった。そこで、生徒の生活環境や経験等の実態をよく理解し、目標達

成のために有効となる参考作品を再考した。本格的な構想に入る前に、静岡大学でデザインを学ぶ学生を招き、

ポスターの制作過程における試行錯誤について、エピソードを交えながら話してもらう機会を設定した。作り手

と直接かかわり、対話を重ねることで、一枚のポスターに多くの思考、判断の過程があることを実感させ、深い

学びのある活動につなげる鑑賞実践を目指した。 

手だて４ 思考が見えるワークシート 

 構想ワークシートの形式を生徒の思考の流れに沿って、構成を見直した。生徒も授業者も思考の道筋を確認し、

共有できる形式を目指した。また、授業の最後に生徒が記入をする振り返り用紙の形式も従来のものを見直した。

１時間での自分や作品の変容、対話の中での気づきや学び、次時への見通しなどを記入するようにし、生徒を見

取る資料として活用するとともに、従来のものとの比較、効果についての分析をしたいと考えた。 

 

３ 手だての有効性についての分析 

手だて１ 問いの明確化 

自分の母校の６年生とターゲットをしぼり、実際に小学校に掲示をすると

いう試みは、生徒にとって適度なプレッシャーになり、主体的に取り組む土

台づくりにはなったと思う。事前に６年生に実施してもらったアンケートを

テーマ設定の参考資料にさせるなど、できる限りターゲットの気持ちになっ

て考えられるように努めた。ポスターは、あくまでも伝える手段なので、相

手の顔を浮かべ、実際に伝わるかどうかをイメージしながら制作することが

大変重要である。構想の場面における対話の中でも、「これで６年生わかるか

な」や「うちの小学校は学年８人しかいないから」など、ターゲットを意識

している様子が多く見られた。また、班の生徒同士でターゲットが共通して

いることにより、共通の土台で対話、交流ができる点もよかった。枠や条件

を設定しすぎることにより、生徒の発想を狭めてしまう場合もあるが、教師

による適度な条件設定が、生徒の自由な発想を導くこともあり、生徒にとっ

て必要感のある問いを吟味することは重要であると実感した。 

 

手だて２ 力がつく交流の場の設定 

４人で４作品というのは、初めての試みだったので、教師も生徒も試行錯

誤をしながらの授業展開となった。どこまで「個」で行い、どこまで「小集

団」で行うのか、かかわり方や対話の仕方をシステム化した方がよいのか、
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正に手探りであった。結局、構想時の話し合いの流れはまったく自由ではなく、基本形を提示し、それを基本とし

ながらも、班の実態に応じて幅広い交流のさせ方を模索しながらの授業展開となった。どうしても個人作業になっ

てしまう班があったり、教師と個人のやりとりになってしまったり、教師が入ってかかわると話し合いが活発化す

るが、去った後にまた黙ってしまったりなど、課題は多い。しかし、こうした手だてを打たなかった昨年度よりも、

生徒の学びが深まったのは確かである。完全に個人制作であった昨年度のポスター制作の実践では、アイディアが

まとまった生徒が教師のところに列をつくり、教師と個のやりとりで多くの時間を費やした。一人一人のアイディ

ア決定を確認する間、並んでいただけで一時間を終える生徒や、何も進まず座っているだけの生徒もおり、非効率

的な授業であった。本制作前に一時間、班でのアドバイス会を設定していたが、生徒の必要感に応じたものではな

いため、形式的なものに終始する生徒も少なくなかった。それに比べて、今年度は、無理に交流をさせようとしな

くても、必要感があるときに目の前に課題を共有できる友人がいるという環境設定は生徒にとって大きなプラスに

なっていると感じられた。 

（J君に着目して） 

 J君は、じっくりと考えることが苦手で、文章でも絵でも自分の思いを表現することが難しい生徒である。今ま

での題材においても、構想の時間になると手が止まり、いつまでもワークシートが埋まらず、そばについて声をか

けながら少しずつ思いや発想を聞き出さなければならなかった。技能面においても「自分はうまくできない」とい

う苦手意識が非常に強いため、最初から表現することに消極的になってしまう様子が見られた。 

 今回の班は、同じ出身小学校であることを優先しながら、個人の能力や人間関係などを考慮して編成した。J君

は、小規模小学校出身なので、能力の高い生徒や全体をリードできる生徒を班の中に意図的に入れることができな

かった。J君と同様に発想や技能が得意ではない生徒同士で、どのようにかかわりながら活動をしていくかを注目

しながら、実践を進めた。 

 第６時のキャッチコピーを構想する時間、最初話し合いが停滞していたので、教師が入りワークシートを手がか

りにしながら、班員同士の交流を促す声かけを行なった。その後、スローペースではあったが、J君がリード役に

なってアイディアを出し合ったり、まとめていったりする様子が見られた。小規模校から大きな集団に飛び込んで

きた入学当時の不安な気持ちを共有しながら、「これでは小学生には伝わらないんじゃない？」「ポケモンなら馴染

みがあるかも」などとやりとりをしながら、アイディアを少しずつまとめていった。その後の撮影でも、デジカメ

の画面で写真を確認しながら「もっと下から見上げる構図の方がよくない？」など対話を重ね、かかわりの中で班

員みんなが満足できる作品を仕上げることができた。 

 この班の生徒は、おそらく昨年までのような個別制作の授業形態では、自分一人で構想シートを進めることがで

きなかったと思う。教師の個別支援で前に進めたとしても、今回のように自分たちの対話の中で導き出したものと

比較すると、学びの充実度は雲泥の差である。班編成をする際、つい安易に「苦手の生徒に得意な生徒をつけて・・・」

という発想で編制をしてしまいがちだ。だが、今回のように苦手な生徒同士であっても、彼らなりのペースで、も

がきながら、練り合いながら、答えを導き出すことで、学びが充実することもあるのだとわかった。決まった正解

がない美術という教科の特性もあるとは思うが、班編成一つとってもあらゆるシミュレーションをしながら、教師

が意図をもって組むことが重要であると学んだ。 

手だて３ 生徒の実態に応じた参考作品の提示 

 静岡大学の教育学部でデザインを学ぶ大学生３名に協力をしてもらった。学生たちと打ち合わせを重ね、授業の

目的を共有した上で授業に臨んだ。その結果、見る人を惹きつけるたくさんの工夫が隠されていることや、構想の

段階で多くの案を出すことで魅力的な作品になるということを、大学生と中学生の対話の中で実感させることがで

きた。目指したいモデルが現れたことで、どの生徒も制作に対するモチベーションが上がった。振り返りを見ると、

「見てもらうために工夫をすることが大切なんだとわかった。」「キャッチコピーだけなく、配置やビジュアルにも

いっぱい工夫をした方がよいものが作れることがわかった。」など、具体的に学びとったことが書かれていた。その

後、構想を練る活動においても、「ほら、あの静大生のポスターみたいに・・・」など、学んだことを自分たちの作

品に生かそうとする場面が多く見られた。
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手だて４ 思考が見えるワークシート 

 考えを伝え合う活動において、ワークシートは有効に働いていた。６年生に向けてスピーチ文を書き、キャッチ

コピーを考える際にはキーワードに下線を引き、思考の整理をすることができた。振り返り用紙や構想ワークシー

トは、生徒の思考の状態を把握し、適切な支援や声かけをする手掛かりとなった。ただ、ワークシートのキャッチ

コピーやビジュアルの案を書く欄に制限があったため、より多く考えついた生徒が一度書いた案を消しゴムで消し

てしまうことがあった。形式を限定したことで学びの足跡が残らない場面があったので、裏面に試行錯誤のコピー

案やスケッチは行い、最終案となるものを表面の欄に記入するようにし、案を消さないように伝えた。 
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   ↑前述のJ君のワークシートと完成作品 

 

 構想ワークシートと完成作品を比較すると、文章力や描写力がない生徒であっ

ても構想の段階で頭の中に完成の構想をもって取り組んでいたことがわかる。と

もすると、私たちは描く技能の有無によって、生徒の発想の力を見誤るケースが

ある。発想・構想を形にしやすい写真とパソコンという表現方法でなければ、こ

れらの発想は埋もれたままだったかもしれない。今年度の小・中学校美術展では、

ポスター作品とともに、構想ワークシートも並べて展示をした。デザイナーであ

る生徒たちがどのようなコンセプトで、どのような思考の過程を経て、完成に至

ったかを鑑賞者に見てほしいと考え、このような展示方法をとった。完成作品と

同様にその過程にも価値があるというメッセージでもある。 

 

