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　　創設50周年を，大きな転換点に
 

新潟県中学校教育研究会
会  長　 川 　 端 　 弘 　 実

　初等中等教育で，今後育成すべき資質・能力を議論している文部科学省の専門家会議の報告案では，
次期学習指導要領の改訂作業に当たって，学習内容の記述を中心とした現在の示し方ではなく，児童
生徒に身に付けさせたい能力を軸に構成する方向性を提案しています。
　また，報告案では，学力の捉え方に関する見直しを示唆し，学力の３要素をより詳細に分析する
ことが必要になると指摘するとともに，今後の社会変化を見据えて「対人関係能力」や「課題を解決し，
新たな価値を主導・創造する力」などを盛り込むことについて検討を求めています。

　「生きる力」「社会を生き抜く力」そして「未来を切り拓く･･･社会において自立的に生きる」と言っ
ても，私たちは，その具体をなかなか把握できずに，「生徒にどのような力を育むのか？そのために，
何にどのように取り組むのか？」を明確にできずにきました。
　コミュニケーション教育推進会議の審議経過報告では，コミュニケーション能力を「いろいろな価
値観や背景をもつ人々による集団において，相互関係を深め，共感しながら，人間関係やチームワー
クを形成し，正解のない課題や経験したことのない問題について，対話をして情報を共有し，自ら深
く考え，相互に考えを伝え，深めつつ合意形成・課題解決する能力」と捉え，多文化共生時代の21世
紀においては，この能力を育むことが極めて重要であると提案しています。この能力を定義した内容
が，まさに今求められている力であると言えます。
　この能力を育むためには，以下の４つの要素で構成された機会や活動の場を意図的・計画的に設定
する必要があると提案しています。
　①　自分とは異なる他者を認識し，理解すること
　②　他者認識を通して自己の存在を見つめ，思考すること
　③　集団を形成し，他者との協調，協働が図られる活動を行うこと
　④　対話やディスカッション，身体表現等を活動に取り入れつつ正解のない課題に取り組むこと
　そして，その取組によって得られる効果として，以下の４点を述べています。
　①　他者認識，自己認識の力の向上
　②　自己肯定感と自信の醸成
　③　学習環境の改善
　④　授業改善や学級・学年経営への効果　
　結論として「ワークショップ型（ファシリテーション）の授業は，教員にとって，授業手法や評価
方法を見直し，改善する機会となる。また，学級の雰囲気の改善により，学級経営や学年経営が円滑
に進む。」とまとめています。

　さて，私たちは，県中学校教育研究会創設50周年に当たり，一斉授業中心の延長線上で改善するの
ではなく，授業を「改革」しようという意志をもって「学ぶ授業の創造」に取り組んでまいりました。「生
徒にどのような力を育むのか？そのために，何にどのように取り組むのか？」については，上記の内
容から大きな示唆を得ることができます。
　この創設50周年記念事業を単なる通過点とするのではなく，新潟県の中学校授業ひいては中学校教
育そのものに大きな転換点となることを切望しています。
　今年度の事業が，会員の皆様の熱心な取組とご尽力により，大きな成果を上げ，充実したものにな
りましたことを心より感謝申し上げます。
　最後になりましたが，県中教研の事業推進に当たり，ご支援いただきました県教育委員会，新潟市
教育委員会，市町村教育委員会，県教職員厚生財団，日本教育公務員弘済会新潟支部等，関係者の皆
様に改めて感謝申し上げます。

▌▏  
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　　　　　　　−創設50周年を迎えて−
　　　かかわりの中で自己実現を図る

 

新潟県中学校教育研究会
理事長　 津 　 野 　 敏 　 江

　先日，ＴＶの長寿番組『サザエさん』の父親役の声優の方が亡くなられたというニュースが報じら
れました。数々の追悼の言葉の中で心に留まったコメントがあります。「『サザエさん』という番組が
終了するときが日本の良き伝統が崩壊したときなのでしょうね」という内容のものでした。『サザエ
さん』の家庭は三世代同居家族です。隣近所の家族ぐるみの付き合いや町内の協力体制が出来上がっ
ており，それも日常的に自然体で営まれています。また，四季折々の風物詩や行事とその意義，人と
のかかわりや思いやりの表し方，しぐさがたくさん散りばめられており，まさに，日本人の温かさか
つ奥ゆかしい心根の宝庫とも言えます。この番組がかくも長く人々に愛され続けているのはなぜなの
でしょうか。それは，いかに時代が変わろうと社会状況が大きく進展しようと，人は人を求め，他と
の温かいかかわりの中で自己実現を図っていこうとする根源的な欲求を持つ存在であるからだと私は
思います。だからこそ，この根源的な欲求を持って生まれてきた子どもたちにたくましく生きていく
力を育てていく際に，その方策の基盤に「かかわり」を抜きにしては語れないのではないかと思うの
です。仲間と一緒にやり遂げる喜び，達成感。人々の励ましやエールに応えようと踏ん張る力，責任
感。万物の悲しみや怒り，切なさを共有できる慈しみの心…。そのどれもが，実際に体感することで
子どもたち一人一人の心にしみ込み育っていくのだと考えます。そう思うと，今さらながらに，一日
のほとんどの時間を学校で過ごしている子どもたちにとって，授業がどれだけ重要な時間であるかを
思い知らされます。私たち教員は，このことを肝に銘じ学校教育に携わっていく必要があると改めて
思います。
　本年度，県中教研は創設50周年を迎えました。刻々と変化する国際社会を「たくましく生きていく
力」をどの子にも付けていくことを目指して，各地区郡市単位で研究を進めてまいりました。とりわけ，
戦後60年ぶりに改正された教育法に基づく学習指導要領を踏まえたこの数年間は，「思考力，判断力，
表現力等」の育成を重視するとともに知識や技能を活用する力を意識して授業研究を積み重ねてきま
した。その成果は大きく，確実に本県の教育の基盤を創りつつあると受け止めています。しかしながら，
その一方で，各郡市の毎年度の研究成果が他郡市になかなか共有されにくいことや，また，全国学力・
学習状況調査等の結果からは，子どもたちに学ぶ喜びや仲間とともに課題解決していく達成感なども
含めた学力向上に向けた授業改善の取組に弱さがあることも見えてきました。そこで，県中教研では，
この50周年事業を絶好の機会ととらえ，これまでの取組の成果と課題を踏まえた上で授業改善の指針
を得ることにいたしました。研究テーマを「県中教研50年の温故知新　～「学び合う授業」の創造～」
と掲げ，今年度より指定研究教科から研究に着手しています。昨年11月に開催した記念式典及び研究
大会において，先行研究された理科と英語の実践を広く県内に発信させていただき全県的な取組とし
てスタートを切ったところです。
　最後になりましたが，本研究事業に際し多大なるご支援を頂いております県教育委員会はじめ関係
機関並びに関係の皆様に心から感謝を申し上げます。
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祝　　　　辞
 

新潟県教育委員会
教育長　 高 　 井 　 盛 　 雄

　新潟県中学校教育研究会創設50周年記念研究大会が開催されるに当たり心よりお祝い申し上げま

す。また，日ごろから，皆様には本県教育の充実発展のために御尽力いただいておりますことに厚く

御礼申し上げます。

　本年６月，第２期の教育振興基本計画が閣議決定され実施の運びとなりました。ここには，少

子化・高齢化の進展や社会のつながりの希薄化など我が国が直面する危機的状況を回避するための

社会の方向性として「自立」「協働」「創造」の３つの理念を掲げ，それを実現するために，４つの基

本的方向性（ビジョン），８つの成果目標（ミッション），30の基本施策（アクション）が示されてい

ます。基本的方向性では，生涯にわたる学習の基礎となる「自ら学び，考え，行動する力」などを確

実に育てることや学校と地域の連携・協働体制を構築することが求められています。

  本県では，「地域とともに歩む特色ある学校づくり」を学校教育推進の中核に掲げ，５つの重点事

項と８つの努力事項の教育施策を展開しています。中でも，「学力向上の取組の充実」は，最重要課

題の１つであります。平成25年度全国学力・学習状況調査の結果によりますと，中学校においては，

国語は全国平均とほぼ同程度ですが，数学は全国平均を下回り，差も広がっていることから，数学の

学力向上が喫緊の課題であると受け止めています。今後は，教科や設問ごとの結果を詳細に分析し，

課題や指導のポイントを各学校と市町村教育委員会に示したり，Web配信集計システムを活用した

診断問題の有効活用を促すなど，授業改善に向けた取組を推進し，児童生徒の学力の向上に一層努め

たいと考えています。

  急速な社会変化により教育課題はより複雑化，顕在化してまいりますが，いかなる時代にあっても

不易と流行をしっかりと見極め，教育活動の充実を目指していかなければなりません。会員の皆様に

おかれましては，これまでに取り組まれた50年の歴史の重みを踏まえ，今後とも研鑽を積まれ，本県

中学校教育の発展のためにお力添えいただきますようお願い申し上げます。

　終わりに，貴会のますますの御発展と皆様の御健勝を心から祈念して祝辞といたします。

▌▏ 

平成25年11月22日創設50周年記念式典
及び研究大会要項祝辞を再掲載
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祝　　　　辞

新潟市教育委員会 

教育長　 阿 　 部 　 愛 　 子

　「新潟県中学校教育研究会創設50周年記念研究大会」の開催に当たり，一言お祝い申し上げます。

貴研究会が半世紀に渡り，その時々の教育課題を真摯に受け止め，実践的な調査研究に御尽力されて

大きな成果を上げ，常に県中学校教育の先導的な役割を果たしてきたことに深く感謝するとともに，

敬意を表するものであります。

新潟市では，次代の新潟を支え，世界にはばたく心豊かな子どもをはぐくみ，市民が学び育つ社会づ

くりのために，「教育ビジョン」（後期実施計画平成22～26年度）を策定し，その実現に向けて積極的

に取り組んでいます。

　中学校では昨年度から全面実施された学習指導要領に基づく教育課程が実施されていますが，その

核心は，明日の未来を担う子どもたちに，「生きる力」を育むことです。具体的には，基礎的な知識

及び技能を習得させ，課題解決のための思考力・判断力・表現力を育み，主体的に学習に取り組む態

度を養うことです。そのためには，指導・支援にあたる教師の豊かな人間力に裏打ちされた，確かな

教師力・授業力の向上が必要不可欠です。特に生徒一人一人の学力向上と望ましい人間関係を築くた

めには，各校で教育課程に組み込まれている教科・領域の，日々の授業を中心とした教育活動を一層

充実させていくことが大切です。

　貴研究会も，これらの問題意識を共有し，県下全教室の授業改善の重要性を掲げて精力的に取り組

む方向を打ち出しており，その取り組みに大いに期待するところです。また，本日，「県中教研の50

年の温故知新～『学び合う授業』の創造～」をテーマに，研究大会が開催され，これを契機にさらに

実践的研究が深化・発展することを心から祈念いたします。

　結びになりますが，本大会開催に御尽力くださいました関係者の皆さまに心より感謝申し上げます

とともに，本大会のご成功と皆さまのますますの御活躍を祈念いたしまして，祝辞とさせていただき

ます。

平成25年11月22日創設50周年記念式典
及び研究大会要項祝辞を再掲載
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県中教研50年の温故知新
～「学び合う授業」の創造 ～

