
学びに向かう集団の実現
―主体的に学ぶ力を育成する指導を通して―
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Ⅰ テーマ設定の理由
子供たちが将来活躍する社会は、生産年齢人口の減少、グローバル化の進展や技術革新により、社会構

造や雇用環境が大きく変化し、予測困難な時代が考えられている。特に、人工知能（ＡＩ）は飛躍的な進

化を遂げると言われているが、今後どれだけ人工知能が進化し思考ができるようになったとしても、その

思考に目的を与えたり、目的のよさ・正しさ・美しさを判断したりできるのは人間の最も大きな強みであ

るという再認識につながっている。学校教育ではこのような社会の変化に対応することができるようにす

るため、子供たちが様々な変化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ことが求められ

ている。

平成26年11月の中央教育審議会答申（以下「答申」という）では、これからの社会を担う子供たちの育

成に向けて現行学習指導要領の「生きる力」の育成が引き続き求められ、それをより具体化するために教

育課程全体を通して育成を目指す資質・能力を「ア『何を理解しているか，何ができるか」，イ『理解し

ていること・できることをどう使うか』，『どのように社会・世界と関わり，よりよい人生を送るか」の三

つの柱に整理し、各教科等の目標や内容においても、三つの柱に基づく再整理を図るよう提言がなされた。

特に「確かな学力」の育成については、「主体的な学び」、「対話的な学び」、「深い学び」の実現に向けた

授業改善が学校現場に求められている。

本県において「確かな学力」の育成に向けて取組を行う際の背景として、全国学力・学習状況調査（以

下「全国学調」という）の結果から本県の小中学校児童生徒は、「思考力・判断力・表現力等の育成に課

題がある」ことがわかった。また質問紙調査から授業改善に関わる課題として、「思考を深める発問」、「話

し合う活動」、「振り返る活動」があげられる。このような課題の解決に向けて、県は学力向上推進プロジ

ェクト（以下「県学推プロジェクト」という）において、授業改善の取組を支える「６つの方策」を示し、

県全体での方向性を一つにした学力の向上を推進している。

「６つの方策」の中でも特に、新学習指導要領で示された「主体的な学び」、「対話的な学び」、「深い学

び」と関連が深い方策１の「めざす授業像の共有」においては、「他者と関わりながら、課題の解決に向

かい『問い』が生まれる授業」の構築をめざし、「主体的に『問い』をもち、自分なりに考えをもつ」、「他

者との交流を通し、『問い』が生まれ自分の考えを広げ深める」、「学びの過程を振り返り、新たな『問い』

をもつ」の３つを学びに向かう子供の姿として「問い」をキーワードとして捉えている。

本総合教育センターのプロジェクト研究委員会（以下「プロジェクト研究」という）においては、平成

28年度「確かな学力」の達成に向けて「学びに向かう集団を育成する取組を通して」を手立てとして研究

を行った。その中でも特に学びに向かう集団の育成の理論的な構築とその意義を確認することができたこ

とは、大きな成果であると言える。また、「確かな学力」の育成のためには「学びに向かう教師集団」の

育成が重要な要素の一つであることも確認できた。一方課題としては、「学びに向かう集団のより実践的

な研究を進める必要がある」、「次期学習指導要領を見据えた共通理解と本総合教育センターの事業の再構

築を図る必要がある」があげられた。さらに研究のまとめとして、「学びに向かう教師集団の形成と校内

研修の充実を図っていくこと」が提言された。

そこで今年度は、「学びに向かう児童生徒集団」を構築するにあたり、新学習指導要領の授業改善の理

念と本県の学推プロジェクトの方策１を柱に、引き続き昨年の中学校に加えて高等学校の授業改善のため

の具体的な手立てを提案していく。また「学びに向かう教師集団」の構築においては「校内研修の充実の

ためのワークショップ型の研修会」、全国学調のきめ細かい調査から明らかになった「子供を取り巻く経

済状況が学力に影響する」を受けて、「確かな学力」のさらなる充実に向けた「子供の貧困問題」の提案

を行うために、テーマとして「学びに向かう集団の実現」、サブテーマに「主体的に学ぶ力を育成する指

導を通して」を掲げ研究を進めることにした。
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Ⅱ 研究目的
「学びに向かう集団の実現」を図るために、「主体的に学ぶ力を育成」について考察し、各学校におけ

る授業改善に資する提案を行う。

Ⅲ 研究方法
１ 「学びに向かう児童生徒集団」の理論と授業検証の考察

平成28年度プロジェクト研究で確認された「学びに向かう児童生徒集団」の理論に基づいた実践と

検証を行うことで、さらなる理論の深化を図る。なお実践教科は「中学校国語・数学」が各１つ「高

等学校化学・音楽」が各２つの計６つで行う。

２ 「県学推プロジェクト方策１」に基づいた授業実践の紹介

方策１の「めざす授業像の共有」の理論に基づいて、研究協力員の授業実践と平成29年度前期長期

研修員の実践の紹介を通して、方策1をより具体化する。

３ 「学びに向かう教師集団」の実現に向けての調査研究と学校現場への提案

「教職員支援機構」の提案するワークショップ型校内研修の理論と本総合教育センター教育経営研

修班作成の「校内研修の手引き」を基に、県内の校内研修の実情に鑑みて、より効果的な校内研修の

あり方を提案する。また、「確かな学力」と子供を取り巻く経済的状況の関連性を基に、本県の大き

な課題の一つである「子供の貧困問題」についての教員のかかわり方や対応などの調査を行う。

４ 研究のまとめ

「学びに向かう児童生徒集団」については、研究の成果と課題から、学校現場へより具体的な提案

を行い、新学習指導要領の理念の伝達と授業改善の方向性を提案する。「学びに向かう教師集団」に

ついては、本プロジェクト研究委員会の調査に基づき、学校現場への提案を行う。

Ⅳ 研究内容
本章においては、平成29年度プロジェクト研究のテーマ及びサブテーマに関わる内容と学推プロジェ

クトの方策１に関わる内容に関する研究を行う。また、テーマにある「学びに向かう集団」については

「学びに向かう児童生徒集団」とそれを支える「学びに向かう教師集団」の二つを研究する。

１ 学びに向かう児童生徒集団について

(1) 学びに向かう児童生徒集団の背景と目的

平成28年度プロジェクト研究において、「学びに向かう集団」の背景を『確かな学力』を育む

ためには、個々がかかわり合って学び合う集団が重要であるとの認識がある」と述べられ、個々が

バラバラにではなく、連携、連動し、協調して働く「集団」の姿をイメージしてきた。本県の「学

びに向かう児童生徒集団」の状況について、平成29年度全国学調の児童生徒質問紙調査より推察す

る。なおこの項目の「話し合いを行っている」は本研究の調査内容の一部を表すものであり全部を

網羅しているものではないが、概観をとらえるには有効であると考える。話し合い活動を行ってい

る割合は小中学校ともにほぼ全国平均と同じであり、肯定的な割合も８割程度で高い水準にあり、

ここ数年の学力推進の取組の効果が表れてきていると考える(図１)。

図１ 授業では、学級の友達との間で話し合う活動をよく行っていたと思うか（中学校）
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では高等学校において「学びに向かう生徒集団」を意識した授業の現状について、ベネッセの全

国調査の「グループ活動」、「話し合い活

動」等集団での学びに対する教員の意識

調査から推察する(図２)。図２より、小

中学校の教員の「集団での学び」を授業

へ導入しようとする教員の割合は平均し

て５割程度であるのに対して、高等学校

教員は３割に届かず小中学校の教員に比

べて低い結果となっている。上述のよう

な背景をもとに、今年度は「学びに向か

う集団」を高等学校にも具体的に提案す

ることが可能となるよう、研究協力員に

高等学校教員４人を加え研究を行うこと

とした。

(2) 学びに向かう児童生徒集団の姿

平成28年度プロジェクト研究においては、「『学びに向かう児童生徒集団』の姿は『学びに向かう』

ために、個々が主体的・能動的に『かかわり』を持とうとする集団である」と述べている。具体的

には「静かに聞く」「わかるように話す」など集団に配慮した態度に始まり、「分担して行う」、「協

力してつくりあげる」など集団に参画する態度、さらに「よりよくしようとする」、「役に立とうと

する」など集団に貢献する態度へと進む集団である。このような「かかわり」の深まりが個々の主

体的、能動的な態度の変化として現れてくるものと考えられる(表1)。

つまり、「学びに向かう姿」とは、児童生徒が所属する集団の中で、他者を意識し、そのかかわ

りを通して学びの質の向上を実現する姿、共に学び合う姿と捉えられる。また、その実現のために

は「児童生徒集団」を、学習習得の効率を高めるための手段としてだけではなく、個々が主体的・

能動的に他者に働きかけることのできる「個が生きる集団」として認識することが重要である。

(3) 学びに向かう児童生徒集団の評価

本研究においては「学びに向かう児童生徒集団」を「他者を意識し、そのかかわりを通して学び

の質の向上を実現する姿」と捉える。では、具体的に「学びに向かう児童生徒集団」をどう評価し

たらよいのだろうか。本研究では、「学びに向かう児童生徒集団」を検証開始前と終了後の生徒へ

の質問紙調査と毎時間授業終了時の生徒のノートやワークシートの振り返りの記述、行動観察(観

察は基本的に授業者とプロジ

ェクト研究委員複数名で行

う)、数学に関しては形成テ

ストの結果も含めて見取りた

いと考える。質問紙調査は、

本研究の「学びに向かう姿」

の三つの視点をもとに、田中

博之（2010）の学級力確認シ

ートを参考に作成した質問紙

調査表を用い、研究の前後の

生徒の変容を検証する(表

２)。

図2 心がけている授業方法（ベネッセ総研2016）
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表１ 学びに向かう「児童生徒集団」の姿

集団への配慮 集団への参画 集団への貢献

・静かに聞こうとする ・目的を共有しようとする ・よりよくしようとする

・わかるように話そうとする ・話し合おうとする ・役に立とうとする

・無関心でないようにするなど ・分担して行おうとするなど ・役割を果たそうとするなど

かかわりの深まり（集団に対する個々の能動的な態度の変容）

共に学びに向かう姿（かかわりを通して学びの質の向上を実現しようとする姿）

表２ 「学びに向かう児童生徒」質問紙調査

質 問 項 目 目 的

① 友達の意見を静かに聞いていますか

② 友達によく伝わるように話していますか 集団への配慮

③ わからないことがあれば友達に気軽に聞いていますか

④ 友達の意見と自分の意見を比べて聞いていますか
集団への参画

⑤ 課題に対して真剣に話し合っていますか

⑥ 話し合いがスムーズに進むように協力していますか
集団への貢献

⑦ 友達の意見を聞いて納得するとほめたりしていますか

⑧ 話し合い活動は好きまたは得意ですか 関心・意欲

⑨ 自由記述
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２ 主体的に学ぶ力を育成する

(1) 主体的に学ぶとは

平成28年度プロジェクト研究において、「学びに向かう力」の元になるものは、児童生徒が「主

体性」をもつことであることが確認された。さらに「主体性」を育むためには、児童生徒の態度や

様子を具体的にイメージしなくてはならない。

主体的な態度や様子は、「自主的」、「自発的」な態度や様子で見取ることができる。「自発性」と

は課題に対して自分から進んで解決を図るという姿勢である。「自主的」とは「自発性」に加えて

自分の行動の決定を自覚することである。課題に対して「自分事」としてとらえ、役割を自覚して

最後まで取り組む態度である。具体的には「課題に対して自分の考えを持ち、表現すること」、「目

標を設定すること」、「見通しをもつこと」、「学びに対して内省的に振り返ること」があげられる。

主体的な態度そのもには、他者との交流が付随するものではないが、主体性がなければ対話的な学

びは成立しない。このことは本研究テーマとサブテーマとの関連の元になるものである。

新学習指導要領では「主体的な学び」について「学ぶことに興味や関心を持ち，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り組み，自己の学習を振り返って次に

つなげる」と示されている。このことから「主体的な学び」を子供の学びの姿からとらえると三つ

の文脈に分けることができる。一つめの「学ぶことに興味や関心を持つ」とは、子供が課題に対し

て自分事としてとらえ、「是非解決したい」という強い気持ちを持つような姿である。二つめの「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り組む」とは、子供が既

習の知識や生活経験と関連を図りながら、「こうすれば解決できそうだ」という見通しを持つ姿で

ある。三つめの「自己の学習を振り返って次につなげる」とは、学習を振り返り「わかったことは

○○だ」、「○○したから課題を解決できた」、「今日学習したことで他の問題も解けそうだ」、「もっ

と○○について考えたい」というメタ認知的な姿と次の課題につなげる姿である。

では、本県の児童生徒の「主体的な学び」のよ状況について、平成29年度全国学調質問紙調査よ

り見る(図３)。

「課題を、自ら考え、自分から取り組む」いわゆる「主体性」に関する内容について、本県の小

中学生は肯定的な回答をした児童生徒が全国とほぼ同じ７～８割程度である。児童生徒ともに本県

においては全国平均並であり、今後も引き続き取組の継続が望まれる。

高校生の「主体性」に関しては、平成29年３月の青少年教育研究センター調査による日米中韓の

４カ国比較調査がある(図４・５)。その調査結果によると学習に対する「主体性」に関わる内容の

「問題意識をもち聞いたり調べたりする」と「できるだけ自分で考えようとする」の２項目におい

て、日本は韓国と並び、米中に比べて著しく低い状況にあることがわかる。

「主体性」に関する児童生徒の現状を分析すると、小中学生に関してはほぼ全国平均並であるが、

学力上位県の秋田とはまだ大きな差があり、小中学校においては今後も引き続き全国平均を上回り、

さらなる学力の向上を図ることをねらいとして「主体的に学ぶ力」の育成は重要であると考える。

図３ 課題を、自ら考え、自分から取り組む（中学校）
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一方、高校生における「主体性」の低さの原因はどこにあるのだろうか。本プロジェクト研究で