４ 成果と課題 

〈成果〉 

 全ての授業で対話的、協働的な活動を取り入れるのは簡単ではないが、特にデザインや鑑賞の実践においては深

い学びにつながる手応えを得ることができた。今まで実践してきた題材であっても、かかわり合う材料や明確な目

的を意図的に与えることで、以前の実践と学びの質について大きく変わる実感を得られた。また、生徒同士のかか

わりを重視する授業形態をとることで、自ずと今まで以上に一人一人の生徒がどのような思考の流れでいるのかを

把握しようと心がけるようになった。できていない生徒にただ闇雲に支援をするのではなく、ときには見守ったり、

あえて迷わせたり、考えさせたり、教室全体を俯瞰することが大切であると学んだことも大きな成果である。 

 

〈課題〉 

 対話的で協働的な活動を本当の意味での深い学びにするためには、生徒一人一人のかかわる力をさらに鍛えてい

く必要がある。構想の場面では、参考資料の提示の仕方、同じテーマの生徒との班を超えた交流など、生徒をどこ

まで信じて任せられるか迷う場面があった。また、教師が声をかけると話し合いが活発になり、その班を去ってし

ばらくするとまた停滞するということもあった。班の形態をとってはいるが、生徒同士のかかわりではなく、教師

と個のやりとりに終始することも少なくなかった。一人一人のかかわりのスキルが高まるにつれて、話し合いの基

本形などを提示したり、細かい指示を出したりする必要はなくなってくる。主体的、対話的な学びがより一層活発

になり、学びがさらに深まるというよい循環が生まれるだろう。生徒同士が安心して自分の考えを出し合い、共通

のゴールに向かう活動ができる集団を育てるため、今後も継続的な指導が必要であると強く感じた。 

 また、個人での作業が中心であった昨年度に比べ、作品の完成までに時間がかかってしまった。カメラやパソコ

ンの台数を意図的に少なくし、対話を重ね、試行錯誤をさせることを求めた結果でもあるが、週１時間という限ら

れた時間の中で、学びを充実させる授業展開のさらなる工夫が必要であると感じた。 
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５ 教育センターから 

 萩原教諭の実践では、教師の教材研究の深さ、素晴らしさが伝わってくる。「自分の出身小学校に、自分が今通っ

ている中学校の自慢を表現したポスターを掲示してもらう」という設定をしたことで、「デザイン領域」の題材が子

どもたちにとって大変魅力的なものになった。伝える相手や目的を明確にし、伝えようとする意識や意欲を高める

ことができた。そして、「中学校の魅力を伝えるために、小学生の気持ちになって、言葉や写真の組み合わせを生か

して表現するにはどうしたらよいか。」という、子どもの｢問い｣が明確になったことが「主体的な学び」をつくる上

で、大きな効果を生んでいる。「必然性のある解決したい問い」を生んでいるのである。また、学習内容や過程を１

枚にまとめた、「授業構想シート」を子どもたちに提示したことは、子どもたちに学習の見通しをもたせることにな

った。また毎時間の終了時には、自身の変化、友だちや教師からの影響、本時の満足度、次時の目標を「振り返り

シート」に記入して蓄積した。子どもの探究のプロセス、単元終了時のゴールのイメージをもたせたことにより、

子どもが常に自分の学びを自覚することにもつながっていた。 
 本単元においては、｢４人で４作品をつくる｣という協働的な学習形態をとっていた。中学校３年間を見通して、

長いスパンで子どもたちの表現力の育成を図ろうとしている教師の意図があった。昨年度は、「４人で１つの作品を

つくる」という形で表現活動を取り入れた萩原教諭であったが、本年度は、それを一段階高めた実践であった。自

分一人あるいは多人数で作品を制作する従来の授業と異なり、「自分の作品にも友だちの作品にもかかわる」という

学習形態は、｢自分とは異なる他者との交流｣を必然的に生むことになった。まさに、｢対話的な学び｣の中で「深い

学び」が発生したのである。自分の構想した作品について説明し、お互いにアドバイスを交換するといった友だち

と情報を共有する活動、そして、友だちからもらった指摘を自分なりに処理し、よりよい作品づくりに生かす（期

待する成果を生む）学習は、素晴らしい作品の完成にまでつなげる価値ある言語活動になっていた。 
 以上を支えていたものは、萩原教諭が丁寧に子どもを観察した実態把握と人間関係を考慮した上でのグループ編

成、そして、教科で「付けるべき力」を明らかにした上で一人一人への願いを表したからである。これによって、

教師自身が子どもたちの動きをより明確に予想できただけでなく、机間指導における言葉かけのバリエーションを

増やし、より的確に支援できる源となっていた。教師の支援によって子どもたちの思考や「かかわり合い」が深ま

る場面が、幾度となく見られた。 
 子どもたちの表現力やアドバイスは、中学校「３年計画の２年目」の指導中ということもあって、それぞれの制

作への意欲をかき立てる上では有効なものであった。今後は、それが教科の目指す思考力の育成へと向かうアドバ

イスになっていくことが期待される。自分の作品をよりよくするための構想する場面において、自分がもっている

知識や技術の上に、友だちの意見や教師が準備した参考資料などを根拠に、グループで話し合うこと、つまり｢かか

わり合う｣活動を充実させ、そこで生まれた新たな考えをワークシートに文字で残すという、｢音声言語で広げて文

字言語でとどめる｣という一連の学習は、他の教科でも大いに参考になる実践であり、３年間の指導でその教科で「付

けるべき力」を育成することのできる中学校ならではの実践であった。 
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２ ｢比例と反比例｣（小学校６年 算数）          安倍口小学校 佐藤 友紀晴 教諭 
 
１ 単元について 
単元目標  身の回りの伴って変わる二量に着目し、変化の仕方を分析することを通して、身近な二量

の変化には、比例や反比例などの特徴ある変化をするものがあることに気づき、それらを分

析するには、表、式、グラフなどに表せばよいことに気づくことができる。 
 
２ 思考力・判断力・表現力を育成するために 
 思考力・判断力・表現力を育成する授業にするために、以下の３つのポイントを充実させるための手

だてを講じた。 
① 主体的な学びを充実させるために 

  ア： 単元前半の「比例」では、比例の定義（表）、性質（式の特徴・グラフの特徴）に立ち止まる

ように課題提示を工夫し、単元後半の「反比例」では、「比例」で学習したことを使って自分で

表を埋めさせる。その際「問い」（❤ハートマーク）が出てくるよう表の枠を空欄にして提示す

る。 
イ：考えづくりや話し合いの途中に出てきた子どもの「問い」（❤ハートマーク）をタイムリーに取

り上げ、授業に組み込んでいく。 
② 対話的な学びを実現させるために 

  ウ：相談タイム・確認タイムなどを適宜取り入れ、自分の考えを深める場面を意図的に設定する。 
③ 深い学びを実現させるために 

  エ：子どもの考えを座席表授業案に起こし、子どもの思いを生かした授業展開を心がける。 
オ：意見がずれたり、話し合いでわからないことが出てきたりしたところで、図形など具体物を提

示して切り返し、学習問題の焦点化を行う。 
（１）第９時の授業について 
 第８時に「比例」の学習で使ってきた表・式・グラフを駆使して考えづくりをさせ、それらを次頁の

ように座席表授業案に起こして授業に臨んだ。《手だてエ》 
 ここでは H さん・K 君たちの「ｘが７や９などのわりきれない時はどうするのか？」という「問い」

に立ち止まりつつ、R 君・A さんたちの「表の先はあるのか？」という「問い」を中心の学習問題に設

定して授業を構想しようと考えた。実際の授業の板書は、以下の通りである。 
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 はじめは、Y さんが表の空欄を書き入れ、「ｘが２倍、３倍…と変化すると、ｙも÷
２
倍、÷