 新潟県中学校教育研究会
創設50周年記念式典及び研究大会
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記　念　式　典
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記　念　式　典

▌▏記念式典

１　開式の言葉	 新潟県中学校教育研究会　副会長　佐　藤　忠　弘

２　国 歌 斉 唱

３　式　　　辞	 新潟県中学校教育研究会　会　長　川　端　弘　実

４　祝　　　辞	 新潟県教育長　　　　　　　　　　高　井　盛　雄　様

　　祝　　　辞	 新潟市教育長　　　　　　　　　　阿　部　愛　子　様

５　来 賓 紹 介

６　閉式の言葉	 新潟県中学校教育研究会　副会長　佐　藤　忠　弘
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※ 378名の参加

御 来 賓 名 簿

御来賓名簿 ▏▌

№ 所　　　　属 役　　職　　名 御　芳　名
1 国立教育政策研究所 教育研究情報センター総括研究官 千々布　敏　弥　様
2 新潟県教育委員会 教 育 長 高　井　盛　雄　様
3 新潟市教育委員会 教 育 長 阿　部　愛　子　様
4 新潟県教育庁 義務教育課長 近　藤　　　朗　様
5 新潟市教育委員会 学校支援課長 髙　橋　恒　彦　様

6
新潟県立教育センター 所　　長

次　　長（所長代理）
小野島　惠　次　様
菅　原　誠　廣　様

7 新潟市立総合教育センター 所　　長 吉　原　修　英　様
8 新潟県教育庁 義務教育課参事 大　川　和　彦　様
9 新潟県小学校教育研究会 会　　長 加　藤　誠　雄　様
10 新潟県特別支援学校長会 会　　長 佐　藤　昇　誠　様
11 新潟県教職員厚生財団 理 事 長 小　林　敬　明　様
12 新潟県学校生活協同組合本部 専務理事 清　田　廣　文　様
13 新潟県学校教育用品株式会社 代表取締役 大　島　研　一　様
14 公益財団法人日本教育公務員弘済会新潟支部 支 部 長 川　井　重　利　様
15 教職員共済生活協同組合新潟県事業所 所　　長 遠　藤　　　昇　様

№ 役　　　　　職 在　任　期　間 御　芳　名
16 歴代会長 昭 和 60 年 ～ 昭 和 61 年 嘉　村　正　規　様
17 歴代会長 平 成  5 年 ～ 平 成  6 年 波　多　雄　一　様
18 歴代会長 平 成  9 年 ～ 平 成 10 年 近　藤　俊　明　様
19 歴代会長 平 成 13 年 ～ 平 成 14 年 松　田　正　實　様
20 歴代会長 平 成 17 年 ～ 平 成 18 年 大　竹　　　肇　様
21 歴代会長 平 成 19 年 ～ 平 成 20 年 中　野　敏　明　様
22 歴代会長 平 成 23 年 ～ 平 成 24 年 竹　田　幸　雄　様
23 歴代副会長 平 成  3 年 ～ 平 成  5 年 廣　川　正　昭　様
24 歴代副会長 　 　 　 　 　 　 平 成  7 年 富　田　　　徹　様
25 歴代副会長 平 成 16 年 ～ 平 成 19 年 宇佐美　　　寛　様
26 歴代副会長 　 　 　 　 　 　 平 成 23 年 森　　　光　雄　様
27 歴代理事長 平 成 61 年 ～ 平 成 元 年 田　辺　　　茂　様
28 歴代理事長 平 成  9 年 ～ 平 成 11 年 西　埜　　　洋　様
29 歴代理事長 平 成 12 年 ～ 平 成 13 年 野　村　昭　宣　様
30 歴代理事長 平 成 20 年 ～ 平 成 21 年 中　山　　　清　様
31 歴代事務局長 昭 和 52 年 ～ 昭 和 53 年 武　田　統　雄　様
32 歴代事務局長 昭 和 54 年 ～ 昭 和 56 年 小　柴　柳　一　様
33 歴代事務局長 平 成  4 年 ～ 平 成  6 年 林　　　順　一　様
34 歴代事務局長 平 成  7 年 ～ 平 成  9 年 片　野　　　亨　様
35 歴代事務局長 平 成 10 年 ～ 平 成 13 年 玉　木　　　浩　様
36 歴代事務局長 平 成 14 年 ～ 平 成 16 年 齋　藤　雅　敏　様
37 歴代事務局長 平 成 17 年 ～ 平 成 20 年 小　山　利　幸　様
38 歴代事務局長 平 成 21 年 ～ 平 成 23 年 和　泉　哲　章　様
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研　究　大　会

１　開会の挨拶及び基調講演
創設50周年記念事業　実行委員長　　津　野　敏　江

（新潟県中学校教育研究会　理事長）

２　実践発表１（中越地区・理科）
全県副部長　小千谷中学校教諭　　羽　鳥　益　実

（実践発表校　小千谷市立小千谷中学校）

　　実践発表２（新潟地区・英語）
　　　　全県副部長　上山中学校教諭　　　南　場　健　一

（実践発表校　新潟市立巻西中学校）

３　記念講演
　⑴　講師紹介

新潟県中学校教育研究会　副会長　　佐　藤　忠　弘

　⑵　講　　演
国立教育政策研究所　教育研究情報センター  　　　　　

総括研究官　　千々布　敏　弥　様

４　閉会の挨拶
　　　　新潟県中学校教育研究会　副会長　　藤　本　孝　昭

▌▏研究大会
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県中教研50年の温故知新
～「学び合う授業」の創造～

実行委員長　津　野　敏　江

 Ⅰ　“学び合い”の必要性（テーマ設定の趣旨）
　日本を取り巻く社会状況は大きく変化している。戦後60年ぶりに改正された教育法に基づいた学習指導要
領の全面実施から２年が経過しようとしている。移行期間も含めたこの数年間，私たちは「基礎的な知識及
び技能」「思考力，判断力，表現力等」「主体的に学習に取り組む態度」をバランスよく育成することを重視
し日々の教育活動に取り組んできた。とりわけ，これらの力を育むための学びの最たる場である授業に主眼
を置き，各地区郡市単位の研究推進委員会を要とした授業研究を積み重ねてきた。その成果は大きく，県中
教研の財産となっている。
　しかしながら，その一方で，教師が一方的に教え込む一斉授業に終始しがちな授業も見受けられ，生徒を
受け身にしている現状もある。このことは，全国学力・学習状況調査の結果分析からも言えることである。
今後，ますます変化していく国際社会，多文化共生社会の中を生徒がたくましく生き抜いていくために必要
な力を，私たちは心して育てていかなくてはならない。すなわち，「課題を発見し解決する能力や論理的に
思考する力」「コミュニケーション能力」「情報相互の関係性を理解・解釈し，既有の知識と結び付ける力」
など，知識や技能を活用する力が一層必要となる。
　このような力は，自分の考えを他者に分かるように説明したり，自他の考えの共通点や相違点を比較した
り検討したりしながら，自らの見方・考え方をより多面的にとらえていくことで育まれていく。すなわち，
異なる個性や能力をもつ生徒が互いに異なる見方や考え方を認め合い交流し合う中で，個々の考えを一層深
め高めていく学び合う場を保障することが必要となる。したがって，教師は授業の中で，この学び合う場を
適切に組織する授業力を持たなければならない。では，生徒にどのような力をとらえさせるために，どのよ
うな学びを組織していったらよいのか…。
　本研究は，授業を構築，展開する際に必要な授業コンピテンシーに着目し，“学び合う授業”を創造してい
くために，教師が何をすべきかの指針を得ることを目的としている。
　以上のことを踏まえ，創設50周年では，これまでの県中教研の取組，特に18年度から開始した郡市中教研
が中心となり２か年で研究を推進するいわゆる「新方式」を振り返りながら，その在り方を見直すとともに，
教師が学び合う授業を創る力を付ける絶好の機会ととらえ，本テーマを設定し25，26年度の２か年研究に取
り組むこととした。

Ⅱ　研究の概要
　１　基本方針
　　⑴　会員の意識改革と新たな研修の指針となる事業を行う。
　　⑵　これまでの県中教研の歩みや現在の状況から，今後の研究推進の在り方や授業力向上を探る事業を

行う。
　２　研究内容
　　⑴　県中教研のこれまでの取組を振り返り課題を明確にする
　　　ア　授業力向上を目的とした研修活動に，“学び合う授業”の観点と指針が示されていないこと。
　　　イ　教科・領域や郡市での取組の成果が，他郡市等に共有されにくいこと。
　　⑵　「授業改善ナビゲーション」の開発と導入を図る
　　　　生徒が，個性の異なる他者とかかわり，互いの見方や考え方を受け止め練り上げていくためには，

その基本的な学習ベースとして，①「だれもが安心し集中して学習できる基本的な環境」と，②「互
いの見方や考え方を交流し合うことができる学習集団」が重要になってくる。また，“学び合う授業”

研究大会 ▏▌

1．基調提案
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は全教科において，③「協働体制で取り組む」ことが効果的であることは言うまでもない。
　　　そこで，私たちは学び合う授業を構築する際に指針となる評価項目を洗い出し，「授業改善ナビゲー

ション」を作成した。このシートは，上述した①②③の３つの観点に対応しており，次の「授業スタ
ンダード10」「学び合い10」「研修体制７・WEB配信３」から構成されている。

　　①　授業スタンダード10

 

　　②　学び合い10
　　　生徒が学び合うとはどういう姿なのか，そして，そのためにどのような授業を目指すのか。「学び合い」

には，生徒同士で教え合う，比較検討する，考えを練り上げるなど様々な様相が考えられるが，当然，
各教科の学習内容を獲得することと関連して教科の独自性があろう。

　　　そこで，平成24年11月に数学を先行研究教科とし授業改善ワーキンググループを立ち上げ，数学科に
おける「学び合い」の姿を検討することとした。そして，授業を構築する際の指針となる評価項目を作
成した。なお，検討する際にはファシリテーションの手法を積極的に取り入れ，全員参画型ワークショッ
プを行った。このことは，会員一人一人が，学び合う授業について自ら熟考することで自我関与を深め
授業改善につながると考えたからである。　　

　　　このように取り組むことで，県内全教室において，ペアやグループによる生徒同士の学び合いが展開され，
自分の見方や考え方を相手に言葉でしっかりと伝え合い，深い学びが得られることを目指している。

　　③　研修体制７・WEB配信３
　　　「学び合う授業」を創造していく際に，生徒が自分

の考えや思いを仲間の中で安心して表出できる雰囲
気を醸成していくことが不可欠となる。しかしなが
ら，この互いを認め合い支え合う集団づくりは一教
科のみでできるものではない。したがって，学び合
う集団づくりを全教科・領域等を含めた協働体制で
取り組むことが必要である。

　　　そこで，当研究会では，校内研修体制の取組状況
における評価項目もナビゲーションに加えるととも
に，新潟県教育委員会並びに新潟市教育委員会で作

１．基調提案

▌▏研究大会

※　授業スタンダード10は，UDL（Universal Design for Learning）の知見に基づいている。
　　ユニバーサルデザインとは，1980年代にノースカロライナ州大学のロン・メイスが展開した建築・製品

