
2  各指定研究チームが提案する
　 汎用的能力育成の手立て

　今年度，研究会を実施する20の指定研究チーム
が提案する“手立て”を紹介します。
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◉“学び合う授業”づくりの２つのポイント

国語
学び合う言語活動の工夫で
学びを深め，汎用的能力の
育成を！

　国語は，日本人の思考力や想像力，表現力の基盤となる言葉を学ぶ教
科です。国語の学習を通して，言語能力を磨くことが，生きて働く資質・
能力の育成の基盤となります。言語を駆使した生徒同士の学び合いの中
で学びを深めることで言語能力が高められます。
　そのために，次の２つのポイントを押さえた授業づくりを提案します。

県中教研　国語部　全県部長
上越市立直江津中学校　　竹内　　学

ポイント１ 身に付けさせたい力を明確にした学び合う学習課題を
用意する。

　千々布敏弥先生の言葉によれば，学び合いは
「子どもの力を活用した授業」であり，「子ども
が共に教え合うことで習得すべき事項を確実に
学び，少し難しい課題について共に考えること
で思考力，判断力，表現力を身に付けている。
教え合うべき課題，考え合うべき課題を用意す
ることができれば，子どもは自発的に学び合う

ようになるであろう。」とあります。
　子どもにどのような力を付けさせるのかを明
確にもち，何を学ばせるかに焦点づけて学習課
題を用意する必要があります。それは出来合い
のものでもよいのです。学び合いが有効となる
学習課題であれば，子どもたちは自然と，主体
的に対話しながら，学びを深めていくはずです。
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ポイント２ 主体的，対話的な言語活動を展開して，一人一人の学び
を深める。

　すでにポイント１でも述べましたが，学び合
いが有効な学習課題であれば，子どもたちは主
体的に対話しながら学びを深めていきます。
　そこで大切になるのは，「学び合いのさせ方」
ということになります。
　どのような学び合いの手法が，身に付けさせ
たい力を明確にした学習課題の解決にふさわし
く，また目標とする力の育成に有効なのかを，
学習課題の設定段階から構想し，学習形態や手
立てを工夫するようにします。

　各地区では，常にテクストに着目しなければ
ならない学習課題で，個から小集団や全体へ，
全体から小集団や個へ，小集団から全体や個へ
と，学習形態を工夫しながら，段階的に読みの
交流，比較，検討，議論，振り返りなどの活動
を意図的に仕組んでいます。
　子どもたちの思考を活性化させ，主体的で対
話的な学び合いを実現しようとする工夫が見ら
れます。ぜひ，各地区の学習課題と学び合いの
させ方に着目してください。

国語�重点方針

　言語活動を通して，国語で正確に理解し適切に表現する資質・能力を育てるために，話す・聞く，
書く，読む力を育み，学ぶ意欲をもって学習する国語の学習指導に努める。
○　学び合う言語活動を通して，考えを広げたり深めたりし，思考力や想像力を育てる。
○　考えを明確にし構成を考えて文章を書く力を育てる。
〇　話の内容や意図に応じた表現力を育てる。
○　目的に応じて主体的に文章を読み，内容を的確に読み取る力を育てる。

国語�学び合い10

① 生徒の理解・認識の把握 生徒個々の学習状況に基づいて授業を構成している。

② 単元単位の目標・指導計画 生徒の理解度や表現力の実態を把握し，単元単位で目標や指導計画を立て
ている。

③ 魅力ある課題の設定 生徒の興味関心を喚起し，学習意欲を高める課題を設定している。

④ 学習形態の工夫 ねらいと実態に応じた，個別・ペア・班・全体等の適切な形態を取り入れ
ている。

⑤ 話し合いの目的・ルール・方法 話し合いの目的を明確にし，ルールや方法を具体的に提示している。

⑥ 学び合いを支える言語事項の充実 漢字，文法，語彙，語句の用法，記述の方法等の理解・定着を図っている。

⑦ 正確な理解と適切な表現 根拠を明確にして，自分の考えを形成し，論理的，想像的に表現する学習
場面を設定している。

⑧ 豊かな言語感覚の育成 文体や文脈中の語句が醸し出す味わいに注目して読み取ったり，表現した
りする学習場面を設定している。

⑨ 日常生活や社会生活との関連� 日常生活や社会生活との関連を図って学習を進めている。

⑩ 言語活動の充実 ねらいに応じた言語活動を通して，考えを広げたり深めたりするよう工夫
している。
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手 立 て

◉各指定研究チームが提案する汎用的能力育成の手立て

　学び合いの場面でよく活用されるホワイトボードは，生徒の考えを引き出したり整理したり
するには有効なツールですが，それを見せて発表するには字が小さすぎますし，学習の足跡も
残しておけないので，発表段階ではツールの工夫が必要です。また，学び合いの課題の設定に
ついては，意見が拡散しすぎないように何について意見を交換するのかが明確になるように，「ポ
イントをしぼる」ことが大切です。
　また教科の垣根を越えた「話合いのルール」を設定することや，親和的な学習集団づくりを
図ることなど，各教科担任や学級担任とも協力しながら指導に取り組むことが重要です。

国語〈上越地区〉

テクストに基づく対話的な
学び合いで，汎用的な
言葉の力を育てる！！

　その教材で身に付けることができる「汎用的な言葉の力」は何か，
という視点から教材を研究し，テクストにこだわった課題を設定します。
三つの対話的な学び合いにより，生徒が自分の思いや考えをより深め，
広げることを目指します。（※テクスト…教材等における表現ととらえています）

　授業で学んだことを，生徒が
自分の言語生活で生かせるよう
に指導過程を工夫します。
 ステップ１ 
　そこで身に付けさせたい「汎用
的な言葉の力」を明確にし，テク
ストにこだわった課題を設定する。
 ステップ２ 
　三つ（テクスト・他者・自己）
の対話的な学び合いから，深い学
びへ導く。
 ステップ３ 
　自分の思いや考え，「汎用的な
言葉の力」の深まりや広がりが意
識できる場を設定する。

妙高市中教研　国語部
研究推進責任者（左）　妙高市立妙高高原中学校　　田中　裕子
会 場 校 担 当（右）　妙高市立新井中学校　　　　堀田　加奈子

手立て設定の理由
　国語の授業での学びは，生徒にとっては何がで
きるようになったかがはっきりしない漫然とした
ものになりがちです。そこで，「身に付けさせたい
汎用的な言葉の力」を明確にして，生徒自身が自
分の学びを自覚できるような指導過程を工夫し，
さらに学んだことを生かせるような場を設定すれ
ば，「生きて使える国語の学び」にできるのではな
いかと考えました。
手立てのメリット
①�　テクストにこだわる課題で，生徒は根拠のあ
る意見や考えをもつことができます。
②�　対話的な学び合いで，思いや考えが深まり広
がります。
③�　学んだことが「生きて使える言葉の力」とし
て意識されるようになります。

ここは気をつけよう！
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ステップ １ ステップ ２ ステップ ３
身に付けさせたい「汎用的
な言葉の力」を明確にした
うえでのテクストにこだ
わった課題づくり

○�教材を，「ここで身に付け
ることができる『汎用的
な言葉の力』は何か」と
いう視点で分析します。
○�「テクストにこだわる課
題」については，下のよ
うにとらえています。
　※�その課題を追究・解決
するために，繰り返し
テクストに立ち返るこ
とを必要とするような
課題。