３
倍…と変

化する」と発言した。これに続いて、今度は、板書左側にあるように、はじめは、K さんたちから「横

ｘ（㎝）が７，９，１１㎝の時には、わりきれないからどうすればいいのか？」について、子どもたち

の「問い」が集中した。そこでは、「約１．７にすればいい」「
７
のように、分数にすればいい」などの意

見が出された一方で、「それでは中途半端だ」「分数や約では、正確に求められないのではないか」とい

った反論も出された。そのため、授業者が立ち止まらせ、「正確には求められないけれど、だいたいの長

さにしてなら、長方形は描けるかな？」と子どもたちに切り返すと、「だいたいなら描ける」との声が返

ってきたため、「ここは、「約」で求めていこう」とおさえた。 
 その後は、はじめの Y さんの意見に付け加えて、A 君から「ｘが２倍、３倍…と変化すると、ｙも÷

２
 

÷
３
と変化する」という発言がなされたため、「え？ ÷

２
なの？ ÷２なの？」ということが新たな「問

い」となった。N さんがつなげて「これは、×
２
であって、÷

２
ではない」ことを説明しかけたが、上手

に説明できなかったため、授業者が代弁して「×
２
であること」をおさえた。小さな「問い」ではあるが、

ここまで、想定外の流れも含めて《手だてイ》により、子ども同士がかかわり合い、少しではあるが主

体的な学びができた。 
 その後は、R 君が「表の先、意味がないのではないか？」という「問い」を出し、それにつなげて Y
君が「ｘは、12 より先はいかないのではないか？」という「問い」を発言した。T さんも「12 より先は

ないんじゃない？」といったつぶやきをしていたため、授業者が S さんを指名し、板書にあるように、

長方形を順番に提示させ、「横ｘ（㎝）が 12 よりも長くなることはないのかな？」と長方形の図形をも

とにクラス全体へ問いかけたところ《手だてオ》、一部の子たちから「あ～、そうか」「13 ㎝もある」な

どという声が聞かれた。それらの「問い」と気づきをもとに、「横の長さｘ（㎝）を 12 ㎝よりも長くし

ていくと、たての長さｙ（㎝）は、どう変わっていくか？」といった学習問題を設定し、バディで追究

させていく《手だてウ》と、子どもたちもその先がまだまだあることに気づいていった。最後にそれら

の結果を確認しつつ「横の長さを増やしていくと、たての長さが減る」と、授業のまとめをして終えた。 
【第９時についての考察 〇成果、▲課題】 
○ 《手だてア》について…表を自分で作成させることによって、「x が 7、9、11 のときはどうすればい

いか？」「ｘが 12 以上はあるのか？」といった「問い」が生まれ、子どもの「問い」をもとにして学

習問題を設定することができた。 
○ 《手だてエ》について…これらの「問い」を引き出すことを想定しながら授業に臨むことができた。 
▲ 《手だてイ》については、R 君の問い「表の続きは、意味があるのか？」を取り上げて学習問題化し

ていったが、クラス全体の問いとして共有化できなかった。もっとここの時間を確保し、例えば「x
は、12 以上いくのか、いかないのか？」この議論をさせ、全体に波及させたかった。小さな「問い」

は、子どもたちから出てきたが、その解決に時間を取られてしまい、中心となる学習問題についての

時間を十分に確保できなかった。 
▲ 子どもたちに十分な意識がないまま移行していったため、《手だてウ》《手だてオ》については効果的

に手だてが機能しなかった。図の提示も、相談タイムも、より追究意欲が高まった状態でないと効果

を期待できない。 
これらの課題を受けて、さらに、以下の手だてを改良して加え、第 10 時に臨んだ。 
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（４）第 10 時の授業について 
《手だてイ－２》立ち止まるべき学習問題をさらにしぼり、その共有化に時間を確保する。 

 《手だてウ－２》相談タイムは、必要に応じてそのペアを流動的に組み替える。 
子どもたちの考えや「問い」をもとに、授業の流れを精選して授業に臨んだ。第 10 時の板書である。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 はじめに、子どもたちがワークシートにかいたグラフを３つにしぼって自分のグラフがどれと一緒か

をネームプレートで貼らせた。I 君からは「なんで原点 O と結ぶの？」という「問い」。反対に、H さん

や A 君からは「なんで原点 O をつなげないの？」「比例はつなげたけど、反比例はつなげないの？」と

いう「問い」が出された。それに付け加えて、Y 君は「売上高のグラフはつなげてないんじゃないか？」、

T さんからは「つなげないと中途半端になってしまう。だからつなげた方がいいんじゃないか？」という

反論も出された。その他にも S さんから「原点 O はｘが０，ｙが０。だから面積は 12 ㎝２にはならない

んじゃないか？」、Ｙ君からは「横のｘが０ということは、それは 12にならないんじゃないか？」とい 
う意見が出され、それにつなげてＨさんから「だったら、表の０，０は、いらないの？」という「問い」

が出された。このような議論がなされたため、他の子たちも「そもそも原点Ｏは、いるのか？」という

思いになっていった《手だてイ－２》。そこで、授業者が改めて「ｘ＝０、ｙ＝０となるような長方形を

描いてみよう」と投げかけ、「ｘ＝０、ｙ＝０となる長方形はあるのか？」という学習問題を設定し、今

回は、隣の子との相談タイムを設けて一緒に考えさせた《手だてウ－２》。 
 すかさず、子どもたちからは「先生、かけない」「もう、かけた。だって、ないから」などの声がいた

るところから聞かれ、ｘ＝０、ｙ＝０となる長方形はないことが確認でき、原点Ｏは結んではいけない

ことが確認された。ただ、子どもたちの議論はここで終わらず、今度はＳさんから「0 はないけど、0.5

と 24 の長方形ならある」という意見が出された。板書してもらうと、Ｓさんは、横 0.5 ㎝、たて 24 ㎝

となる長方形を板書した。他の子たちからは「あ～」「あるね」というつぶやきの声も聞かれ、「だった

ら 0.01 と 120 もあるよ」とＲ君たちが発言《手だてオ》。これらの意見から、ｘが０～１の時には、グ

ラフは限りなく上に伸びていくことをみんなで確認することができた。 
 その後は、残った二つのグラフのうち「折れ線で結んだグラフか？曲線のグラフか？ どちらが反比

例のグラフになるか？」が新たな学習問題になったため、どうやって確かめるかを確認した後、電卓を

使って個人でｘが３～４の間のグラフで細かく確かめさせていった。何をやったらよいかわからない子

もいたため、途中からは、隣の子と協力して追究させていくと、「点がずれてる」と、どの子も折れ線で

結んだ直線から点がずれていっていることに気づいていった《手だてウ－２》。 
 以上の追究を経た後、この時間にわかったことを改めて自分の言葉でまとめさせていった。 
 下のワークシートは、抽出児のワークシートである。はじめは原点 O から折れ線で結んでおり、さら

に「原点 O から最後まで線でつないでいいのか？」という「問い」を持っていた。しかし、この時間の
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追究を通して、まとめでは自分で「反比例のグラフは、原点 O をつながない。理由はそれよりもまだ 
上にあるから。24×0.5 をすると 12になる。なめらかな曲線でフリーハンド」と記述している。そして、

ほぼ全員の子が「原点 O を通らないこと、なめらかな曲線で結ぶ」とまとめられていた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３ 成果と課題 

本実践の手だてに沿った成果と課題は以下の通りである。 
＜成果＞ 
  ア： 単元前半の「比例」では、比例の定義（表）、性質（式の特徴・グラフの特徴）に立ち止まる

ように課題提示を工夫し、単元後半の「反比例」では、「比例」で学習したことを使って自分で

表を埋めさせたことで、「x が７、９、11のときはどうすればいいか？」「ｘが 12以上はあるの

か？」「ｘ＝０，ｙ＝０の時は長方形はできないのではないか？」など、反比例の変化の仕方の

特徴に迫る「問い」が子どもたちから出され、子どもたちの主体的な学びが充実していった。 
イ：考えづくりや話し合いの途中に出てきた子どもの「問い」をタイムリーに取り上げ、その「問

い」について子どもたちにしばらく思ったことを自由に議論させる時間を確保したことで、学

習問題を共有化させることができ、子どもたちの主体的な学びの充実につながった。また、比

較検討すべき子どもの考えをしぼって提示し、子どもたちに改めて考えさせ、自由にしばらく

議論させたことで、「確かめてみたい」という思いを持って追究活動に入ることができた。 
  ウ：個人追究をメインにしながら、途中、適宜隣の子との相談タイムに切り替えたことで、スムー

ズに子ども同士で協力しての追究に移行でき、対話的な学びを充実できた。 
  エ：子どもの考えを座席表授業案に起こし、子どもの思いを生かした授業展開を心がけたことで、