への理念で，「できるだけ多くの人が利用可能であるように製品，建築，空間をデザインすること」をいう。
　この理念を学習に当てはめたものがUDLである（詳細は「資料編」36～38ページ参照）。
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成，活用を推進しているWEB配信問題の活用状況も加えることとした。下図は，１月に先行実施した
数学の結果である。　

　　　各地区・郡市，各学校においては，それぞれの状況に則して具体的な方策を講じて取り組んでいるこ
とと思うが，それぞれの状況に応じた活用を図りたい。

＜授業改善ナビゲーション・チャート＞

　　平成25年１月に全県中学校247校（特別支援，中等教育学校を含む）の数学の教師と研究主任を対象に授業スタ
ンダード10，学び合い（数学）10，研修体制７，WEB配信３の調査を行った。研修体制では，上図の矢印のよう
に，「外部から指導者を入れて研究授業を行なっている。」「検討・協議会は，ワークショップ型など参加者全員の
参画を図っている。」の項目がへこんでいる。

　⑶　双方向的な学びと創造を重視したワークショップ型検討方法の導入
　　本研究を進めるに当たって，全会員が自分の授業を振り

返ったり学び合う授業を模索したりしていく際に，忌憚のな
い意見を自由に出し合うことで教員同士の一体感・達成感
が生まれることを願いファシリテーションを取り入れた。

　　ファシリテーションでは，模造紙やホワイトボードに話し
合いの内容をファシリテーション・グラフィックとして記録
し，議論の内容を視覚化することで，短時間で論点のまと
まりと新たな考えや発想を生み出すことが特長である。

　　本研究では，研究推進に着手するスタートの段階で，ま
ず，校長職からなる評議員会にファシリテーションを取り
入れ “学び合う授業” とはについて語り合った。その後，教
科領域の全県部長がファシリテーターとなり，各地区の副
部長と会場校責任者が集まる全県部会でも同様に進めた。また，研究推進委員会での研究テーマや指導案
等の検討や授業後の協議会等にも導入，組織の活性化を目指した。このことは，全員の参加意識の向上と
時間を効果的に使う面でもとても有効である。

　⑷　理科・英語での研究推進モデルを提示し“学び合う授業の創造を目指す
　　　（※　要項　資料編17～28ページ参照）

Ⅲ　これまでの成果と今後に向けて
　数学科の授業改善ナビゲーション・シートをモデルに，現在は，国語・社会・理科・英語のシートも作成
され全県下学校に配布，集約されている（資料編36～48ページ参照）。次年度は，他教科・領域に研究を進
めていくことを予定している。全学校の全教室で授業改善が推進され，子どもを生かした授業で一人一人に
豊かな学びを保障するとともに，日々の授業の積み重ねを大切に進めていきたい。

研究大会 ▏▌
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英語科　新潟地区副部長　
新潟市立上山中学校　南　場　健　一

（実践発表校　新潟市立巻西中学校）

１　英語が目指す「学び合う授業」とは
　全生徒の英語運用能力の向上を図るための手段として，「学び合う授業」を行う。
　「学び合う授業」の中で必要になってくることが，「学習課題の工夫」と「学習形態の工夫」である。英語
に関する知識を教師から生徒へ一方的に教え込むのではなく，自分たちで発見し解決していく手順を意図的
に踏ませることで，「問題解決能力」や「批判的思考力」を鍛え，生徒の中に「新たな気づき」が生まれる
ことを目指す。自分たちで獲得した「新たな気づき」の蓄積により，生徒は各自のもつ英語の知識を活用し
ようとする。この活用こそが全生徒の英語運用能力の向上につながると考える。

２　現状（課題）
　今までよくみられたグループ活動の問題点は，英語の得意な生徒が苦手な生徒を助けるという構図である。
つまり英語の得意な生徒が苦手な生徒に一方的に知識を教え込む姿がみられるという点である。
  このようなグループ活動では，以下の２種類の学習課題がよく用いられる。

　○　教師が提示した完全なモデルに近づけさせようとした（模倣させようとした）課題
　○　生徒同士の意見を述べ合う視点が，態度面（アイコンタクト，うなづきなど）に重点が置かれた

課題 

　上記課題は正解，不正解（適切，不適切）の二者選択を問う色合いが強くなり，生徒同士の自由な発想は
生まれにくい。

３　課題解決に向けた手立て
　課題解決に向けて英語科が着目した学習活動が「練り合い活動」である。
  「練り合い活動」を構成する要件を以下に示す。

　○　各自の意見をしっかりともたせること
　○　各自の意見を自由に出させること（交流）
　○　交流の中で出された意見に対して，集団でその妥当性について話し合い，取捨選択させること

（検討）

　　上記「練り合い活動」を実現させるために必要な「学習課題」の要件を以下に示す。

　○　「交流」「検討」の活動をさせながら，生徒自身に目標とするもの（モデル）を設定させること
　　（例）　提示された「不完全なモデル」を基に，全体でよりよいモデルになるための観点を設定させる

学習課題
　○　相手意識（自分たちの活動が向かう方向：「何のために」「どのようにして」）をもたせること
　　（例）　新潟市内の中学校に初めて赴任した息子（ALT）を気遣う母親に対して，生徒の立場でどのよ

うな手紙を書けばよいか

▌▏研究大会
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　　また「練り合い活動」を実現させるために，以下の「学習形態」が必要だと考える。

　○　個人としての意見をもたせた後，集団（ペア，グループ）で意見を「交流」させ，その後学級全体
で意見を「交流」「検討」させるという手順

　○　活発な意見交換をもたらす意図的なグループ構成　

４　実践発表
　⑴　単 元 名　 My Dream  スピーチ発表原稿を作って，みんなの前で発表しよう
　⑵　目標表現　 不定詞（名詞的用法，副詞的用法，形容詞的用法）
　⑶　「学び合う授業」実践の概要

　　 【原稿作成の前までに行った内容】
　　　・単元目標の伝達（学級内で「私の夢」に関するスピーチ発表会を行う）
　　　・不定詞の練習（スピーチに必要な文の蓄積）
　　　・教科書本文の読解を通して不定詞の用い方についての確認
　　　・教科書本文の読解を通してスピーチ原稿の書式についての理解

　　①　不完全なモデルの提示

　　良いスピーチ原稿の観点を生徒自身に発見させるために提示する

　　・ＡＬＴ自身が小学生時代に書いた「将来の夢」に関するスピーチ原稿を，ＡＬＴがたまたま発見し
たという状況設定のもと，以下の内容を音声，文字両面から生徒に提示する。なお，この時ＡＬＴ
は自分が書いた原稿に対して「スピーチとしてあまり良くない原稿だ」と生徒に伝える。（問題意
識の触発）

 
　　　I'm Megan Kelly .   I want to go to many countries .   I like Canada .  I like France .
　　　I like Italy .   I like China .   I like traveling .   I want to eat sweets of the world . 

　　② 「練り合い活動」の組織

　　良いスピーチ原稿の観点について生徒自身に設定させるために行う

　 　（i）　ＡＬＴが自分の原稿の何について不満をもっているのか，生徒１人１人に考えさせる。
　　（ii）　各自の考えが定まった時点で４人班をつくり，意見を交流させる。
　　　  ・グループ内で出た意見について，全員がワークシートに記入する
　　（iii）  グループごとに出された意見を交流し，学級内で集約する。
 
　　　【学級内で集約された意見】
　　　　○　「私は～」の文章のみの原稿になっている
　　　　○　具体例（理由）がない
　　　　○　内容がうすい

研究大会 ▏▌
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　　　　○　スピーチ原稿の「出だし」と「終わり」の挨拶がない
　　　　○　段落がない
　　　　　 ・まとめることのできる文がバラバラになっている
　　　　　 ・箇条書きの原稿になっている 

　　③　ＡＬＴ自身の「今の夢」に関するスピーチ原稿の提示

　　自分たちの考えた「よいスピーチ原稿の観点」が正しいか確認するために行う

５　成果（○）と課題（●）
   【不完全なモデルの提示に関して】

　○　「不完全なモデル」を提示することによって，生徒はスピーチ原稿をよりよいものにするための観
点について既習の知識を使って考えていた。また，教師側が生徒に挙げてもらいたい要件は全て挙げ
られていた。結果，スピーチ原稿の作成に向けた生徒の「気づき」につながっていた。

　●　スピーチ原稿作成のための要件は挙がっていたが，原稿作成に必要な書式に関するものばかりで，生
徒の自由な発想を引き出していたとはいえなかった。原因として考えられることは以下の２点である。

　　①　不完全なモデルを提示した時の教師による発問について，「原稿をよりよくしよう」という教
師側の意図が，「原稿に不十分な箇所はどこでしょう」のように生徒に受け取られた可能性がある。
生徒の思考の中に，「正解・不正解」の心理が働き，自由な発想を阻害してしまった。代案として，

「聞き手を引きつける原稿にするにはどのような表現を加える必要があると思いますか，またそ
の理由は 何ですかる」のようにすることが考えられる。 

  
　●　ＡＬＴが小学校時代に書いた原稿（不完全なモデル）が，誰に向けたスピーチであったのかが不明

確であったため，「表現内容の適切さ」について生徒同士が交流しづらそうにする様相がみられた。

　　【練り合い活動について】

　○　日頃から全ての教科授業において，机の向きを「コの字型」にして班活動，話し合い活動を行って
いる成果が表れ，誰でも自由に意見を述べることができる雰囲気が各グループにあった。

　○　各自の考えをしっかりまとめる時間が設定された後，グループでの意見交換になっていたため，全
員が意見を述べようとする姿がみられた。

　●　交流活動はあったが，検討場面がみられなかった。各グループから出された意見について全体でそ
の妥当性を審議する場面を教師側で設定する必要がある。

   　（例）　不十分なモデルのある箇所に，ある班が”What do you want to be ?” の文を付け加えた方がい
いと意見を述べた際，本当にその箇所にその１文を加えた方がよくなるのかについて検討する場
面を設けるなど。    

　●　検討場面を設定するには，出された意見の基となる理由が必要になる。理由を明確にもたせるため
には，誰に対するスピーチなのか（相手意識），その相手を引きつけるための表現や内容について理
由を述べあえる発問が必要であった。「正解・不正解」の思考から離れた発問を工夫する必要がある。

▌▏研究大会
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＜資料１＞　単元構想（練り合い活動）
⑴　評価基準を設定させる
　 ○　ALTが小学生の時に書いた「将来の夢」に関するスピーチを提示する　
　　・　不完全なモデルの提示（音声と文字による提示）
　　・　I like ～の連続でつくられた原稿（構成面，聞き手をひきつける表現において不十分）
　　　→　ALTが小学生の時に書いたスピーチ原稿を読み，「これはひどい原稿だ」と言って生徒に問題意

識をもたせる。

　発問１　「ALTは自分の原稿のどんな点がひどいと考えたのだろう」
　【練り合い活動】
　　①　各自気づいた点をメモする。
　　②　グループで交流する。
　　　・スピーチ原稿の構成面や表現に関する不十分さを挙げる。
　　　・構成面（既習事項）についての不十分さが生徒から挙がらなかった場合，「ALTの今の夢」に関