　※�テクストを根拠とし
て，自分の思いや考え
を表出でき，他者との
交流を必要とするよう
な手応えのある課題。

　「握手」（光村図書３年）
なら，例えばこんな課題は
どうでしょう。
○�「握手」のレビューを書
いて，自分の作品への見
方を明確にしよう。

三つ（テクスト・他者・自己）
の対話的な学び合いによる
深い学びへ

テクストとの対話
自己との対話

※�十分にテクストと対話する
ことで，生徒は自分の読
みにこだわりをもちます。

↓↑
他者との対話
自己との対話

※�自分との相違点からテク
ストに立ち返って考え直
したり，共通点により自
信を深めたりします。

↓
自己との深い対話

※�他者との対話で繰り返しテ
クストに立ち返りながら自分
の考えを深め練り上げます。

自分の思い・考えの変化の
自覚と意識化

○�初読の読みと最終の読み
を比較することで自分の
思いや考えの変化（広が
り・深まり）を自覚し，
意識化することによって
次のようなことが起こり
ます。

　→�意見交流の有用性を認
識します。

　→�自分の思いや考えをよ
りよく伝えたいという
思いが高まり，自分の
言語生活を見つめ直す
姿勢につながります。

　→�身に付けさせることを
目指した「汎用的な言
葉の力」を活用できる
場面に出会ったとき（意
図的に出会わせ），学習
したことを生かしたり
活用したりできます。

指定研究会情報
上越地区（妙高市中教研）�国語教育研究発表会
　◇研究主題：�テクストにこだわる課題で対話的な学び合いを促進し，汎用的な言葉の

力を育てる
　本研究の根幹は，汎用的な言葉の力を高めることを視点とした教材研究による「テクストにこだわ
る課題」の模索です。これまで研推メンバーで練り上げてきた課題による対話的な学び合いの授業を
公開します。新学習指導要領の示す方向と重なる部分が多いので，これからの授業づくりの参考にし
ていただけると考えています。

　◇月　日：10月26日（木）　　◇会場校：妙高市立新井中学校
　◇公　開：２学級　２年　「走れメロス」 授業者　宮川　美奈子
　　　　　　　　　　３年　「作られた『物語』を超えて」 授業者　川合　礼
　◇指導者：上越教育大学大学院�学校教育研究科　准教授　　佐藤　多佳子
　　　　　　妙高市教育委員会こども教育課　　　�指導主事　江口　克也
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【２年生「走れメロス」】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

読み取りをもとにサブタイトルを付ける 

まず、「走れメロス」という題名は誰のど

んな思いを表しているか、ということを視

点にし、テクストに根拠を求める「テクス

トとの対話」に取り組みました。 

さらに「自分はどう考えるか」という「自

己内の対話」を深め、その対話を踏まえた

サブタイトルを付けました。 

その過程で、生徒が作品の主題に迫るこ

とを目指しました。 

自分の考えをワークシートにまとめる 

 

1 回目の意見交流を行う 

この「手立て」を使った授業は，こんな感じで進めました 

本時のねらいは「自分の読みが伝わるサ

ブタイトルを完成させる」ことです。 

まず、前時までのワークシートを参考に

し、自分の考えをワークシートの図表に記

入します。意見交流の場面で、ワークシー

トの記述の読み上げにならないよう、図表

に書く内容のポイントを絞りました。 

 まず、サブタイトルが似ている者同士の

グループで意見交流をします。あらかじめ

「誰の視点で考えたか」が同じ者同士のグ

ループ編成をしておきます。 

 自分の考えと比較したり、疑問点を質問

したりしながら意見交流し、新たに得た考

え方や視点を生かしてサブタイトルを再考

します。 

■前時■ 

■本時■ 

国語・上越地区 
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２回目の意見交流を行う 

サブタイトルを再考する 

２回の意見交流を通して、自分の考えが

どう変わったか、あるいは変わらなかった

かを、ワークシートに記述して明らかにさ

せます。 

そして、自分の思いが伝わるサブタイト

ルを完成させます。 

次に、サブタイトルが似ていない者同士

のグループで２回目の意見交流をします。  

１回目と同様に、図表を示しながら考え

を伝えます。自分の考えと比較したり、疑

問点を質問したりしながら意見交流を行い

ます。最初の意見交流でサブタイトルを再

考し始めた生徒は、「初めは〇〇と考えた

が、△△という考えも出てきた。」という形

で意見を述べました。 

成 果 

 本文の表現を根拠とした学習課題や、対話することの大切さを実感することができた取

組でした。サブタイトルを考えることで、生徒は作品のテーマや作者の伝えたいことに迫

ろうとしていました。また、対話的な学び合いを促進するためには、親和的な学級集団づ

くりが必要不可欠ですが、話し合いができる集団づくりができていました。日頃の学級経

営や生徒指導の成果が表れたと感じました。 

課 題 

 今回の授業では、「視点」がメロスに偏ってしまい、考えの変化（深まり・広がり）が見

えにくかったようです。教師がさらに多様な視点を与えてもよかったのではないか、と考

えます。また、最後の振り返りの時間をしっかりと確保し、自分の考えを整理させる必要

性も感じました。対話をさせるには、聞いてみたいと思う課題を設定すること、よくした

い・人の考えを聞きたいと思う動機付けが必要であることを改めて実感しました。 
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【３年生「作られた物語を超えて」】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全体で吟味する疑問について，個人の考えを書く 

これまで「そのまま受け入れていた」テ

クストについて、疑問をもって読みました。

また逆の立場から根拠を見つけたり筆者の

思いを推し測ったりしました。 

全体で吟味・検討する４つの疑問（題名、

論理の展開、主張、表現・語句の４つの観

点から１つずつ）を決め、その疑問につい

てまず個人で考えました。 

評価しながら読む３つの STEP を確認 

 

この「手立て」を使った授業は，こんな感じで進めました 

評価しながら読むという読みの段階

（STEP０～STEP２）を知り、本時のねら

いを理解しました。読みの段階は下の通り

で、本時は STEP2 です。 

STEP０ 情報をそのまま受け入れる 

STEP１ 情報に疑問をもつ 

STEP２ 情報を吟味・検討する 

 

 前時で書いた個人の意見を、同じ観点を

担当したメンバーで集まって交換し、補強

します。 

話し合いによってより確かになった疑問

の解釈と根拠としたテクスト本文を、WB

に書きます。 

■前時■ 

■本時■ 

国語・上越地区 

同じ観点を担当した生徒で考えを交流し補強 
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解釈と根拠を別のWBに書いて意識化 

もとの４人グループで解釈を報告 

個人の考えの変容を発表 

WB に貼られた解釈や根拠としたテクス

トについて、担当者がもとの４人グループ

で報告します。一方的な報告にならないよ

う、必要に応じて質問したり確認したりす

るよう声を掛けます。 

疑問の解釈を黒のマジックで、そう解釈

した根拠となるテクストを赤のマジックで

別の WB に書きます。 

自分と同じ解釈をしている生徒でも違う

テクストを根拠としていたり、同じテクス

トに注目していても別の解釈をしていたり

する生徒がいることに気づきます。 

最終的な自分の考えをプリントに書いて

前時に書いた最初の自分の解釈と比べま

す。自分の考えにどんな変容や深まりがあ

ったかを確認しました。 

 

 

成 果 

テクスト（情報）との関わり方を見つめ直す良い機会になり、今後の生活に生かされる

ことが期待できる学習になりました。情報との関わり方を、STEP０～２と段階にして示

したことが分かりやすかったと思います。 

 

課 題 

根拠を解釈し適切な言葉で表現することは大変難しく、教師のアドバイスが不可欠です

が、すべてのグループや個人を深い解釈に導くことは困難だと感じました。 

個人が学習課題に粘り強く取り組み、かつ親和的な集団でないとこの実践は難しいこと

が分かりました。もう少し分かりやすい学習過程を考える必要があったと思います。 
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手 立 て

◉各指定研究チームが提案する汎用的能力育成の手立て

　読みを深めるための学習課題と追究するための観点の設定，思考をまとめるための構造化の
方法が重要です。学習課題は，生徒の反応をもとに，話し合う必然性があるものを設定します。
追究の観点は，学習課題の答えに期待する要素となるものを複数提示します。そして，ホワイ
トボードや板書の記録は，論点が明確になるように構造化します。

国語〈中越地区〉

言葉に着目して読みを
深める�〜段階的な意見交流で
主体的に多面的に！！〜

　学習課題について，多面的に考察し，納得解を作り出す過程を大切に
することで，作品のもつ奥深さを実感することにつなげます。

　知識構成型ジグソー法を使っ
て，読みの根拠と観点を増やす。
 ステップ１ 
　「今わかっていること」を意識化
し，一人で自分の考えを形作ります。
 ステップ２ 
　「段階的な意見交流（エキスパー
ト・ジグソー・クロストーク）」で，
学習課題と向き合います。
 ステップ３ 
　ホワイトボードや板書の記録を生
かし，「読みの深まり」を整理します。