は、「学びに向かう児童生徒集団」で考察したように、高等学校の授業は小中学校に比べて「グル

ープ活動を取り入れた授業」と「話し合いを取り入れた授業」の低さが背景にあるものと考える。

しかし、高校教員の授業づくりに対する意識も経年比較によると高まっており、今後の改善が期待

される（図６・７）。児童生徒の「主体的に学びに向かう力」を育むためには様々な視点が考えら

れる。本プロジェクト研究では、特に「問い」という言葉に視点を当てて研究を進めることにした。

(2) 主体的な学びを引き出す「問い」について

本プロジェクト研究では「主体的に学びに向かう力」の原動力の一つに児童生徒の中に「問い」

が生まれることではないかと仮説を立てた。佐伯胖(2014）は「問いを発するのは学ぶ側であり、

学ぶということが即ち問い方を学び、問いつづけることだと言っておきたい」と述べており、「問

う」ことが「学ぶ」ことであると述べている。では、児童生徒は幼少期のように自然の状態で疑問

を持ち、学んでいくかということには疑問がある。児童生徒が疑問を持つ、つまり「問い」を持つ

ためには学校生活においては教師の「問い」を持つための働きかけが必要となってくると考える。

佐伯(2014)は「教師が子どもたちに対して発問することに何らかの教育的な意味があるとしたなら

ば、それは子どもたち自身が自らのうちに問いを持つようにしむける点にあろう」と述べており、

発問によって児童の「問い」に働きかける必要性を説いている。また、野矢茂樹(2001)は「疑問を

もつことによって理解が深まる」と述べ、疑問が吟味を経て理解の深まりにつながるとしている。

さらに、「問い」が生まれる状況を上田薫(1999）は正解に結着することを否定しながらも「より確

かな真を求め、相手を我が考えに一致させようとする執拗な努力こそ、思考推進の原動力といわな

くてはならない」と述べ、上田(1986）は「一致を求める際に表出されるずれの発見」によってさ

らに思考が深まっていくとしている。本プロジェクト研究では基本的に教師の発問やしかけにより

児童生徒の中に「思考のずれ」を生じさせ、この「ずれ」を「問い」として「主体的な学びの育成」

を図るものとする。

図４ 問題意識をもち聞いたり調べたりする 図５ できるだけ自分で考えようとする

（高校生４カ国比較 青少年教育研究センター 2017） （高校生４カ国比較 青少年教育研究センター 2017）
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図６ 高校教員のグループ学習を取り入れた授業． 図７ 高校教員の自分で調べることを取り入れた授業
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(3) 授業の導入・展開・終末における「問い」の発生

本プロジェクト研究では当初、「問い」を単元全体を貫く「大きな問い」いわゆる「学習のゴー

ル」と毎時間の授業の導入における「問

い」いわゆる「めあて」の二つをイメー

ジしていた。しかし研究を進める中で、「県

学推プロジェクト」の方策１の「めざす

子供の姿」を検討した結果、「問い」は授

業のあらゆる場面で生まれる可能性があ

るのではないかという結論にいたった。

本県の学力向上推進室の「学力の向上

に関する取組」のアンケート調査の結果、

「問い」に対する学校現場での教員の認

知度は小中学校とも５割に満たない現状がある(図８)。この学校現場の「問い」に対しての理解の

低さの原因を本プロジェクト研究では、「県学推プロジェクトが提案されて、それほど時間が経過

していないこと」、「実践研究の提案の途上」にあるのではないかと考える。本総合教育センターの

出前講座などで研究授業などを参観する機会が多いが、「問い」という言葉を研究の柱として授業

を行っている学校はあまり見受けられない。よって本稿においては、授業の「導入」、「展開（交流

活動）」、「終末」場面における問いについて検討することに加えて、その「問い」が「主体的に学

ぶ力の育成」にどうつながり、ひいては研究テーマの「学びに向かう集団の実現」にどのような効

果があるのかについて、研究協力員による検証授業や平成29年度前期長期研修員の研究実践を交え

て考察する。

① 「導入」における「問い」

平成28年度プロジェクト研究では、授業の冒頭で「目標を示す活動」の意義を述べている。本

研究では「目標を示す活動」を、県内小中学校において一般的に使われており、また本県が推進

している「めあての設定」に置き換えて表現するものとする。

では、県内小中学校教員は授業の中で目標(めあて・ねらい)を示す授業をどの程度行っている

のか、平成29年度全国学調学校質問紙調査よりみる(図９)。

図９より小中学校の教員は授業の導入時における「めあての設定」に肯定的に回答した教員は

ほぼ100%に近い水準であり、本県の学力向上推進の成果が現れているものと推察する。しかし、

本総合教育センター主事が指導助言で訪れる小中学校の現状をみると「めあての設定」がされて

いるものの、それが子供の「問い」から発しているものではなく、指導書の記述通りの授業が少

なからず見受けられる。

では、授業の冒頭における「めあての設定」をいかに行うか。平成27年度プロジェクト研究で

はその意義や設定についての理論が述べられている。本研究ではその理論に学校現場の実情に沿

った形で授業実践を行い検証する。

0 20 40 60 80 100

1
理解している 理解していない

％

図８ 問いが生まれる授業の理解（中学校）

図９ 授業の中で目標（めあて・ねらい）を示す活動を行った（中学校）



学びに向かう集団の実現

平成27年度プロジェクト研究では「めあての設定」の意義を「児童生徒が見通しをもって授業

にのぞみ、興味・関心を抱くことである」と述べている。これは、本研究のサブテーマの「主体

性」の育成に働きかけ、テーマにせまるものである。そして見通しを持たせる手だてとして「目

標の焦点化、明確化を図ることに加えて、児童生徒がわかりやすい表現にすることが必須条件で

ある」としている。興味・関心を抱かせるための手だてとして田村学(2016)は「驚きの事実を印

象的に提示し、必要感を高め課題を設定」したり、「違和感が生じるように統計資料を提示し、

課題を設定」したり、「体験活動での感覚とのずれや矛盾を強調し、課題を設定」したりするな

どの工夫が必要としている。本研究においては「平成27年度プロジェクト研究」や、田村(2016)

