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自己決定能力を育てる学習指導の工夫 

― 考えるための技法を活用した協働的、探究的な学習を通して（第３学年）― 

 

                     沖縄市立越来中学校教諭 新 城 啓 弥  

 

Ⅰ テーマ設定の理由 

 これからの子供たちの未来は更なる急激な少子高齢化社会が進み、グローバル化の進展、人工知能

（AI）の飛躍的な進化により社会が大きく変化すると予想され、それに伴い様々な課題が出てくると

いわれている。新学習指導要領では、このような時代の中、子供たちが課題に積極的に向き合い、他

者と協働して課題を解決していく過程で、新しい価値を生み出していくことが重要であると述べられ

ている。総合的な学習の時間の目標は「探究的な見方・考え方を働かせ，横断的・総合的な学習を行

うことを通して，よりよく課題を解決し，自己の生き方を考えていくための資質・能力を育成するこ

とを目指す」と示され、まさに今後直面するであろう課題を解決するために必要な資質・能力の育成

や在り方、方向性を示している。 

また、本県を全国と比較すると、若年失業率が高いことや、新規高卒者の無業者率が全国平均を上

回るなど、進路課題は全国と比較してなお一層深刻な状況である。この要因としては、多方面から考

える事ができるが、生徒側の要因として、コミュニケーション能力、思考分析力、新たな課題に対し

て粘り強く取り組む力、将来設計力、自己決定能力など様々な能力が十分に育っていない事が考えら

れる。つまり、ここに挙げた能力は本来、総合的な学習の時間を通して育成される能力の中に含まれ

ており、この課題を克服するためには、総合の目標である「自己の生き方を考えていくための資質・

能力の育成」を目指した学習指導の工夫が必要であると捉える事ができる。 

 これまでの私自身が実践してきた総合的な学習の時間を振り返ってみると、自己の将来にかかる課

題に取り組む学習においてインターネットから高校のホームページやパンフレットを調べての新聞作

成、レポート作成や高校進学のための情報を、生徒に一方的に伝達する学習形態になることが多かっ

た。その結果、高校体験学習などでも、子供たちは受け身で目的をもって体験していないという状況

が見られた。また、本校の３学年の総合的な学習の時間のねらいが｢自己の生き方について考え、将来

を見通した進路決定ができる｣としていたが、子供たちは目先の高校進学という決断のみの捉えになっ

てしまい、主体的に将来の課題に取り組み解決する姿勢に欠け、自己の生き方に対して深く考え、自

らが覚悟と責任を持って決めていく力、いわゆる「自己決定能力」が育っていない現状が感じられた。  

 これらの事から浮き上がる課題は、教育課程部会のワーキンググループの報告書でも示されている

全国的な課題と同じように、私自身もねらいや育てたい力が不明確で、何のために活動を行い、何を

学ぶのか目的をもって授業計画を立て、授業実践につなげていくことが十分ではなかったと考えられ

る。つまり、総合的な学習の時間の取り組みにおいて「探究的な見方・考え方を働かせ，横断的・総

合的な学習を行う」という学習指導の視点が欠け、「自己の生き方を考えていくための資質・能力」の

育成が不十分であったと捉えられる。 

 よってこれらの上述した課題を解決するためには、探究のプロセスを踏まえ、子供たちが主体的に

学習を展開できる手立てやグループでの意見交換、自分の考えと他者の考えを比較・検討する中で思

考力・判断力を高める協働的な学習指導の工夫が必要であり、このような学習を通して、子供たちは

課題を自分の事として、主体的に捉え、深く思考し、自らが決定していく力となる自己決定能力が育

まれると考える。中でも、「自己決定能力」は、「育てたい資質・能力」の内の一つではあるが、進路

選択のみならず、将来課題に直面した時、自ら様々な材料を基に深く考え、判断し、決めていく力で

あり、自己の将来にかかる課題に取り組む学習においては、重点をおいて育てたい力と考えた。 

 そこで本研究では総合的な学習の時間における自己の将来展望を模索する学習課題において、探究

のプロセスを通して、子供たちが主体的に課題に取り組み、他者との協働で行う学習を通して思考を
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深め、自分の出した答えに根拠を持って説明できる学習指導の工夫をめざす。このような協働的、探