南魚沼郡市中教研　国語部
研究推進責任者（左）　南魚沼市立六日町中学校　　柴田　恵理
会 場 校 担 当（右）　南魚沼市立塩沢中学校　　　田村　千鶴子

手立て設定の理由
　段階的に他者との意見交流の場をもつことに
よって，教科書の叙述や他者の言葉に着目して根
拠が述べられる，確かで深い読みを生徒の学び合
いの中で目指します。そのため，力を合わせて言
葉にしながら考える手法として，知識構成型ジグ
ソー法の手法を取り入れていきます。
手立てのメリット
①�　どの表現をどう解釈したか明確になり，言葉
への着目度がUPします。
②�　読みの根拠と観点が増え，生徒の多様な考察
が生まれます。
③�　自分自身の読みをもう一度確認でき，「読み
の深まり」が実感できます。

ここは気をつけよう！
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ステップ １ ステップ ２ ステップ ３

指定研究会情報

新潟中越地区（南魚沼郡市中教研）�国語教育研究発表会
　◇研究主題：言葉に着目し，読みの広がり，深まりをうながす授業
　　　　　　　〜協働的な学習を通して〜

　同じ課題をもつ班での話合いでは，教科書の叙述に着目しながら，自分の「立場」や「根拠」を明
確にし，表現できるように学習します。本時は，異なる課題を検討した者と話し合い，読みの観点を
増やし，自分の考えとの関連を考えながら理解を深めます。

　◇月　日：11月28日（火）　　◇会場校：南魚沼市立塩沢中学校
　◇公　開：１学級　１年　「少年の日の思い出」　授業者　小林　亮介
　◇指導者：中越教育事務所　指導主事　上村　みほ

　どの叙述をどう解釈した
か，意識化することで，着眼
点が明確になり，ステップ２
での検討や助言を可能にし
ます。

　全体での意見交流を生かし
ながら，多面的に考察します。

　ホワイトボードや板書の記
録を活用して，思考を整理し
ます。

【参考文献『協調学習デザインハンドブック　知識構成型ジグソー法を用いた授業づくり』
東京大学発教育支援コンソーシアム推進機構】
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エキスパート活動 

学習課題（中心課題） 

あんなに大切にしていたちょうなのに 

「ちょうを一つ一つ取り出し、指で粉々に押し

つぶしてしまった。」のはなぜだろう。 

        この行動の意味を考えよう。 

 

ステップ１ 前時までに、「学習課題」を確認

し、作品の叙述に着目しながら、自分の考えを

言葉にしていきます。（一人で） 

 

ステップ２ 

エキスパート活動では、A~D４つの「追究の

観点」について、同じ観点の者同士で話し合い、

考えを強化します。（グループで） 

 

 

 

ジグソー活動 

 

この「手立て」を使った授業は，このように進めました 

４つの追究の観点（エキスパート課題） 

A～D は「学習課題」の答えに期待する要素となるもの。 

A 「僕」にとってちょうはどんなものか。 

B 「僕」にとってクジャクヤママユはどんな存在か。 

C 「僕」から見た「エーミール」はどんな人か。 

D 大人の「僕」にとってこの思い出はどんなものか。 

課題を追究するために着目する言葉は、初発の感想や、

授業時に生徒から挙げられたもので構成します。 

 

ジグソー活動では、エキスパート活動で追究し

たものを持ち寄り、異なる観点の者同士で「学習課

題」に向き合います。（グループで） 

 

 
まず、A～D の各エキスパートたちが、順に、

それぞれの「追究の観点」について説明し、自

分の考えを述べます。 

次に、４つの「追究の観点」から挙げられた

キーワードや考えを統合し、力を合わせて「学

習課題」に向き合います。 

■前時■ 

■本時■ 

国語・中越地区 
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クロストーク 

さらに、「学習課題」について、読みの根拠

と観点を増やし、自分たちなりの見解を形成し

ます。 

どの言葉や叙述に着目し、どう解釈したか、

グループ内で確認します。 

 

授業者は、エキスパート活動で追究したもの

が、「学習課題」の答えの要素に反映されてい

るか、ホワイトボードの記述内容を確認しなが

ら助言を行います。 

本時の締めくくりとして、グループごとの答

えと根拠を発表し、次時のクロストークにつな

げます。（全体で） 

■次時■ 

クラス全体での意見交流を生かしながら、多

面的に考察します。 

   

 ステップ３ 

     最後に、個に戻り、読みの広がり、 

    深まりをまとめます。（一人で） 

成 果 

力を合わせて、言葉にしながら考える手法として、「知識構成型ジグソー法」を取り入れて

から、主体的に課題に向かう態度が向上しました。また、話し合いの中で、根拠となる表現

を作品から指摘し、解釈を加え、相手に伝えることができるようになりました。協働的な学

習を通して、読みの根拠と着眼点が増え、読みの広がりや深まりにつながっていくことを実

感することもできました。このことによって、新たな文学教材を読むとき、生徒自らが読み

の着眼点に気付くことができる汎用的な力も育ってきています。 

 

 
課 題 

文学教材の主題追究において、この手法を取り入れるためには、学習課題（中心課題）

と追究の観点（エキスパート課題）の設定には十分な教材研究が必要です。クロストーク

では、収束に向けての有効な補助発問や板書の構造化が今後の課題です。 
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◉各指定研究チームが提案する汎用的能力育成の手立て

手 立 て

　読む力には個人差があり，それぞれが立てる問いもその違いによってレベルが違ってくると
予想される。授業では，個々の問いを大切にするとともに，出てきた問いを個人そして仲間と
検討・共有することで，多様な読み深める視点に気づかせる。そして，改めて自ら問いを選択
させることで「自ら読む」意識を高めさせたい。

国語〈新潟地区〉

自ら問いを立て，仲間と検討・共有
する活動で能動的な読みの姿勢を
促し，読解力・思考力・
判断力を育てます

　生徒それぞれが関心をもった部分に対して，問いを立て，仲間と検討・
共有し，協働的な解決を図ることで，能動的な読む姿勢を促し，読解力・
思考力・判断力を育てる。

　個々に立てた問いを検討・共
有して自分の問いを見出す。
 ステップ１ 
　本文を読み，疑問や矛盾点をも
とに個々に問いを立てる。
 ステップ２ 
　個人又は班で問いを検討・共有
して集類し，追究課題を立てる。
 ステップ３ 
　追究課題を個→集団→個という
流れで解釈する。

新潟市中教研　国語部
研究推進責任者（左）　新潟市立東石山中学校　　長嶋　　茂
会 場 校 担 当（右）　新潟市立山の下中学校　　伊藤　篤志

手立て設定の理由
　従来の，教師から問いかけられたり，課題を与
えられたりして「読まされる」授業から，子ども
たちが自ら問いを立て，仲間と共有することで，
自分なりの課題意識をもち，能動的に読んでいく
力（態度）を育む授業にしていくことができると
考えた。
手立てのメリット
①�　個々の読み方によって様々な問いが生まれる。
②�　様々な視点から文章を読むきっかけとなる。
③�　いろいろな解釈を知ることで，自分の考えが
広がり，深められる。

ここは気をつけよう！
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ステップ １ ステップ ２ ステップ ３

指定研究会情報

新潟地区（新潟市中教研）�国語教育研究発表会

　◇研究主題：自ら問い立て，仲間と検討・共有することによる能動的な読みの向上
　与えられた課題による「読まされる」授業ではなく，自ら問いを立て，仲間と共有し，協働的な解
決を図る学習活動を構成することで「自ら読む」意識を高め，読む力・思考力・判断力の向上を促し
ます。

　◇月　日：11月２日（木）　　◇会場校：新潟市立山の下中学校

　◇公　開：１学級　２年　「走れメロス」　授業者　芳賀　勇雄
　◇指導者：新潟大学大学院教育学研究科　教授　小久保　美子

◎個々の問いを出し合う。
・�わからない所，疑問点，違
和感をもった所，矛盾を感
じた所などをもとに，疑問
の形で問いを立てる。
・�問いを立てる観点（生徒が
問いをつくるきっかけとな
る短い文・言葉など）を与
え，そこから触発されて浮
かんできたことや関連した
問いを出す。