子どもの「問い」や考えをつなげながら深い学びをつくることができた。 
オ：意見がずれたり、話し合いでわからないことが出てきたりしたところで、図形など具体物を提

示して切り返し、学習問題の焦点化を行ったことで、深く追求する姿が見られた。 
＜課題＞ 
  イ：子どもの「問い」は大切だが、中心となる「問い」の議論に時間をかけ、学習問題について子

どもたちが十分議論できるような授業展開を心がける必要がある。 
  ウ：その場に応じて、何のためにそのペアで追究させるのかを考えながら行わせていかないと、形

骸化してしまうおそれがある。 
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４ 教育センターから 
 佐藤教諭の実践では、必然性のある｢かかわり合い｣を生むため、また、｢かかわり合い｣を活発化させ

るために、教師が授業案に子どもの現在の思考の様子を視覚化させた上で、教師自身の頭の中に入れて

作戦を立てていることに大きな特徴があった。もともと、自由に自分の考えや思いを意志表示できる子

どもたちではあったが、佐藤教諭が座席表に個々の考えを表したことで、子どもたちの思考の傾向をと

らえ、子どもたちのつまずきや問題がどこにあるのか焦点化していることは、子どもの学びをより深い

ものにする大きな構成要素であった。子どもが授業の中で、「今、何をやっているのか」が分かり、その

「問い」に自らかかわっていく姿勢は、みんなで授業をつくる姿そのものであるからである。そうした

意味で、確かな「問い」を立てて全員で共有するということは、授業づくりの根幹をなしているもので

ある。 
また、個を位置付けた座席表は「かかわり合い」の場面でも力を発揮していた。教師自身がどの子と

どの子を関連付けることが有効なのかをきちんとイメージした上で、授業に臨むことができていた。１

時間の授業の流れを子どもの思考に沿って考えることができていたのである。座席表で個の考えを把握

していたことが、「かかわり合い」の場面で意図的な指名として功を奏していたことは言うまでもない。

子どもの発言の価値付け、位置付けがきちんとでき、一人一人が授業の中で活躍することができていた。

加えて佐藤教諭は、「バディシステム」と名付けたペアによる｢かかわり合い｣をほぼ毎時間行うようにし、

お互いが「分かった」「できた」実感をもつことができるようにしていた。授業がきちんと組織化されて

いたと言えるだろう。「バディシステム」は教師があらかじめペアを決定する固定化されたものであった

が、子どもの中には定着しており、本学級の人間関係も構築されていたこともあって、双方向的な活発

な意見交流がなされていた。 
 深い教材研究を行うことで、目標から離れずに授業を進めることができる。そして、教師が組織する

場面と子どもに任せる場面を明らかにすることができる。「対話的な学び」を促進するためには、日々の

授業の中でこのような活動を取り入れていくこと、そして、友だちとかかわることで、自分の考えが深

まったり確かなものになっていったりするという「よさ」を子ども自身に実感させることが、大切なの

ではないだろうか。 
 一方、教室の壁面には、学習の足あととして｢学びのツール図｣があった。これは、子どもたちが自分

の考えをつくり出すときや深めていくときに参考にできる既習事項の掲示である。子どもたちは、そこ

に時々目をやり、自分の考えを確かめたり友だちに教えたりする手段として活用していた。「学びのツー

ル図」の大きな効果は、個別の知識が長期の知識となり安定化することである。下学年で学習してきた

ことが、現在行っている学習とどう結びつくのか自分の目で確かめることができ、問題を解決する際の

「活用できる知識」となっていたことは大きな成果だった。 
 本実践では、様々な場面で｢知のネットワーク化｣が行われていた。座席表に表したことによって個を

つなぐことができた。子どもに確実に力を付けるために、集団の考えを組織する教師の力が大きく働い

ていた実践であった。「学びのツール図」も同様である。 
 個別に存在していた知識を概念としての知識にまとめることができ、自分のものとした子どもたちは、

思考力を働かせて、今後も様々な問題の解決に向かっていくことができるだろう。 
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３「世界に誇れる日本の工業製品を未来まで」～日本の工業生産と世界とのつながり～   
 （小学校５年 社会）              東源台小学校 平野 恵司 教諭 
 
１ 単元について 
単元目標 工業生産を支える貿易や海外生産のはたらきと、それらを通じた世界各国との

結びつきについて調べ、その特色や課題をとらえることから、今後の貿易や海

外生産の進め方について考えをもつことができる。 
 

２ 思考力・判断力・表現力を育成するために 
（１） 単元構想の工夫 

 思考力・判断力・表現力を育成する単元構想にするには、単元の中に思考力・判断力・

表現力を高めるための「核となる授業」の設定をすること、その明確なイメージをもつこ

とが不可欠である。そこではどんな問いで、どんな思考・判断をさせ、どう表現させるか

などを具体的に想定することで、その問題解決のために活用されるであろう知識や技能を

洗い出した。どの段階でどんな知識や技能をつけていくかを考えながら、単元構想を考え

た。「核となる授業」、つまり本時の問い「日本はこれからも海外生産を増やしていくべ

きか」について子どもたちが考える上で、第１小単元で学んだ「日本国内での中小工場と

大工場とのつながり」、第２小単元で学んだ「中小工場で働く人々の工夫や努力、熱意」、

そして、第３小単元で学んだ「世界における日本の工業の貢献度」が、本時の問いを思考

する上で欠かせない事項であり、その時間に扱った資料の読み取り方や学び取った知識は

確実に本時において活用されている。つまり、授業者は付けるべき力を単元に位置づけな

がら、学習者の習得と活用を意識した単元構想をすることこそ大切である。 

 単元構想においてもう１つ留意した点は、子どもたちの思考の流れである。例えばこの

単元は、教科書では「日本の工業生産の具体例→世界とのつながり→日本の工業の現在と

未来」という流れだが、子どもたちの思考の流れを考慮して、「日本の工業生産の具体→

日本の工業の特色→世界とのつながり」という流れに変更し、最後にまとめとして｢日本の

工業の未来｣について考える時間を設定した。第１小単元において自動車作りに携わる人々

について調べていく中で、日本製品の品質の高さに気づく子が多かった。この流れを引き

継いで、第２小単元において自動車生産という一具体例から日本の工業の特色へと学びを

つないでいった。日本の工業生産の特色を調べていく中で子どもたちは必然的に「貿易」

や「海外生産」という諸外国とのつながりについて目が向き、第３小単元での世界とのつ

ながりの学習に結びついた。子どもたちの思考の流れを大切にすることで、核となる学習

問題に対する必然性が増すことになると考えた。 

（２）教材化の工夫～調べる対象の具体化 

 ５年生の発達段階では、子どもたちは、調べる対

象が具体的で身近であればあるほど、主体的に学ん

でいく。本単元の学習の中で、チラシを使って「工

業製品の種類分け」をした時も、身近なものから

「“made in japan”を探す活動」をした時も子ども

たちは目を輝かせていた。調べる対象が具体的であ
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ったし、「自分」にひきつけて課題をとらえられていたからだろう。今回は教師が取材し

た「人」に焦点を当てて、日本の工業生産を支えている人々の存在、日本の優れた工業製

品を生み出す秘密について迫っていった。ただ、本実践ではゲストティーチャーとして招

くのではなく、取材したときの映像をビデオにして見せる方法をとった（間接的なゲスト

ティーチャー）。その方が焦点をしぼって子どもたちに提示できること、子どもたちのそ

の時の問いに応じた映像をより効果的に提示することができるというメリットがあるから

だ。映像にはポイントとなる「言葉」を字幕として挿入し、児童の思考の流れに沿えるよ

うテーマごとの短い映像に分けて編集した。取材したときのエピソードと共に、その「人」

の「仕事に対する思い」「生き様」に迫るように見せていった。教師が実際に取材してき

たものだけに、子どもたちは興味をもち、より身近な存在としてとらえ、学習課題を自分

にひきつけて考えることができた。 

（３）学習活動の工夫 

ア 「習得」の段階 ～対話を生む学習活動～ 

 「習得」（調べる）段階で、課題解決に向けて一人で調べ学習をしていくだけでは学習

が滞ることが多い。そのため、特に対話的な活動を積極的に仕組んだ。友だちと対話する

こともあれば、先に述べたような「間接的GT」と対話することもあるだろう。対話を生む

ような学習活動として、次のような実践をした。 

 ・順序がバラバラになった写真資料を順序よく並び替える活動 

 ・テーマ別のグループで調べてきた内容を生活班に戻ってきて伝え合う活動 

 ・精選した資料をパネルで提示し、その場でディスカッションする活動 

 ・キーワードを一人一枚の短冊に書きクラス全体で仲間分けする活動 

 ・ICT活用（編集したビデオやNHK for schoolの活用）後のディスカッション 

 上記のような様々な「動きのある学習スタイル」を経験させることで、調べ学習をより

主体的に、より活性化させようと考えた。 

 