究的な学習活動を通して、子供たちが自己の生き方をより深く主体的に捉え、子供たち一人一人に自

己決定能力を育んでいきたいと考えこのテーマを設定した。  

〈研究仮説〉 

 総合的な学習の時間における自己の将来展望を模索する学習課題において、考えるための技法を活 

用した協働的、探究的な学習活動を通して子供たち一人一人に自己決定能力を育んでいくことができ 

るであろう。 

 

Ⅱ 研究内容                

 １ 自己決定能力について       

(1)  自己決定能力とは 

「新学習指導要領解説 総合的な学 

習の時間」（平成 29 年７月）（以下解説 

総合編）の第４章 第２節の中で「職 

業や自己の将来に関する課題」の学習 

を行う際には、「生徒自ら職業や自己 

の将来にかかわる課題を設定し，自ら 

の力で解決に取り組み，その結果とし 

て生徒一人一人が自己の生き方を真剣 

に考える学習活動が展開されることが 

求められる」と指導における配慮事項 

が示された。 

上述の事を踏まえた学習を通して身 

につく力は、生徒が将来ある課題に直面した時、解決に向け主体的に課題に向き合い、自分で 

収集した情報はもとより、他者の異なる意見や考えに触れることで知識や情報を構造化し、思 

考を深め、自己の選択に覚悟と責任を持って物事や自己の生き方を決定する力の育成に結びつ 

くものと考えられる。 

 これらの力は、これまで現行の学習指導要領で示されてきた「育てようとする資質や能力及 

び態度」の三つの視点の分類において「思考分析力」「意思決定力」「他者理解力」「将来設計 

力」に関係するものと考えることができる（図１）。 

また、今回の改訂において、新しく整理された「育成を目指す資質・能力」の三つの柱にあ 

てはめて分類すると、これらの力は主に「思考力・判断力・表現力等」の柱、「学びに向かう 

力、人間性等」の柱に属し、総合的な学習の時間において育成される資質・能力としてその趣 

旨を引き継ぎ整理された。 

  また身につけたい力は探究の過程の各段階でバランスを取り、関連しながら相互に影響し合 

って育成されると考えられる。このことから将来の展望を模索する学習課題を指導するにあた 

っては、「思考分析力」「意思決定力」「他者理解力」「将来設計力」の 4 つの力は特に育成すべ 

き重要な力だと考えることができる。 

よって本研究で目指す「自己決定能力」とは、「職業や自己の将来に関する課題」を学習す 

るにあたって育てようとするこれら複数の力を兼ね備えたものとして捉える。 

(2)  自己決定能力の育成について 

解説総合編の第２章 第２節の中で「育成を目指す資質・能力の三つの柱は，個別に育成さ 

れるものではなく，探究的な学習において，よりよい課題の解決に取り組む中で，相互に関わ 

り合いながら高められていくもの」と示されている。 

田村(2015)は学びの過程において、「実社会や実生活と関わりあるリアルな真正の学びに主 

図１教育課程部会ワーキンググループ 資料９－２ 
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図 2 中学校学習指導要領解説 総合的な学習の時間編 

 

 

　　より複雑な問題状況
　　確かな見通し、仮設

例）
■問題状況の中から課題を発
見し設定する
■解決の方法や手順を考え，
見通しをもって計画を立てる
　
　　　　　　　　　　　など

 より効率的・効果的な手法
　 多様な方法からの選択

例）
■情報収集の手段を選択する

■必要な情報を収集し、蓄積
　する

　　　　　　　　　　　など

　　　 より深い分析
      確かな根拠付け

例）
■問題状況における事実や関
　係を把握し、理解する
■多様な情報にある特徴を見
　付ける。
■事象を比較したり関連付け
　たりして課題解決に向けて
　考える　　　　　　　など