に加えて、佐伯(2014)の言う教師の発問で子どもの「問い」を引き出すと教材教具に子供の「思

考のずれ」を生じさせるようなしかけも取り入れたいと考える。「めあての設定」の工夫は上述

したような児童生徒に興味・関心を抱かせることに加えて、目的が教師のねらいと指導事項を達

成するものであるかどうかが大切である。その視点に立って「めあての設定」を考えると、上述

したような授業の冒頭に「めあての設定」を行うことが基本ではあるが、授業によっては展開に

「めあての設定」がある場合もあり

うると考える。さらに、本研究がめ

ざす「学びに向かう集団の実現」が

達成されるかどうかの見取りとなる

「対話」を通して課題の解決が図ら

れる内容であることがふさわしい。

上述した 内容を踏まえて表３の

ように「めあての設定」の具体をま

とめた。

② 「展開」における「交流活動」

展開の場面で「めあて」について

考える。展開の場面では平成28年度

プロジェクト研究の理論「個々の交

流を促進することで『自分の考えの

外化』や『他者の考えの内化』を図り『考えの修正や強化』につながる」に基づき、できるだけ

ペアや小グループで「対話的活動」や「協働的活動」（以下「交流活動」という）を取り入れた

授業づくりを行う。しかし交流活動はややもすると、「必ず取り入れなければならない」という

形式主義に陥り、必要のない場面でも行ってしまう授業も見受けられる。そのようなことがない

ように、教師が「今、ペアやグループで相談する必要がありますか」等と児童生徒に聞いてみて

選択させることや平成27年度プロジェクト研究の「目標を達成させるための手だてとしてしっか

り機能させるようにしなければならない」と考える。ここでいう手だてとは平成28年度プロジェ

クト研究の「個々の主体性を育てる『自分の考えを持つ』や『自分で判断する』」に基づき「交

流活動の前に個で考える時間を設定する」また、「交流の目的やゴールを明確にする指示」、「交

流における各自の役割分担」さらに、交流活動に不慣れの場合は「交流における守るべきルール

の確認」などである。では交流活動を活発化するための、教師の集団への接し方について、平成

27年度プロジェクト研究では「解答や答えを教えるような関わりをしたり、議論が活発でない集

団への適切な指導がなされないと、主体的に学ぶ機会を失い、活動の質が高められなくなる」と

指摘している。適切な指導とは「交流に積極的でない子供への声かけや個別指導」「グループと

グループをつなぐ教師のファシリテーターとしての役割」等があげられる。さらに、「展開」に

おける活動の一つとして平成27年度プロジェクト研究では「ペアやグループで話し合ったこと、

思考したことを整理し、まとめさせ、これらの記述、発表するなどの表現活動も取り入れる。こ

こでは、ホワイトボードやICT機器を活用するなど、効果的に児童生徒の考えを授業に取り入れ

ていく」としている。

表３ 「めあての設定」の具体

① めあては、ねらい（指導事項）にせまる

内容でなければならない

② めあては、子どもにとって解決の見通しが

もてる内容でなければならない

③ めあては、子どもの思考が焦点化するような

内容がふさわしい

④ めあては、子どもの問いから表現されるような

平易な文言がふさわしい

⑤ めあては、子どもが対話を通して解決が図れる

内容がふさわしい

⑥ めあては、授業によっては必ずしも授業の導入

に表出されない場合もある



③ 「展開」における「問い」

「展開」における子供の「問い」はどのよう

に生まれるのかについて、本プロジェクト研究

では、展開における子供の問いを「考えを広げ

る問い」と「考えを深める問い」の二つに分類

した。考えを広げる問いは「試行錯誤しながら、

このやり方でいいのかな・他の考えはないのか

な」、考えを深める問いは「もっといい方法・

考えはないのかな」、「Ａさんの考えと同じ・違

うところはどこかな」等が考えられる(表４)。

このような展開における「問い」は必ずしも「交

流活動」の中で発生するとは限らない。個で考える時間の中でも発生する。「展開」においても、

個で考えたり、集団での「交流」を通して思考をうながす活動を行うことで、児童生徒の主体性

が育まれ、「学びに向かう集団の実現」が達成されるのではないかと考える。

④ 「終末」における「まとめ・振り返り」と「問い」

授業の終末では、「まとめ・振り返り」を行う。平成29年度全国学調学校質問紙調査によると

「授業の最後に学習内容を振り返る活動をよく行っていたと思うか」については小中学校とも８

割程度と高く、いずれも全国平均を上回っている(図10）。しかし、学校現場の授業では「まとめ

・振り返り」まで単位時間内に終えられない授業も数多く見受けられる。また教員からは「どの

ように児童生徒に書かせたらいいのかよくわからない」という声が数多く聞こえる。

ア 終末における「まとめ・振り返り」の解釈

本研究では「まとめ・振り返り」がさらに学校現場へ浸透するために、より具体的な提案を

したい。

まず、現場の教員によく質問される内容の一つに「『まとめ』と『振り返り』は分けて考え

るのか、それとも『まとめ・振り返り』は二つで一つなのか」という点がある。この点につい

ては研究者・実践者・都道府県の行政機関によっても解釈が様々である。本研究では、現場の

質問に正対して答える形で、少なくとも各種調査において「まとめ・振り返り」が「めあての

設定」と同じように高い定着率を示すようになるために、「まとめ」と「振り返り」を区別し

て考えることを提

案する。それは区

別することで、子

供の思考が明確に

なるのではないか

と考えるからであ

る。具体的には「ま

表４ 「展開」における「問い」

試行錯誤しながら･･･

① このやり方でいいのかな？

② 他の考えはないのかな？
③ もっといい方法はないのかな？

④ もっと言い考えはないのかな？

⑤ Aさんと同じところはどこかな？
⑥ Bさんと違うところはどこかな？

広
げ
る
問
い

深
め
る
問
い

図10 授業の最後に学習内容を振り返る活動をよく行ったと思う（中学校）

表５ 「まとめ」の具体

① まとめは、基本的に「振り返り」と分けて考える

② まとめは、基本的に「めあて」に対する答えの内容がふさわしい

③ まとめは、子どもの声からまとめることがふさわしい

④ まとめは、授業によっては、振り返りの中で行う場合もある

平成29年度 プロジェクト研究



とめ」は「めあて」と正対するように、「めあてに対する答え」の形で子供に書かせることを

基本とする。しかし授業によっては「めあて」が必ずしも一つの正解に帰着しない場合も考え

られることから、あくまでも基本ということで考える。また「まとめ」を教師が一方的に行わ

ないことも重要なポイントとなる。子供たちに考えさせ、子供たちの声から「まとめ」を生み

出したい。さらに授業によっては「まとめ」は必要ではない場合もある。それは、「展開」の

中ですでに答えが出ている場合があるからである。そのような場合には授業の中に改めて「ま

とめ」を記述する必要はないのではないかと考える。まとめの具体的な考え方について表５に

示す。

イ 終末における「振り返り」と「問い」

授業の最後で「振り返り」を実施する意義について、平成27年度プロジェクト研究では「授

業で何が分かったか、何ができるようになったかを児童生徒自身で確かめること、つまり自己

評価を行う。自己評価を行うことで、自分の課題が何かを把握でき、次に自分が何をすればよ

いのかの方針を立てやすくなり、主体的に学ぶ態度の育成につながると考える」としている。

本研究では、児童生徒に「振り返り」を書かせるための視点として教師のねらいによって表６

にあるような視点を与える。また振り返りの種類を「習得、活用、探求」の三つの型に分類し

た。

振り返りによる学習の定着を図ることをねらいとして「振り返りによる習得」を行う。「習

得」においては、「○○がわかった」、「○○ができるようになった」等「学びの変容」を振り

返ることも考えられる。ただしこの部分に関しては「まとめ」の内容と重なる部分もあるため

注意する必要がある。次に「○○することでわかった」、「○○することでできるようになった」

等「学びの過程」を振り返ることも考えられる。また「○○な考え方もあるんだ」、「Ａさんは

なぜ、こう考えたのかな？」等交流活動を振り返ることも考えられ、またその中で「問い」が

生まれる場合もある。振り返りによる学習の定着を深めることをねらいとして「振り返りによ

る活用」を行う。「活用」においては学習の習得のさらなる深化をねらいとして、活用的な課

題や問題を行わせる。次の課題につなげることをねらいとして「もっと○○について考えたい

こと」や「もし○○だったらどうかな？」等「振り返りによる探究」もある。探究的な振り返

りにおいても子供の「問い」が生まれる場合もあるのではないかと考える。

(4) 主体的な学びに関する評価

本研究においては「主体的な学び

に関する」評価を「全国学調児童生

徒質問紙調査」と櫻井茂雄(2009)を

参考に作成した質問紙調査を研究前

と研究後に実施し、その変容につい

て検証を行う。質問項目については

表７に示す。

３ 研究内容１・２についての概観

「プロジェクト研究の全体構造」、「主体的に学ぶ力を育成する授業の姿」、「H29前期長期研修員の

主体的な学びの授業実践」、「研究協力員の実践と検証」を次項に示す。

表６ 「振り返り」の具体

型 振り返りの視点 具 体 例

① 学びの変容を振り返る ○○がわかった

習 ※まとめと重なる場合もある ○○ができるようになった

② 学びの過程を振り返る ○○することでわかった

得 ○○することでできるようになった

③ 交流活動を振り返る ○○な考え方もあるんだ

Aさんはなぜ、こう考えたのかな？（問い）

活 ④ 活用問題を取り組む ○○でもできるかやってみよう！

用 （他の単元・教科に活用する）

探 ⑤ 次につなげる もっと○○について考えたい

究 もし○○だったらどうかな？ （問い）

表７ 主体的な学びの質問項目

① わからないことはそのままにしないで調べる

② 自ら進んで学習している

③ 難しい問題に出会うとやる気がでてくる

④ 問題の解き方をいくつか考えることにしている

⑤ 学ぶことはおもしろい

⑥ 課題を自ら考え、自分から取り組む

学びに向かう集団の実現
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プロジェクト研究全体構造

学びに向かう集団の実現

～主体的に学ぶ力を育成する指導を通して～

学びに向かう集団

個々がかかわり合って学び合うことで、より「確かな学力」の向上が図られる

（H28プロジェクト研究）

学びに向かう児童生徒集団の姿（詳細はP３）

集団への配慮 集団への参画 集団への貢献

静かに聞く 役割分担して、 役割を果たし、

わかるように話す 話し合う よりよくする

ペア・グループでの交流活動（対話・協働）

課題を自分事としてとらえる 学ぶことは、問いをもつこと

（自分の考えをもち、表現する） 問いを持つための教師の働きかけ

見通しをもつ が必要 （佐伯2016）

振り返る 発問やしかけ、交流活動で働き

かけ、児童生徒の思考のずれを

（H27プロジェクト研究） 問いとする

（本プロジェクト研究）

沖縄県教育委員会

学力向上推進プロジェクト方策１めざす授業像

他者と関わりながら、課題の解決に向かい「問い」が生まれる授業

めざす子供の姿

○主体的に「問い」をもち、自分なりの考えをもつ

○他者との交流を通し、「問い」が生まれ自分の考えを広げ深める

○学びの過程を振り返り、新たな「問い」をもつ

主 体 的 な 学 び （詳細はP４）



学びに向かう集団の実現

主体的に学ぶ力を育成する授業の姿

過程 主体的な学びを引き出す「問い」のポイント
○めあてを設定する意義：児童生徒が主体的に授業に向かうため
○めあてを設定する方法：児童生徒が･･･

「違和感をもつ資料提示」「既習のずれを生じさせる」（田村2016）
導 「上記で生じた『問い』を元に子供の発言やつぶやきを拾いながら」設定する

主体的な学びを引き出す「めあて」の具体 （詳細はP7）
「めあては･･･」

入 ① ねらい（指導事項）にせまる内容で ② 子供にとって解決の見通しがもてる
なければならない 内容でなければならない

③ 子供の思考が焦点化するような内容 ④ 子供の「問い」から表現されるよう
がふさわしい な、平易な文言がふさわしい

⑤ 子供が対話を通して解決が図れる内 ⑥ 授業によっては必ずしも授業の導入
容がふさわしい に表出されない場合もある

○交流活動の意義
自分の考えの表現や、他者の考えを聴くことで、考えの修正・強化につながる

○交流の留意点
展 ・交流の前に個で考える時間を確保する ・交流の目的・ゴールを明確にする

・交流の際の教師の適切な指導も大切である ・交流後の全体で共有も必要である

○展開における「問い」：個で考える場面と交流の中で生まれる

開 展開における「問い」（詳細はP8）
広げる問い 試行錯誤しながら･･･

① このやり方でいいのかな ② 他の考えはないのかな

深める問い ③ もっといい方法はないのかな ④ もっといい考えはないのかな

⑤ Aさんと同じところはどこかな ⑥ Aさんと違うところはどこかな

○「まとめ」は 「めあて」と正対する

終

末

○振り返りの意義：自己評価を行うことで、課題の把握と次への目標が設定可能となり、
主体的な学びへとつながる

○振り返りにおける「問い」：交流活動や探究的な振り返りにおいて「問い」がうまれる場
合も考えられる

型 振り返りの視点 振り返りの視点の具体例 （詳細はP9）

① 学びの変容 ○○がわかった ○○ができるようになった
習得 ② 学びの過程 ○○することでわかった ○○することでできるようになった

③ 交流活動 ○○な考え方もあるんだ Aさんはなぜ、こう考えたの？
活用 ④ 活用問題 ○○でもできるかな（活用問題・他の単元・教科を行う）
探究 ⑤ 次につなぐ もっと○○について考えたい もし○○だったらどうかな？

「まとめ」の具体 （詳細は P8）
① 基本的に「振り返り」と分けて考える ② 基本的に「めあて」に対する答えの内容

がふさわしい

③ 子供の声からまとめることがふさわしい ④ 授業によっては「展開」や「振り返り」

の場面で行う場合もある
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H29前期長期研修員の主体的な学びの授業展開
（めあて・まとめ・振り返り）

め あ て

展 開

ま と め

振り返り

テ ー マ

サブテーマ

１

２ 指導事項

・
_ ・

ｶ

那覇市立那覇小学校 新垣 雅美 教諭

たし算とひき算のひっ算（啓林館）

数学的な思考力・表現力の育成

「問い」をもつ対話的な学びを通して

ひっ算のしくみや逆思考からかくされた数を見つけ、説明することができる

「２けたー２けたの□の数を考えよう」

パワーポイントで１学年の既習を提示し、本時の問題との違いに
気づくことで「問い」をもち、めあてとした。

「他者との考えの違いに気づき『問い』がうまれた。」お友達の
考えを見て気づいたことを書きましょう。

「今日はいっぱいひっ算をやって楽しかった。次は３けたー３け
たもやってみたい」（次につなげる振り返り）。

に入る数は、十の位をみたりたしかめを使ったりして考える
とよい。

小学校算数

２ 学 年

授業

め あ て

展 開

ま と め

振り返り

テ ー マ

サブテーマ

１

２ 指導事項

・

_ ・

ｶ

小学校国語

め あ て
「Ｃさんの説明したいことは何だろう。みんなで考えよう」
まとめの段落の文の順番を入れ替えたリライト文を掲示し、何がおか
しい？（問い）と気づいたＣさんの意見をもとにみんなで考える。

展 開 子供同士の対話を通して、めあての解決にせまる姿。

ま と め
「Ｃさんは、事例の順番とまとめの段階の書き方の順番が同じと言い
たかった」。

振り返り
筆者の書き方の工夫でわかったことは何かな？「文の事例の説明の
仕方とまとめ段落の書き方の順番が同じ」（学びの変容の振り返り）。

うるま市立伊波小学校 山田秀人 教諭

3 学 年 大事なことをまとめよう「めだか」３学年（教育出版）

テ ー マ 「主体的な学び」を引き出す説明文指導の在り方

サブテーマ 学習課程を示す活動と学習したことを振り返る活動の工夫を通して

筆者のまとめの段落の書き方の工夫を考えて読むことができる１

２ 授業

・

_ ・

ｶ



め あ て

展 開

ま と め

振り返り

テ ー マ

サブテーマ

１

２ 指導事項

・
_ ・
ｶ

沖縄市立高原小学校 服部 章吾 教諭

どれくらい育ったかな（東京書籍）

主体的に学ぶ態度を育む理科の授業の工夫

好奇心･探究心をもたせる植物観察教材の作成、活用を通して

身の周りにある植物にも根・茎・葉があることがわかる

「他の植物にも、根・茎・葉があるのかな？」

身近にある植物、野菜などを用い、子供の興味・関心を高めた。

グループで根・茎・葉を探す。何度も試行錯誤。

「グループで何度もチャレンジできたので、もっと他の植物も調
べてみたいな」（次につなげる振り返り）。

各グループの答えや子供たちの発言からまとめた。

小学校理科

３ 学 年

授業

め あ て

展 開

ま と め

振り返り

テ ー マ

サブテーマ

１

２ 指導事項

・

_ ・

ｶ

名護市立安和小学校 井上 雅博 教諭

小数のわり算（啓林館）

数学的な思考力・表現力を育む主体的・対話的な学びの工夫

児童の「問い」を引き出す課題の提示と対話型授業を取り入れた実践を通して

除数と余りの大きさについて考えることができる

「２、７÷０、５＝５あまり２としたが、正しいですか？」

正誤タイプの課題を提示し、問い返ししながら余りの大きさに焦
点を絞り、めあて「正しい余りの大きさはどう見つけるかな？」
へつなぐ。
どの表現をすれば友達にわかってもらえるかな？