 

 

 

 

イ 「活用」の段階 ～話し合いの組織化と授業者のかかわり～ 

 今回の実践では、先に述べたように「海外生産を増やしていくべきか」という問いで討

論につながるような課題を設定した。ここで討論型の話し合いにすることは、個々の価値

観の違い、見方の違いが出やすくなると考えたからである。ここで子どもたちに育成した

い力は、表現力の育成という視点で、「根拠や理由を明確にして自分の考えを論理的に説

明する力」であり、「他者の主張につなげたり、立場や根拠を明確にしたりして自分の考

えを主張し議論に参加する力」である。思考力の育成という視点で、「日本の工業と諸外

国とのつながりを多角的に考察する力」を育成していきたいと考えて行った。 

 こうした話し合い活動の際には、前の話者につなげることを意識させてきた。単に前の

話者とつなげる「○○さんとは違って」「○○さんに付け足すと」「つまり～」「例えば

～」といった接続語、接頭語を使って発言することを意識付けるだけでなく、一人の子ど
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もの「社会的な見方・考え方」のよさ、あるいは「問い」を全員に広める「共有化」を授

業者としては意識して授業を行った。そのために「問い返し」を意識した。問い返しをす

ることで児童から考えを導き出すには、教師が児童の思考をつかんでおく必要がある。そ

こで、前時における表れ、振り返り（後に述べるアフターカード）をもとに座席表を作り

ながら児童の思考を十分にとらえておくようにした。座席表のメモが蓄積されることによ

って、児童の注目している事象や資料、あるいは思考の傾向をつかむことができる。本時

においては、問いに対して「賛成か反対か」だけではなく、児童自身の考え方を５段階に

分類しながら傾向をつかんでおいた。これにより、児童の思考の中の「迷い」や「葛藤」

などの相違点を浮き彫りにする

ことができた。本時の話し合いを

深める際に、座席表を使った意図

的な指名をすることにより、多角

的な見方・考え方が生まれるよう

授業を組織することができた。 

 以下は、本時のＡさんの表れで

ある。ＢさんやＣさんの意見をか

かわらせていくことで考えが変

容したことが、ビフォアーカード

とアフターカードから見とることができる。 

ウ ノート指導の徹底 

 思考・判断の根拠となる部分の学び、「習得」の過程を特に大切にしてきた。これまでワ

ークシートを利用することも多かったが、教師の用意するワークシートは教師の思い描い

たレールの上に子どもたちを沿わせることが多くなりがちなので、ノート指導を徹底した。

子どもたちが自身で問題をとらえ主体的に学ぶ、あるいは思考・判断したことを表現でき

るようにするためには、用意されたものではなく、児童自身が主体的につくりあげるノー

トこそ必要だと考える。自らが作ったノートだからこそ、考え作りの際に、必要な事項を

必要なときに引き出し、活用できるノートになるのである。そのために「習得」の時間に

得た情報をノートに蓄積していくよう指導を重ねた。ただ、声かけをしただけではノート

は改善されていかないので、次に述べる「ビフォー・アフターシート」をノートに貼りな
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がら１時間ごとの区切りが後から見てもわかるようにしていった。 

エ １時間の変容を見いだし、学び

の実感をつかむ「アフターカード」 

 学習課題に対する予想や前時から

受けた課題に対して予想を書く「ビ

フォーカード」、学習後の振り返り

用紙「アフターカード」を毎時間用

意し、ノートに貼る形をとった。学

習前後の変容が子どもたちにも自覚

できるように別の紙をノートに貼る

ことで目立たせるようにした。アフ

ターシートには、学んだことを書く

だけでなく、誰の発表が大きく自分の学びに影響したのかを書くようにした。これを授業

の中に位置づけることで、児童に「学びの自覚」を促した。この「アフターカード」は個々

の思考を教師が把握しやすく、これをもとにして座席表を作成し、問いを立てる際やかか

わり合いを活性化させる際など授業を組織することに大きく役立った。こうした評価に生

かすと同時に、次時の導入で何人かを紹介することで、記述の質や学習意欲を高めるよう

にした。授業をするにあたって、このアフターシートにどんな記述がされたらＢ評価にな

るのかを教師が明確にしておくことが評価においても、授業づくりにおいても重要である。 

オ 構造的な板書とネームプレートの活用 

 児童が学習問題を解決する際の手助けになるよう構造的な板書を心がけた。児童の発言

をどう分類し、どう位置づけるのか、最終的にどんなことがわかってくるのかが板書から

見えてくるようにした。 

 また、意見交流の場で自分の考えを意思表示させたり、立場を可視化したりするために板

書において積極的にネームプレートを活用した。意見交流の際に前の発表につなげること

を意識させたり、「アフターカード」の記入に生かしたりすることができるだけでなく、

どの立場の意見なのかと視点をもって聴く姿勢が育つ。また、児童自身がかかわりたい相

手が見えて、教師からの学び

ではなく、子ども主体の学び

に変えていくこともできる。 

 

３ 成果と課題 

＜成果＞ 

・児童のノートや単元のまと 

 めに記述されている「自分 

 の考え」は、年度当初と比 

 較して質や量が向上してき 

 ている。具体的には、①学 

 習用語をよく活用されている、②資料を根拠としている、③社会的事象相互の関連付け 

 がされているなどの成果が挙げられる。学級アンケートの結果「社会科の学習は得意か」 
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 の問いに「得意・やや得意」と答えた児童は年度当初５４％だったのに対し、年度末に  

 は６５％に伸ばすことができた。また、「自分の考えを書いて表現することは得意か」 

 の問いに「得意・やや得意」と答えた児童は５３％から７３％に伸びた。「書いて思考 

 する」ことで子どもたちが学びの実感を積み重ねていった結果であると考えられる。ノ 

 ート指導により自分の学びが確かになり、自分の学びに自信をもち始めている。 

・「ビフォー・アフターカード」を活用したノート指導により、児童は１時間の学びの手 

 応えを感じることができた。「ノート作りは得意か」の問いに「得意・やや得意」と答 

 えた児童は年度当初７１％から８８％に伸ばすことができた。これらの結果は、「カー 

 ド」により学びの自覚を促し、学習者が１時間の授業の中で変容しようとする意識を高 

 めることにつながったことは成果と言える。 

・この「カード」の活用は教師側からすると個の思考の把握、１時間の学びの評価に大変 

 役立った。そして、個々の評価だけでなく、授業評価もできた。児童相互のかかわりは 

 どうだったか、どこのおさえが不十分だったのか振り返り、次時の授業を改善すること 

 につなげることができた。 

＜課題＞ 

・本時の課題の追究では、これまでの学習で日本の中小工場で働く人々の思いも、海外生 

 産することのメリットも、どちらも理解ができたからこそ、考え作りの段階ですでに極 

 端な賛成や反対の意見は出ず、結果的に白熱するような討論にはならなかった。問いか 

 け方を変えたり、さらに焦点をしぼった問いに変更したりすることが必要だった。授業 

 の中の「問い」が児童のものになっているか、解決する必然性のある「問い」か、教室 

 の中で「問い」が共有化できているか。または、「問い」の文言は児童の課題追究しよ 

 うという意欲をかき立てるものになっているか、よく吟味したい。 

・本時の話し合い活動では、児童の考えを記した座席表に大きく頼りすぎ、意図的指名を 

 中心に授業を組み立ててしまった。児童の思考をつかんでおくことは授業を組織するに 

 は大切なことであるが、教師がそれだけを頼りに授業を組織しようとすると、「主体的・ 

 対話的で深い学び」は実現できない。既習事項をもとに児童一人一人が主体的に思考判 

 断し、表現したものが、教室の中で絡み合う中でこそ深い学びになっていくのである。 

 したがって、子どもたちのやりとりに任せる部分と教師として目標到達のためには不可 

 欠な出番（問い返しや切り返し）を熟考すると同時に瞬時に判断することも必要となる。 

 目標に向かうための授業の複線化を計画しておくことや、児童の問いや望まれる発言を 

 共有するための問い返し、思考を深めるための切り返し、板書など、教師が授業の中で 

 の判断力・対応力を日々の授業の中で高めていく必要がある。 

・児童の学習に対する主体性を育むことが今後一層重要となる。毎日の授業の中で次のポ 

 イントについて十分考慮し、授業改善を進めていきたい。「振り返り」にはどんな記述 

 がされたらＢ評価と言えるか、具体的に明文化しておき、その評価を子どもたちに確実  

 にフィードバックする方法を考えたい。 

・座席表やネームプレートを活用した板書は、活用の仕方次第では子どもたちの自らのか 

 かわりを生むものとなり得る。それぞれの立場や考え方が一覧できたとき、子どもたち 

 のかかわりが自然発生的に生まれるような活用の仕方を考えたい。 
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４ 教育センターから 
 平野教諭の実践では、個々の考えを把握し座席表等に表す、そして、それをもとにして