 より理論的で効果的な表現
       内省の深まり

例）
■相手や目的に応じてわかり
やすくまとめ表現する

■学習の進め方や仕方を振り
　返り、学習や生活に生かそ
　うとする　　　　　　など

探究の過程における思考力，判断力，表現力等の深まり（例）

①課題の設定 ②情報の収集 ③情報の整理・分析 ④まとめ・表現

   体的に学習に取り組んだり、異なる他者との対話を通じて考えを広めたり深めたり学びを実現 

   することが大切になる。そこでは、主体的な学び、対話的な学び、深い学びにより資質・能力 

   を身に付けることができるであろう」と述べている。  

     これらのことから本研究では、主体性や必然性を伴って課題解決に向かっていけるよう、自 

己の将来に関わる学習課題を提示し、探究的な学習過程において他者と関わりながら協働的に 

学ぶ場面を適切に設定する。さらにグループでの意見交換、自分の考えと他者の考えを比較・ 

検討する際には、考えるための技法を活用し、深い学びにつなげる効果をねらっていきたいと 

考える。 

また、グループや最終的なまとめで自分の考えの根拠を持たせ、伝える場面をくり返し設定 

していく。このような一連の学習過程が、相互に関わり合いながらこの学習を通して育てたい 

と考える様々な力の育成に結びつき、本研究で捉えている自己決定能力の育成につながると考 

え検証を進めていく。 

２ 協働的・探究的な学習活動において育成される資質・能力について  

解説総合編の第７章 第３節によ 

ると協働的な学習活動の意義を「生 

徒の学習の質を高め，探究的な学習 

を実現することにもつながる」とし、 

また「生徒が社会に出たときに直面 

する様々な問題のほとんどは，一人 

の力だけでは解決できないもの，協 

働することでよりよく解決できるも 

のである」と述べている。 

田村（2015）は「汎用的能力を育 

成するためには探究的で共同的に学 

ぶ総合的な学習の時間から学ぶこと 

が欠かせない」と述べている。また 

田村（2017）は協働学習を行うこと 

は次の三つの価値が挙げられるとし 

た。「１つは、他者への説明による情報としての知識や技能の構造化」「２つ目は他者からの多様 

な情報収集」「３つ目は他者とともに新たな知を創造する場を生み出すとともに、課題解決に向け 

た行動化も期待できる」とした。 

また解説総合編において探究の過程における思考力、判断力、表現力等の深まり（例）図２が 

示され、探究の各段階で育成が期待される資質や能力の例が挙げられた。 

よって本研究では特に、自らの意志と責任でよりよい選択決定を行う場面で、図２の③情報の 

整理・分析の段階において他者と協働しながら自分の考えをまとめ整理し、発表させ、④まとめ・ 

表現の段階においては、最終的な意志決定、将来の生き方を表現させていく。  

また、考えるための技法を活用することによって、自分の根拠をしっかりと深まった確かなも 

のとして自覚することができると考える。このことから、協働的、探究的な学習活動を展開する  

ことは新たな考えに触れることで根拠や考えが広がり、発表することで内省が深まり、一人一人 

に資質・能力の育成が図られると考える。 

 ３ 考えるための技法とは 

 解説総合編の第５章 ４節によれば「今回の学習指導要領の改訂では探究的な学習の過程にお 

いては，他者と協働して問題を解決しようとする学習活動や，言語により分析し，まとめたり， 

表現したりするなどの学習活動が行われるようにすること。その際，例えば，比較する，分類す 

る，関連づけるなどの『考えるための技法』が活用されるようにすること」と示された。 



10 中学校 総合的な学習の時間 

 