その表現がよりよい解決かな？

今日の一番の自分の学び、友達との学びを書く

（学びの変容・交流活動の振り返り）。

余りの大きさはわる数より小さくなる。筆算では余りの小数点は
わられる数のもとの小数点にそろえてうつ。

小学校算数

５ 学 年

授業

学びに向かう集団の実現



め あ て

展 開

ま と め

振り返り

テ ー マ

サブテーマ

１

２ 指導事項

・

_ ・

ｶ

宜野湾市立普天間小学校 小浜 康精 教諭

太陽とかげの動きを調べよう（東京書籍）

科学的な思考力・判断力を育む指導の工夫

実感を伴った理解を図る教材開発を通して

太陽は1日のうちにどうのように動いているのかがわかる

「太陽はどのように動いているのかな？」

どの方位から太陽は昇りましたか？四方位を意識させて、観察で
使用した教材教具の視点を確認し、グループで考えさせた。

わかったこと・わからなかったことを書く。

（学びの変容・次につなげる振り返り）。

各グループの答えや子供たちの発言からまとめた。

小学校理科

３ 学 年

授業

め あ て

展 開

ま と め

振り返り

テ ー マ

サブテーマ

１

２ 指導事項

・
_ ・
ｶ

那覇市立金城小学校 呉屋 智之 教諭

とじこめた空気や水（啓林館）

主体的に問題解決する能力を育む学習指導の工夫

児童自ら「問い」を見出させ、解決までの見通しをもたせる指導を通して

閉じ込めた空気を圧したとき体積は小さくなることを理解する

空の写真を提示し、空気のイメージについての話し合いを通して
課題を設定する。

実験を実施し、個々の「問い」から学級全体の「問い」をつくる。

今日の実験からわかったことは？ 水の性質は？

（学びの変容・次につなげる振り返り）。

閉じ込めた空気に力を加えるとおし縮めることができる。

おし縮めるほど手応えが変わる。

小学校理科

４ 学 年

授業
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め あ て

展 開

ま と め

振り返り

テ ー マ

サブテーマ

１

２ 指導事項

・

_ ・

ｶ

浦添市立当山小学校 比嘉 昭博 教諭

電気のはたらき（啓林館）

科学的な思考力・判断力を育む指導の工夫

「電気のはたらき」における「主体的で対話的で深い学び」の視点に立ったＩＣＴ活用を通して

乾電池の数やつなぎ方を変えると、モーターの回る速さが変わることがわかる

「乾電池を２個使って、モーターを速く回す方法を考えよう」モ
ーターを速く回すにはどうしたらいいのと発問し、既習事項を想
起させ、めあてを設定した。

つなぎ方によってモーターが速く回るのはなぜかな？と発問し、
実験の動画等を見ながらペアで考えさせた。

直列つなぎにすると、なぜモーターは速く回るの？と発問し、探
究的な振り返りを書く。

乾電池２個を直列つなぎにするとモーターが速く回る。

小学校理科

４ 学 年

授業

め あ て

展 開

ま と め

振り返り

テ ー マ

サブテーマ

１

２ 指導事項

・
_ ・

ｶ

糸満市立糸満小学校 仲宗根 義恭 教諭

ふりこ（教育出版）

科学的な思考力・判断力を育む学習指導の工夫

ＩＣＴを活用して「主体的・対話的で深い学び」を促す「ふりこ」の授業を通して

振り子の長さはおもりの形やつなげ方によっても変化することを捉える

「ふりこ実験器を使って、ふりこの性質を調べよう」

ふりこの１往復する時間は何にかんけいしているのかと発問し、
めあてに結びつける。

ジグソー活動において、タブレットやシナリオシートを活用して
わかったことを伝え合う。

わかったことは何ですか？（学びの変容の振り返り）。

ふりこの長さが変わると、ふりこの１往復する時間も変化するこ
と。さらに、長さはおもりの形やつなげ方によっても変化する。

小学校理科

５ 学 年

授業

学びに向かう集団の実現



め あ て

展 開

ま と め

振り返り

テ ー マ

サブテーマ

１

２ 指導事項

・

_ ・

ｶ

南城市立大里中学校 屋富祖 淳 教諭

文字と式（東京書籍）

数学的な思考力・表現力をはぐくむ授業の工夫

「根拠を表す活動」を通して

代入する値によって（ー２ ）の式の値の変化の様子を考えることができる

「『ー２a』は負の数といえるのかな？なぜ、そう考えたのか根拠

を示そう」。

グループでの対話を通して、なぜ、そう考えたのか。さらに「問
い」が発生した。

他の問題「２aと３aはどちらが大きい？」（活用の振り返り）。

ー２aはaに代入する数によって変化する。

中学校数学

１ 学 年

授業

め あ て

展 開

ま と め

振り返り

テ ー マ

サブテーマ

１

２ 指導事項

・
_ ・
ｶ

沖縄県立那覇商業高等学校 城間 真美 教諭

Ｌ３皇帝ペンギン・Ｌ４留学生に自転車を・Ｌ５親離れのはじまり（第一）

英語学習に主体的に取り組む協働学習授業の工夫

ＩＣＴを活用した家庭学習及びポートフォリオ評価の取組を通して

現在完了形の意味を理解することができる

「現在完了形の意味を理解することができる」

現在完了形って何でしょうか？と発問し、めあてを設定。

協働で和訳活動。

タブレット端末を使用し、わかったことをポートフォリオに記入

（学びの変容の振り返り）。

「I lost my car key」と「 I have lost my car key 」の違いは
･･･

高校英語

３ 学 年

授業

平成29年度 プロジェクト研究



め あ て

展 開

ま と め

振り返り

テ ー マ

サブテーマ

１

２ 指導事項

・

_ ・

ｶ

那覇市立神原小学校 與座 美夏 教諭

コミュニケーション能力を育成するＩＣＴ活用の工夫

自立活動におけるプログラミング学習を通して

支援学級の子供たちが自分たちで考えたことを、協力学級で発表できる

「チャレンジ学級ってどんな勉強をしてるでしょうか」

協力学級の友達にチャレンジ学級のことを伝えましょうと促しめ
あての設定。

チャレンジ学級の子供たちが作成した物語・自己紹介・クイズを
協力学級で発表する。

協力学級の友達の感想を読み、どんな気持ちが表現する

（学びの変容の振り返り）。

発表する。

小学校自立

特別支援

授業

め あ て

展 開

ま と め

振り返り

テ ー マ

サブテーマ

１

２ 指導事項

・
_ ・

ｶ

沖縄県立鏡が丘特別支援学校 金城 哲 教諭

ゆらゆら揺れを楽しもう

重度・重複障害児の身体に動きを高める自立活動の工夫

ムーブメント教育を活用した個別学習の授業実践を通して

体幹の支持・姿勢の保持

具体物（トランポリン・ボール）を見せながら、今日の活動を知
らせる。

本児の動きを見ながら揺れの大きさや方向を変える。

子供の興味は何かとの問いから活動を開始したことがよかった

（学びの過程の振り返り）。

活動の中に子供が興味あるものを入れ込みながら、少しのチャレ
ンジを入れる。

小学校特支

肢体・病弱

授業 ※教師自身のめあて・まとめ・振り返り

学びに向かう集団の実現
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【研究協力員の実践と検証】
学びに向かう集団の実現 ～主体的に学ぶ力を育成する指導を通して～

宜野湾市立宜野湾中学校 ２学年 国語 研究協力員 大城 荒 教諭

単元名「枕草子の魅力をさぐる」

～1000年残る枕草子の魅力を活かして、沖縄の季節の素晴らしさを伝えよう～
教材名「枕草子」清少納言

単元の「大きな問い」

「1000年残る枕草子の魅力とは何だろう」
「沖縄の季節の素晴らしさを伝えるには、どのように表現すればいいのだろう」

指導計画

時 学習内容・活動 問いを持つための指導のポイント

１次 【第１時・第２時】 【第１時・第２時】
「春はあけぼの」「うつくしきもの」音 作品が書かれた時代背景や特徴を確認し、

読指導、歴史的仮名遣いの読み方、現 意味の切れ目に注意しながら繰り返し音読

代語訳の確認と内容理解、暗唱。 させ、古典のリズムを味わえるようにする。
枕草子の魅力を探るうえで必要な作品の内

２次 容理解の定着を図る。

【第３時】 【第３時】
「古今和歌集」から当時の一般的な季 「1000 年残る枕草子の魅力とは何か」とい
節感を考察し、「枕草子」と比較して、 う大きな問いに対して、「季節感」を手が
清少納言の季節に対する見方や感じ方 かかりにして探る視点を学習課題に設定す

の特徴を探る。 ることで、生徒の思考を焦点化し、交流活

動の中で様々な意見や考え、問いが生まれ
やすいように促す。

【第４時】 【第４時】

季節の素晴らしさを時間帯で捉えるこ なぜ、その季節にその時間帯（春に「あけ
とによって、どのような魅力（効果・ ぼの」）が選ばれたのかを考えながら、時

良さ）が生まれるのかを考察し、枕草 間帯で捉えることで生まれる魅力を探り、

子が1000年語り継がれてきた魅力につ 1000年語り継がれる理由を考察させる。交
いて考える。 流活動を通して、多様な意見や考えに触れ

ながら、新たに生まれた気付きや問いを生

かしながら、自分なりに考えたことを伝え
合い、考えを広げさせる。

【第５時】 【第５時】

1000年後に残す沖縄の季節の魅力を伝 これまでの学習を活かして、どのような表
えるために、「私の枕草子」をつくる。 現をすれば、沖縄の季節の素晴らしさを伝え

ることができるかを試行錯誤させる。

単元を通して学びに向かう集団の実現は図られたのか？
探究的な課題や自分事として捉えることができるような課題を設定することで学習意欲を喚起し、考
察の場面でも手がかりとなる視点を提示し、思考の焦点化を図った。その結果、課題に取り組む際も、

解決の見通しが持ちやすくなったと考える。また、本時の振り返りが次時の課題や取り組みにつながる

ようにすることで、主体的な学びに向かうよう試みた。交流活動の際には、多様なものの見方や考え方
に触れることで生まれる気付きや問いを生かして、自分の意見を持たせるように心がけた。その結果、

学習課題に対して、個々の意見を伝え合い、共通点や相違点を活かしながら、グループで解決を図ろう

とする姿が随所に見られた。また、グループの意見を発表する場面でも、自分たちのグループには無か
った意見やしっかりとした理由を伴った発表があった時には、納得した声が聞こえたり、褒め合ったり

する姿もあり、他者とのかかわりを通して共に学びに向かっていたと考える。課題としては、交流活動

に時間がかかってしまい、振り返りの時間が短くなってしまった場面もあったので指導内容の精選が必
要だと考える。



学びに向かう集団の実現

検証授業

主体的に学ぶ力を育成する授業の姿

第３時 Ｔ：授業者 Ｓ：生徒

主体的な学びの姿 指導のポイント

見通し･学習 Ｔ：1000年残る「枕草子」の魅力って何だと思いますか？それをみんな ※めあてに繋

課題（めあて）
と探っていきます。その魅力を探るために、まずは「季節」に注目 げる発問

導 していきます。 (P11導入①)

Ｓ：なぜ千年も残ったのだろう？千年残るものってどんなものがあるのかな？

入 ※思考の焦点

化

(P11導入③)

自分の考えを Ｔ：あなたは、どんな時に季節を感じますか。→発表→現代の季節感の ※個で考える

持つ 確認。 (P11展開 交

展 Ｔ：「平安時代の一般的な季節感」は、どうだったと思いますか？ 流の留意点)
Ｓ：現代と同じだと思う。現代は○○で、昔は○○だったと思う。

開 Ｓ：今の人と昔の人とでは、違うところはあるのかな？

他者との考えの Ｔ：「古今和歌集 景物分類表」から当時の一般的な季節感を探ろう。 ※交流活動

交流･自分の考 Ｓ：春は桜を詠んだ歌が多いので、昔の人も現代の人も同じじゃないかな。 (P11展開 広

えを広げ深める Ｓ：他の人はどんなことに気づいているのかな？ げる問い 深

Ｔ：「古今和歌集 景物分類表」と「枕草子」序段を比較してみよう。 める問い)
両者の比較から、清少納言の季節感には、どのような特徴があると

思いますか？

Ｓ：共通点は○○相違点は○○。清少納言は、○○で季節を表現しているのでは？

Ｔ：話し合いを通してまとまった考えをグループごとに発表しましょ ※全体の共有

う。 (P11展開 交

Ｓ：古今集はその季節の具体的な景物が多い。枕草子は時間帯で表現している。 流の留意点)※
Ｓ：どちらも秋の表現が多い。虫や雪など共通する景物が表現されている。

まとめ（清少納言の季節に対する見方や感じ方・季節感の特徴） 「まとめ」は

・季節の素晴らしさを「時間帯」で捉えている。（斬新さ） 「めあて」と

学びの過程の ・当時の一般的な感性と清少納言独自の感性の両方で、季節の素晴らし 正対(P11終末
終 振り返り新た さを捉えている。 「まとめ」

末 な「問い」 振り返り の具体②)
Ｔ：交流活動を通して、思ったことや気づいたことは何ですか？ ※学習過程を

Ｔ：清少納言はなぜ「時間帯」で表現したと思いますか？ 振り返り、次

※時間帯で表現することが、斬新さだけではなく、作品にどのような魅力（効 につなぐ(P11
果）をもたらしたのかを、次時に考察することを予告し、問いを促す。 終末 振り返

Ｓ：清少納言はなぜ「時間帯」で表現したのかな？自分だったら何で表現しよう りの視点②⑤)
かな？

単元全体を通して主体的に学ぶ力の育成は図られたのか？

現代を生きる生徒達が自分ごととして捉えられるような課題設定を試みた。千年残る枕草子の魅力とは何

かを学級全体で考察し、その結果を生かして、自分なら沖縄の季節の素晴らしさをどのように表現するのか

を試行錯誤しながら、個々のものの見方・考え方を活かした「私の枕草子」を作成するという単元の見通し

を持たせた。また、清少納言の感性だけでなく、当時の一般的な感性や現代の感性との比較を通して理解が

深まるような授業展開を試みた。振り返りの際には、本時で学習したことを生かして次の学習に取り組むこ

とを示し、学習のつながりを意識させた。アンケートには、「分からないこともグループ学習でなら解決でき

てモチベーションが上がった」「お互いの意見をシェアできて自分の考えも深まった」「振り返りでその授業

のポイントをもう一度しっかりと理解できたのが良かった」「千年残る枕草子のことについても、またどんど

ん調べていきたいと思った」などがあり、意欲・関心の高まる姿もうかがえ、主体的に学ぶ力の育成に繋が

ったと考える。



平成29年度 プロジェクト研究

【研究協力員の実践と検証】
学びに向かう集団の実現 ～主体的に学ぶ力を育成する指導を通して～

読谷村立読谷中学校 １学年 数学 研究協力員 上門 基史 教諭

単元名 「方程式」

教材名 「一次方程式の利用」（全4時間）

単元の「大きな問い」 「分からない xをどのようにして求めたらいいのだろう」

指導計画

時 学習内容・活動【評価の観点】 問いをもつためのの指導のポイント

第 第１時 第１時

３ 既習を活用しながら、求めた 問題提示の場面で、生徒と対話しながら問題文から分かること疑問

章 解が問題の答えとして適する に思うこと等、ふきだし法を用いて板書し場面理解と問題理解を丁寧

か吟味する活動を通して方程 に行い全生徒が自分の考えをもって交流活動に参加することで主体的

２ 式を利用して解決するときの な学びにつなげる。

節 考え方や手順を説明する。 比較検討場面で、グループで交流する際の視点を明確にし、小学校

【数学的な見方・考え方】 で経験した解法（ことば・数直線図・進行表等）と方程式の解法を比

較し、解法の過程が対応していることや方程式の解法の手順に生徒自

身で気づいていくことで学びを深める。

第２時 第２時

問題の中の数量やその関係 予想する場面で、何を x とするか根拠を問うことで友達との予想と
を文字を用いた式で表し、そ のずれ問いを生起し主体的な学びにつなげる。

れをもとにしてつくった一元 比較検討場面で、どちらを x としても答えが同じであることから、
一次方程式を解く。 何を x とするかは１通りでないことを予想し、適用問題で確かめペア
【数学的な表現・処理】 交流で説明し合うことで、はっきりわかる腑に落ちる深い学びにつな

げる。

第３時 第３時

過不足に関する問題を方程式 問題提示の場面で、問題から分かることや何を求めるのか、疑問に

を利用して解決することがで 思うこと等ノートに書いた気づきをペア交流で伝え合うことで解法の

きる。 見通しをもって主体的に自力解決できるようにする。

【知識・理解】

第４時 第４時

速さに関する問題について関 これまでの学習を活かして、一次方程式の立式、解法の過程、解の

係を表や図に表しそれらを用 適切の吟味をグループ交流で、説明し合いながら疑問に思うことを問

いて一次方程式をたてること い合うことで一次方程式の理解とよさに気づかせる。

ができる。解が適切であるか

吟味し考えを説明する。

【数学的な見方・考え方】

単元を通して学びに向かう集団の実現は図れたか？
○生徒の意識調査より「学びに向かう生徒」の項目に大きな変容は見られなかった。日頃からグループ

交流を取り入れた授業を行っているため学びに向かう集団の意識が高かったためと考える。

○単元全体・1時間のタイムマネジメント（単元を通してどのような力をつけるか。本時のねらい、評

価の観点、発問や個の時間、交流の時間を意図的・計画的に行う）を行うことが学びに向かう集団育

成へのベースになると実感した。

○ペア・グループ活動では、話し合う視点（お互いの考え方の共通点や相違点を話し合い、解法の過程

を見直す、吟味する）を示すことで、既習の考え方や表現（数や表）を用いてわかるように話そう。

目的を共有し達成しようとする姿が見られたことから集団への配慮・参画につながったと考える。

●本時のねらいや評価の観点に応じた振り返りの視点や振り返ったことを次時につなげていくPDCA

サイクルの視点も育成することで個々の学びに向かう力や学びに向かう集団の実現が図れると考え

る。



学びに向かう集団の実現

検証授業

主体的に学ぶ力を育成する授業の姿

第１時 Ｔ：授業者 Ｓ：生徒

主体的な学びの姿 指導のポイント

○導入：問題提示の場面（場面理解・問題理解・課題の焦点化）→ 課題設定・予想（見通し）全体

T:問題文を読んで気づいたことや分からないこと、何が問われている

か、かきましょう。

S:１クラス15分の発表で９クラス。 S:全体で２時間55分かかる。

T:交代の時間は何分ずつになりそうですか。

S:5分ずつかな。 S：40分はかかる。 S:だいたい2分。 予想とのずれから生

T:異なる予想がでましたが、交代の時間は何分ずつかな。ことばや式、 じる問い→めあて

図、表を用いて交代の時間を解き明かしていきましょう。 (課題設定)