問題を焦点化して学習問題を明確にするという、従来行っていた教師の営みや座席表等の

活用方法を、さらに｢評価の充実｣に向かわせることはできないだろうかと挑戦した点に特

徴があったと言える。社会科に限ったことではないが、｢根拠をもって自分の考えを話すこ

とができる｣というのは、思考力が育成されたかを見とる上で、大きな意味をもっている。

全国学力・学習状況調査等で｢判断の根拠や理由を示しながら自分の考えを述べる｣ことが

子どもたちの課題とされている中で、まずは一人一人が｢根拠をもって自分の考えを表して

いるか｣をきちんと見とることが、適切な評価の第一歩である。平野教諭がそうした考えの

もと授業に臨んだことで改めて明らかになったと言える。 
 本実践では「評価の充実」に向けて、子どもたちは、授業が始まる前に｢ビフォアカード｣

（授業に臨む前の自分の考えを書くカード）を書き、授業の終了時には「アフターカード」

（授業後の今、自分の考えを書くカード）を書き、それを蓄積した。特に｢アフターカード｣

では、｢かかわり合い｣の場面を通して、その時どんなことを考えたのか、それまでにもっ

ていた自分の考えが誰（友だち、教師、資料など）によって変わったり深まったりしたの

か、また、授業における自分のよさ（頑張ったことや新たな気付き）をきちんと振り返り、

書き留めた。そうすることで、子どもたちが熟考する場面がつくられることになった。結

果として、それぞれが自分の学びを自覚化することができていたのである。評価が教師だ

けのものではなく、学習者である子どものものであることを示している。 
また、本実践では、「かかわり合い」の場面においても、この２種類のカードが生かされ

ていた。平野教諭は、丁寧なノート指導を既に積み重ねており、２種類のカードもノート

に貼られていた。授業の中で子どもたちは常に自分のノートを見返し、考えを再構築して

いた。充実した自分のノートや板書に位置付けられたネームプレートなどを活用し、自分

の考えを深めていた。社会的な事象について判断を問う本時のような場面では、これらの

情報を整理しながら、友だちの発言に耳を傾けていた姿を見ることができた。 
 次期学習指導要領では、評価の主体が｢子ども｣にあることが目指されている。子どもが

自分の学びの過程や考えの変容、学びの深まりなどを自覚できることが｢主体的な学び｣の

実現のために、大切である。単元を通してこのような評価活動を行い、分析を積み重ねる

ことにより、授業で「対話的な学び」が成立していたのか、そして、授業が子どもの「深

い学び」の実現になっていたのかをきちんと評価することができる。子どもの真の姿から

次の時間をどう構成していくか教師が考える「授業に生かす評価」が定着したことは、大

きな成果であると言える。 
 また、学びの事実や学びによる自己の変容を認識することは、｢かかわり合い｣の有効性

を確かめる上でも必要なことである。考えの変容をもたらす発言が、子ども同士の「かか

わり合い」によって生まれたものである時もあるだろうし、教師の問い返しや適切な資料

の提示によるものである時もあるだろう。「深い学び」を実現し、思考力を育成するため

には、一人一人が複数の情報を関連付けて思考できるような授業を私たちが行っていくこ

とが不可欠である。学びを確かに自分のものにするために必要な行為である。教師は、子

どもの思考を整理したり深く考えさせたりする重要な役割をもっていると改めて感じさせ

られた実践であった。 
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    第３章 成果と課題 
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１ 研究の成果 
 
 教育センターでは、平成 27･28 年度の２か年にわたり、「思考力・判断力・表現力を育成

する授業の在り方」について、教科リーダーによる授業、課題研究推進委員３名の授業を

通して研究を進めた。この間にも、「『付けるべき力が付く授業』とはどのような授業か」「な

ぜ、授業で『思考力・判断力・表現力の育成』が求められているのか」について、学校現

場では理解が深まっていたと思われる。また、そのような授業を行うことができる基盤と

して、「教材研究」と「子ども理解」が大切であることが、改めて分かった。そしてこのこ

とは、教育センターで行われている経年者研修の対象者である、若手から中堅の教員にも

浸透しつつあると考えている。 
 今回、教科リーダー、教科リーダー研修終了後の課題研究推進委員３名という、中堅か

らミドルリーダーの世代の教員とじっくり研修を重ね、授業研究ができたことがまず大き

な成果であると言える。 
 
 ①思考を見とる評価の充実 
   授業における「目標－活動－評価」の一体について言われて久しい。評価について 

は、様々な評価の方法が提唱されている中で、ともすると、評価のための評価になっ 
てしまい、本来の目的から外れてしまうことも少なくない。今回の実践では、評価に 
対する意識を、教師が「評価の場面を設定すれば、評価はできる」という段階から、 
評価の場面で教師が「どのように子どもを見とり、どうつなげていくか」という段階 
に深めることができた。 
 また、「教師の手だてとしての評価」という側面に加えて、「子どもの学習活動の自

覚化としての評価」という、評価観の転換も図ることができた。今回、評価の方法と

して、「振り返りカード」を用いた実践が多かったが、子どもに書かせて残すことで、

改めて子ども自身が自分の学びを自覚することができるようになった。書かせる内容

についても、ただ単に授業の感想を書かせるのではなく、「この１時間の授業で自分は

何が変わったか」「自分の考えの変容に、何（友だち、先生、資料等）がかかわったの

か」「次の目標は何か」などの視点を与えて書かせ蓄積したことは、文字言語として残

り、子ども一人一人の熟考の機会をつくることになった。自分の記憶や学習の足跡な

どと対話することで、授業が連続した学びであることや、１時間１時間を充実させる

ことの大切さに教師のみならず子ども自身も気付くことができた。単元を見通しをも

って粘り強く取り組むこと、「学びを実感」して次の学びにつなげることができるよう

になり、「主体的な学び」につながっていった。 
 

 ②思考する話し合い、かかわりの深まり 
   私たち教師が授業を行う際、「かかわり合い」の場面を設定する。しかし、ただ設定 
  すればよいのではなくその内容を充実させなくてはいけないということが、今回の実 
  践でさらに明らかになった。 
   特に、個に力を付けるための「かかわり合い」をどう構成していくかについて焦点 

をあてて研究を進めてきたことで、何よりも教師自身がそのことを意識して「かかわ
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り合い」の場面を設定するようになったことがまずもって大きい。「かかわり合い」の

場をもつことで問題が解決するのではないか、活発に意見を交わしていれば「かかわ

り合い」が充実していたのではないか、といった従来の考えに留まるのではなく、き

ちんと目的をもち、形態や場面、ゴールの姿を明確にして「かかわり合い」の場を設

定していたかまで考えることが大切である。そして、それを教師と子どもが共有する

ことも大切である。 
 教師が、子どもたちの「かかわり合い」が深まっていると考えた場面をとらえて、「前

の人によくつなげたね。」「友だちの意見を聞いて、考えが変わってきたんだね。」とい

ったことばをかけている場面があった。このように、教師が目指した姿、また、目標

に到達した姿を適切に価値付けることも必要である。子どもたちが「かかわり合い」

の意義を理解することができれば、子どもは「かかわり合い」を通して、自分とは違

う考えや多様な考えに出会ったり、新たな気づきを得て考えを広げたり深めたりする

ことの楽しさや、自分の考えのよさに気づくことができ、自己有用感を感じるのであ

る。そこに、子どもに真の「主体的・対話的な学び」が生まれ、「かかわり合い」が「深

い学び」につながる活動になるということが分かった。 
  
 ③問題解決を促す単元構想の質の向上 
   「思考力・判断力・表現力を育成する授業」では、深い教材研究により、材を魅力 
  ある教材にまで仕立てているということが言える。教材研究を進める中でその教材の 
  魅力を見出すとともに、どのように子どもに出会わせるのか考え単元を構成していく