◎�集類した問いを検討・共有
し，追究課題を立てる。
・�個々に問いを集類（グルー
ピング・ラベリング）する。
・�集類したものを見て，関連
性について個々に分類・整
理する。
・�班の形になって自分の考えで
分類・整理した内容を伝え合
う。又は，与えられた観点に
基づき，問いを検討する。
・�個人又はみんなで考えたい，
読み深まりが期待される問い
を選び，追究課題を立てる。
・�自分がさらに追究してみた
い問いを選ぶ。

◎追究課題を解釈する。
・�本文と格闘し，個々に自ら
の追究課題を解決する。
� （個）
・�共通する問い，類似する問
いをもつグループで解釈に
ついて意見を交換する。
� （集団）
・�学級全体の問いとし，解釈
を議論する。� （集団）

・�集団で検討した解釈を参考
にして，自分の考えをまと
める。� （個）
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「問い」を確認し、付箋に書き出す 
 

本⽂を読み、「問い」を⽴てる 
まず「⾛れメロス」の本⽂を通読しました。⼤事だと思うところや疑問に思うところ、

⽭盾していると思うところに線を引きながら読みました。線を引いたところを⾒直し、
「問い」を⽴てました。個⼈の作業で、各⾃でできるだけたくさんの「問い」を⽴てま
した。 

各⾃の⽴てた「問い」を出し合い分類する 

  
たくさんの「問い」を出し合い、似たよう
な「問い」をグループ化しました。登場⼈
物の⾏動について、それぞれの出来事につ
いて、設定についてなど様々な枠組みを作
り上げました。理解があやふやなところは
教科書に戻って確認している⽣徒たちの姿
もよく⾒られました。 

まず、前時に⽴てた「問い」を各⾃で確認し
ました。 
その後の活動に備え「問い」を付箋に書き出し
ました。そして「問い」の整理の仕⽅、作業の
進め⽅について説明を受けました。 

この「⼿⽴て」を使った授業は，こんな感じで進めました 
■前時■ 

■本時■ 

国語・新潟地区 
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各グループの分類結果を⾒て回り⾃分たちの分類結果と⽐較する 

⾃分が追究していく「問い」を設定する 

各グループが作成した模造紙を⾒
て回りました。⾃分たちが思いつか
なかった「問い」を中⼼に意欲的に
メモしました。作品の読みの視点に
ついて、様々な発⾒が促される機会
になりました。⽴って移動しながら
の活動で、疑問の解決や意⾒の交換
などを、より抵抗なく進めることが
できました。 

 ⾃分の席に戻り、本時のまとめを⾏い
ました。１時間の活動を振り返り、よい
「問い」について、そして⾃分が解決し
たいと思う「問い」について、具体的に
考えました。次の時間以降の学習への⾒
通しがもて、読みの意欲が⾼まりまし
た。 

成 果 
・能動的に本⽂とかかわり合う姿が⾒られました。 
・多様な問いの共有が、基本的な読み、多様な読みを促しました。 
・全員が参加できる授業構成でした。 
課 題 

・「問い」の⽴て⽅と分類、選択の仕⽅の⼯夫。 
・学習活動に必然性をもたせる⼯夫。 
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手 立 て

◉各指定研究チームが提案する汎用的能力育成の手立て

　考えの進め方や考えをイメージさせる手順や図式となる「思考スキル」について，何のために，
どんな思考ツールを使って，何をするのか，目的をしっかりもち，最適な思考ツールを選ぶこ
とが大切です。

国語〈下越地区〉

思考ツールを使って，読みを構造化
することで，確かな読みの力を育て，
思考力，表現力を
高めます！

　内容を構造化し論理的に読み取るために，「思考ツール」を取り入れ，
確かな読みの力を育てます。

　思考ツールを使い，思考スキ
ルを高める。
 ステップ１ 
　思考ツールを使って文章内容を
整理します。
 ステップ２ 
　思考ツールを使って，読み取っ
た内容を比較・検討します。
 ステップ３ 
　可視化しながら，考えを交流し
ます。

五泉市・東蒲原郡中教研　国語部
研究推進責任者（左）　五泉市立五泉中学校　　　　囲　　由香
会 場 校 担 当（右）　阿賀町立阿賀津川中学校　　佐藤　和代

手立て設定の理由
　「説明的文章」の読みの力を付けるために，「思
考ツール」を使い，内容の構造化を図ることで，
筆者の主張や論の進め方を構造的に理解できると
考えます。
手立てのメリット
①�　内容を整理することで，文章を構造化するこ
とができます。
②�　内容を比較・検討することで，共通点や相違
点が明確になったり，それを関連づけたりする
ことができます。
③�　交流の仕方を工夫することで，交流が活性化
し，読みが深まります。

ここは気をつけよう！
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ステップ １ ステップ ２ ステップ ３

指定研究会情報

下越地区（五泉市・東蒲原郡中教研）�国語教育研究発表会
　◇研究主題：確かな読みの力を身に付ける生徒の育成

　思考ツールを使って内容を構造化して読み取ることで，読者を納得させることができる例示の仕方
について，その効果を考え，確かな読みの力を育て，思考力，表現力を高めます。

　◇月　日：11月10日（金）　　◇会場校：阿賀町立阿賀津川中学校
　◇公　開：１学級　２年　「動物園でできること」　授業者　佐藤　和代
　◇指導者：福島大学　　　　　教授　　　　　佐藤　佐敏
　　　　　  阿賀町教育委員会　管理指導主事　中原　広司

○文章内容を整理する。

　思考ツールを使い，情報
量の多い説明的文章の内容
を整理しながら，段落相互
の分類化や，事柄の重要度
や難易度を付けるなどの順
序づけをすることで，文章
を構造的に捉えます。

○ 読み取ったことを比較・
検討する。

　思考ツールを使うこと
で，考える方向性が明確に
なり，複数の事柄の相違点
や共通点を見つけることが
できます。それを，比較・
検討しながら，筆者の主張
に迫ります。

○ 可視化しながら考えを
交流する。

　ねらいに応じた交流の
形態と手法を取り入れま
す。また，考えを可視化
するための工夫や交流の
目的を明確にして，交流
のルールや方法を具体的
に提示します。
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■前時■ 
本文の３つの例示についてまとめた３つの視点（その動物の特徴・展示の工夫・来場者

に学んでほしいこと）を基に、マトリックスを使って、３つの例示の共通点や相違点を検

討し視点を定めました。順番を付けたり、記号を付けたりして、視点を評価することで、

筆者がなぜ本文の３つの例示について、次の動物を取り上げ、〈オランウータン→ペンギ

ン→エゾシカ〉の順番で紹介したか、順番と相互の関係を個人で考えました。その上で、

根拠を基に〈ライオン〉をどこに入れて紹介すればよいか、次時の活動を確認しました。 

■本時■ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本時の課題を確認する 「例⽰の効果を考える」というめあての
もと、「旭⼭動物園のスタッフとして、旭⼭
動物園の取組を伝えよう。例⽰をもう⼀つ
加える。どこに⼊れると効果的か。」という
課題を確認して、本時の授業の流れの説明
を聞きました。 

 

班で意⾒を出し合う 
 

この「⼿⽴て」を使った授業は，こんな感じで進めました 

前時にまとめた⾃分のプリントをもと
に、話し合いを進めました。 

まず、教科書で取り上げている３つの例
⽰の視点を出し合い、新しく取り⼊れる例
⽰の情報を、マトリックスを使ってまとめ
ました。 

 

 

 
 

国語・下越地区 
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他の班の情報を聞く 

全体の場で確認する 

⾃分の考えをまとめる 

編集⻑が他の班の取材者に⾃分たちの班
の考えを、ボードを使いながら、可視化し
て説明しました。情報を聞きに来た取材者
はメモを取りながら編集⻑の説明を聞きま
した。情報の収集を⼿分けして⾏うことで
編集会議の雰囲気をだしました。 