する原稿を提示し（比較させ），構成面における不十分さについて気づかせる。
　　③　グループごとに挙がった意見を発表する（全体シェアリング）
　　　・スピーチ原稿の構成面に関する評価基準の「構成面」が確定する
　発問２　「聞き手をひきつける表現」とは，どのようなものが考えられるだろう
　　④　各自で「聞き手をひきつける表現」について考えた後，グループで交流する。
　　　・スピーチの表現（聞き手をひきつける表現）に関する評価基準が確定する。
　　　・ 「聞き手をひきつける表現」として予想される生徒の反応
　　　　※　聞き手をスピーチに巻き込む（聞き手に尋ねる）
　　　　※　繰り返し同じ表現を使わない。　※　具体例を提示する。

⑵　各自のスピーチ原稿を作成する
　○　「将来の夢」について毎時間ためていた英文を活用し，

各自で原稿を作成する。
　　・評価基準を頭に入れて原稿を作成する（第１原稿）
　　・特に「聞き手をひきつける表現」の基準において，自

分が工夫した点については，原稿にアンダーラインを
引いておく（交流の視点となる）。

　　　※　教師は事前に生徒の原稿を「語彙，文法」の点の
み添削する。

　○　第１原稿をグループ内で練り合う
　　・特にアンダーラインを引いた点について，原稿作成者はその意図を説明する。
　　・グループのメンバーは，原稿全体をみて「聞き手をひきつける表現」について意見を述べる（アドバ

イスしあう）。
　○　グループメンバーからもらった意見を参考にして原稿加筆する（第２原稿）
　　・教師は第２原稿について，「語彙，文法」の点のみ添削する。

⑶　スピーチ発表会を行う
　※　グループの中で代表者を１名選出し，グループ代表による学級内スピーチ発表会を実施する。学級内

で７人中３名の学級代表を選出する。
　　【グループ代表選出に関して】
　　①　原稿審査（グループ内で原稿をまわし読みし，内容・構成に関する審査を行う）
　　②　パフォーマンス審査

研究大会 ▏▌
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         ＜審査の観点＞　できている項目に○印を付ける

　　　○　キーワードを指しながらスピーチできたか（１文１キーワード）
　　　　・スピーチしながらキーワードを提示していく
　　　　・聞き手の方をみてスピーチしている
　　　○　態度（内容をみんなに伝えようという気持ちがある）
　　　○　なめらかさ（聞きやすい声の大きさ，読む速さ，発音）

＜資料２＞　学習指導案
⑴　本時のねらい
　　ALTの不十分なスピーチ原稿を推敲する活動を通して，スピーチの適切な構成，内容について挙げるこ

とができる。
⑵　手だて
　ア）　内容的に不十分な「私の夢」と，理想的な「私の夢」の両方を提示する。
　イ）　班学習（３～４人，男女混合，市松模様）の「練り合い活動」の場面を多く設定する。
⑶　本時の展開

▌▏研究大会
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学習活動・学習内容  授業者の働きかけ（○），生徒の反応（・） 学習形態，●主な声かけ

【Warm up】（５分）
不定詞のワークシートの
内容について，音読と暗
記の活動

○英文を大きな声で音読させる。
○英文を暗記させる。
○英文の暗記チェックをペア（隣の人，向かいの人）

で行わせる。

班の形で活動を行う
各班に辞書を置く

【共通課題】
ALTが小学生時代に書い
た「私の夢」原稿を読み，
改善点をみつける活動

○改善点について個人で考えさせる
○班で１人１人が考えたことを共有させる。
　・  最初の挨拶がない，自分のことばかり書いている，

相手に質問していない，同じ表現が多い，理由
が少ない，具体例がない，段落がない，など

○班内で出た意見を班ごとに１つずつ発表させる。
○ALTの原稿に改善すべき点について具体的にど

のようにすればよいのか個人で考えさせる。
○班で１人１人が改善点について考えたことを共有

させる。
○班内で出た意見を班ごとに発表させる
○班ごとに出た具体的な改善方法について黒板に

貼ったALTの原稿（拡大コピー）に記入する。

各班に付箋を置く。
班に１部配布したALTの原稿（拡
大版）に，各自の考えたことを
付箋に書かせ，貼らせる。

【ジャンプ課題】
ALTの小学生時代の「私
の夢」と，現在の「私の
夢」のスピーチ原稿を比
べて，スピーチ原稿とし
ての適切な構成や内容を
考える活動

○ALTの現在の「私の夢」スピーチをビデオで提
示したり，原稿を提示したりしながら，スピーチ
原稿として良い点について個人で考えさせる。

　・良い点を付箋に書く。
　・良い点について原稿にアンダーラインを引く。
○班で１人１人が考えたことを共有させる。
○班内で出た意見を班ごとに発表させる。

必要に応じて，ALTが小学校時
代に書いた「私の夢」原稿と比
較させる。

【振り返り】
振り返りシートに記入す
る

○振り返りシートに，スピーチ原稿として適切な構
成や内容について気づいた点を記入させる。
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＜資料３＞　研究推進の歩み
　【第１回研究推進委員会（5/30木）】

　英語における「学び合う授業」についてイメージの共有化，要件の精選

　「交流」とはペアや小グループ内で「着眼点の違い」や「表現方法の違い」について各々に気づかせること
を目的として自分たちの考えを出し合う学習活動を指し，「検討」とは交流を通して出された「様々な着眼点」
や「表現方法」の中からペアやグループ内で取捨選択する学習活動と捉えた。今までの「学び合う授業」には，

「交流」の視点はあっても，自分たちで観点を生み出す「検討」の視点が少なかったことが明らかになった。

【第２回研究推進委員会（7/9火）】

　模擬授業を通した，「練り合い活動（交流・検討）」の有効性についての検証

　研究推進委員の大岩樹生教諭による授業を基に，英語における「練り合い活動（交流・検討）」のあり方
について話し合った。あえて不完全な自己紹介文を生徒に提示し，「効果的な自己紹介の要件」について吟
味する「練り合い活動」を行った。提案された「練り合い活動」が授業の大半を占め，そのほとんどが日本
語で行われていた点が課題として挙げられたが，生徒の学習意欲を高める点で「練り合い活動」がきわめて
有効であることが確認された。

【第３回研究推進委員会（8/22木）】

　プレ授業における単元構想，授業案についての検討

　２年“My Dream”の単元について，授業者である山田秀康
教諭から単元構想とプレ授業案の提案があった。将来の夢や
やりたいことなどをスピーチするために，不十分なスピーチ
原稿を推敲させ，適切なスピーチの要件について学級内で検
討するという流れであった。
　この会にはWEBカメラを利用し，国立教育政策研究所の千々布敏弥総括研究官からも参加していただい
た。千々布研究官からは，学び合いには「目的としての学び合い」と「手段としての学び合い」があり，英
語は教科の目標を達成するための「手段としての学び合い」が主であるが，「学び合い」のスタイルを多様
化させ，「学び合い」の能力を伸ばすこと自体も重要であることを指導していただいた。

【第４回研究推進委員会（9/20金）】

　単元構想・学習指導案についての検討②，「学び合う授業」提案に関する骨子の検討

  「私の夢」に関する生徒１人１人のスピーチ原稿を「練り合い活動」を通してどのように創り上げていくの
か，その過程について検討した。また，スピーチ発表会のもち方について話し合った。スピーチ審査に関し
ては，（１）スピーチ原稿を互いに読み合い，その内容や構成について生徒が決めた観点に従って審査する。

（２）スピーチを聞き，「聞きやすい話し方」「態度（みんなに伝えようという気持ち）」「キーワードを指し
ながらスピーチできたか」の３項目についてパフォーマンス審査を行う，という２段階審査に決定した。

【第５回研究推進委員会（10/15火）】

　プレ授業の参観，「練り合い活動」についての意見交換

　国立教育政策研究所の千々布敏弥総括研究官をお迎えして，上・中・下越の代表者，新潟地区の研究推進
委員及び指導者，県中教研理事の方々とで，巻西中学校のプレ授業を参観した後，「練り合い活動」につい
て意見交換を行った。千々布研究官からは，文法事項をきちんと押さえるための「教え合い」も「学び合い」
の１つであること，生徒の自由な発想を引き出すための教師の働きかけや生徒の言語力（問題解決能力，批
判的思考力）を高めることを目的とした「学び合い」の大切さについて指導していただいた。

研究大会 ▏▌
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理科　中越地区副部長　
小千谷市立小千谷中学校 　羽　鳥　益　実

（実践発表校　小千谷市立小千谷中学校）

１　理科が目指す「学び合う授業」とは
　「理科が目指す学び合う授業」を考えるにあたり，人それぞれによって「学び合い」のとらえ方がばらば
らであってはならない。そこで，第１回研究推進委員会で，「理科授業において生徒が学び合っている姿とは，
どのような姿か」をテーマとして，全員で話し合いを行った。その際，「学び合っている姿」と「学び合っ
ていない姿」の２つの観点に分けて，色が異なる付箋に各自が記入し，ファシリテーション・グラフィック
の手法によってまとめた。そして，理科では，「学び合い」を以下のようにとらえることにした。

　　学び合っている生徒の姿　➡　自分と異なる考えをもっている人との交流（意見交換）
　　　　　　　　　　　　　　　　 通して，自分の考えを深める姿

　逆に「学び合っていない姿」とは，「分かる生徒が，分からない生徒に答えを教えること」や「観察・実
験の時に分担して準備したり，協力して後片付けしたりすること」，「教師による一方的な講義形式の教え込
み授業」などの意見が挙げられた。
　さらに，実際の授業の中のどの場面で，上記で示した「学び合い」が仕組めるかも検討した。その結果，
以下に示す５つの場面が考えられるという結論でまとまった。これは，事象提示により疑問をもち，結果を
予想し，観察・実験計画を立て，実際に観察・実験を行い，結果を考察する，という理科において基本的な
授業形態である課題解決学習の流れに対応しており，それぞれの場面で，それぞれに応じた「学び合い」を
仕組むことができるということである。

　　①　問題意識をもたせる事象提示　　　　　②　根拠をもとにした予想理由の検討
　　③　仮説を検証する実験方法の工夫　　　　④　気づきを大切にした観察・実験
　　⑤　結果をもとにした考察の意見交換

　これらの５つの場面で，どのような学び合いの手だてが有効であるかを検証するために研究を進めた。
なお，この５つは，40ページに示した「学び合い10（理科）」の「理科学び合い５」の５つに対応している。

２　現　状
　研究推進委員会で話し合われた理科授業における問題点は，次の２つに分類することができた。①教師主
導による講義形式の一斉授業，②学習に対する受け身的な態度の生徒，の２つである。しかし，この２つは
独立したものではなく，因果関係があると考えられる。つまり，教師主導の一斉授業を続けることで，受け
身的な態度の生徒が増加する，という構図である。
　生徒の受け身的な態度の具体例としては，「板書をノートに写すだけ」「答えだけを求めたがる」「間違い
を恐れ，自分の考えを表現しない」「自分の考えすら持てない，または持たない」等が挙げられた。
　観察・実験を伴う理科という教科は，比較的教師主導の授業になりにくい教科であるといえる。しかし，
その観察・実験についても，生徒が目的意識を全く持たないまま，ただ何となく観察・実験をしているとし
たら，それはやはり教師主導型だということになる。教師が準備した観察・実験を，生徒はただやっている
にすぎないからである。
　しかし，このような現状は，逆に言えば「教師が変われば，生徒も変わる」ということにもなる。だから
こそ，この現状を踏まえ，「学び合い」を軸とした授業改善が必要なのである。