過程に、教師が醍醐味を感じ力を注いだことは、子どもたちの目の色を変え、粘り強

い追究の源となった。 
   また、教材研究を重ねた上で単元構想を工夫したことにより、学習問題の質が高ま 

り、「子どもが解決したい切実した『問い』」を生み出すことができた。学習問題をき 
ちんと把握することができれば、子どもは問題を解決するために既習の知識や技能を 
活用して自分の考えをつくったり、それを表現したりするようになる。また、自分の 
思いをもとに作品の構想を練ったり創造したりすることができるようになる。教師が 
子どもに「付けるべき力」が何かを明確にし、単元や題材のまとまりのゴールの姿を 
明らかにすること、問題解決の過程を組み込んだ単元を構想することで、子どもたち 
は思考を活性化し、主体的に追究し、「深い学び」にすることができる。 

  
 今回の課題研究推進委員３名の実践では、いずれも座席表等を活用し、教師が授業を行

う際の手持ちの資料として、十分に活用したことも大きな特徴であり、成果である。座席

表等の活用については、取り立てて新しいことを行っているわけではなく、今まで私たち

が行ってきたことでもある。座席表等を用いて授業を行うことが結果として、どの子ども

とどの子どもを関連付ける、子どもに発言の機会を与えることによって全体に広めたり全

体を深めたりする、という授業を組織する教師の力が求められることになった。個々の考

えをあらかじめ把握することで、一人一人の思考の様子をきちんととらえることができる

ようになり、あるときは子どもを違った角度からとらえて見ることもできた。 
 課題研究推進委員の萩原彰彦教諭は座席表等の活用について「普段名簿や評価資料とし
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て子どもの様子を書き留めることはあるが、今回は特に丁寧に座席表に表し、そこから授

業の構想を立てることに取り組んでみた。すると、子どもと子どものつながりが線で見え

てきたときがあった。また、座席表と実際の教室の子どもの座っている位置がリンクして

子どもの顔が目の前に浮かんだ。授業を行うときに自分がどのように動いて言葉かけ（支

援）をしようかと視覚的にイメージすることができたのは、大きな成果であった。」と感想

を述べている。 
 同じように教科リーダーの授業においても、授業案の中に子どもの姿や子どもの考えの

傾向、予想される表れを丁寧に記載した実践や、授業案ではないが別添の資料として座席

表等を添付して子どもの学びの様子から授業を構想していく過程を示した実践が多数あっ

た。座席表等を単に子どもの表れとして記録するだけでなく、実際の子どもの動きとして

教師がシミュレーションできるように子ども同士の「かかわり合い」、そして、そこにかか

わる手だてを明確にする手段として活用できるように意識したことが、いずれも｢思考力・

判断力・表現力の育成｣につながる授業の一助になっていったと考えてよいのではないだろ

うか。 
 
 今回の研究では、アクティブ・ラーニングの視点に基づいて、どのように授業が改善さ

れたか、子どもたちにどのような変容があったか追究してきた。学習内容の深い理解、そ

の教科で求められている資質・能力の育成、子どもの意欲的に学ぶ姿勢などについて授業

改善に関する授業実践の例を蓄積することができたと考えている。 
 次期学習指導要領では学習の「内容」と「方法」の両方を重視して、子どもたちの学び

の過程を質的に高めていくことが目指されている。とかく、今までは、「方法」ばかりが先

行しがちの実践が多かったように思うが、今後、次期学習指導要領の趣旨を理解した実践

がさらに増えていく契機になったと考えている。 
 この成果を広く普及させていくことが、次に求められる。 
 
２ 研究の課題 
 
 授業における｢かかわり合い｣の場面を充実させることに重点を置いて研究を進めてきた

ことにより、 
・子どもの発言につながりが出てきた。 
・友だちとの｢かかわり合い｣によって、自分の思考が整理されたり、友だちの考えに触発 
 されたりして、新たな考えを生み出すことができた。 
・一面的な考えに偏っていた子どもが、新たな資料や友だちの発言によって、より多面的 
・多角的に思考し、発言することができた。 
といった、目に見える変化が現れた。そのことを授業中の実際の子どもの姿で成果として

とらえることができた。 
 その一方で、授業の中で｢かかわり合い｣を効果的に位置付け、｢対話的な学び｣の中で子

どもの力を伸ばし、｢深い学び｣にしていくことができるようにするためには、次のような

点をさらに意識して取り組むことが必要ではないかと考えている。 
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①個の思考の把握（座席表等の活用） 
  授業実践にもあったように、個の考えを把握し座席表等に表して可視化することに

より、個のどの考えがどう関連しているか、個々の考えをどう関連付けることができ

るのかといった、授業に臨む教師の意図が見えてくる。｢この子の考えとこの子の考え

をつなげよう。｣｢この子とこの子をかかわらせたら、新しい、深い考えが生まれるか

もしれない。｣といった方策が見えてくる。つまり、個に対応する手だてと個と集団の

考えの関連を組織する姿が見えてくるのである。目標を達成するために、解決しなく

てはいけない問題が焦点化され、解決したい「問い」についての言語活動に十分な時

間をかけることができるだろうし、それとともに、教師による意図的指名が可能にな

り有効な話し合い活動が展開されることになるからである。一斉学習の場面において

は、子どもたちに、気付いたことを挙げさせる、関連性はないか考えさせる、意図的

指名などでつなげていくことができ、｢対話的な学び｣を充実させることができる。 
    
②「かかわり合い」の広がり 

   「対話的な学び」を充実させるために子ども同士の交流のさせ方を考える、つまり、

教師が子どもを関連付けることが必要であることは明らかである。「深い学び」に導く

ために、意図をもって「かかわり合い」をつくる必要があることはすでに述べてきた。

しかし、そこにとどまっていてはいけない。教師主導であった「かかわり合い」の場

面を、子どもが必然性をもってかかわり合うこと、つまり、かかわり方に広がりをも

たせていくことが今後は必要になってくるであろう。子どもが自分のかかわりたい友

だちとかかわって、自分の考えを確かなものにしたり、広げたり、深めたりするよう

なことがなければ、子ども自身の本当の学びになっていかないのではないかというこ

とである。その例を課題研究推進委員の行った３教科の授業実践で振り返ってみる。 
   算数では、教師が「バディシステム」という形で、ペア学習の相手を決めていた。

単元を通して継続的にかかわっていたため、互いがよき理解者になり、ともに考えを

確かにする場面や互いを補う場面がよくみられた。そこに、「自分と同じ解き方の友達

を求めて、自分の解き方に自信をもつ」「自分と違う解き方の友達と交流し、いろいろ

な解き方を学ぶ」「答えは導くことはできたが、説明が不十分なので、教えてもらう」

という「かかわり合い」の場面を設けてみたら、子どもたちはより主体的にかかわる

ようになるのではないだろうか。 
   美術では、担任が子どもの実態を考慮して、学級のどの班でも「かかわり合い」が

充実するように編成をした。授業はあたたかい雰囲気で、素直な会話ができていて、

どの班も活発に話し合いが行われていた。しかし、ある班で、「自分の作品とは題材も

進み具合も違うので、いいアドバイスをすることができない。」という声があがった。

そこで同じテーマで作品づくりをしている子ども同士で交流させてみてはどうだろう。

うまくできている点、困っている点などが似ているので、より共感をもって話を聞い

たり、アドバイスをしてあげたりすることができるようになり、学びが充実するので

はないだろうか。意欲面のアドバイスにとどまらず、作品の構想や表現につながる「思

考力・判断力・表現力」を用いたアドバイスが期待できるだろうし、教師も、支援が

より的確に、効率よくできるのではないかと考える。 
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    社会では、教師が個々の考えをよく把握し、かかわらせるイメージがきちんともて