 
それぞれの班の考えを全体の場で確認し

ました。他の班が、根拠は同じでも、結果
が違うことなどを確認しました。 

 

本時の活動を通して、例⽰が、筆者の伝
えたいことをわかりやすく伝えることや読
み⼿の理解を助け、筆者の主張を⽀えるこ
となどを振り返り⽤紙にまとめました。 

成 果 
説明的⽂章の苦⼿意識をなくすために、⽣徒が興味を持つ活動を仕掛けることと、思考

ツールを使い構造的に読み取って⾏く⼿法を学習させることができました。特にこの教材
では、マトリックスを使いましたが、意欲的に活⽤することができました。 

課 題 
 
 
説明的⽂章の確かな読みの⼒を付けるために、思考ツールを使って考えをまとめていく

授業を考えましたが、教科書の本⽂に即した視点から外れ、思考をまとめていくはずのツ
ールに⼀貫性がなくなってしまいました。ねらいを達成するための活動において、常に本
⽂に⽴ち戻ることが⼤切であることについてご指導をいただきました。 
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◉“学び合う授業”づくりの２つのポイント

数学
「数学的な見方・考え方」を
働かせる授業の実現を！

　今回の学習指導要領の改訂では，教科等を学ぶ意義が議論され，その
中核をなすものとして，各教科等の特質に応じた「見方・考え方」が示
されました。
　生徒が「数学的な見方・考え方」を働かせることによって，数学を学
ぶ意義を味わう，そんな「学び合う授業」の実現を目指していきましょう。
　そのためのポイントを２つ紹介します。

県中教研　数学部　全県部長
長岡市立旭岡中学校　　宮　　宏之

ポイント１ 生徒が取り組みたくなる，魅力ある課題を設定する
　生徒が「数学的な見方・考え方」を働かせる
には，まずは取り組みたくなる，魅力ある課題
の設定が必要です。
　その際に，馴質異化・異質馴化のどちらの手
法を使うかを意識して課題を設定しましょう。
　馴質異化とは，「生徒がわかる・馴れている
と思っている教材に対して，わからない・見慣

れていない点があることを意識させる手法」で
あり，異質馴化とは，「生徒がわからない・見
慣れていないと思っている教材において，わ
かっていたり，見慣れているものにかかわって
いる側面があることを意識させる手法」です。
　生徒に「思い当たる節」があると感じさせる
ことで，課題が魅力あるものになると考えます。
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ポイント２ 数学的価値（特徴・本質）につながる「ゆるい収束（構造化）」
を目指す

　県中教研では，ペアやグループ等で考えを出
し合う「拡散」と，たくさん出た意見を整理し，
構造化したり，価値付けたりする「収束」とを
きちんと分けるよう提案しています。
　数学の授業においては，このことを踏まえた
上で，「拡散」を正しいことだけを求めるので
なく，意味のある誤りを含むものにしましょう。

また，「収束」については，優劣を付けたり，
選択したりというきつい「収束」にせず，違い
を認めたり，学習を振り返ったり，位置付けた
りする，ゆるい「収束」にしていきましょう。
　そうすることによって，数学的価値の深い理
解につながるとともに，「数学的な見方・考え方」
を働かせた「学び合う授業」になると考えます。

＜引用・参考文献＞
　金子忠雄監修・酒井勝吉・長谷川浩司著（1989）『対話と探求を深める　数学科授業の構築』教育出版

数学�重点方針

　数学的活動を通して，基礎的・基本的な知識・技能の確実な習得を図るとともに，数学的な見方・
考え方のよさを実感できるようにし，それらを活用して課題解決に主体的に取り組むことができ
る学習指導の展開に努める。
○�　基礎・基本の習熟を図るとともに，それらを活用して課題を解決する思考力・判断力・表現
力を育成する。
○　生徒の認識とのずれや適度な困難度がある課題で学び合う学習を計画的に実施する。
○　生徒自らが学習の振り返りができるよう，学び直しの機会を設ける。

数学�学び合い10

① 生徒の理解・認識の把握 生徒の実態やつまづきを把握して授業を構成している。

② 単元単位の目標・指導計画 生徒の理解や認識の状況を把握し，単元単位で目標や指導計画をたてている。

③ 必要感・達成感のある課題 生徒の認識とのずれや適度な困難度がある課題を出している。

④ ペア・グループによる学習 ペア学習や３〜５人によるグループ学習を取り入れている。

⑤ 話し合いの目的・ルール・方法 話し合いの目的を明確にし，ルールや方法を具体的に提示している。

⑥ 生徒どうしが関わりあう場 発表会で終わらせず，生徒どうしが関わりあう場を取り入れている。

⑦ 家庭学習の充実 授業と関連付けて課題を出したり，点検をしたりしている。

⑧ 原理や法則との関連 数学の原理や法則との関連を意識させる授業を行っている。

⑨ 日常生活や社会との関連 日常生活や社会との関連を図って学習を進めている。

⑩ 図・表・式等の言語活動の充実 生徒の考えを図・表・式等の数学的表現で表す言語活動の充実を図っている。
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手 立 て

◉各指定研究チームが提案する汎用的能力育成の手立て

　いくつかの活動形態があるため，１時間を通して活動できる課題の設定，時間配分を明確に
するとよいです。また，全員が話し合える学級の雰囲気づくりを行うとそれぞれの活動が効果
的になります。

数学〈上越地区〉

KOB活動で，
主体的な学びの
充実を！！

　個で取り組む活動（K），同じ解法を共有する活動（O），別の解法を
共有する活動（B）を設定することで主体的な学びの充実を図ります。

　KOB活動で，解法に納得でき
るようにする。
 ステップ１…（K） 
　導入課題と本課題を関連し，課
題を共有する。
 ステップ２…（O） 
　同じ解法で集まり，共通点，相
違点を共有する。
 ステップ３…（B） 
　別の解法で集まり，一般性，特
殊性を共有する。

柏崎市・刈羽郡中教研　数学部
研究推進責任者（左）　柏崎市立鏡が沖中学校� 土田　貴宏
会 場 校 担 当（右）　柏崎市立松浜中学校� 柴野　健彦

手立て設定の理由
　グループ活動において，学習内容の定着が不十
分なことから自分で考えずに周りの考えを写すこ
とがあります。また，話合いが深まらずに会話が
止まってしまうことがあります。
　そこで，KOB活動を行うことで，次のメリット
があります。
手立てのメリット
①�　考え方や方向性が見え，解法の道筋が整理さ
れます。
②　自信をもって，説明できるようになります。
③�　複数の解法を知り，新たな課題に取り組む意
欲を高めます。

ここは気をつけよう！
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グループ活動（B）グループ活動（O）個で取り組む活動（K）

１つの班に別の補助線１つの班に同じ補助線２時間の授業を関連する題材

ステップ １ ステップ ２ ステップ ３

　日常生活に関連する題材，
２時間の授業を関連する題
材で課題を考えると意欲が高
まったり，継続したりします。

�

・�わかりやすい補助線，考え
方を確認する。

　複数の同じ解法を比較し，
自分の解法の不安な部分や疑
問点が解決します。
　見通しをもって，別の解法
の人に説明できるようになり
ます。

�

�

・�人数に偏りがある場合は，同
じ解き方が２，３人になる。

　２つのグループ活動を通し
て，納得のできる解法を選択
します。
　確認問題を納得した方法で
解くことにより，自分で解け
た達成感をもてるようにしま
す。

指定研究会情報

上越地区（柏崎市・刈羽郡中教研）�数学教育研究発表会
　◇研究主題：表現力を高めるための学び合い活動の工夫
　　　　　　　〜課題設定と話合い活動の工夫で，主体的に学ぶ場面の充実を！〜

　平行線と角の授業の小単元末で，平行線のある角度の問題を，KOB活動で行います。１つの問題に
ついて，個の活動（K），グループ活動（O：同じ解法の集団)で表現力を培い，グループ活動（B：別
の解法との集団）で表現力を養う授業を予定しています。

　◇月　日：11月８日（水）　　◇会場校：柏崎市立松浜中学校
　◇公　開：１学級　２年　「図形の性質」　授業者　中川　拓也
　◇指導者：上越教育事務所　指導主事　中澤　和仁
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個で取り組む活動(Ｋ) 