３　課題解決に向けた手だて
　上記の現状を改善するために，「学び合い」を軸とした授業改善に取り組むことにする。
　そこで，まず「学び合い」の場面をどこにするかを検討した。その結果，今年度のプレ授業では，「根拠

▌▏研究大会

３．理科における「学び合う授業」



－24－

ある予想理由の検討」に焦点を当てて研究を進めることにした。予想場面では，意見が分かれるような適切
な学習課題があれば，生徒同士の活発な意見交換がなされやすく，その交流によって自分の考えを深める「学
び合う授業」として，最も効果的であると考えたからである。
　予想場面では，既習事項や素朴概念を根拠として生徒は予想するわけだが，ここでは，その予想を考えた
理由や，その理由の裏付けとなる事実（根拠）を明確に考えさせることを重視したい。つまり，「ただ何と
なくそう思う」のではなく，しっかりとした事実に基づいた予想であることが重要なのである。「前に学習
したこのような実験結果があり（事実），この場合もその時に似ている（理由）。だから，結果はこうなるだ
ろう（予想）」という思考の流れが大切なのである。この思考の流れを分かりやすく表したものが「理由付
けチャート」である。この理由付けチャートを使って，生徒同士が交流を深める「学び合う授業」を構想する。
　具体的には，次の３つの工夫を手だてとして，課題解決に取り組む。

　　①　学習課題の工夫　‥‥ 事実から導き出される複数の予想が成り立つ学習課題の設定
　　②　班編成の工夫　　‥‥ 予想が同じ同質班や，予想が異なる異質班等の新たな班編成
　　③　教材や教具の工夫‥‥ 理由付けチャート，ホワイトボード，マグネットシート等の活用

　⑴　学習課題の工夫について
　　学び合う授業を構想するに当たり，学習課題は大変重要な要素である。生徒の意見交換が活発になるか

否かは，どんな学習課題を提示するかによって決まるからである。生徒の予想が複数に分かれ，しかも，
どの予想にも，その理由やその理由の根拠となる明確な事実があるような学習課題でなければならない。
つまり，当てずっぽうではなく，生徒の素朴概念や既習事項から導き出される予想が成り立つ学習課題で
あることが重要なのである。

　⑵　班編成の工夫について
　　当校の通常の理科授業は，理科室の座席は学級の座席と同じ場所が基本であるが，「学び合う授業」では，

通常の座席にはこだわらない。同じ予想の生徒を集めた同質班や，異なる予想の生徒を混ぜた異質班を，
生徒の個性も考慮して意図的に班編成をする。この班編成の工夫により，班内での活発な意見交換が可能
となり，学び合いが深まることを期待している。

　⑶　教材や教具の工夫
　　自分の考えを論理的にまとめたり，相手に分かりやすく伝えるために，「理由付けチャート」を用いる。

その際，すべての生徒が理由付けチャートを書くことができるように，予想理由の根拠となる既習事項の
事実をまとめた「ヒントシート」を利用する。また，班内や学級全体での話し合いの時に，効率よく自分
の意見を説明するために，大きなホワイトボードやマジックで書いたり消したりできるマグネットシート
等を活用する。

４　授業実践
　これまでの研究の成果を確認するために，国立教育政策研究所の千々布敏弥先生を指導者としてお招きし，
プレ公開授業を行った。

　　授　業　者　：　篠田　英　（小千谷市立小千谷中学校　教諭）
　　実　践　日　：　平成25年10月15日（月）
　　対 象 生 徒　：　小千谷市立小千谷中学校　１年１組（男子16名，女子16名，計32名）
　　単　元　名　：　「状態変化」
　　単 元 構 想　：　資料１参照（26ページ）
　　本時の展開　：　資料２参照（27ページ）　＊根拠ある予想理由の検討場面での学び合い学習
　　本時の概要　：　  　「パルミチン酸とベンゼンの液体が個体になると，それぞれ体積はどのようにな

るか？」という学習課題の予想について，班内や学級全体で話し合い活動を行う。
授業の最初に班ごとに実験を準備し，授業の最後に結果を確かめて決着をつけ，科
学概念を身につける。

研究大会 ▏▌
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　前時に「パルミチン酸とベンゼンの液体が個体になると，それぞれ体積はどうなるか」という学習課題を
提示し，自分の考えを理由付けチャートでワークシートにまとめさせた。その際，机間巡視しながら，進ま
ない生徒には，ヒントシートを見せながら根拠となる事実を確認させ，全員が理由付けチャートを書くこと
ができるように支援した。ワークシートを集計した結果，「パルミチン酸は減って，ベンゼンは増える」と
いうＡ説（不正解）が23人（74％），「パルミチン酸もベンゼンも減る」
というＢ説（正解）が８人（26％）となった。そこで，１つの班にＢ説
が１人は入る「異質班」にすることと生徒の個性を考慮して，新たな班
編成を行った。
　本時の導入では，パルミチン酸（固体）とベンゼン（液体）の現物を
再度見せ実感をもたせた。その後，加熱して液体にしたパルミチン酸と
ベンゼンを試験管に入れてゴム栓をしたものを班ごとに配布し，液体の
状態での体積をネームペンで記録させた。各班からそれぞれ２本の試験
管を集め，まとめて冷凍庫に入れて冷やし，授業の最後に結果を確認す
ることを伝えた。ベンゼンの凝固点は5.5℃であるので，冷凍庫に入れる
とすぐに固体になる。
　冷凍庫で冷やしている間に，班内での話し合い活動を行った。まず，
自分の予想を明確にするために，前時に書いたワークシートの理由付け
チャートを班の中で回し読みした。その後，一人一人が自分の予想を発
表し，意見交換を行った。
　次に，班ごとに大きなホワイトボードを２つに分けて，Ａ説とＢ説の
理由付けチャートを作成した。４人班の中にＡ説は３人いるので，３人
で相談して理由付けチャートをまとめ，マグネットシートに記入した。
Ｂ説は班に１人しかいないので，他の班のＢ説の人と相談したりしてま
とめた。しかし，ペンが１本しかなかったので，２つの説のチャートを
完成させるのにかなりの時間がかかってしまった。
　残り10分くらいになり，学級全体でまとめるために，イスを持って前
に集まるよう指示した。黒板を大きく２分割し，指名した６人が発表し
た「根拠となる事実」や「予想の理由」をもとに，Ａ説・Ｂ説の理由付
けチャートをそれぞれまとめた。最後にＢ説のＮ子が，「液体のロウと
同じように，冷やしたらどちらも粒子がかたまって，体積が減ると思う」
ということを，「ペットボトルの実験で，気体が液体になるときに粒子
の間隔が小さくなって体積が減る」という図を書いて説明した。状態による物質の体積変化を，物質の粒子
の間隔と関連付けて考えており，理想とする正解の考え方である。
　しかし，この時点で，すでに終了時刻を過ぎていたので，残念ながら実験結果を確認することはできなかっ
た。結果は次時に確認することを伝えた。

５　成果と課題
　「学習課題の工夫」については，対立する２つの予想が出されたということや，その予想が明確な理由や
根拠（事実）から導き出されたものであったことは，学習課題が適切であった成果だと評価できる。また，
前時に生徒の予想を把握し異質班で班編成したことで，どの班も偏りなく話し合い活動ができた。さらに，
理由付けチャートを大きなホワイトボードに記入したことは，視覚的に説明することができ有効であった。
特にマジックで書いたり消したりできるマグネットシートは，班内でまとめる時も，学級全体でまとめる時
も効果的に活用することができた。
　しかし，指導内容が多いにも関わらず細かな指示が多かったことやマジックの不足，そして何より，教師
も生徒もまだこの授業形態に慣れていなかったことにより，指導案の時間通りに授業を展開することができ
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【試験管の液面に線を書き入れる様子】

【班内で活発な意見交換する様子】

【両方減る理由を粒子で説明する生徒】
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なかった点が課題である。そのため，実験結果を確認することができず，生徒にとって消化不良で終わって
しまった。
　さらに実践を積み重ね，教師も生徒もこの授業形態に慣れ，スムーズに授業を進められるようにしなけれ
ばならない。

＜資料１＞　単元の指導計画 

研究大会 ▏▌

　

時 ●学習内容，◎教師のはたらきかけ，○生徒の動き ◇留意点，　★評価

１

●状態変化とは何か
・水の三態（氷－水－水蒸気）を思い出し，他の物質にも三態があることを予

想する。
・様々な物質が状態変化することを理解する。また，それは温度によるもので

あることを理解する。

◇  状態変化しても物質そのも
のが変わるわけではない。

★  様々な状態変化について説
明できる。

２

●気体－液体間の状態変化における質量と体積の変化 
◎  ビニール袋に入れたエーテルにお湯をかける，水蒸気で満たしたペットボト

ルを冷やす等の演示実験を行う。
・質量も測定し，変化がないことを確かめる。 
○  気体－液体間の状態変化で，質量は変わらないが体積が変化する理由を，粒

子概念（モデル）を使って考える。

★  物質は，気体が液体になる
と体積がが減少することを
理解する。

◇  粒子概念は，今後のあらゆ
るところで使うことを強調
しておく。

３

●液体→固体の状態変化における質量と体積の変化【ロウ編】 
◎「液体のロウが固体になると，質量や体積はどうなるか？」 
○ロウが液体の時に質量を測り，液面に線を引いたら冷蔵庫に入れる。 
○前時の気体－液体間での結果を基に，理由を明確にして予想し，班内や全体
　で意見交流を行う。＜学び合い活動Ⅰ＞ 
　＊理由付けチャート（事実→理由→予想）とホワイトボードを使って，自分
　　の考えを整理するとともに，人と交流しやすくする。 
○結果を確認する。（質量は変化ないが，体積は減る）

◇  ロウは冷蔵庫に入れて冷却
し，短時間で結果が出るよ
うにする。

◇  事実となる「ヒントシー 
ト」を用意しておく。

★  自分なりの理由をしっかり
と持ち，それを元にして班
で交流できる。

４

●液体→固体の状態変化における体積変化【水編】 
◎「水が液体から固体になると，体積はどうなるか？」 
○試験管に入れた水の液面に印をつけて，質量を測定する。 
○前時と同じ形式（理由付けチャート）で予想，班内と全体で意見交流を行う。
＜学び合い活動Ⅱ＞

◇  すぐには凍らないので，次
時に結果確認する。

★  班やクラスで交流すること
により，自分の考えを深め
られた。

５

●水の体積変化の確認と未知の物質の予想 
○  水の場合の結果を確認する。（質量は変化ないが，体積は増加する）
◎  液体が固体になる状態変化では，ロウは体積が減ったが，水は増えた。他の

物質ではどうなるのだろうか？
◎ベンゼンとパルミチン酸は，液体が固体になると体積はどうなるか。
　＊パルミチン酸は常温で固体，ベンゼンは常温で液体の物質である。 
○理由付けチャートを用いて予想する。＊ワークシート記入

◇  水の体積変化の特殊性につ
いては触れない。

◇  ベンゼンとパルミチン酸の
実物を提示し性質や用途に
ついて説明する。

★  事実を基にした自分なりの
予想をもっている。

６　

本　

時

●液体→固体の状態変化における体積変化【ベンゼン・パルミチン酸】 
○教師が意図的にグルーピングした班の席へ座る。 
○  水の時と同じように，２本の試験管に入れた液体の液面に線を引き，冷凍庫