めあて（課題）：交代の時間をどのようにして求めるのか (P11 導入①)

○展開：自力解決（個）→比較検討 ①（グループ交流）→比較検討②（全体交流）→適用問題（個）

T:それぞれの考えの理由を教えてもらえますか。

S:問題文にあるように9クラスなので、交代の回数を9回にしました。

S:数直線図にすると、交代の回数は8回になります。

S:交代の時間は分からないので x を用いた式にしました。

T:交代の回数は8回？9回？のどちらですか。 考え方のずれから

S:進行表で考えてみると、交代の回数は8回になる。9回と考えたのは 深める問い

9クラス目の発表の後に交代があると考えたんじゃないかな・・・。 (P11 展開⑤⑥)

T:いつくかでた考え方の同じところ、違うところはどこですか。

S:進行表と x を用いた式は、表現は違うけど考え方と答えは同じです。

T:自分の考え方や解決の方法を見直してみましょう。

S:この方法でいいのかな・・・。 広げる問い

T:自分と異なる方法で解いた友達の考えでもう一度考えてみましょう。 (P11 展開①)

S:なるほど、9回と思っていたけど、数直線で考えてみると8回。

考えを吟味し納得や S:ことばの式と方程式は計算の流れが同じだ。方程式が何となく分か

新たな問いを基に ってきた！

話し合っている T:他の場合でもあてはまるか確かめてみましょう。問題です。

○終末：まとめ（全体）→振り返り（個人）

T:今日のめあては交代の時間をどのようにして求めるかでしたね。

進行表、数直線、ことばの式、方程式いろいろな考え方がでました。

今日の学習のまとめをみんなでしましょう。

まとめ：交代の時間は、進行表や数直線、ことばの式、方程式で求

めることができる。15×9＋８ x=175（交代時間は5分）

T:今日の振り返りは、友達の考え方から分かったことやできるように

ICT機器を活用し本 ったことをかきましょう。

時の学習を振り返っ S：Ａさんの図の説明で、方程式の計算の意味が分かりました。 振り返りの視点

ている (P11 終末②)

単元全体を通して主体的に学ぶ力の育成は図られたか

○生徒意識調査結果より「主体的な学び」の項目に肯定的な変容がみられた。特に「学ぶことはおもし

ろいですか」の設問では、全生徒が授業後、肯定的な回答をしている。

○全生徒が自分の考えを持つことができるよう、場面理解・問題理解の場面では、問題文から分かるこ

と問われていること、疑問に思うことをノートにかいた後、黒板に可視化し全体で共有を図ったこと

で、自分の考えをしっかり持って交流活動を行うことができ、主体的な学びを持続することへつなが

ったと考える。

予想のずれから疑問や矛盾に思う

ことを話し合っている

教師が考えの根拠を問い、交流

の視点を明確にしている。



平成29年度 プロジェクト研究

【研究協力員の実践と検証】
学びに向かう集団の実現 ～主体的に学ぶ力を育成する指導を通して～

県立知念高等学校 ３学年 理科（「化学」） 研究協力員 神谷 俊郎 教諭

単元名「探究活動」
～「無機物質」・「有機化合物」の中から問い (課題 )を見いだし、

探究の過程を通して解決しよう～

教材名「課題」※生徒が単元の内容から、見いだした課題
単元の「大きな問い」

「『無機物質』や『有機化合物』で、見いだした問い（課題）は、何だろう。」

「課題は、どのような探究の過程により解決することができるだろうか」

指導計画

時 学習内容・活動 問いをもつための指導のポイント
一 【第１時】 【第１時】

次 探究活動について確認し、学習した「無 ・単元を通して振り返りシートを取り入れる

機物質」・「有機化合物」の内容から各班 などして、生徒が課題をいくつか見いだす
で課題と仮説・検証計画・結果の記録・ ようにする。

整理方法を設定するなど、探究の過程に ・課題が解決できる内容か、安全や時間、対

見通しをもつ。 象物、器具、などの面で実施可能かを各班
で検討させ、適切な課題を設定するように

促す。

【第２時】 【第２時】
前時で設定した検証計画をもとに準備/ ・検証実施により課題が解決できるかを確認

検証 (観察・実験 )を行い、結果を記録・ する視点を持たせ、科学的な検証となるよ

整理する。検証実施後、結果をもとに考 う促す。
察とまとめを行い、発表準備(ポスター ・報告書、ポスター、口頭説明それぞれの目

と発表原稿を作成）をする。 的を確認し、見る側がわかりやすいよう、

表や図、写真などを用いて簡潔にまとめる
よう促す。

【第３時】 【第３時】

「探究活動発表会」を行う。各班とも所 ・聴く側に、「内容の全体像をわかりやすく
定の発表時間・方法で、取り組んだ探究 伝える」ことを確認する。

活動について発表する。発表者・聴き手 ・聴く側は、各班の発表について「科学的な

とも、評価シートにより、よかった点と 探究活動」の視点からよかった点・疑問点、
改善点したらよい点を記入する。 改善点を記入させ、生徒間の質疑を促す。

単元を通して学びに向かう集団の実現は図られたのか？
○対象生徒は、高等学校では初めての探究活動であり、本単元の実施をとおして探究の過

程である課題の設定から、仮説→検証計画→検証の実施→結果の記録・整理→考察→結

論→表現までの一連の流れを班の生徒集団で行うことに慣れていないところがあったが、
課題の設定から班の全員で積極的に話し合い、教科書や資料集などをもとに仮説の設定

や検証計画に取り組む様子が見られた。

○日頃は、講義形式が中心の授業形態でやや受け身の姿勢であったが、仮説の設定や検証
（実験）計画が妥当か、班のメンバーで積極的に話し合い担当教師にも具体的な質問を

していた。

○実験計画において、用意する器具や試薬の濃度や量、薬品の取り扱い方などについては、
教師側に助けられる場面も見られたが、このことは生徒が少しずつ観察・実験の技能を

獲得していることを示している。探究活動を何度か経験することにより解決されること
と考えられる。

○探究活動に取り組んだすべての班で課題の解決に向けて生徒がお互いで原理・法則等を

確認しながら活動を進め、報告を行ったことより対象学級における学びに向かう集団の
実現が図られたといえる。



学びに向かう集団の実現

検証授業 主体的に学ぶ力を育成する授業の姿
第３時 Ｔ：授業者 Ｓ：生徒 司：司会（生徒）

主体的な学びの姿 指導のポイント

導 【課題提示（場面理解・課題の焦点化）→課題設定・見通し】

入 Ｔ：本時は、探究活動で各班が取り組んだ流れを、時間内でわかり

やすく他者に伝える活動に取り組みましょう。

５ Ｔ：今回は、各班３分で報告とします。ポスターと口頭説明で報告

分 してください。

Ｓ：内容をわかりやすく伝えるためには、どう表現したらいいの ○ 解 決 の 見 通 し を 持

かな。 たせるよう助言す

Ｔ：報告準備の時間は 10 分間です。役割分担などを確認して下さい。る。

(p.11 導入①)

展 【報告準備：個で報告準備→班で内容検討（グループ交流）】

開 Ｓ：ポスターは、図や表、写真を貼りつけわかりやすくなってい

① るか確認しよう。

10 Ｓ：役割を確認しよう。

分 ・説明箇所の分担

・ポスターや説明に使用する模型などと見せ方を確認しよう。 ○担当箇所について個で

Ｓ：報告のリハーサルをしよう。 確認し、班内で交流す

る。(p.11 展開①)

展 【報告会：各班の取り組みを学級全体へ報告（全体交流）】

開 Ｔ：これから報告会を始めます。各班３分で報告してください。

② Ｔ：評価シートに、各班の報告を聴いて、良かった点、アドバイス

30 を書いて下さい。また、本人の報告評価もして下さい。

分 司：それでは、１班からお願いします。

Ｓ：私たちの班は、「○○○」のテーマで探究活動に取り組みまし ○各班の報告を聴き、思

た。･････ 考を広めたり深めたり

司：これで全班の報告が終わりました。 する。(p.11展開④)

終 【まとめ（全体）→振り返り（個人）】

末 Ｔ：評価シートは、まとめましたか。

５ Ｔ：探究活動で各班の報告を聴いて、気づいた事や感心したことは

分 ありましたか。

Ｓ：△班は、自分たちが気づかなかった○○に疑問を持ったこと

に感心しました。 ○今回の探究活動を振り

Ｓ：▽班の検証方法は、仮説の検証に効率的でよいと思いました。 返り新たな問いへつな

Ｔ：本時や今回の活動をもとに、振り返りをしましょう。 げる。(p.11 ④)

Ｓ：次の探究活動にむけて疑問に思うことを記録しておこう。

単元全体を通して主体的に学ぶ力の育成は図られたか

○本単元の「探究活動」では、前単元の「無機物質」、「有機化合物」の内容から疑問に思

ったことをもとに課題を設定するとした。多くの生徒が、個人で考えた疑問をまとめ、

班内で互いの疑問を報告し班の課題設定につなげていた。また、課題解決に向け、班全

体で化学の基本概念や原理・法則をもとに仮説の設定など探究の過程に熱心に取り組ん

でいたことから主体的に学ぶ力の育成が図られたと考える。

○事後アンケートから「自分たちで仮説を立てて実験を行い、考察や発表をしていい経験

になった」や「実験をすることで物質の性質をよく理解できた」と個人や班で学びに取

り組んだ様子が見られた。



平成29年度 プロジェクト研究

【研究協力員の実践と検証】
学びに向かう集団の実現 ～主体的に学ぶ力を育成する指導を通して～

県立美来工科高等学校 ２学年理科 （「化学基礎」） 研究協力員 下地 正敏 教諭

単元名「探究活動」

～「物質量と化学反応式」の中から問い（課題）を見いだし、

探究の過程を通して解決しよう～

教材名「課題」※生徒が単元の内容から、見いだした課題

単元の「大きな問い」

「『物質量と反応式』で、見いだした問い（課題）は、何だろう」

「課題は、どのような探究の過程により解決することができるだろうか」

指導計画「主体的・対話的で深い学び」の指導のポイント

時 学習内容・活動 問いをもつための指導のポイント

一 【第１時】 【第１時】

次 探究活動について確認し、学習した「物 ・単元を通して振り返りシートを取り入れる

質量と化学反応式」の内容から各班で課 などして、生徒が課題をいくつか見いだす

題と仮説・検証計画・結果の記録・整理 ようにする。

方法を設定するなど、探究の過程に見通 ・課題が、解決できる内容か、安全や時間、

しをもつ。 対象物、器具、などの面で実施可能かを各

班で検討させ、適切な課題を設定し見通し

をもつように促す。

【第２時】 【第２時】

前時で設定した検証計画をもとに準備を ・検証実施により課題が解決できるかを確認

行い検証 (観察・実験 )を行い、結果を記 する視点を持たせ、科学的な検証となるよ

録・整理する。検証実施後、結果をもと う促す。

に考察とまとめを行い、発表準備（ポス ・報告書、ポスター、口頭説明それぞれの目

ターと発表原稿を作成）をする。 的を確認し、見る側がわかりやすいよう、

表や図、写真などを用いて簡潔にまとめる

よう促す。

【第３時】 【第３時】

「探究活動発表会」を行う。各班とも所 ・聴く側に、「内容の全体像をわかりやすく

定の発表時間・方法で、取り組んだ探究 伝える」ことを確認する。

活動について発表する。発表者・聴き手 ・聴く側は、各班の発表について「科学的な

とも、評価シートにより、よかった点と 探究活動」の視点からよかった点・疑問点、

改善点したらよい点を記入する。 改善点を記入させ、生徒間の質疑を促す。

単元を通して学びに向かう集団の実現は図られたのか？
○対象生徒は、高等学校では初めての探究活動であり、本単元の実施をとおして探究の過

程である課題設定から考察、結論、表現まで班の全員で積極的に話し合い、教科書や資

料集などをもとに仮説の設定・検証計画からの探究の過程に取り組む様子が見られた。

○日頃、講義形式が中心の授業形態でやや受け身の面あったが、仮説の設定や検証（実験）

計画が妥当か班のメンバーで積極的に話し合い担当教師にも具体的な質問をするなど課

題解決に取り組んだ。

○実験計画において、用意する器具や試薬の濃度や量、薬品の取り扱い方などについては、

教師側に助けられる場面も見られたが、このことは生徒が少しずつ観察・実験の技能を

獲得していることを示している。探究活動を今後も何度か経験することにより解決され

ることと考えられる。

○設定した時間では、検証実験が終わることのできない班があった。ワークシートや行動

観察から、課題の把握と検証計画の立て方に難があった。生徒の関心や理解度に応じた

課題提示が必要であった。



学びに向かう集団の実現

検証授業 主体的に学ぶ力を育成する授業の姿
第２時 Ｔ：指導者 Ｓ：生徒

主体的な学びの姿 指導のポイント

導 【学習課題（場面理解・課題の焦点化）・見通し】 ○課題解決の見通しがもて

入 Ｔ：本時はどんな課題解決に取り組みますか。 る内容とする。

Ｔ：仮説、検証計画の根拠はどのように立てていますか？ (p.11 導入①,②)