同じ解決⽅法で取り組む活動(Ｏ)
 

この「⼿⽴て」を使った授業は，こんな感じで進めました 

本時の課題について，補助線の引き⽅を
考えました。 

補助線によって解決の⾒通しをもちまし
た。補助線を引けなかった⽣徒は，発表さ
れ⽣徒の例の中から選択しました。 

同じ補助線でグループをつくり，⾃分の
解決⽅法で和が１８０°になる理由を考え
ました。 

「平⾏線なので錯⾓が等しい」のように
既習の⾓の名前を使って説明しました。 

それをもとに和が１８０°になることを
確認しました。 

これにより，他の⼈に説明できる⾃信を
もてるようになりました。 

 

＜本時の課題＞ 

■本時■ 

数学・上越地区 

∠a＋∠b ＋∠c＝１８０°となる理由 

を説明しよう。 

 

 

 

 

＜予想された補助線の引き⽅＞ 
ア 平行線を追加   

ウ 折れ線を延長 

イ 平行線との交点を結ぶ 
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別の解決⽅法で取り組む活動(Ｂ) 

まとめ 

別の考え⽅について，「あっ，そうか。わ
かった。」とすんなり納得したグループもあ
りました。また，「そこをもう少し教えて。」
とさらに説明を追加・修正するグループも
ありました。 

 

別の解決⽅法とグループになり，それぞ
れの考え⽅を説明し合いました。 

活動(Ｏ)により，⾃分の解法に⾃信をも
ち，しっかりと理解ができていたため，質
問されてもわかりやすく説明することがで
きました。 

学級全体で，それぞれの補助線を使った
考え⽅について，「なるほど」「いいな」と
思ったことをまとめました。 

⾃分の考えに⾃信をもち，発表を分かっ
てもらえた喜びやうれしさを味わえまし
た。 

 

成 果 
活動(Ｏ)により，話合いが活発になり，説明できる⾃信がもてました。 
活動(Ｂ)により，様々な解決解法に対して質疑を繰り返すことで，それぞれの解決⽅法

の理解が深まりました。 

課 題 
活動(Ｏ)や活動(Ｂ)において，話がうまく進まないグループがありました。どんなグル

ープになってもスムーズに話合いが進められるよう⽇頃から話合いのルールに基づいた
活動を積み重ねる必要があります。 
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手 立 て

◉各指定研究チームが提案する汎用的能力育成の手立て

　グループでの学習場面では，１人の意見が班全体の意見となり，他の生徒は「ただ乗り」状
態になるケースが目立ちます。そうさせないためには，ジグソー法やワールドカフェ，ポスター
セッションなどの手法で，「自分が理解しておかなければならない」という状況に「追い込む」
ことが重要であると考えます。

数学〈中越地区〉

一人一人が自分の考えを
もつ課題設定で，
より深い学びへ！！

　適切な課題を設定することで，生徒一人一人が自分の考えをもつこと
ができ，多様な考えが出て，生徒同士の対話が成立し，数学的に考える
資質・能力の向上につながります。

　数学的に考える資質・能力を
高める授業の流れの工夫
 ステップ１ 
　適切な課題設定（難易度・思考
力・多様性）。
 ステップ２ 
　授業の流れの明確化。
 ステップ３ 
　生徒同士の対話場面の保障（意
見の検討・議論）。

見附市中教研　数学部
研究推進責任者（左）　見附市立見附中学校　　倉田　孝英
会 場 校 担 当（右）　見附市立今町中学校　　原　　聖治

手立て設定の理由
　数学的に考える資質・能力を高めるには，学習
課題を「知識・技能」の側面からだけでなく「思
考力・判断力・表現力等」の側面から授業を再構
築する必要があると考えました。そのためにも，
授業の流れを工夫してみました。
手立てのメリット
①�　適切な課題は，今までの学習内容を一層深く
学び直しすることができます。
②�　授業者にも生徒にも授業の流れが明確なこと
はUD的にも重要です。
③�　課題内容と時間の保障が交流・教え合いから
検討につながります。

ここは気をつけよう！
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考え方の可視化
生徒同士の対話

個人で考える

［課題］十の位の数が等しく，
一の位の数の和が10になる２
ケタの自然数同士の積は，一
の位の数の積に，十の位と十
の位に１加えた数の積の100
倍を加えたものになることを
文字を使って証明しよう。 　生徒が，目的意識をもって，

自ら問題を設定することで，
その解決のために新しい概念
や原理・法則を見いだすこと
ができます。
　教師は，思考力，判断力，
表現力等を身に付けたり，統
合的・発展的に考えて深い学
びを実現したりすることが可
能となるよう授業の流れを工
夫します。また，その意図を
教師と生徒が共有することも
重要です。

　「答え合わせ」程度の対話
でなく，生徒の考えを他の生
徒と検討し，議論できる学習
環境を整備します。そのため
には，課題そのものが「拡散」
し「構造化」できるものであ
るか十分吟味します。また，
それぞれの考え方が可視化さ
れるための思考ツールなどを
整備し，効率よく行えるよう
工夫します。

ステップ １ ステップ ２ ステップ ３

指定研究会情報
中越地区（見附市中教研）�数学教育研究発表会
　◇研究主題：数学的思考力を高める授業の工夫　
　　　　　　　〜対話と振り返りを重視した活動を通して〜

　生徒の数学的活動への取組を促し思考力，判断力，表現力等の育成を図るため，各領域の内容を総
合したり日常の事象や他教科等での学習に関連付けたりするなどして見いだした問題を解決する課題
学習に取り組みます。この実施に当たっては各学年で指導計画に位置付ける工夫を行い，授業では，
その取組の一例を参観していただく予定です。

　◇月　日：11月27日（月）　　◇会場校：見附市立今町中学校
　◇公　開：１学級　１年　「比例・反比例」　授業者　原　聖治
　◇指導者：中越教育事務所　　　　指導主事　水嶌　繁満
　　　　　　長岡市立中之島中学校　校長　　　熊谷　正美

　課題設定の視点に，「知識・
技能」「思考力・判断力・表
現力等」「学びに向かう力・
人間性等」の３本の柱を考え
ることで多様な課題を設定す
ることができます。
　Web配信テストなどを活用
し，生徒にとっての困難度を
勘案し，適度なレベルの課題
を提示します。
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同じ２数を担当する生徒でグループ（追

及班）を作り、追求しました。 

ワークシートに対応表をかいたり、グラ

フ用紙にグラフをかいたり、式に表したり

して、２数の関係を調べました。 

考えがまとまった班には、発表の準備を

するように指示を出しました。 

ランドルト環の測定値を通して、ともなって変わる２つの数量の

関係を考える 

１年生の「比例・反比例の活用」で、

ランドルト環を扱いました。 

課題を「視力検査表にないランドルト

環をつくろう」とし、ランドルト環をつ

くるためには、どことどこの長さの関係

を調べればよいか、を考えました。 

その後、各自で測定し、その結果から

関係性を予測しました。 

個人で２数の関係を探る 

 

追及班に分かれ、２数の関係を探る 

この「手立て」を使った授業は，こんな感じで進めました 

数学班内で、前時で予測した２数の関係

（視力と外側の直径、視力と内側の直径、

視力とすき間、外側の直径とすき間の長さ）

のどれについて調べるかを決め、まずは個

人で探りました。 

■前時■

○○ 

■本時■ 

数学・中越地区 

29



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

数学班に戻り、追及班で考えたことを班員に伝える 

視力検査表にないランドルト環の大きさを求める 

数学班に戻り、追及班で考えたことを

お互いに伝え合いました。 

全員が発表する場面を設定すること

で、生徒は「自分が理解して、班員に伝

えなければならない」という意識をもち、

自分の考えを自分の言葉で説明しようと

していました。 

授業の最後に振り返りを行いました。各

自で視力を決め、ランドルト環の大きさ（外

側の直径、内側の直径、すき間の長さ）を

求めました。 

振り返りを通して、習得した知識や技能

を活用できたかを見ることができます。 

成 果 

生徒の関心を高め，生徒自身が問いをもつ授業展開を行うことが，数学的思考力を高める基盤になる

ことが明確になりました。 

振り返りの時間を確保することで，「どのようなことを学んだのか」、「何ができるようになったか」

を生徒に認識させることができ，思考力を深めることにつなげられました。 

「自分が発表しなければならない」という場面を作ったことで、自分の考えを自分の言葉で説明しよう

とする生徒が増えました。 

課 題 

可視化することの大切さを感じた。流れ、ゴールを示す、実物を示す、時間を示す、だけでなく、

考えの過程も可視化していくことで、より一層学び合いが深まると感じました。 
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手 立 て