に入れて冷却させる。
○  自分の予想を，班内で回し読みし，その後，同じ意見同士で相談して，ホワ

イトボードにを使って（意見）予想をまとめる。
○  話し合ったボードを，前に提示する。そこに書かれたことをクラスで共有す

る。パターンごとに教師が挙手で説明を求める。
○冷凍庫から取り出して，結果を確認する。（２つとも体積減少）

◇  試験管には，ゴム栓をする。
（揮発防止） 

★  自分の根拠ある理由を基
に，班でしっかりと交流し，
自分の考えを深めている。

７
●状態変化による体積の変化を粒子概念で考える。 
○状態変化による体積の変化を粒子概念で考える。 
○同じ状態でも温度が違うと体積が違うことを，金属を使って実演する。

★  物質が粒子からできている
ことを再確認する。

◇  水の特殊性について説明する。

８

●融点の測定（パルミチン酸とメントール） 
○  物質が固体から液体となる時の温度（融点）は，物質によって決まっている

かをパルミチン酸とメントールを使って調べる。
○融点の定義を理解し，融点を調べると物質を同定できることに気づく。

★  実験器具を正しく使用でき
る。融点の意味を理解でき
る。
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９

●沸点の測定（水とエタノール） 
○  物質が液体から気体になるときの温度（沸点）は，物質によって決まってい

ることを，水とエタノールを使って調べる。
○沸点や蒸留の定義を理解し沸点により物質を同定できることを知る。

◇  エタノールの引火性に注意
させる。

★  物質によって特有の沸点が
あることを理解する。

10

●混合物の蒸溜（水とエタノールの混合物） 
○沸点の違いを利用して，水とエタノールの混合物を分留する。 
○  最初に出てきた液体はエタノール，後半に出てきた液体は水の割合が多いこ

とを理解する。

◇  水とエタノールの混合比を
工夫する。

★  実験器具を正しく使用する
ことができる。

11

◎状態変化のまとめ 
○  物質は，温度によって状態を変え，その温度（沸点や融点）は物質によって

決まっていて，また状態が変わるときには体積は変化するが質量は変化しな
いことを，粒子概念を使って振り返る。

★  状態変化における体積変化
や，融点・沸点は物資特有
のものであること等を理解
している。

＜資料２＞　本時の指導案　（6時間目／全11時間）

時間 学習内容 ◎授業者の働きかけ，○予想される生徒の反応 ◇留意点，　★評価

導
入
５
分

学習内容の確認 ◎  前時の予想を基にして編成した班を発表し，そ
こに座るよう指示する。

◎  前時に見せた物質（パルミチン酸，ベンゼン）
を再び登場させ，学習課題を確認する。

◇授業開始前に座席の指示をする
◇  常温で，パルミチン酸は固体，ベ

ンゼンは液体であることを確認す
る。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

展　

開　

30　

分　

実験の準備

班内での意見交換
（学び合い）

理由付けチャート
の記入

学級全体での意見
交換（学び合い）

○班ごとに，パルミチン酸とベンゼンの液体をそ
　れぞれ入れた試験管の液面に線を引く。
◎全部の班のものをまとめて冷凍庫に入れる。
　＜生徒の予想（説）＞

◎この課題の集計結果を生徒に伝える。
○班の中で意見交換を行う。
　１.前時のワークシート回覧
　２.発表（各々に意見を書き留めておく）
　３.質問（異質のものに対して）
○  話し合いをとおして，同じ説の事実や理由を１

つにまとめて，マグネットシートに記入し，ホ
ワイトボードに貼る。 

　＜予想される生徒の理由付けチャート

◎  イスを持って教卓の周りに集合させ，挙手や指
名によって，学級全体で理由付けチャートをま
とめていく。

◎  学級全体での話し合いを受けて，最終的な自分
の意見（説）を，理由付けチャートにまとめる。

◇  パルミチン酸は，加熱して液体　
にしておく。

◇２つ試験管には，ゴム栓をする。

◇  説の数によって，ホワイトボード
を分割して記入する。

◇  話し合いの最中に机間指導し，班
での話し合いの様子を見取り，適
切な支援をする。

◇  黒板を２つに分けて，それぞれの
説の事実や理由が記入されたマグ
ネットシートを黒板に貼る。

★  意見交換を通して，自分の意見を
深めることができたか。

　（科学的思考）

● 「パルミチン酸とベンゼンを，液体から固体に変化させると，体積はどのようになるか？」

● 液体が固体になると‥‥  Ａ説「パルミチン酸は減って，ベンゼンは増える」 
　　　　　　　　　　　　　Ｂ説「パルミチン酸も減るし，ベンゼンも減る」 

Ａ：  固体のパルミチン酸は減って，液
体のベンゼンは増える。

Ｂ：  パルミチン酸も減って，べンゼン
も減る。

物質は，冷やされると体積が減る。液
体が冷やされると固体になる。

物質は，気体が冷やされて液体になる
と体積が減った。

パルミチン酸は常温で固体であるが，
ベンゼンは常温で液体である。

常温で固体のロウは，固体になると体
積が減った。常温で液体の水は固体に
なると体積が増えた。

【予想の理由】 【予想の理由】

【根拠となる事実】【根拠となる事実】

【予想】 【予想】

　　⬆よって 　　⬆だから

　　⬆また 　　⬆つまり
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＜資料３＞　研究推進の歩み
　本研究を進めるにあたり，例年通りに小千谷市内の中学校の理科部員で研究推進委員会を組織したが，小千
谷市ならではの問題があった。それは，市内に中学校は５つしかなく，その内の４校は小規模校であり，しか
も新採用や講師など経験年数が浅い方が多い，という点である。そこで，このマイナス面をカバーするために，
次の２つの方策を立てて取り組むことにした。

　【方策１】 ◎中学校教諭以外の外部メンバーの導入
　　　　　   　研究推進委員会のメンバーに，小千谷市内の小学校教諭２名と魚沼・小千谷地域の理科セ

ンターの所員１名の計３名の外部の先生を加えた。このメンバー構成により，小中連携の視
点や理科の専門的な視点など，多様な視点に立って研究を進めることができる。

　【方策２】 ◎ファシリテーションによる検討会（学び合い）
　　　　　     研究推進委員一人一人が積極的に意見交換をするために，ファシリテーションの手法を取り

入れた。これにより，経験年数の差などに関係なく，本音で中身の濃い話し合いができる。
また，少人数の構成も話しやすくなる要素である。これは，まさに「学び合い」の姿そのも
のである。私たちは，「学び合い」によって，「学び合い」の研究を進めているのである。
また，話し合いの記録がしっかりと残ることもメリットである。

◎具体的な研究の流れ

研究大会 ▏▌

ま
と
め
15
分

実験結果の確認

授業の振り返り

○  冷凍庫から取り出し，班ごとに実験結果を確認
させる。（ベンゼンとパルミチン酸の両方とも体
積が減ったことを確認する。

○  常温で液体とか固体にかかわらず，物質は液体
が固体になると体積が減る，ということを理解
する。

○  今日の授業で「はっきりしたこと，しなかった
こと」及び「交流した感想」を書く。

★  物質が液体から固体へ状態変化す
ると，体積が減少することを理解
する。（知識）

◇  水は例外であることを説明する
が，詳細については次時で行う。

月日 項　目 ファシリテーションのテーマ ファシリテーションで得た結論

５月
27日

（月）

第１回
研究推進委員会

『理科授業において，学び合っている生徒の姿と
は，どのような姿か』

・  自分とは異なる考えをもっている
人との意見交換を通して

　自分の考えを深める姿である
６月
24日

（月）

第２回
研究推進委員会

『生徒が学び合う授業を行うには，どのような手
だてが有効か』

・課題や発問の工夫
・話し合い活動の工夫
・アイテムの工夫

７月
29日

（月）

第３回
研究推進委員会

『どのような単元（内容）が「学び合い」を見せ
る公開授業に適しているか』

・  水素（ヘリウム）を詰めたスプレー
缶は，空のスプレー缶と比べて重
さはどうなるか。

８月
22日

（木）

第４回
研究推進委員会

（千々布先生も
TV 会議で参加）

『授業構想の検討Ⅰ』
水素（ヘリウム）を詰めたスプレー缶は，空のス
プレー缶と比べて重さはどうなるか。

・  この内容を，単元のどこに位置付
けるかが論点となり，活発な意見
交換が行われたが，１つの結論は
出なかった。

９月
30日

（月）

第５回
研究推進委員会

『授業構想の検討Ⅱ』
・  パルミチン酸とベンゼンの液体が固体になる時

の体積変化

・  指導案の細かい点について，検討
を行った。

10月
15日

（火）

第６回
研究推進委員会
プレ授業

『「学び合い」手だては，有効であったか』 ・  プレ授業における学び合いの手だ
ての，成果と課題が明らかになっ
た。
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　学び合いで創る授業と学力

国立教育政策研究所　教育研究情報センター　
総括研究官　千々布　敏　弥　様

▌▏研究大会

４．記念講演

○　講師プロフィール

　昭和36年12月 長崎県生まれ

　平成２年九州大学大学院博士課程中退，文部省入省。その後私大教員を経て，平成10年

に国立教育研究所（現・国立教育政策研究所）。平成18年より総括研究官。

　平成12年の間，内閣内政審議室教育改革国民会議担当室併任。平成15年の間，米国ウィ

スコンシン州立大学へ在外研究。

　平成18年度教員免許更新制の導入に関する検討会議委員，学校評価の推進に関する調査

研究協力者会議委員，平成19年度指導が不適切な教員に対する人事管理システムのガイド

ラインに関する調査研究協力者会議委員，平成20年学校の第三者評価のガイドラインの策

定等に関する調査研究協力者会議委員，2013年カザフスタンナザルバイエフインテレク

チュアルスクール授業研究アドバイザー

　　単著「日本の教師再生戦略」教育出版 2005

　　単著「スクールリーダーのためのコーチング入門」明治図書2007

　　編著「教師のコミュニケーション力を高めるコーチング」明治図書2008

　　編著「「授業力向上」実践レポート－実践の成果と舞台裏」教育開発研究所2008

　　編著「「学校評価」実践レポート－実践の成果と舞台裏」教育開発研究所2009
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　本日，お伝えしようとしているのは二つです。こちらの教育研究会の中でテーマとしている学び合いとい
うのはどういうものか，学び合いによって子どもの学習意欲と定着度が伸びるということ。そして，その学
び合いの授業を広めるためにはどうしたらいいか，授業研究で広めるべしということ，二つのことについて
申し上げさせていただこうと思っております。
　第１の「学び合い」ということです。これから先，子どもが身に付けなくてはいけない能力を身に付けさ
せるために，学び合いが必要であるということです。それを文部科学省の方では，言語活動の充実という
言葉で表現するというところに落ち着いております。
その言語活動で育む力は思考力・判断力・表現力と
いう言葉で表現できるのだろうなと考えております。
すなわち，言語活動によって思考力・判断力・表現
力などの汎用的能力が身につくのではないかという
ことです。
　これから先の子どもに必要な学力というのは，知
識を仕入れることではない，技能を身に付けること
ではない，変化の激しい世の中に適応できる能力だ
ということが，いろいろな言葉でいわれています。最近出て来ている言葉の中で一番ポピュラーなのは，21
世紀型スキルというものです。その中で特に取り上げられるものが，批判的思考能力とか問題解決能力，そ
れと，コミュニケーション能力ということです。このような21世紀型スキルを身に付けるのにふさわしい学
習形態が，学び合いということです。
　例えば総合的な学習の時間の中で，子どもたちが自分で主体的に勉強していく，そういう個別の主体的な
学びが本人の学力に結び付くというデータがあります。そして，その学び合いが，一人だけでの学びよりも
グループでやったときの学びの方が，授業内容の定着率が高いという結果があります。
　今日本では，「学び合い」について何人かの方が研究しています。西川純さんが推奨する学び合いによっ
て，特に成績が悪い子どもの成績が伸びていっているという報告があります。安永悟さんは，ＬＴＤ法とい
うやり方を推奨しております。そのやり方をやると，読解リテラシーと学級の雰囲気もよくなる，学習意欲
も向上するという報告が出ています。佐藤学さんの学びの共同体が一番知られているところです。佐藤学さ