4 

田村(2015)は思考ツールを活用すれば、「探究・協同型の授業に向かっていくことができる」   

また「思考ツールには『情報の可視化』と『情報の操作化』の特性がある」と述べている。 

そこで、本研究においては、「情報の整理・分析」の学習場面で考えるための技法として「ダ  

イヤモンドランキング」の手法を活用した授業実践を行っていく。この学習をすることによって、 

自らのランキングを決定するために思考し、他者との比較・交流を通して他者理解力を育み、新 

たな気づきや自分の考えを異なる視点から多面的に捉えることで思考分析力の育成が期待できる 

と思われる。 

また、キーワードを可視化することによって、生徒が話し合いに参加することができるように 

なり、キーワードを操作することで自分自身との関わりを意識し、自分事として捉える効果も期

待できると思われる。次に、自分の考えの根拠をもって説明する表現活動を繰り返すことで、よ

り内省的な思考の深まりが生じ、意思決定力や将来設計力が相互に関連し合いながら育成される

と思われる。 

「まとめ・表現」の過程では考えるための技法としてロールプレイの手法を活用した授業を実 

践していく。疑似体験をすることにより自分の考えを客観的に振り返ることができ、また観察す 

ることによって、他者と自分の考えを比較し、考えを深めることができ、思考分析力や他者理解 

力が育成されると思われる。 

本研究では考えるための技法を活用し、自己決定能力が兼ね備えたそれぞれの能力の育成を図 

り、生徒一人一人に自己決定能力を育んでいきたいと考える。 

(1) ダイヤモンドランキングの手法を用いた授業展開 

  田村（2015）は「ダイヤモンドランキングは、情 

報や知識を序列化して考えるときに活用する。大切 

なことは序列化した結果ではなく、序列化する中で 

話し合われる理由や根拠を吟味することにある」と 

述べている。 

本研究では、まず個人でランキングを行い自分の 

   考えを整理させ、グループで多様な判断を検討する 

ことで、理解をより深めさせていきたい。「自分の根 

拠を決め、説明する場面」においてダイヤモンドラ 

ンキングの手法を活用していく。 

  (2) ロールプレイの手法を用いた授業展開  

渡部（2010）は「ロールプレイは自分でない他の人ものを演じる技法である。うまく見せる 

ことが目的ではない。その立場に身を置いてみることで、その人ならどう言ったり、考えたり、 

動いたりするだろうかを想像したり、実際にその人がやるように動いてみると、どのようにも 

のが見えるのか、どのような気持ちがするのかを体験することが目的である」と述べている。 

本研究では、「他者の個性を尊重し、コミュニケーションを図り、協働して物事に取り組む場 

面」においてロールプレイの手法を活用してそれぞれの役割に立ち、他人の行動を見ることで 

自分の行動を客観的に捉えさせ、考えを深めさせる。 

 

Ⅲ 指導の実際 

 １ 単元名 「自分自身の将来展望を模索する取り組み～進路学習～」 

 ２ 単元目標 

   沖縄県における進路課題を見付け、よりよい進路決定をするために自分の生き方とび付けた提 

言とし、次世代を担う社会人に求められる自己の将来を着実に切り拓く力と社会貢献への強い意 

欲と態度を養う。  

図３ ダイヤモンドランキング表 

 

 