◉各指定研究チームが提案する汎用的能力育成の手立て

　授業のねらいに迫る論点（問い）を引き出すことが重要になります。そのために，「どのよう
な問題を提示し」，「どのようなずれを生じさせるか」を吟味する必要があります。また，予め
生徒のずれを予想しておくことも重要です。

数学〈新潟地区〉

「ずれが生じる問題」と
「ずれを顕在化する問題提示」で，
互いに問いを共有し，
数学的表現力を高める！

　「ずれが生じる問題」と「ずれを顕在化する問題提示」で，生徒の情意面・
集団性が高まり，数学的表現を使った協働的な学びが実現します。

　「ずれが生じる問題」と「ず
れを顕在化する問題提示」で，
ねらいに迫る論点（問い）を引
き出す。
 ステップ１ 
　ずれが生じるように問題を提示
する。
 ステップ２ 
　論点（問い）を共有する。
 ステップ３ 
　数学的表現を使って，互いの考
えを交流・検討する。

新潟市中教研　数学部
研究推進責任者（左）　新潟市立白新中学校　　田村　友教
会 場 校 担 当（右）　新潟市立横越中学校　　佐々木　達彦

手立て設定の理由
　教師のねらいに反して，生徒の情意性や集団性
が高まらず，学びが深まらないことがあります。「ず
れが生じる問題」と「ずれを顕在化する問題提示」
を通して，ねらいに迫る論点（問い）を引き出す
ことで，次のような３つの利点が期待できます。
手立てのメリット
①�　生徒の問題に対する問題意識を醸成すること
ができます。� （主体的）

②�　論点をもとに対話が促進されます。�（対話的）
③�　ずれの原因を学習内容と結び付けて説明する
ことを通して，数学的な見方・考え方を働かせ
ることができます。� （深い学び）

ここは気をつけよう！
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　ねらいに迫る論点を明確に
し，本時の学習課題を設定し
ます。生徒から学習課題を引
き出すようにすると，自分自
身の課題としてステップ３の
活動にスムーズに進めること
ができます。

　論点（問い）に対する考え
を，数学的表現を用いて説
明させます。その際に，ホワ
イトボードに必要な資料を貼
り，「根拠」を明らかにする
ように促すと，より対話的に
検討させることができます。

ステップ １ ステップ ２ ステップ ３

　授業のねらいをふまえて，
生徒に「おや？」「あれ？」「ど
うして？」等のずれが生じる
ように問題を提示します。そ
のずれが本時の論点につなが
るように授業を仕組むことで，
問題意識・目的意識をもって
主体的な学びが期待できます。

指定研究会情報
新潟地区（新潟市中教研）�数学教育研究発表会
　◇研究主題：数学的に表現する能力を高める授業の工夫
　　　　　　　〜生徒の主体的な学び合いを通して〜

　「ずれが生じる問題」と「ずれを顕在化する問題提示」で，ねらいに迫る論点（問い）を引き出し，
協働的に問題を解決していきます。その際に，数学的な表現を使って説明させることで数学的表現力
を高めていきます。

　◇月　日：11月２日（木）　　◇会場校：新潟市立横越中学校
　◇公　開：３学級　１年　「比例・反比例」 授業者　渡部　　睦
　　　　　　　　　　２年　「一次関数」 授業者　佐々木　達彦
　　　　　　　　　　３年　「関数」y=ax2 授業者　川瀬　美緒
　◇指導者：新潟市立総合教育センター　指導主事　小竹　　智
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表・比例式の利用 
これまでに学んだ比例（比例式）や反比

例の考え方が，身のまわりの問題解決に利

用できることを学びました。 

 厚さが一定のアルミ板から切り取った面

積は，その重さに比例することを，表や比

例式を利用することによって解決できるこ

とに気づかせ，次時につなげるようにしま

した。 

自分の考えをペアで表現 

 

班で意見を交流 

この「手立て」を使った授業は，こんな感じで進めました 

学習課題＜論点＞「ナースウォッチはど

んな仕組みになっているか」に，生徒は，

自分が１分間かけて測った脈拍数と，教師

がナースウォッチを使って測定した過程を

比較します。 

＜生徒の考えたズレ＞まずは，なぜ測定

にかかる時間にズレがあるのか。教師は，

１５拍数えて１分間の脈拍数を測定してい

ることを確認していきます。 

各班，同じ疑問や気づいたことを，実際

のナースウォッチを見ながら考察していき

ます。生徒は，時計内側の文字盤は何を表

しているか。教師はなぜ１５拍数えている

のか疑問に思っています。 

どのようにしてナースウォッチを使用す

るのか。教師と同じように，１分間の脈拍

数を測る生徒もいました。 

■前時■ 

■本時■ 

数学・新潟地区  〔中学１年〕 
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学級全体で確認 

各班で意見交換後，「内側の数字が，1分

間のだいたいの脈拍数になっていること」

を 6班中 5班が説明できました。 

15拍数えたときの秒数と，内側の数が反

比例していることは，発表の内容を用いて

確認し＜まとめ＞としました。 

成 果 

・教師の測定のズレから，どのようにしてナースウォッチを利用したかを真剣に考える姿

が多く見られた。また，ワークシートを使って自分の考えを表現したり，他の班の考えを

納得するする場面も見られた。 

・普段，自分の考えに固執している生徒も，他の意見をしっかりと聞き，理解できたこと

がたくさんあったことはとても良かったと感想にあった。 

課 題 

・３つの手立てから実践して，とても授業が組み立てやすく感じた。学習課題はどの生徒

も主体的に取り組み，関わり合える内容に深く吟味しなければならないと感じた。 

・生徒にとって課題解決しやすいヒントも，教師側がこれから考えていかなければない。 

今日の授業の振り返り 

授業を＜振り返り＞，①進んで話し合い

に参加できたか。②今日の授業は理解でき

たか。などの項目で，アンケートを採った。

どの生徒もナースウォッチの使い方を理解

し，難題ながらも意欲ある姿勢だった。 

課題解決の構造化 
班で意見を交流する中で，「秒数と内側の

文字盤にはどんな関係があるか」をヒント

とし，教師のナースウォッチを使った測定

方法を班でまとめさせました。 

15 拍数えたときの秒針が，10 秒の時 90

拍，20秒の時 45拍，30秒の時 30拍と縦に

表を作成する班もいました。 
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全体で表・式・グラフに表す 

２年の「一次関数の利用」の単元で，ス

マホの使用時間と電話料金の関係を調べて

「表」・「式」・「グラフ」に表現するところ

まで進めました。 

 表とグラフでは，あえて xの変域が７０

までの表現にとどめ，その先については，

生徒の気づきを促しながら，次時につなげ

るようにしました。 

自分の考えをペアで交流 

 

班で意見を交換 

この「手立て」を使った授業は，こんな感じで進めました 

学習課題＜論点＞「どちらのプランがお

得か，どのようにしたら分かりやすく説明

できるだろうか。」に，生徒は，前時の表・

式・グラフを見ながら，自分なりの考えを

もちます。＜生徒内での意見のズレ＞まず

は，ペアになり，父親役・子ども役となっ

て，父親役の生徒に子ども役の生徒が分か

りやすく説明することができるのかをロー

ルプレイしています。 

ＡプランとＢプランでは，どちらがお得

かについて，班内で一人一人が自分の考え

を主張しました。 

最初は，生徒によって考えが分かれてい

ました。班内で表やグラフを用いながら説

明する中で，通話時間（変域）によって電

話料金が違うことに気付ける生徒もいまし

た。 

■前時■ 

■本時■ 

数学・新潟地区  〔中学２年〕 
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学級全体で確認 
各班で意見交換後，ＡプランとＢプラン