んはデータは示していませんが、ご自身のいくつか
の学校との交流の中で不登校児童がゼロになり、学
力が高まったと報告しています。また，三宅なほみ
さんは，ジグソー法というやり方を提唱しています。
これは，情報を分断してグループの生徒３人に示す
ことによって，３人の間での話し合いが活性化する
という考え方で学び合いを推奨しています。この三
宅メソッドは，埼玉県の高校である程度推進されて
いて，成果も報告されているところです。

　全国学力学習状況調査の中で「総合的な学習の時間は好きか」という質問をしております。このデータは，
総合的な学習の時間の成果を示すものなのですけれども，要は主体的な学習が，それだけ子どもの学力を高
めるものだということを示しているものなのです。

研究大会 ▏▌
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　この総合学習の効果について田村調査官は，こういうことなのではないかと考えています。総合学習の時
間では，思考力・判断力・表現力が要求され，その思考力・判断力・表現力が要求される場面において，お
そらく各教科で身に付けた知識・技能が使われ，そこで子どもたちが思考力・判断力・表現力を伸ばして，

それが結果として，また教科の知識・技能を伸ばす
ことにつながっているのではないか。総合学習とい
うのは，学習意欲を伸ばします。総合学習によって
伸びた学習意欲が教科に影響して，総合で勉強が好
きになった子どもが，ほかの教科も好きになった。
結果として，教科の成績も伸びたと言えるのではな
いかと分析しています。私は，同じことが，学び合
いにおいても言えるのではないかと思います。学び
合いにおいて子どもの学習意欲が増す，教科の知識・

理解も増すということだと思います。
　それでは、どうやって学び合いを作っていけばいいのでしょうか。先生方は、どうやって学び合いの方法
を学んだらいいのでしょうか。
　学校の先生は，まずは外から形式知を学ぶ，それを自分なりに解釈して授業で試してみる。試してみて，
うまくいったか，うまくいかなかったか，子どもの表情がどうだったか。授業研究の場合，子どもの表情に
加えて，同僚教師からフィードバック，返してもらえる。それによって自分の振り返りが活性化される。そ
の振り返りを通して学んだ知識が，本来の実践的な暗黙知に転換されていく。現在，教師の知識の獲得の仕
方というのは，こういうモデルで説明できるだろうと考えられています。
　アメリカのリー・ショーマンは，教師はこのようなメカニズムで知識を獲得していくと同時に，その知識
の獲得が促進される集団というのがあるみたいだと考えました。教師が所属する集団，すなわち学校です。
知識の獲得プロセスは，学校全体でどういうビジョンが共有されているか，ほかの教師たちがどのような意
欲を持っているか，ほかの先生たちがどのような授業を行っているか，ほかの先生たちがどういう知識を持っ
ているかということに影響を受けると考えたのです。教師に対して影響を受けるような集団のことをプロ
フェッショナルラーニングコミュニティといいます。
授業研究によって教師の力量が直接に高まるのでは
ないのです。授業研究が促進するのは，プロフェッ
ショナルラーニングコミュニティの方であって，授
業研究によって高められたプロフェッショナルラー
ニングコミュニティが教師を向上させていると私は
みております。
　学校をプロフェッショナルラーニングコミュニ
ティと替えていくのには，授業研究や校内研究の効
果が大きいと思っております。今の私は，授業研究から学校の組織文化へ，学校の組織文化から教師の授業
力量へ，授業力量から子どもの学力へと影響する流れは，当然と受け止めています。私の今の意識は，そう
いう流れの一番の出発点になる授業研究や校内研究を活性化させるためには，どうしていったらいいかとい
うことなのです。

▌▏研究大会

４．記念講演
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　今，私が調べているのは，教育委員会の指導主事がどういう形で学校の授業研究にかかわっているかとい
うことです。事務所の指導主事だけではなくて，地元の市町村の指導主事の方も一緒にその学校を訪問して
情報を共有する。一体となってその学校を指導していく，そういうことをやっている地域の学校の校内研究
の状況がよさそうだということを研究しております。
　そのほかに，教科研究会が与える影響というのも大きいと思います。あと，私が全国の小中学校の校内研
究の状況を調査したときに，どの要因がその学校の校内研究水準を高めるのに一番寄与しているのか，多変
量解析をやったところ，大学の研究者を講師として呼ぶことの効果が高かったのです。あとは，学校におい
ては，自分たちの自助努力で校内研究，授業研究を活性化していく必要があるのではないかと思います。そ
の授業研究をどうやって活性化していくかというと
きに，私の調査で出てきたこういうデータを参考に
していただきたいと思います。私の調査結果では，
中学校においては，研究推進委員会が組織されてい
るかどうか，あるいは全員が研究授業に取り組むルー
ルができているかといった，組織的に校内研究に取
り組んでいるかどうかということが，先生方のコミュ
ニケーションなどに有意に相関しておりました。と
ころが，小学校では違ったのです。研究推進委員会
を作る，全員が研究授業を担当するというルールを持つということは，小学校ではもうほとんどできている
のです。小学校では，さらにそれに加えて，全校テーマのほかに個人テーマを持っているか，あるいは研究
紀要を刊行しているかといった，中学校で見られる取組の一歩先をやっているときに，小学校で教員間のコ
ミュニケーション状況等がよくなってきたわけです。
　そこで，私は次のように考えたのです。一つは，中学校では，全校的な研究組織を設置することが有効で，
小学校の場合には，全校的な組織に加えて，テーマ別に部会を設定することが有効である。中学校では指導
案を教科会や学年会，全教員で検討することが有効で，小学校ではそういう教員間の検討に加えて，校長や
指導主事が指導することが有効という結果が出ているのです。
　もう一つは，私は今回の中教研で作られている「学び合い10」，「授業スタンダード10」が非常に大事で，
そういうものを使いながら，先生方の学校をどうやって発達させていくかという観点が大事だと思うのです。
それと，「研修体制７」というのがあります。ここに書かれている観点は，ほとんどが私の調査で，学校の
水準の高さに有意に相関するものばかりです。この中教研で，考えられた「学び合い10」とか「研修体制７」
の観点というのは実によく練られている妥当なものばかりです。これを先生方の間で共有して，新潟県全体
で高まっていくように考えていったらいいのではないかと思います。
　最後の結論です。学び合いにより子どもは学習意欲を喚起され，主体的に学ぶようになります。その学び
合いの姿は多様でございます。その学び合いの姿を追究するためには，それぞれの学校の校内の協議，研究
会内の協議を通して追究していくのがいいのではないかと思っております。私からの話は，以上でございま
す。どうもご清聴，ありがとうございました。

研究大会 ▏▌
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資料編 ▏▌



－37－

▌▏資料編



－38－
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▌▏資料編

年度 学習指導要領 会　長 副会長 副会長 理事長 事務局長 幹　事 幹　事 幹　事 幹　事
37

教育課程の基準の
明確化

・道徳の時間の新
設

・基礎学力の充実
・科学技術教育の

向上
・系統的な学習を

重視

大脇　幸栄 佐藤　正一 古川　又衛
38 仲田　大二 大脇　幸栄 古川　又衛 松岡 市栄門
39 大脇　幸栄 仲田　大二 古川　又衛 松岡 市栄門
40 仲田　大二 大脇　幸栄 古川　又衛 木村　　武 高橋 作伊知 瀬賀　　進 藤塚　敏
41 大脇　幸栄 仲田　大二 古川　又衛 田中　武雄 茨木　　寛 小池　俊造
42 仲田　大二 大脇　幸栄 古川　又衛 田中　武雄 茨木　　寛 小林　幹雄
43 宮　　正安 仲田　大二 中野千木雄 田中　武雄 茨木　　寛 本間　四郎
44 仲田　大二 宮　　正安 中野千木雄 田中　武雄 茨木　　寛 本間　四郎
45 宮　　正安 村山　卓治 菅原　善法 田中　武雄 鶴巻　武司 西倉　義雄
46 宮　　正安 村山　卓治 菅原　善法 阿部　一夫 鶴巻　武司 高橋 作伊知
47

教育内容の現代化

・時代の進展に対応
した内容の導入

・算数における集
合の導入

村山　卓治 菅原　善法 本田　清一 阿部　一夫 伊藤　　敏 高橋 作伊知
48 村山　卓治 本田　清一 菅原　善法 中俣　　潮 伊藤　　敏 高橋 作伊知
49 本田　清一 菅原　善法 久保田順三 中俣　　潮 伊藤　　敏 高橋 作伊知 遠藤 スズイ
50 本田　清一 久保田順三 小島　一郎 中俣　　潮 成田　　俊 高橋 作伊知
51 久保田順三 本田　清一 小島　一郎 中俣　　潮 成田　　俊 板橋　鈞治
52 久保田順三 本田　清一 小島　一郎 中俣　　潮 武田　統雄 板橋　鈞治
53 渋谷　敏雄 久保田順三 栃倉由太郎 江口　松弘 武田　統雄 小島　政巳
54 渋谷　敏雄 和泉　　潔 栃倉由太郎 江口　松弘 小柴　柳一 小島　政巳
55 和泉　　潔 渋谷　敏雄 栃倉由太郎 江口　松弘 小柴　柳一 小島　政巳
56

学習負担の適正化

・目標・内容を中核
的事項にしぼる

大久保正司 岩尾　秀堅 丸山　吉蔵 江口　松弘 小柴　柳一 小島　政巳
57 大久保正司 岩尾　秀堅 丸山　吉蔵 樋浦　忠吉 吉井　信三 松田　昭八
58 岩尾　秀堅 丸山　吉蔵 嘉村　正規 樋浦　忠吉 吉井　信三 松田　昭八
59 岩尾　秀堅 丸山　吉蔵 嘉村　正規 樋浦　忠吉 大滝　　浩 松田　昭八
60 嘉村　正規 岩尾　秀堅 関　　恵一 樋浦　忠吉 大滝　　浩 今井　　敞
61 嘉村　正規 関　　恵一 本山　松郎 田辺　　茂 渡辺　静男 酒井　正昭
62 本山　松郎 関　　恵一 江口　健一 田辺　　茂 金井　邦紀 酒井　正昭
63 本山　松郎 関　　恵一 江口　健一 田辺　　茂 金井　邦紀 清野　　展
元 江口　健一 梅山　郁雄 桑原　藤八 田辺　　茂 斎藤 寿一郎 清野　　展
2 江口　健一 梅山　郁雄 桑原　藤八 安藤　耕平 斎藤 寿一郎 石川　幸一
3 梅山　郁雄 吉越　重雄 廣川　正昭 安藤　耕平 斎藤 寿一郎 金井　邦紀
4 梅山　郁雄 波多　雄一 廣川　正昭 安藤　耕平 林　　順一 斎藤 寿一郎
5