Ｓ：今日は、○○でも△の法則が成り立つか確かめるんだね。

Ｓ：○○の反応は、物質の性質が△の時に見られるから、二つの物質を見

分けられるね。

Ｔ：前時で立てた仮説と検証計画を確認しよう

Ｔ：安全面も確認しましたか。この検証方法で仮説が検証できるか分担も確

認して下さい。

展 【検証実験の実施→結果の整理､考察→報告資料の作成】 ○検証を通して探究活動全

開 Ｔ：では、検証実験を開始してください。 体の問いを広める。(p.1

Ｓ：では検証実験１から行こう。(実験器具を用意して、手順と役割を確 1 展開①)

認して実験をする。) 検証に必要な事は記録できたかな。

Ｓ：次は、検証実験２に行こう。

(検証実験を実施)

Ｔ：検証実験が終わった班は、片づけて考察に入って下さい。

Ｓ：実際に反応をみると、･･･だった。

Ｓ：わかりやすく表にしよう。実験値をもとにグラフを作成しよう。

Ｓ：写真があると結果を伝えやすいね。

Ｓ：結果を整理すると、･････のことがわかる。

Ｔ：考察・結論まで終わった班は、報告原稿とポスターを作成して下さい。

Ｓ：役割を分担しよう。

Ｓ：聴き手に内容が伝わるように表や図、写真を検討しよう。

○結果の分析に取り組

む。(p.11 展開④)

終 【本時のまとめ・振り返り】 ○自班の活動に対する

末 Ｔ：本時で課題の検証は、できましたか。考察、発表準備まで進めて下さい。 振り返りを行い、次

Ｔ：本時の振り返りを各班で行いましょう。 時へつなげる。

Ｓ：ポスターや発表原稿を点検しよう。内容のつながりも確認しよう。 (p.11 終末②)

単元全体を通して主体的に学ぶ力の育成は図られたか？

○本単元では、「物質量と化学反応式」の内容から疑問に思ったことをもとに課題を設定するとした。

生徒の主体的な学びとなるよう生徒同士から出た疑問をもとに課題設定するよう促したところ「化

学反応と物質量の関係を調べる」、「iPhone に入っている金の質量と物質量を求める」などが出た。
話し合いの様子から生徒が既習内容より様々な疑問を出す場面が見られ、主体的な学びとなってい

た。

○課題解決の過程では、仮説の設定や検証計画が班全体で共有できていないためか検証が進まない班

がいくつかあった。実験の技能を働かせることができない場面も見られた。探究活動が主体的に学

ぶ活動とはなっていたが、課題解決となるには生徒が取り組める内容なのか教師の判断が必要であ

った。

○事後アンケートから「探究活動に取り組み、理解が深まった」、「一から自分たちで計画・実施する

ことにより関心が深まった」などとあり、主体的な学びとなっていると考える。



平成29年度 プロジェクト研究

【研究協力員の実践と検証】

学びに向かう集団の実現 ～主体的に学ぶ力を育成する指導を通して～

県立中部農林高等学校 音楽Ⅱ（創作） 研究協力員 小越 さつき 教諭

題材名「歌詞に込められた思いを感じ取り旋律で表現しよう！」
教材名「この道」「からたちの花」 北原白秋 作詩 山田耕筰 作曲
題材の大きな問い

「言葉の抑揚と旋律のかかわりはどうなっているのか」
「旋律をどう工夫したら、歌詞に込められた思いを音で表現できるのだろうか」

指導計画

時 学習内容・活動 問いを持つための指導のポイント
○既習事項を活用した２つの楽譜の比較を通して、○小・中学校で習得した知識とペア学習を活用す

第 旋律とリズムやフレーズ、音の高低の関係を考 ることで、全生徒が主体的に問いを持ち、自分な
１ える。 りの考えを持って課題に取り組めるようにする。
時 ○グループでタブレットを用いて教師の創作曲を ○タブレットの録音機能を効果的に活用し、生徒

編曲し、言葉の抑揚と旋律のかかわりについて が思考･判断･表現できる場面設定を行い、旋律づ
理解する。 くりに必要な知識・技能の習得を図る。

○グループの作品を紹介する。 ○交流活動を通して集団への配慮･参画･貢献を促し
ながら、自分の考えを広げさせる。

○第１時の振り返り ○習得した知識・技能を振り返り、知識・技能の
定着を図る。

○目標（めあて）の提示 ○第１時で習得した知識･技能を手掛かりに、生徒
第 「歌詞に込められた思いを感じ取り、旋律で表 自ら思考･判断しながら、主体的に音楽表現を追
２ 現してみよう！」 究したいと思える目標の提示を行う。
時 ○「この道」の楽譜とCD鑑賞を通して、グループ ○フレーズごとの比較や楽曲全体を捉えさせるた

で歌詞と旋律のかかわりを考える。 めにICT機器で旋律の動きを視覚化し、思考の焦
点化を図る発問を工夫しながら新たな「問い」を
持たせる。

○「からたちの花」をグループで編曲し、歌詞に ○フレーズ全体の繋がりを考えて旋律を創意工夫
込められた思いを旋律で表現する。 させる課題設定と生徒の思考が見えるワークシー

トを作成し、生徒が歌詞に込められた思いを自分
事と捉えて旋律づくりができるようにする。

○グループの作品を紹介する。 ○交流活動を通して互いの創意工夫した視点を共
有し、思いや意図を持って音楽表現する面白さを
味わわせる。

○「からたちの花」の楽譜とCD鑑賞を通して、作 ○山田耕筰の思いや意図が旋律でどのように表現
者の音楽表現を感じ取る。 されているのかを実感させ、音楽表現の多様性に

気づかせる。
○まとめ ○生徒に目標（めあて）が達成できたかを問いか

け、全体で共有させる。
○振り返り ○山田耕筰と自分たちの作品の比較を通して、歌

詞に込められた思いを旋律で表現する面白さを実
感させる。

題材を通して学びに向かう集団の実現は図られたのか？
生徒の意識調査結果は、「学びに向かう生徒」の項目に大きな変容は見られなかった。専門教科の実

習等で日頃からグループで課題に取り組んでいるため、学びに向かう集団の意識が高いためと思われ
る。題材の中で「大きな問い」を意図的に設定し、教材選択、課題提示、発問の工夫を図ったことで、
生徒の思考が焦点化され、学習の見通しを持ちながら主体的に学習課題に取り組ませることができた。
ペアやグループ学習を通して、生徒自身が思考･判断･表現しながら他者と協働する場面を意図的に設
定したことで、題材を通してお互いに協力しながら音楽表現を創意工夫する姿が見られた。また、グ
ループの作品を全体で共有する場面設定により、生徒が互いの音楽表現を認め合う姿が見られた。さ
らに、ICT機器を効果的に取り入れたことにより、生徒が負担なく課題に取り組むことができた。
しかしながら、作曲者と自分たちの作品の比較を通して生徒に音楽表現のよさや美しさ、多様性を

実感させ、次の課題へ向かう意欲を持たせるためのまとめ・振り返りが十分に行えず、タイムマネジ
メントの重要性を感じた。具体的な解決策として、知識・理解の場面は一斉授業で行い、題材を見通
した交流活動の効果的な設定とワークシートの簡素化を図ることが課題である。



学びに向かう集団の実現

検証授業 主体的に学ぶ力を育成する授業の姿

第2時 Ｔ：授業者 Ｓ：生徒
主体的な学びの姿 指導のポイント

【見通し・学習課題（めあて・目標）】 めあてに繋げ
導 Ｔ：「この道」の言葉の抑揚と旋律の動きを比べると る発問

どうなっていますか？ P11
入 Ｓ：１つ１つの言葉と旋律を比較すると、言葉の抑 〔めあて①〕

揚と音の高低があっている

※旋律の動きを可視
化し、思考の焦点化
を図る

【主体的な学び・他者との交流（グループ⇒全体）】 考えのずれか
Ｔ：文章全体と旋律の動きはどうなっていますか。 ら生じる問い

展 ３つに分けて提示した旋律曲線を比較しながら、
旋律の特徴を見つけましょう。（グループ） P11

開 Ｓ：①と③は旋律がなめらかで動きが似ている？ 〔広げる問い
Ｓ：②は音の高低差が大きい？ ①②〕
Ｔ：②のサビの部分はどんな気持ちを 教師が根拠を

表現していると感じましたか？ 問い、グループ交流の視
Ｓ：昔を思い出して懐かしむ気持ち 点を明確にする
Ｓ：楽しかった頃を思い出した時の嬉しさ
Ｔ：これは実際の山田耕筰が作曲した「からたちの花」の

楽譜です。「白い白い、花が咲いたよ」の歌詞の一部を
みなさんに編曲してもらいます。前後の歌詞の繋がりを
見ながら、思いを伝える旋律を考えてみましょう。 P11

Ｓ：白い白いが二回繰り返されているな。強調したいのかな？ 〔深める問い
Ｓ：花の部分は二分音符で音が一番長いな。なぜかな？ ③④〕
Ｔ：歌詞に込められた思いを音で表現したグループの作品を

発表します。その際、工夫したことを説明して下さい。 新たな問いをもとに考
また、他のグループの良さを見つけてワークシートに えを吟味している姿
書きましょう。
●グループごとに作品を発表する。

Ｓ：白い白いを強調するために、音を高くしました。 P11
Ｓ：花の部の二分音符を一番高い音で表現していた。 〔深める問い
Ｔ：「からたちの花」を鑑賞して、山田耕筰の思いや意図が ⑤⑥〕

どう工夫されているのかを聴き取ってみましょう。
Ｓ：音を高くするところが違っているな グループの作品のよさ
Ｓ：ただ旋律に合わせているだけではなく、歌詞に込められた を伝え全体で認め合う

思いを音で表現している。
【学びの過程の振り返り】 P11
まとめ 〔まとめ①②〕

終 Ｔ：歌詞に込められた思いを音で表現するためにどんな工夫をしましたか？
・「白い」よりも音を高くして「はな」を強調した。（２分音符の効果）

末 ・音の高さ、抑揚、音符の長さなどを工夫して一番強調させたい部分を目立たせる。 P11
振り返り 〔振り返り
Ｔ：山田耕筰の作品と自分たちの作品を比較して気づいたことは何ですか？ ①③〕
・ただ合うようにではなく、歌詞に込められた思いを音で表現していた。
・強調したいところは似ていたけど、音の表現の仕方が違うから、人それぞれの表現が
あるのだと思った。

題材全体を通して主体的に学ぶ力の育成は図られたのか？
旋律づくりを通して、自ら捉えた歌詞に込められた思いを表現させる課題設定と目標達成のための

手だてを工夫した。具体的には、「問い」を持たせるための発問の工夫、思考の流れを読み取れるワー
クシートの作成、ICT機器による旋律の動きの可視化や録音機能の活用により、生徒が思考・判断・表
現しながら課題に取り組めるようにした。その結果、他者と協力しながらすべての生徒が自ら捉えた
歌詞に込められた思いを旋律で表現することができ、主体的に学ぶ力の育成に繋げることができたと
考える。しかしながら、生徒に音楽表現のよさや美しさ、多様性を実感させるためには、音や音楽を
介して作者の思いや意図を聴き取る活動を十分に設定する必要がある。

歌詞に込められた思いを感じ取り旋律で表現してみよう！

「この道」の歌詞と旋律の抑揚の関わりを手掛かりに、「か

らたちの花」の編曲を行うことを通して、歌詞に込められた

思いを旋律で表現するよさや音楽表現の多様性を知る



平成29年度 プロジェクト研究

【研究協力員の実践と検証】

学びに向かう集団の実現 ～主体的に学ぶ力を育成する指導を通して～

県立糸満高等学校 音楽Ⅰ（創作） 研究協力員 松川 なおみ 教諭

題材名「歌詞に込められた思いを感じ取り旋律で表現しよう！」
教材名「この道」「からたちの花」 北原白秋 作詩 山田耕筰 作曲
題材の大きな問い

「言葉の抑揚と旋律のかかわりはどうなっているのか」
「旋律をどう工夫したら、歌詞に込められた思いを音で表現できるのだろうか」

指導計画

時 学習内容・活動 問いを持つための指導のポイント
○既習事項を活用した２つの楽譜の比較を通 ○小・中学校で習得した知識とペア学習を活

第 して、旋律とリズムやフレーズ、音の高低 用することで、全生徒が主体的に問いを持
１ の関係を考える。 ち、自分なりの考えを持って課題に取り組
時 ○めあて（目標）の提示 めるようにする。

「歌詞に込められた思いを感じ取り、旋律 ○生徒が主体的に旋律づくりに取り組めるよ
で表現してみよう！」 うに身近な楽曲を関連付けながら、めあて

○「この道」の楽譜とCD鑑賞を通して、歌詞 の提示を行う。
と旋律のかかわりを考える。 ○フレーズごとの比較や楽曲全体を捉えさせ

るためにICT機器で旋律の動きを可視化し、
思考の焦点化を図る発問を工夫しながら新

○「この道」を歌唱して、歌詞の特徴を考え たな「問い」を持たせる。
る。 ○１～４番の歌詞に「ああ、そうだよ」の言

葉が共通していることに気づかせ、旋律と
照らし合わせながら歌詞に込められた思い

○歌詞に込められた思いをグループで伝え合 を捉えさせる。
う。 ○交流活動を通してお互いの考えを認め合

う。
○「からたちの花」をペアで編曲し、歌詞に ○ペアに一台タブレットを準備し、タブレッ

第 込められた思いを旋律で表現する。 トの録音機能を効果的に活用することで、
２ 生徒が思考･判断･表現できる場面設定を行
時 い、すべての生徒が旋律づくりに必要な知