最も大切 

あまり大切でない 
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能力との関連

【課題設定力】【思考分析力】

【表現力】【意思決定力】

【自己理解力】

【他者理解力】

【コミュニケーション能力】

【協働力】【将来設計力】

評価の観点 「知識及び技能」に関すること 「思考力・判断力・表現力等」に関すること 「学びに向かう力、人間性等」に関すること

評価規準

①沖縄県の就職・進学に関する現状

と課題を把握しよりよい自己の生き

方を社会とのかかわりで理解を深め

ることができる。

②他者の考えにふれることで、多様

な価値観が存在し、様々な生き方の

選択があることを知る。

①将来の進路を模索する課題を考え

ることを通し、自分の考えを根拠を

もって発表したり、記述することが

できる。

②個人で作成したランキング表をグ

ループで共有することにより、他者

の考えを認めたり、自分の取り組み

に生かそうとしている。

①夢の実現に向けたこれからの学校

生活について、主体的で具体的に文

章にまとめて表現できる。

②相手の気持ちを尊重して、自分の

考えや根拠を相手に伝えることがで

きる。

③目標を持って共に力を合わせて活

動できる。

３ 評価規準 

４ 検証授業計画 
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●重点的に育てたい資質・能力

〇関連して育つ資質・能力

★考えるための技法

ねらい・学習内容 指導上の留意点

1

□近い将来の自己選択への目的意識をもつ

・内容を通して自己の目的意識を高め、進

　学の理由を考える。

・面接の質問紙の内容を考えることで、自

　己の進学目的と課題を把握する。

□個人で考えグループにて共有

　話しやすい雰囲気を作り考えを多く

　出させる（否定はしない）。

□面接質問紙シートを配布し、自分の

　考えをまとめさせる。

3

□他者の個性を尊重し、コミュニケーショ

　ンを図り、協働して物事に取組む。

・面接官の質問に対する自分や他者の受け

　答えを通して自己理解を深める。

・受け答えの内容をグループで確認し、自

　分の考えの根拠を深めさせる。

□面接官を体験することにより、他人

　の意見や自分の考えを比較させ、自

　分の考えを深めさせる。

□役割の確認をしっかりする。

　面接官、時計係、観察係、受検生

□質問は授業で使用した質問紙の中か

　ら指定して行わせる。

●思考分析力

●他者理解力

〇表現力

〇自己理解力

〇コミュニケーション能力

★ロールプレイ

・ワークシート

・面接評価シート

●他者理解力

●将来設計力

〇課題設定力

〇表現力

・面接質問紙シート

2

□社会とのかかわりの視点を持ち、自己の

　目指す生き方、職業観、人生観について

　考える。

・沖縄県の現状を知る→失業率、離職率等

　を通して自己の生き方を考える。

・将来のビジョンをしっかりともたせる。

□グラフ、データを読み取る→課題の

　設定をさせる。

□１０年後のシミュレーションを考え

　ることによって自分の将来のビジョ

　ンを持たせる。

●意思決定力

●将来設計力

〇自己理解力

〇課題設定力

★キャリアプランニングシート

4

□自らの意志と責任でよりよい選択決定を

　行い根拠を理由に説明できる。

・個人で根拠を挙げ順位付けをする。グル

　ープ内で発表することにより、深まった

　確かな根拠を持たせる。

□進路選択の際に決め手となるキー

　ワードを挙げさせる。

□キーワードをランキングすることに

　よって根拠を考えさせる。

□グループ内での発表・共有

●意思決定力

●他者理解力

●思考分析力

〇自己理解力

〇表現力

〇協働力

〇コミュニケーション能力

★ダイヤモンドランキング
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５ 検証授業の実施 

  (1) 検証授業４（実施日 2017 年 12 月 19 日） 

    ①  主題名 「高校進学の条件を考える～自分と友達とのランキングを通して～」 

    ②  本時のねらい 個人、グループでの意思決定を行うプロセスを通し、他者の考え方、価値 

観などの多様性に触れることによって自らの思考を深め、根拠を持つことに

よって、自分自身の将来展望を選択決定する力を育ませる。 

③  授業の概要 

高校進路決定という場面で考えるための技法としてダイヤモンドランキングを取り入れた 

まず個人でランキング（一人一人根拠をもつ）を行った。グループで発表することで他者と 

の考えを比較・交流（根拠を深める）を通し、客観的な思考で自己の選択に覚悟と責任を持 

って自らの意志で選択決定を行っていく授業である。 

 ④ 指導過程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 □夢や希望を持っての将来宣言をする。

□今までの授業のワークシートを活用

　し将来宣言書を作成させる。

□全体の前で発表

　聞く態度、話す態度の確認をする。

●将来設計力

●意思決定力

〇表現力

★将来宣言シート

展

開

４

０

分

３、ランキング表の作成

　①個人での作成

　・ワークシートにランキング表を完成

　　（自己の考えを持つ）

　②グループで個人のランキング表の発表

　（お互いの考え傾聴する）

　③グループでランキング表を作成

４、発表

　①各グループでの発表

（多様な考えに触れ思考を深める）

◆一番大切だと思った考えとあまり大切ではないと考えた根拠

　を考えさせ、記入させる。

□自己理解力（ワークシートの記述）

□思考分析力（ワークシートの記述）

◆自分の考えを必ず伝え、友達の考えをしっかり聞く。

□表現力（授業観察）□他者理解力（ワークシートの記述）

◆友達の考えを否定はしない。一人一人が考えを伝え、折り合

　いをつけながらグループでランキング表を完成させる。

□協働力（授業観察）

ま

と

め

５

分

５、振り返り

　授業の感想と自分の考えの振り返りをま

　とめる

◆自分で作成したランキング表、グループのランキング表、他

のグループのランキング表を比較させ、授業の感想と振り返り

をまとめさせる。

□思考分析力、他者理解力（ワークシートの記述）

学習活動 ◆指導上の留意点　　□評価＊（　　）は評価方法

導

入

５

分

１、本時のめあてを確認する。

２、学習活動の確認

・ダイヤモンドランキングの仕方の説明

【キーワード】

制服　学費　将来の夢　進学実績　部活動

通学時間　親の同意　雰囲気　学力

塾のアドバイス

◆ねらいとキーワードを確認する

めあて

①自分でじっくり考える（内省）

②自分の考えを友達に説明し、

友達の考えを聞く（共有）

③グループで協力してランキング表を作る（交流）
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図４ 模擬面接の場面 