心豊かな人間の育成

・生活科の新設
・道徳教育の充実

波多　雄一 水野　文俊 廣川　正昭 平沢　泰三 林　　順一 斎藤 寿一郎
6 波多　雄一 水野　文俊 横尾　生一 小川　　剛 林　　順一 斎藤 寿一郎 宇賀山　徹
7 水野　文俊 横尾　生一 富田　　徹 藤田　　明 片野　　亨 林　　順一 宇賀山　徹
8 水野　文俊 近藤　俊明 倉地　　厚 藤田　　明 片野　　亨 林　　順一 中野　和良
9 近藤　俊明 加藤　淳一 倉地　　厚 西埜　　洋 片野　　亨 林　　順一 小林　　満
10 近藤　俊明 加藤　淳一 倉地　　厚 西埜　　洋 玉木　　浩 片野　　亨 小林　　満
11 加藤　淳一 松田　正實 倉地　　厚 西埜　　洋 玉木　　浩 片野　　亨 小林　　満
12 小林　　實 松田　正實 犬飼　公夫 野村　昭宣 玉木　　浩 片野　　亨 太田　　智
13 松田　正實 林　　尚彦 犬飼　公夫 野村　昭宣 玉木　　浩 片野　　亨 太田　　智
14

生きる力の育成

・教育内容の厳選
・総合的な学習の

時間の新設

松田　正實 林　　尚彦 犬飼　公夫 樺沢　勝治 齋藤　雅敏 石野　秋広 三五　克宏 津村　誠
15 林　　尚彦 清野　　展 犬飼　公夫 松岡　　肇 齋藤　雅敏 石野　秋広 宮　　宏之 津村　誠
16 池田　定充 大竹　　肇 宇佐美　寛 松岡　　肇 齋藤　雅敏 石野　秋広 宮　　宏之 津村　誠
17 大竹　　肇 後藤　典任 宇佐美　寛 布施　勝二 小山　利幸 田村　良久 若林　靖人 田中　宏和 白井　明美
18 大竹　　肇 中野　敏明 宇佐美　寛 布施　勝二 小山　利幸 田村　良久 若林　靖人 田中　宏和 五十嵐　仁
19 中野　敏明 吉村　正史 宇佐美　寛 赤松　　浩 小山　利幸 田村　良久 佐藤　寿樹 保田　信介 五十嵐　仁
20 中野　敏明 吉村　正史 佐藤　忠弘 中山　　清 小山　利幸 岩片　嘉和 佐藤　寿樹 保田　信介 五十嵐　仁
21

思考力・判断力・表現力

・授業時数の増
・言語事項の充実

吉村　正史 涌井　幸夫 佐藤　忠弘 中山　　清 和泉　哲章 岩片　嘉和 北山　智博 平松　広幸 五十嵐　仁
22 吉村　正史 竹田　幸雄 佐藤　忠弘 本間　貞夫 和泉　哲章 中野　博史 有本　千晴 重野　正宣 五十嵐　仁
23 竹田　幸雄 森　　光雄 佐藤　忠弘 本間　貞夫 和泉　哲章 中野　博史 阿部　一晴 重野　正宣 星　　和冨
24 竹田　幸雄 川端　弘実 佐藤　忠弘 津野　敏江 山内　伸二 柳澤　一輝 阿部　一晴 重野　正宣 斎藤　恭之
25 川端　弘実 藤本　孝昭 佐藤　忠弘 津野　敏江 山内　伸二 柳澤　一輝 南雲　真一 重野　正宣 斎藤　恭之

４．新潟県中学校教育研究会50年の歩み		 	 	 	

※平成13年度より，事務局長が理事長へ，事務局が事務局長へ役職名が変更された。



－50－

新潟県中学校教育研究会50年の歩み ▏▌

年度 主 　 な 　 で 　 き 　 ご 　 と 会員数 会　費
37 ・県中で会則審議　・県中教研設立準備
38 ・会則制定（38．４．１）　・県中の特設委員会と位置付けられる
39 ・財政制度の確立期
40 ・「会報」「研究誌（現在の研究活動の概要）」第1号発行 250円
41 ・組織の改革期　・改組案の可決（10．28）　・全県部長の発足 7,012 250円
42 ・会則検討期　・運営細則の施行（7．21）　・「速報」第１号発行 6,985 350円
43 ・補助団体の整理統合　・会則細則の一部改正　・部会組織の確立 6,850 350円
44 ・事業の精選期に入る　・３カ年継続研究方針出す　・進路指導部の新設　・15部会構成 6,608 350円
45 ・各郡市中教研の事業を県中教研の事業として統轄 6,315 350円
46 ・事業数削減方針打ち出す　・3カ年計画（地区段階）に　・県中教研事務局設立準備 6,323 350円
47 ・県中事務局内に県中教研事務局を設立　・継続３カ年計画の定着 6,112 350円
48 ・県中特設委員会から独立　・各地区２事業案の推進　・各部活動費配分率決定　・10周年記念事業の実施 5,982 400円
49 ・郡市部長会の発足 5,786 400円
50 ・補助事業の精選　・自主的研修活動の充実 5,665 400円
51 ・３カ年計画に基づく継続的な実践研究を深める 5,617 500円
52 ・会報を「研究活動の概要」として第１号刊行　・速報を会報として刊行 5,667 700円
53 ・15周年記念事業の実施 5,628 700円
54 ・全会員配布の「速報」を「会報」へ改称 5,481 700円
55 ・「学習の阻害要因を探る調査研究委員会」の特設 5,426 700円
56 ・運営組織改善検討委員会の特設 5,443 900円
57 ・運営組織改善検討委の答申で会則改正　・第１次独自事業「数学・英語の学習阻害要因を探る調査研究委員会」の設立 5,575 900円

58 ・改正「会則」完全実施　・ABCからⅠⅡⅢへ移行期　・阻害要因の研究調査に県補助金交付（以後継続）
・20周年記念事業「記念論文募集審査」 5,520 900円

59 ・会則一部改定　・県委託「学習状況調査研究会初事業」１年次 5,539 900円

60 ・ⅠⅡⅢ型実施　・県委託「特殊教育等指導方法研究推進事業」１年次
・第２次事業「学級経営等調査研究開発事業」１年次 5,569 900円

61 ・養護部会の設立　・会則一部改定　・第２次事業　２年次調査 5,616 1,000円

62 ・第２次調査　３年次調査　・第３次事業「学習指導改善調査研究」　第１年次
・事務局BSN産業会館から源川ビルに移転（３．18） 5,703 1,000円

63 ・25雌雄年記念座談会開催（「研究活動の概要」掲載）　・第３次事業第１次調査中２国数英，１～３年小国算 5,695 1,000円

元 ・ⅠⅡⅢ型を廃止し指定研究としての一本化を決定
・第３次事業第２次調査中２国，中３数英　教師対象授業アンケート 5,705 1,000円

2 ・第３次事業「学習指導改善調査研究」（その２）第１年次調査　中23国数英，生徒対象授業アンケート予備調査 5,732 1,000円

3 ・第40回読売教育賞「教育委員会・教育研究所等の調査研究」部門最優秀賞受賞
・第３次事業２年次調査　中123国数英，生徒対象授業アンケート 5,718 1,000円

4 ・指定研究一本化（16部会を８部会ずつ隔年実施に）　
・第３次事業３年次調査，中123国数英全生徒対象英語聞き取り実施，生徒対象授業アンケート調査 5,671 1,000円

5
・第４次事業「評価等調査研究」１年次，３年生全生徒対象国数英調査と教師対象４種のアンケート調査　
・30周年記念事業「私の提言」募集，「会員の声」アンケート，学力の向上を目指した私の実践発表　
・「会報」第50号，「研究活動の概要」第17号発行

5,588 1,000円

6 ・第４次事業「評価等調査研究」２年次 5,456 1,000円
7 ・第４次事業「評価等調査研究」３年次 5,313 1,000円
8 ・第５次事業「評価等調査研究（その２）」第１年次 5,314 1,000円
9 ・第５次事業「評価等調査研究（その２）」第２年次 5,341 1,000円

10 ・第５次事業「評価等調査研究（その２）」第３年次　
・指定研究会を２年間指定で毎年７～８ヶ校発表を，３年間指定とし，毎年５ヶ校の発表とした。 5,213 1,200円

11 ・第６次事業「学習内容の定着に関する調査」第１年次 5,125 1,200円
12 ・第６次事業「学習内容の定着に関する調査」第２年次 5,035 1,200円

13 ・第７次事業「学習内容の到達度評価に関する調査研究」第１年次　・15部会部長の国社数理英については学習指導改善調査各教科委員長
と兼務とし，15部会副部長を上中下越より各1名とする　・関東甲信越地区や全国の研究団体から独立した研修団体と明言 5,021 1,200円

14 ・第７次事業「学習内容の到達度評価に関する調査研究」第２年次　・県中校長会の中心課題を研究主題とする
・上中下越地区から各１名本部幹事を兼ねる地区事務局長を選出　・県中教研ホームページ開設 4,943 1,200円

15 ・第７次事業「学習内容の到達度評価に関する調査研究」第３年次　・県中教研創設40周年記念事業 4,898 1,200円
16 ・市町村合併に伴う郡市中教研の組織改編 4,860 1,200円
17 ・新しい研究推進体制並びに指定研究発表会の事業運営についての準備 4,834 1,200円
18 ・新方式開始（20の研究推進委員会を組織） 4,823 1,200円
19 ・教育課程部会から総合的な学習の時間部会に 4,827 1,200円
20 ・指定研究推進郡市の教科部が主体となった運営，研究推進委員会を中心とした研究推進体制の確立 4,812 1,200円
21 ・新方式での指定研究発表会が全ての教科領域で終了。　・小学校など他団体との連携協力による研究発表 4,736 1,200円
22 ・新方式一巡目の終了 4,848 1,200円
23 ・『言語活動の充実」「教え，考えさせる授業」「習得・活用・探究」をふまえた取組 4,764 1,200円
24 ・新学習指導要領，全面実施。　・授業改善ワ－キンググル－プによる数学の授業改善ナビゲ－ションの実施 4,805 1,200円

25
・創立50周年記念事業　主題「学び合う授業の創造」
　　モデルとなる研究推進を提示（理科・英語）
　　ワ－クショップ型検討（ファシリテ－ションの導入）
　　授業改善ナビゲーション（授業スタンダード10，国社数理英の学び合い10，研修体制７ＷＥＢ配信３）の全県配布

4,823 1,200円
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Ⅲ　指定研究等事業
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〔１〕－３　上越地区美術教育研究会　【会場校　柏崎市立第一中学校　１１月１４日（木）】
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〔３〕－１　新潟地区国語教育研究会　【会場校　佐渡市立真野中学校　１１月１３日（水）】
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