ていたため、指名によって子ども同士をかかわらせ授業を進めることができていた。

子どもたちも自分の考えが教師によって価値付けられているため自信をもって自分の

考えを述べていたが、自分の考えと友達の考えのつながりについては十分に理解して

いなかったとも思われる。そのため発言が対教師になりがちで、友達の発言によって

自分の考えが確かなものになったり揺さぶられたりしたという明確な場面はなかなか

見られなかった。子どもが自分と同じ考えの友達、違う考えの友達を選んで自分から

考えを聞きに行き、考えを広めたり深めたりする場面を設けてみたらどうだろうか。

より自分の考えの根拠がはっきりし、個々の表現につながったのではないかと思われ

る。教師が座席表等に子どもの個々の考えを記しているのであれば、それを子どもに

開放し、渡した上で、自分で選ばせてかかわらせる方法があってもよいのではないか

ということである。ネームプレート等で黒板に可視化し、子どもたちがそれを見てか

かわる相手を自分で探すということも有効である。 
いずれにしても、日々の授業で子どもに自分から学ぶ意欲、自分で選択してかかわ

っていく力を育てておくことが前提となるだろう。子ども一人一人の力を伸ばすため、

より「深い学び」にするためには必要な活動である。日常からこのような活動を積極

的に取り入れていく授業構想が求められる。 
 

③「かかわり合い」の質を高める教師の意識 
   ①②につながることになるが、引き続き、 
  ・子どもの「分かる道筋」（始めの考えやつまずきが「かかわり合い」を通してどのよ 
   うに深まったかの過程）を教師がきちんとつかみ、個の変容をとらえる 

・個のつまずきへの対応や問題解決のための手だてやかける言葉を用意する 
  ・個と個、個と資料、個と集団をどうつなぐか考える 
  ・（板書を見ることで）子どもの気づきが促されるような構造的な板書をつくる 
  ・「かかわり合い」で学んだことを、子ども自身が自分に返す（きちんと評価する） 
  といったことに今まで以上に心がけながら授業に臨む必要がある。以上のようなこと

がきちんとできていれば、「かかわり合い」の中で、自然に子どもの発言がつながるで

あろう。教師が資料などを効果的な場面で提示することができれば、子どもは多面的・

多角的に思考するようになるだろう。対話を重ねているうちに、思考が整理されたり、

触発されたりして新たな考えが生まれることになるだろう。教師が意図をもって活動

を行い、意図をもってかかわらせていくということである。 
また、「子どもの考えの視点が増えたり、広がったりしたか」「ゴールイメージに合

っているか」などをきちんと評価することによって、「かかわり合い」の場面の評価が

できるのではないだろうか。逆に、「かかわり合い」によっても学びが深まらないとし

たならば、それはまだまだ教師の手だてが不足しているといえるのではないだろうか。 
  子どもの学力の質的な高まりをどのように見とっていくか、具体的な評価規準を定め

て考えていきたい。 
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３ 今後に向けて、引き続き行っていくこと 
 

教育センターでは、この２か年の研究を終え、多くの成果と課題が明らかになった。し

かし、これは研究の取組であり、学校現場に定着するには至っていない。「研究授業は普段

の授業の延長である。」と考えるならば、日常の授業で実践できる取組に近づけていかなく

てはならない。新学習指導要領の実施が近づいている今、すぐに次の段階に入らなくては

いけないのである。また、来年度からの各校の研修、授業研究の指針となるべきものはな

いかと考えた時、前に掲げた「授業のイメージ図」に改良を加え、新たな「授業のイメー

ジ図」を考えた。 
①～④については、以前の図（p.22 参照）とほぼ同じであるが、新学習指導要領で掲げ

られている「育成すべき資質・能力の三つの柱」である、「知識・技能の習得」「思考力・

判断力・表現力等の育成」「学びに向かう力・人間性の涵養」を位置付けた。また、アクテ

ィブ・ラーニングによる授業改善の視点である「主体的・対話的で深い学び」については、

｢主体的な学び｣｢対話的な学び｣を通して｢深い学び｣になること、また、この流れを繰り返

しながら積み上げていくことで、思考力・判断力・表現力は育成されるものであると考え、

図に表した。そこに、静岡市の教員が現在授業改善の指針としている、静岡市教育委員会

学校教育課が長く提唱してきた、「し・ず・お・か」（し＝しっかり押さえる目標・評価、

ず＝ずばりしかける、お＝思いをつなぐ、か＝かくじつに見届ける）を結び付けたものが、

以下のものである。 
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①「付けるべき力」を明確にし、問題発見・問題解決の過程の中で、解決した

い切実な｢問い｣をたてる。 
 そうすることで、単元あるいは１時間の目標―活動―評価の一致に近づく。 

＝「しっかり押さえる目標・評価」 
 子どもにどのように学習の対象と出会わせるか、教材化の意図をきちんともつ。 

＝「ずばりしかける」 
 それによって、子ども一人一人が興味や関心をもち、粘り強く学習に取り組む「主体的

な学び」につながることが大切である。そして、そこには、｢質の高い学習問題｣がなく

てはならない。 
 
②③自力解決を経て、友達や先生との「かかわり合い」を設定し、組織する。 
 子どもは学習の対象から自分の考えをつくるが、それはまだ深いものではないので、集

団で考えを交流することで、より深く、そして確かなものにしていく。 
その場面のねらいや手だてが明確であれば、個と個、個と集団、個と資料などを効果的

につなげることができ、充実した「かかわり合い」に導くことができる。 
＝「おもいをつなぐ」 

そこでは、一人一人の考えが広がったり深まったりする「対話的な学び」が実現される。 
 
③④「学びを実感」させる。 
 「対話的な学び」を通して広がったり深まったりした考えが一人一人に返り、自分の学  
 びを自覚する。加えて、教師がそれをきちんと評価することができれば、目標は達成さ  
 れる。                   ＝「かくじつに見届ける」 
 一人一人が「見方・考え方」を働かせ、問いを解決した「深い学び」を実現していると

ともに、次の「主体的な学び」に向かう姿が見られることが理想である。 
 
今回の研究を通して、授業の中の｢かかわり合い｣の場面を充実させようと授業を構想す

ること、また充実した｢かかわり合い｣のある授業を実践することが、より質の高い学習問

題を考えることや、教師が確実な評価を行うこと、子ども自身が学びを実感することにつ

ながっていき、子どもの追究の意欲をさらに高めていくということが分かってきた。子ど

もたちが解決したい切実な｢問い｣と出会えば、｢かかわり合い｣は充実する。その結果、自

分の考えを再構築することができ、自分の学びを実感し、次の学びに向かうのである。 
 
学びの主体は子どもである。子ども一人一人に力を身に付け、新しい時代に求められる

資質・能力を確実に育成するためには、「思考力・判断力・表現力を育成する授業」を行っ

ていくことが必要である。その中で「主体的・対話的で深い学び」の過程は実現されるで

あろう。引き続き、こうした意識をもって授業を構想することを提案していきたいと考え

ている。 
また、「単元構想があっての、１時間の授業」という考えも求められてくる。１時間１時

間の授業の積み重ね、連続が単元を成立させ、「主体的・対話的・深い学び」になっていく。

「今日の１時間は何のために行っているのか。」「この１時間でどのような力を身に付ける
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のか。」を教師だけでなく子どももより強く意識して授業に臨むことで、それぞれに変容を

もたらすとともに、教師の「ずばりしかける」「おもいをつなぐ」手だてがより明らかに、

そして、深くなっていくのではないかと考えられる。教師には、単元のどこで「主体的・

対話的で深い学び」を成立させることができるのか、また、１時間の授業の中でどんなこ

とができるのか、「単元を見通して考える」ことができる力が必要になってくる。 
 
・子どもが、自分の学びの過程、つまり学びの「見通し」をもつことができ

ること、そして、「学びを実感」することができるようにするにはどうした

らよいか。 
・子どもが、学びを深めるための「かかわり合い」をすることができるよう

にするにはどうしたらよいか。 
・子どもが、自分の学びが深まったり広まったりしたことを自覚できるよう

な活動、解決したい切実な「問い」を設定するにはどうしたらよいか。 
 
私たち教師は、魅力ある教材に出会い心を躍らせ、子どもの姿を思い浮かべながら教材

研究を深めて子どもに提示し、授業を行っている。子どもの学びに寄与する教師であるた

めの「授業力」をあげていかなくてはならない。 
新学習指導要領の実施を前に授業改善の意欲が高まっている今、これまで私たちが大切

にし、研修を重ねてきた授業中の教師の営みに加えて、子どもが「主体的・対話的で深い

学び」の過程で、どのように「思考力・判断力・表現力」が育成され、高まり、自覚して

いくのかについての研究をさらに進めていきたい。 
市内各校での理解が広まり、教師一人一人が日常的に意識して積極的な実践をしていた

だけるように今後も努めていきたい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