 

図７ 生徒Ｂの振り返りシート 

 

 

図６ 生徒Ａの振り返りシート 

 

 

 ６ 仮説の検証 

   本研究では、自己決定能力を「思考分析力」「他者理解力」「意思決定力」「将来設計力」の４つ 

の能力を兼ね備えた能力と考え、自己決定能力を育てることを目指して、考えるための技法の手 

法として主にダイヤモンドランキング、ロールプレイを活用した検証を行った。第２回～５回の 

授業における２クラスの振り返りシートの記述及び授業観察、事前事後アンケートを基に自己決 

定能力の育成についての分析を行った。 

  (1) 考えるための技法を活用した自己決定能力の育成について 

    ① ロールプレイを活用した実践 

     ロールプレイの実践においては、「思考分 

析力」「他者理解力」の育成をねらいとした 

検証を行った。 

 実際の高校入試での面接場面を想定し、面 

接官、観察係、受検者と３つの役割をローテ 

ーションで演じさせた（図４）。立場を変えて 

演じることや、他者の質問に対する返答内容 

を客観的に見ることで、自分に置き換えて多 

面的、多角的に自己の思考や立ち振る舞いを 

再分析することにつながる効果があると考え、 

受検者の面接状況を評価する評価シート表の 

活用、振り返りシート、授業観察から分析を 

行った。 

より客観的な視点を持って観察・評価する 

目的で図４の観察係に評価シート表を持たせ 

た。その中のアドバイスの部分に、友達の良 

い点や改善点などを評価することで、自分の 

面接時に生かしている生徒も見られた。この 

ことは他者を客観的に観察・評価することで 

見えてきた良さや、課題を自分自身に取り入 

れて思考し、生かしたからだと思われる。 

次に授業後の生徒の振り返りシート（２ク 

ラス分）を分析してみると図５のように 64 名 

中 62名の生徒が自己の良い点や課題点をあげ  

客観的な視点で自己分析している振り返りが 

見られた。また生徒Ａの振り返りシート（図 

６）からは友達の行動を観察することで自分 

の考えと比較して、良い所を認めている内容 

が見られた。自由表記で書かせた振り返りの 

中では 64名中６名とまだ少ないが他者理解か 

ら他者と自分を比較することで、他者の良さ 

に気づくと同時に自己内省につながり、自分 

の課題にも気づいたという一連の思考のプロ 

セスだと思われる。次の図７の抽出生徒Ｂは前回の授業で感想を書くことができず表現や思 

考が浅かった生徒であるが、自分の考えや行動を客観的に振り返って書くことができた。ま 

たこの授業以前に自己の進路を決定し、決定理由もある程度明確に述べることができる生徒 

の振り返りシートからは「もっと答える内容を明確にする」「質問に対する答えの内容がう 

観察係 

受検者 

面接官 

・あいさつや服装などが良かった。内容をはっき

り伝えたい。自分の考えを伝えたい 

・もうちょっと質問について深く考えることを意

識する。自分はなぜその高校に行きたいかをそ

の後の将来のことについて考えたい。 

・自分の答える内容が短くすぐ終わったからもっ

と詳しく声も大きくはっきり言う。（一部抜粋） 

図５ 自己分析している生徒の振り返りシート 
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図９ 振り返りシートの内容 

 

図８ キーワードの可視化 

 

生徒Ｃ 

 