識・技能を習得しながら、自らの問いを持
って課題に取り組めるようにする。

○いくつかのグループ作品を発表する。 ○全体交流を通して互いの創意工夫した視点
を共有し、思いや意図によっていろいろな
音楽表現が工夫できることに気づかせる。

○「からたちの花」の楽譜とCD鑑賞を通して、 ○山田耕筰の思いや意図を感じ取らせ、音楽
作者の音楽表現を感じ取る。 表現の多様性を理解させる。

○まとめ ○生徒にめあてが達成できたかを問いかけ、
全体で共有させる。

○振り返り ○山田耕筰と自分たちの作品の比較を通し
て、歌詞に込められた思いを旋律で表現す
る面白さを味わわせる。

題材を通して学びに向かう集団の実現は図られたのか？
生徒の意識調査結果は、授業後に約57％の生徒が「話し合い活動」に対してほぼ肯定的

な考えが強まっている。初めは「自分の意見を伝えることが好きではない」答えた生徒が、
授業後には「人の意見を自分の考えに取り入れることができる」と記述していることから
も、題材を通して学びに向かう集団の実現を図る事に繋げることができたと捉える。
具体的な方法として、題材の中で「大きな問い」を意図的に設定し、教材選択、課題提

示、発問の工夫を図り、生徒の思考を焦点化し、見通しを持ちながら主体的に学習課題に
取り組ませることを試みた。ICT機器を活用して知識理解の場面を一斉授業で行い、自力思
考の時間を確保しながらペア⇒グループ⇒全体⇒個と交流活動に取り組ませたことで、仲
間と協力しながら思考･判断･表現したり、他者の多様な意見や考えに触れたりするなど、
課題を自分事として捉えて音楽表現を創意工夫する姿が見られた。また、ワークシートの
簡素化とタブレットをペアに一台割り当てるなど、旋律づくりに取り組める時間や環境を
整え、全ての生徒が集中して課題に取り組めるように配慮した。さらに、全体交流や音や
音楽で確かめる場面の往還を図りながら、お互いのよさを認め合う場面を設定することを
意識した。まとめ・振り返りの場面では、作者と自らの創作作品の比較を通して、生徒に
音楽表現のよさや美しさ、多様性を実感させることができたが、全体での交流を行えると
さらに実感を深めることができたと考える。
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検証授業
主体的に学ぶ力を育成する授業の姿

第2時 Ｔ：授業者 Ｓ：生徒
主体的な学びの姿 指導のポイント

導 【主体的な学び・他者との交流（グループ⇒全体）】 考 え の ず れ
入 Ｔ：「ああ そうだよ」に込められている思いを全 か ら 生 じ る

員で確認しましょう。 問い
Ｓ：昔を思い出した時の気持ち
Ｓ：なつかしいなと思う気持ちと、前の記憶がもう昔 P11

になっていて悲しい思いも感じる 〔 広 げ る 問
Ｓ：大人になって故郷に帰り、故郷の風景や出来事を ※旋律の動きを可視化し、 い①②〕

懐かしんでいるような気持ち フレーズの比較や、全体

を見返す中で、思いや意

図を感じ取らせる

展 【主体的な学び・他者との交流（ペア⇒全体）】
開 Ｔ：「この道」の①②③を全体的に見ると、歌詞の情

景に合わせて旋律の繋がりを工夫していること
がわかります。これは山田耕筰作曲の「からたち
の花」の楽譜です。「白い白い、花が咲いたよ」
の部分を、前後の旋律との繋がりに気をつけなが
ら、歌詞に込められた思いが伝わる旋律を考えて 旋律の繋がり方に視点を P11
みましょう。 あて、問いを持たせる課 〔 深 め る 問

Ｓ：白い白いが二回繰り返されているな。強調したい 題提示の工夫 い③④〕
のかな？

Ｓ：歌詞の抑揚に合った旋律って？
Ｓ：はなの美しさどう表現しようかな？
Ｔ：歌詞に込められた思いを音で表現したペアの作品を

いくつか発表してもらいます。その際、工夫したこ
とを説明して下さい。●３～４作品を発表させる。

Ｓ：「白い」ということを強く強調できるように２回目
で山を作って、「がさいたよ」にうまく繋がるよう
に「な」「が」と同じラの音にしました。 ﾀﾌﾞﾚｯﾄを活用し、

Ｓ：純粋で優しい花をイメージして高い音を使いました 新たな問いをもと
Ｓ：白くてきれいな花にしたかったので、「はな」の部 に考えを吟味してい

分を高くしてはかない感じをだしたかった。 る姿
Ｔ：「からたちの花」を鑑賞し、歌詞に込められた思い

がどう表現されているかを聴き取ってみましょう。 音や音楽で確かめる

２回目の「しろい」の音が１回目より高くなってい 場面設定。個→ペア P11
るのはなぜ？「はなが」の部分は、音の高低差が一 →グループで意見を 〔 深 め る 問
番大きく、２分音符も使われているのはなぜ？ 共有しながら考えを い⑤⑥〕

Ｓ：「白い」を強調するために２回目の音が高くなっており、深めている姿

「はなが」の音の高低差を大きくすることでからたち
の花が強く咲き誇っている感じになっていた。

Ｓ：オクターブに音を上げて、PPと２分音符にすることで、
花のか弱さを表現していると思った。

Ｓ：透きとおった感じと、小さいはなだけど、小ささの中
で力強く咲いている様子を出すため。

終 【まとめ・振り返り】 P11
末 Ｔ：山田耕筰の作品と自分たちの作品を比較して気づいたことは何ですか？ 〔まとめ④〕

友達の作品を聴いて、新たに気づいたことがありますか？ 〔振り返り
Ｓ：山田耕筰の作品は、自分たちの作品より優雅な感じで、情景もしっかり思 ①③〕

い浮かんだ。いろいろなことを考えて工夫しているなと思った。
Ｓ：強弱記号や表現を存分に使い、音に幅が合って大きな花を表現していると

ころが曲から伝わりました。本物の花を見なくても、その花の特徴が音か
ら伝わってきて奥が深いなと思いました。

Ｓ：グループによってイメージしている花が違い、大きいのもあれば小さいけ
どすごくきれいな花を表現しているグループもあって、どれもとっても良
かった。

題材全体を通して主体的に学ぶ力の育成は図られたのか？
歌詞に込められた思いを旋律で表現する課題設定と目標達成のための手立てを工夫した。

具体的には、解決の見通しが持てるめあて（目標）の提示、「問い」を持たせるための発問
の工夫、思考の流れを読み取れるワークシート、ICT機器による旋律の動きの可視化や録音
機能の活用により、生徒が思考・判断・表現しながら課題に取り組めるようにした。その
結果、他者と協力して歌詞に込められた思いを旋律で表現する活動を通して、生徒に音楽
表現のよさや美しさを気づかせながら、音楽の多様性を理解することに繋げ、主体的に学
ぶ力の育成を図ることができたと考える。



平成29年度 プロジェクト研究

４ 学びに向かう教師集団について

(1) 学びに向かう教師集団の背景と目的

社会の変化に対応する子供たちの「生きる力」。それを支える「確かな学力」を育むため、また

学校の教育力・組織力を向上させるためには、教職員の資質能力の向上が不可欠である。具体的に

は教員一人一人の学習指導・生徒指導・学級経営等様々な面におけるスキルアップが重要である。

また、校種によって学校現場はますます経験の少ない若手教職員が増加し、ベテラン職員の貴重な

経験の円滑な継承が必要になってくる。

平成28年1月の答申では「これからの学校教育を担う教員の資質能力の向上」について、「自律的

にかつ生涯にわたって学び続ける力や情報を収集・選択・活用する能力、知識を有機的に結び付け

構造化する力」、「アクティブ・ラーニングの視点からの授業改善・道徳教育の充実・外国語活動の

早期教科化・ＩＣＴ活用・合理的な配慮への対応など新たな課題に対応できる力」、「『チーム学校』

の考えの下、多様な専門性をもつ人材と連携・分担・組織的・協働的に課題の解決に取り組む力」

以上の三つの視点が示されている。さらに教職研修の課題として「講義形式の研修からより主体的

・協働的な学びの要素を含んだアクティブ・ラーニング型研修への転換」、「学び続けるモチベーシ

ョンを維持できる環境整備」、「新たな教育課題に対応した養成・研修が必要」であることが示され

ている。これを受け論点整理の中では「教職員研修自体を主体的・協働的な学びの要素を含んだも

のに転換していこうとする提言も含まれている」と述べている。

教職員の資質能力の向上に関して、本県では学推プロジェクトの方策２において、「授業改善を

計画的・継続的に推進していくためには、教師一人一人がカリキュラム・マネジメントを意識し、

多様な教材研究の方法を職員間で共有し、継続的に教材研究を進めていくことが重要である」とし、

職員間の情報の共有が授業改善の柱であると述べている。さらに組織的な取組の充実として「学年

会・教科会の充実」、「授業研究会の充実」、「校種間の連携」の三つを挙げている。では本県におけ

る「学びに向かう教師集団」の実情について、平成29年度全国学調や他の統計資料より考察する。

まず「チーム学校」の基礎となる「校長のリーダーシップのもと、組織的、継続的な研修」の実施

について図11に示す。

本県の小中学校においては、全国ま

たは秋田と同様に研修が行われており、

肯定的な回答はほぼ100％に近い。一方

高等学校における校内研修の実施状況

を国立教育政策研究所(以下「国研」と

いう)の2010年調査の「校内研究のため

の全校的な組織」より見る。資料より、

全校的に組織化されていると回答して

いる割合は小中学校が８～９割である

のに対して高等学校は３割にも満たな
図12 校内研究のための全校的な組織（国研2010）
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図11 校長のリーダーシップのもと、組織的、継続的な研修を行っている（中学校）
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い。また、組織がないと回答した割合も３割近くある。一方、沖縄県の校内研修の実施状況は平成