すかった」、「自分の課題を自覚し、明確な考えを持つ必要がある」とロールプレイを通して、 

自己を客観的に見つめ、自分の考えを振り返った感想が書かれている。これらのことから生 

徒は、それぞれ違う役割を通して友達が自分にはない視点で考えを返答しているのを聞き、 

客観的に評価することによって自分の考えと比較し、さらに向上したい気持ちが感想に出て 

きたと考えられる。またロールプレイを活用したことで、「他者理解力」「思考分析力」を育 

むことができたと思われる。 

②  ダイヤモンドランキングを活用した実践 

     ダイヤモンドランキングの実践においては 

「意思決定力」「他者理解力」「思考分析力」 

の育成をねらいとし、検証を行った。 

まず、個人で思考し、次に他者の意見を聞 

きながらグループでランキングを行う協働的 

な学習を通して、他者理解、思考分析を重ね 

他者と自己の思考を比較しながら自己理解を 

深め、自己の意思決定を確かなものにしてい 

く効果があると考え、振り返りシート、授業 

観察から分析を行った。 

キーワードを可視化・操作化させることで、 

自分自身との関わりを真剣に考え主体的で協 

働的に学習する姿が見られた（図８）。また 

授業後の生徒の振り返りシート図９の内容を 

分析すると「友達の考えが分かってよかった」 

等学びを肯定的に捉えている 64 名、考えが広 

った、深まった」等思考の深まりについて21 

名「自分の考えを再確認できた」等自己の内 

省についての記述が 14 名見られた。 

また図 10 の生徒Ｃ、Ｄは日頃、発言の少な 

い生徒であるがダイヤモンドランキングを通 

して価値観の多様性に触れることによって内 

省が深まったと思われる。次の生徒Ｅは進学 

先を決めていて、自分の考えをしっかり持っ 

ている生徒であるが、「根拠を持ち自らの意 

志と責任で進路決定を行う」という決意の表 

明が書かれた感想が見られた。自分とは違う 

考えを聞き、比較したことによって、改めて 

自分の中で再吟味し、意思決定につながった 

と思われる。これらのことは自分の考えを持 

ち発表し合い、折り合いをつけ友達と協力し 

てランキング表を作成したからこそ自分の考 

えを再考し、考えが広がったことを実感でき 

たからだと推測できる。 

その他、ダイヤモンドランキングで見られ 

    た大きな効果として学校を休みがちな生徒で 

高校進学をあきらめかけていた生徒であるが 

授業では友達の話に耳を傾けたり、相づちを 

生徒Ｄ 

 

生徒Ｅ 

 

進路決定の際の決め

手となるキーワード 

図 10 振り返りシート 
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授業回数・内容の変化 感想の内容と行数

２時間目

感覚的な内容

64名中38名が感想を書けてい

る。感想は１～２行の文で「お

もしろかった」「ためになっ

た」

３時間目

自己を客観的に捉えた

内容(56名)

64名中62名が感想を書けてい

る。３～４行の感想・反省を振

り返る内容が増えてきており具

体的な内容が書かれていること

が増えてきている。

４時間目

内省の深まりが感じら

れる内容（56名）

全員が感想を書けている。３～

５行の感想が書かれており考え

の深まり、友達との考えの比較

などの内容が増えている

うったり、グループで司会になり、あまり発言しない生徒から考えを引き出し、理解しよう 

とする姿が見られた。その中で振り返りシートに「改めて高校に行くために大切なことを知 

れた」と書かれていた。このことは多様な考えにふれることによって進学に対してチャレン 

ジし、合格したいという気持ちが読み取れる。友達同士で夢や希望を語り、真剣な話し合い 

が行われたからこそ前向きに考えられるようになったからではないかと推測される。 

ダイヤモンドランキングを活用したことで「思考分析力」「意思決定力」「他者理解力」を 

育むことができたと思われる。 

  (2) 協働的、探究的な学習の効果について 

     協働的、探究的な学習活動を取り入 

れることで多面的、多角的な考えに触 

れることにより根拠や考えが深まり、 

発表を繰り返し行うことで一人一人の 

考えが深まる効果があると考え振り返 

りシートやアンケート、授業観察から 

分析を行った。 

① 根拠や考えの深まりについて 

まず、授業後の振り返りシートの 

    感想を表１にまとめてみると２時間 

    目の授業では感想が「楽しかった」 

    「ためになった」など感覚的な内容 

で根拠や考えの深まりが見られない 

感想が見られた。３時間目の感想は 

行数も増え自己を客観的に捉えた内 

容の感想（56 名）が増えた。４時間 

目の授業では内容が内省の深まりが 

感じられる感想（56 名）が見られる 

ようになった。 

また、図 11 の抽出生徒Ｈは書くことに 

対して苦手意識を持っている生徒である 

が、授業を重ねていくうち行数や内容も 

変化があらわれていることがわかる。 

協働的、探究的な学習を取り入れた授 

業を通してお互いに自分の考えを伝えあ 

うことで多面的に物事を捉えることがで 

きるようになりさらに内省も深まった考 

えになったと考えられる。 

     次に検証授業後に実施したアンケ 

ートによると「友達の意見を聞く場 

面を多くした授業であなたの考えは 

深まりましたか」（図 12）という質 

問に対し「あてはまる」「ややあ  

てはまる」と  答えた生徒は 94％ 

と生徒は肯定的に捉えている。また 

「ややあてはまらない」と答えた生 

徒の中には理由に自分の考えが変化 

表１ 授業後の振り返り感想の変化 

 

 

図 12 友達の意見を聞くことに関するアンケート結果 

２時間目 

 

３時間目 

 

４時間目 

 図 11 生徒Ｈの振り返りシート 
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しなかったからだと記述していた。このことは最初の考えに変化はなかったものの、様々な 

視点から自分を見つめ直し内省するという同様の思考のプロセスを経たからではないかと 

推測される。このことから、協働的、探究的な学習を行うことで根拠や考えを深め、自己決 

定能力が兼ねる「思考分析力」「他者理解力」などの能力が育まれたと考える。 

    ② 自己決定能力の深まりについて（将来宣言シートの作成・発表を通して） 

     単元の中で、客観的に自己を振り返りさせ、探究の過程に取り組み、くり返し思考し内省 

する中で確かな根拠を持って自己の将来の夢や生き方について考えを深めてきた。それを基 

に将来の夢やなぜその高校に進学決定したのかを将来宣言シートで表現・作成させた。そこ 

で、単元の最終時に、一人一人が考えをクラス全体の前で発表することは夢や生き方を改め 

て再確認することにつながり、実現に向けて行動することにも効果があると期待される。こ 

のことは「意思決定力」「将来設計力」の育成に効果があると考え授業観察から検証を行っ 

た。 

 発表会は和やかな雰囲気の中で進み、発表が苦手な生徒や、人前に出ることが苦手な生徒 

も全体の前で将来宣言をすることができた。 

これらのことは、この時期、生徒は進路選択を迎えるにあたり最初の生き方の選択をする 

場面に立つ。人生の岐路に立ち不安の中、選択、決定をする中で自分の考えは本当に正しい 

のか、選択したことに対して後悔しないのか、など自分に自信が持てない生徒も増えてくる。 

そこで個人で思考し、意思決定させ、グループで他者と協働で課題を解決し、多様な意見に 

触れることによって、自分の考え方が友達と同じであることで安堵感や自信を持つことにつ 

ながり、また、友達と違う意見には揺さぶりをかけられ、再思考することで考えを変えたり、 

ゆるぎない気持ちを持ったりすることができる。さらには未決定の場合には様々な視点から 

思考することで自己理解し、自分なりの答えを見つけ、自己決定していくことができたと考 

えられる。一連のプロセスを経たことで全員が覚悟と責任を持って将来宣言を発表できたと 

推測できる。 

このことから協働的、探究的な学習を行うことで意思決定し、発表をすることで「意思決 

    定力」「将来設計力」の能力が育まれたと考える。 以上のことから、考えるための技法を活 

用した協働的、探究的な学習活動を行うことで、「思考分析力」「他者理解力」「意思決定力」 

「将来設計力」がそれぞれ育まれ、自己決定能力が育成されたと考える。 

 

Ⅳ 成果と課題 

 １ 成果 

  (1) 協働的、探究的な学習を通して、自己の将来にかかる課題に取り組み、育てたい「思考分析 

力」「意思決定力」「他者理解力」「将来設計力」などを兼ねた自己決定能力を育成することが 

できた。 

(2) 考えるための技法をくり返し活用することにより、協働的、探究的な学習を深め、生徒の主 

体的な学びが展開され、覚悟と責任を持ち自分の道を決めた生徒の姿を見ることができた。 

 ２ 課題  

  (1) 自己決定能力を更に高めるために全体計画や単元計画を見直し、各教科との関連を考えた年 

間カリキュラム作成が必要である。 

(2) 探究の過程の課題設定や情報の収集の段階を教師主導から生徒主体への活動へ転換すること 

で探究的で協働的な学習の充実を図り、発展的に繰り返される一連の学習活動につなげる必要 

がある。 
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