28年度プロジェクト研究のアンケート調査結果によると、「授業改善を中心とした研修会等の校内

小学校 中学校 高等学校

図13 授業改善を中心とした研修会等の実施状況（H28プロジェクト研究）

研修の実施状況について」

小中学校職員では実施して

いないと回答した職員は１

～２％であるのに対して、

高等学校職員は20％程度で

あり、小中学校と比べて校

内研修があまりなされてい

ない状況にある(図13)。同

じく平成28年度プロジェク

ト研究の「校内研修を充実

させるための手立て」とし

て最も多い回答は「日常の

授業公開」であり、続いて

「教科の枠を超えた教師間

の研修の充実」、「教科会の

充実」と続く(図14)。このことから平成28年度プロジェクト研究では「教師が互いに学び合う主体

的な研修づくりが望まれる」と述べ、「学びに向かう教師集団」の重要性を示唆している。

そこで、次項では校内研修の充実について論じる。

(2) ワークショップ型校内研修の充実

「学びに向かう教師集団」の背景を基に校内研修をより充実させ、「学びに向かう児童生徒集団

の実現」に向けて、ワークショップ型(以下「ＷＳ型」という)の校内研修を提案したいと考える。

村川雅弘(2016)は授業研究に関して「付箋紙や授業評価シートを活用して分析的に行う形式は小学

校で37.7%、中学校で33.4%、高等学校は10%程度である。」と述べている。

ＷＳ型校内研修のメリットとして田村知子(2017)は「活発な話し合いが可能」、「より多くの参観

者からの意見が集まる」の２点を述べている。しかしながらデメリットもあり、田村(2017)はいく

つかの注意点をＷＳ型校内研修のマネジメントの必要性として述べている。まず「ＷＳの目的の明

確化」、つまり何のために行うのかをはっきりさせること。次に「ゴールの明確な設定」これは、

授業研究であれば、「授業の良さの共有」なのか。また、「改善点を指摘する」ことなのか。さらに、

「改善策を見出す」ことなのかである。上述した内容に留意して以下において「授業改善に向けて

の校内研修」の過程において具体的な場面を想起して提案していきたいと考える。

① ＷＳ型校内研修の実際

本総合教育センター教育経営研修班が平成24年度に作成した「校内研究の進め方資料集」（以

下「校内研資料」という）を基に本プロジェクト研究で調査した内容を追加して論じる。

校内研資料では、校内研修の１年間過程を「課題の把握・共有化（Ｒ）」、「校内研究の企画立

案（Ｐ）」、「校内研究の実施（Ｄ）」、「校内研究の評価（Ｃ）」、「次年度への改善（Ａ）」に分けて

それぞれの効果的なＷＳ型校内研修を述べている。具体的な内容・方法については次頁に示す。

図14 校内での取組で特に充実すべき項目（H28プロジェクト研究）



平成29年度 プロジェクト研究

ＲーＰＤＣＡの２重サイクルとは？

研修の計画（Ｐ）の前のリサーチ（Ｒ）を重視する

研修の実施（Ｄ）の過程に小さな（d・c・ａ）を追加し軌道修正を行う

課題の把握・共有化（Ｒ） ○ブレーンストーミング法

～次年度研修成否の大事な過程～ 多様な視点で課題を表出

◎２月中に実施して学校教育計画に反映させたい ○ＫＪ法

①各種調査等の子供の実態 課題を焦点化

②学校評価・全職員による課題の表出・共有 （小見出し・短冊）

研修の企画・立案①（Ｐ） ○マンダラ法（個）

～新年度のスタートを円滑にするために～ 課題に対してアイデア表出

◎３月中に実施して学校教育計画に反映させたい ○ＫＪ法

◎３月中に主事・大学教員等を招聘して理論研究を実施 アイデアを収束→決定

①研究仮説等に基づいた実践

②テーマ・サブテーマ・研究仮説等・研修内容の決定

研修の企画・立案②（Ｐ） 研修計画・組織等

～４月からの早期スタート～ ○５W１ H法（学年会・教科会）
◎４月（春休み）で新職員も含めて方針の共有 役割分担を明確にする

①年間の研修計画作成と共有（主事・大学教員等の要請） 評価方法・検証方法等

②研修組織の決定 ○ＫＪ法

③評価方法・検証方法の設定 アイデアを収束→決定

研修の実施（Ｄ） ○指導案拡大シート法

～今後の課題の改善に反映できる効果的な運営～ 成果と課題・改善点の表出

◎年間計画に基づいて着実に実施 ○ＫＪ法

① 仮説に基づいた（授業改善の場合）･･･ 成果・課題を焦点化

教材研究→指導案作成→模擬授業→研究授業の実施（ｄ） （小見出し・短冊）

②授業研究会：協議内容の視点の明確化→ ○マトリックス法

成果と課題・改善点の共有（評価ｃ）→ 教師と児童に分けて

今後の取組に生かす（ａ） 成果と課題を表出

研修の評価（Ｃ） ○ＫＪ法

～１年間の振り返りの実施～ 成果・課題を焦点化

◎１月中に実施し次年度の準備期間を十分に確保する （小見出し・短冊）

①研修に関する職員アンケート調査の実施・集計

②１年間の成果と課題・改善点の共有

ワークショップ（ＷＳ）型 研修 の１年間のプロセス
（校内・教科会・各委員会・学年会）等の研修

～ＲーＰＤＣＡの２重サイクル～

研
究
・
取
組
の
評
価
を
基
に
次
年
度
学
校
教
育
計
画
に
反
映
さ
せ
る

（Ａ）



学びに向かう集団の実現

ワークショップ（ＷＳ）型校内研修のすすめ

【効 果】 【留 意 点】

○活発な話し合いが期待できる ○アイスブレーキングで雰囲気作り

○多様なアイディア・考えが表出できる ○話し合いのゴールを明確にする

○組織としてのモチベーションが高まる ○用具（付箋紙・ホワイトボード・模造紙等）

○話し合った内容「可視化」できる の準備

※話し合った内容は模造紙等を掲示しましょう ○適切な時間設定と終了時間の厳守

【アイスブレーキング】○話しやすい雰囲気づくりをしましょう。例）自己紹介「実は私ね･･･」

【ブレインストーミング法】 【ＫＪ法】

○思いつきアイディア→想像・連想→ ○たくさんのアイディア→付箋紙に記入→

たくさんのアイディア表出（思考の拡散） 同じカテゴリーでくくる（思考の収束）

自由奔放・批判なし 小見出しをつける

①グループ・時間・机の配置を決める ①アイディア・考えを付箋紙に記入

②課題を明確にわかりやすく ②説明しながら模造紙等に貼る

「子供たちの課題は何かな？」 ※同じ内容の考えの近くに貼る

③発言は全て記録→次のステップへ進む ③同じ内容ごとに小見出しをつける

KJ法等でアイディアの収束へ ④グループ（同じ内容）ごとの関連を図る

※構造化

⑤できあがった模造紙等をもとに、

わかったこと等文章化してまとめる

【５Ｗ１Ｈ法】

○いつ・どこで・だれが・何を

どうして・どのように→計画策定

項 目 具 体 策

だれが 大城先生が

何を 学年の代表授業を

いつ ○月○日（○曜日）５校時

どこで ５年２組教室で

どうして 校内研究の検証のために

どのように 校長先生と隣学年の先生を

お招きして

※さらに様式を

工夫して、

単元名や

授業の

概観なども

追記する
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【マンダラ法】 【マトリックス法】

○課題に対して８つの解決策を考える→ ○マス目に該当する内容について強制的に考

（思考の拡散） える（思考の焦点化・拡散）

最も効果的な解決策に関して同じように ○テーマ全体を考えることが可能になる

８つの解決策を考える（思考の収束）

※「８」は人の発想の上限と考えられる ①テーマを決める

②テーマに関して考えられる切り口を洗い出

①３×３のマトリックスを書いた紙を用 す

意する ③変数を２つに絞り込んで、縦軸、横軸を決

②中央のますに課題を書く める

④２つの変数をそれぞれについて、項目を洗

い出す

⑤項目を数個に絞り込んで、縦軸、横軸に記

入する

③８つの解決策の中でより効果的である

と考えるものを中央におき、さらに８

つの解決策を考える

※マトリックス法は・・・

現状分析には事実の洗い出し

課題解決にはアイディアの表出

※マスに入れることがないか十分に考えることが

重要。しかし必ずしも全てのマスが埋まらなく

てもよい

※課題について、論理的に考えていくために

は８つの中にその課題の解決策のポイント

がしっかり入るようにする。

特に初めの８つについては十分に吟味した

い

参考図書に 同僚の授業 教材研究を

あたる を参観する 充実させる

セミナー等 よい授業を 自分の授業

に参加する するために を同僚にみ

は？ てもらう

子供の目線 県の施策に マイノート

で授業を構 あたる を作る

成する

同僚に相談 週単位でス

する ケジュール

をたてる

教材研究を 参考図書を

充実させる 購入する

ためには？

主体的な学び 協働的な学び その他

成

果

（水色） （水色） （水色）

課

題

等

（黄色） （黄色） （黄色）

改

善

策

（ピンク） （ピンク） （ピンク）



学びに向かう集団の実現

② 時間的制約の中でのＷＳ型校内研修のアイディア

現在学校現場では校内研修の時間が取りづらい現状がある。本プロジェクト研究でも研究を深め

るためには時間的な制約があり、それが大きな課題となっていた。このような課題の解決に向けて、

限られた時間の中でより研究を深めるためにＶＴＲによる授業研究会を行った。以下、その方法に

ついて述べる。

ＶＴＲ研究授業&授業研究会

１ 研究授業（ＶＴＲ撮影）

固定カメラ１台と移動カメラ１台 ※撮影者がいない場合は固定カメラのみで実施

固定カメラは後方正面に設置 移動カメラは観察したい子供または

グループを中心に撮影

２ 授業研究会

本プロジェクト研究の授業視点

【導入場面のＶＴＲ上映時間５分程度】

①導入における問いの発生の教師の手立ては有効

だったか

②子供の問いの発生（つぶやき）からめあての設

定はできたか

【展開場面のＶＴＲ上映時間５分～10分以内】

③めあてに対する追求について・・・

グループ学習が効果的になされていたか

グループ学習で新たな問いが表出したか

教師の机間指導等は適切になされていたか

【終末場面のＶＴＲ上映時間５分程度】

④まとめは子供の声を取り上げてまとめていたか

⑤振り返りの視点が示されていたか

⑥まとめ・振り返りの時間が十分に確保されていたか

【成果と課題】

【成果】 ○短時間でテーマに沿った授業研究会がなされた

○気になる場面は繰り返し視聴することができた

【課題と改善策】○子供たちの意欲の見取りが不十分であった→授業者の解説で充当する
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(3) 子供の貧困問題

① 子供の貧困問題と学力

2006年の経済協力開発機構(OE

CD)の報告の中で、日本の子供の

貧困率は上昇傾向にあり、働く

一人親の半数以上が相対的貧困

の状態にあることが報告された

(図15)。このことから子供の貧

困問題への世間の注目が集まっ

た。2010年時点においても日本

の子供の貧困率はOECD平均を上

回っている状況にある。このよ

うな中で我が国は教育支援にお

いて、学校をプラットフォーム

とした子供の貧困対策の推進を 図15 相対的貧困の国際比較（OECD2010）

目指している。貧困の状態を表

す場合には「絶対的貧困」と

「相対的貧困」がある。「絶対

的貧困」とは、「最低限の『衣

食住』を満たす生活水準」で

あり、先進国においては貧困

を議論する場合あまり参考に

しない。「相対的貧困」とはOE

CDによると、その地域の平均

的な可処分所得の半分程度の

収入であり、我が国において

は４人家族で世帯あたりの収

入が月額20万円以下と言われ

ている。

本プロジェクト研究におい

て、子供の貧困に関する問題

を取り上げた理由は「子供の

学力と経済的状況」の関連が

示されたことにある。2009年

に実施された全国学調の結果

から、子供を取り巻く経済的

状況と正答率との間に関連が

あることがわかった(図16)。

子供を取り巻く経済的状況の

どの要素が子供の学力に大き

な影響を与えているのか様々

研究がなされている。例えば

学習塾に通っているか、保護

者の経済的ストレスにより望

ましい子育てができていない

か等が考えられるが、明確な

原因については、個々の家庭

の状況により様々であるが、

我が国の方針に沿って、学校 図17 就学援助の利用 経済状況別 (沖縄県2016)

現場として何らかの対策を持つことは、子供の学力の向上に関して有効であると考える。

図16 児童の正答率と家庭の世帯年収（文科省2009）



② 子供の貧困問題に関する沖縄県の現状

本県においての子供の貧困

率は全国と比べても高い。201

5年の調査によると全国の子供

の貧困率は2012年調査に比べ

て若干改善が見られ13.9%とな

っている。一方、沖縄県の201

3年調査では29.9%であり、全

国の約２倍という結果が示さ

れた。つまり私たち教職員は、

1クラスに35人の児童が在籍し

ている と仮定して、約10人程

度が相対的貧困の状態にある

と認識しなければいけないと

考える。また、本県における

「経済状況別就学援助の利用」

から、貧困状況にあるのにも

関わらず、就学援助を受けて

いない児童生徒がかなりの割

合でいることがわかる。特に

小学校１年生においては半分

以上の児童の援助がなされて

いない状況にある(図17)。申 図18 就学援を申請しなかった理由 (沖縄県2016)

請しない理由としては「必要ない」が大半を占めるものの、次に多い「援助制度を知らなかった」

の回答が学年に関係なく２割程度存在することがわかった(図18)。このことから学級担任を初め

として学校全体が保護者に対して、就学援助制度の積極的な周知が必要であると考える。そこで

本プロジェクト研究においては、学級担任が貧困下にある児童生徒に気づことが可能なように「気

づきシート」を作成した(表８)。さらに貧困下にある児童生徒への、チーム学校としての福祉行

政へのつなぎとして組織図を次項に示した。

表８ 支援が必要な児童生徒への気づきシート

児童生徒の様子や状況 ☑ 児童生徒の様子や状況 ☑

衛 お風呂に入っていない様子がある 食 給食をたくさん食べる

生 同じ洋服を着ている（児童） 事 友達に給食をねだる

面 衣服が破れたりしている 遅刻・欠席が多い

虫歯の治療が行われていない イライラしている場面が多い

学 忘れ物が多い 生 落ち着きがない

習 学習に遅れがある 活 元気がない

面 学習意欲がない 面 居眠りがある

家庭学習をしていない 友達とのトラブルが多い

そ 保護者への連絡が取りづらい 提出物が遅い

の 部活動の備品が準備できない ※このシートは貧困下にある児童生徒に特化

他 （生徒） したものではなく、支援を要する児童生徒へ

の気づきの目安としてお使い下さい。

学びに向かう集団の実現



貧困問題等で支援を要する児童生徒のつなぎの過程

各市町村等の福祉行政

○学校医 ○第三者委員会 ○民生委員

○ＰＴＡ役員 ○第三者委員会 等

チ ー ム 学 校

校内支援委員会・ケース会議・カウンセリング委員会（仮称）
（様々な要因で支援を要する児童生徒への対応としての組織）

生徒指導 教育相談 特別支援 貧困問題

【参加者の例】

○管理者（会の招集） ○特別支援コーディネーター（学校によっては会の進行）

○教育相談担当（学校によっては会の進行） ○学年主任 ○生徒指導主任

○養護教諭 ○当該児童生徒の学級担任

○スクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ） ○スクールカウンセラー（ＳＣ）

福祉の専門家として、問題を抱える 心の専門家として、臨床心理士

児童生徒等が置かれた環境への働き などが、悩みを抱える児童生徒

かけや関係機関等とのネットワーク と面接（相談）等を行う役割

の構築、連携・調整、学校内におけ

るチーム体制の構築・支援等の役割

学級担任・副担任・教科担任・部活動担当・教育相談担当・ＳＣ・事務職 等

児童生徒の状況（気づきシート等参照） 家庭の状況(家庭訪問・収納金等）

活用の留意点

○学校によって様々な組織が考えられますので、１例としてとらえて下さい

○学校によって毎月定例、もしくは臨時的に開会される場合もあります

○支援を必要とする児童生徒が確認された場合は速やかに開会しましょう

平成29年度 プロジェクト研究



学びに向かう集団の実現

Ⅴ 研究の成果と課題
１ 成果

(1) 「学びに向かう生徒集団の実現」に向けての理論を研究協力員の６つの授業で具体的に考察し、

学校現場へ提案することができた。

(2) 「学びに向かう生徒集団の実現」においては、生徒が自分事として捉えることができるような課

題設定の工夫や交流活動の際の気づきや問いから自分の考えを持たせるような指導を行った結果、

課題に対してグループで積極的に解決を図ろうとする姿勢が見られた。

(3) サブテーマ「主体的に学ぶ力の育成」と「県学推プロジェクト」の方策1の「めざす授業像」を

関連させて理論構築し、研究協力員の実践や本総合教育センター前期長期研修員の検証授業から、

具体的に学校現場へ提案することができた。

(4) 「県学推プロジェクト」の方策１の「めあて・まとめ・振り返り」について、それぞれ実際の授

業をイメージし、具体的に学校現場へ提案することができた。

(5) 「学びに向かう教師集団の実現」に向けてワークショップ型校内研修の実践資料を作成し、学校

現場へ提案することができた。

(6) 「子供の貧困問題」への教師集団の対応マニュアルを作成することができた。

２ 課題

(1) 「学びに向かう生徒集団の実現」において、特別支援学校や専門高等学校も含めた各教科領域に

おいての提案

(2) 「学びに向かう集団の姿」、「主体的な学びの姿」の見取りと評価方法の確立

(3) 授業における合理的配慮の視点を取り入れた指導の工夫

(4) 新学習指導要領の各教科の「見方・考え方」と身につけさせたい「資質・能力」の理論を実際の

授業実践に位置づけた学校現場への提案

(5) 「学びに向かう教師集団の実現」に向けて、カリキュラム・マネジメントの視点での理論の深

化及び実践と検証を行う
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