では，どういう条件のときに，どちらがお

得になるのかを，表やグラフを使って全班

が紹介しました。その際，数学的な表現（変

域など）を用いて説明できました。また，

生徒の意見を用いて＜まとめ＞としまし

た。 

成 果 

・友達との意見のずれから，どうしたらより分かりやすく相手に伝えられるのかを真剣に

考える姿が見られた。また，表やグラフを用いて自分の考えを説明する際，式で計算して

より詳しく説明する場面も見られた。 

・普段，自分の考えをもてずに，なかなか話し合いに参加できない生徒（２名）も自分の

考えをもち，しっかり主張できたので良かったと感想を書いていた。 

課 題 

・３つの手立てを柱にして実践したが，他の単元でも同じように実践を積み重ねたい。 

・生徒の意欲が持続しながら，さらに“全員ができる”ことを目標に据えて，生徒同士の

かかわり合い・学び合いを進めたい。 

今日の授業の振り返り 

授業を＜振り返り＞，①授業に真剣に臨

めたか。②問題を表・式・グラフを用いて

解決できたか。などの項目で，アンケート

を採った。おおむね良好な結果であった。 

表・グラフに補足説明 

意見交換をする中で，表・グラフで xの変

域が７０までしかないところについて，そ

れ以上の変域にまで触れることが出てきた

ため，表とグラフを延長して表現をしてい

るところです。その後，グラフの交点につ

いて生徒から説明が追加されました。 
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全体で問題を把握 

 水槽の形状や水を入れるときの条件，x

と y の設定が正しく把握できるように，模

型等を示しながら確認しました。候補とな

る８つのグラフについては，説明を加えず

提示しました。 

問題の解決にあたり，“根拠を述べること

に重点を置く”ことを強調しました。 

 
自分の考えをもつ 

 

ペアで確認後、全体で絞り込み 

この「手立て」を使った授業は，こんな感じで進めました 

すべての生徒が自分の意見をもてるよう

に，まずは不適切なグラフを選択するよう

に指示しました。数学が不得意な生徒も，

一つは選択しその理由をワークシートに記

述することができました。 

 すべての生徒が自分の意見に自信がもて

るよう，まずはペアで確認しました。 

 その上で全体で意見を発表し，全員が納

得できるもののみを不適切なグラフとして

削り絞り込みました。 

 この場面で，さらに意見交換をして絞り

込むこともできたと思いますが，迷いの残

るグラフについての判定は，班での話し合

いにゆだねました。 

 絞り込んだグラフから適切なグラフを根

拠を明確にして選ぶことを＜学習課題＞

とすることを確認しました。 

 

 

 

 

■本時■ 

数学・新潟地区  〔中学３年〕 
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学級全体で確認 

ホワイトボードに各班の意見を書き，前

のボードに並べました。時間が不足し，意

見の発表と練り上げが十分にできませんで

した。一部の生徒の意見で＜まとめ＞てし

まいました。どの表現がよりよいか全体で

吟味できればよかったと思います。 

成 果 

・不適切なグラフを選ぶ活動を通して，数学を苦手とする生徒も自分の意見をもつことが

でき，その後の意欲へとつなげることができた。 

・根拠に注目させることで，よりよい表現を考えようとする姿が見られた。 

課 題 

・班で練り上げた根拠を発表し練り上げる時間が不足し，最も大切な部分がおろそかにな

ってしまった。授業後＜まとめ＞について，「もっとこの表現がよかったのでは？」という

意見が寄せられた。それらの意見を授業で生かすことができず残念だった。 

・生徒の実態を日々の授業から的確に見取り，適切な課題を適切な方法で提示していける

よう努力していきたい。 

今日の授業の振り返り 

授業を＜振り返り＞アンケートを採りま

した。「正しいグラフはカであるという結論

に納得できたか」の設問に関しては，全員

が Yesと回答しました。 

班で課題追求 

班で  適切なグラフの選択に向けて，班ごとに

意見交換を行いました。 

 グラフを選択した上で，より伝わりやす

い根拠を吟味する班もありましたが，学力

の低い生徒たちがどこまで納得できたのか

疑問の残る班もありました。 
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手 立 て

◉各指定研究チームが提案する汎用的能力育成の手立て

　インタラクティブ発表では，全員が発表することになるので，一人一人が責任をもって活動
に取り組むことになります。数学だけでなく，他教科や道徳，学活などでも行うことで主体的
に学ぶ生徒が育ちます。ただ，どの場面で行うのか，年間指導計画の中に位置づけておくと良
いでしょう。

数学〈下越地区〉

ホワイトボードを使って
求め方をまとめ，互いに
説明し合い，理解を
深める！

　多様な求め方を生徒から引き出し，グループごとでその求め方を検討
し，他グループとの交流活動の場を設定することで，主体的に学び合う
力を養うことができます。

　インタラクティブ（対話形式）
発表を中核に据えた授業設計
 ステップ１ 
　多くの既習事項が活用できる学
習課題を設定する。
 ステップ２ 
　カードを用いて図形の性質を視
覚化する。
 ステップ３ 
　グループ活動で解き方・求め方
の検討をし，インタラクティブ発
表を行う。

村上市・岩船郡中教研　数学部
研究推進責任者（左）　村上市立村上第一中学校　　青山　　亮
会 場 校 担 当（右）　村上市立山北中学校　　　　小松田　泰弘

手立て設定の理由
　生徒は，図形の問題に対して慣れてくると解き
方を覚え，利用されている図形の性質や定理を見
落とすようになる。そこで，根拠を明確にした証
明をグループで作成・検討し，その証明を他者に
説明して生徒の課題意識を高めることで，主体的
に学び合う力の向上につながると考えた。
手立てのメリット
①�　多様な求め方を生むことができる。
②�　説明に必要な根拠を意識することができる。
③�　説明を聞くだけでなく，他者に説明すること
で，理解を深めることができる。

ここは気をつけよう！
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ステップ １ ステップ ２ ステップ ３

　２直線が平行の場合，xの
大きさはどうなるだろうか。
（どんな補助線を引いて求め
るか。）

　２直線が平行でないとき，
どんな形になるだろうか。

　２直線が平行の場合のよう
に，補助線を引いて xの大き
さを求めることはできないか。

　各班で，補助線や既習事項
を利用して xの大きさの求め，
その求め方を比較，検討しま
す。その際，図形の性質をカー
ドにし，視覚化することによ
り，証明を簡潔につくり上げ
ることができ，他者に対し，
説明がしやすくなります。

　グループで活動すること
で，他者と意見交換・検討を
し，よりよい証明をつくり上
げることができます。
　インタラクティブ発表では，
全員が他者に発表をし，また，
全員が他者の発表を聞きます。
その中で，質問をしたり，意
見を述べたりすることで考え
や理解が深まります。また，
説明を受けたその場で，類題
を解くことにより，定着にも
つながります。これらの活動
を通して，主体的に学び合う
力が向上していきます。

指定研究会情報

下越地区（村上市・岩船郡中教研）�数学教育研究発表会
　◇研究主題：主体的に学ぶ生徒の育成
　　　　　　　〜インタラクティブ発表を中核に据えた授業を通して〜

　ホワイトボードを２枚準備し，１枚目には補助線などが入った図形を描き，２枚目には根拠がかか
れた証明を書きます。数学や説明が苦手な生徒でも１枚目の図形を利用して説明ができるようにしま
す。そして，他者と考えを交流することで，学びを深めていきます。

　◇月　日：11月７日（火）　　◇会場校：村上市立山北中学校
　◇公　開：１学級　２年　「図形の性質」　授業者　小松田　泰弘
　◇指導者：下越教育事務所　　　　指導主事　香遠　正浩
　　　　　　村上市立村上東中学校　校長　　　髙橋　哲衛

＜インタラクティブ発表＞（例：３グループで３回発表を行う場合）
①各グループで発表順序を決める。

②�１番目の発表者は自分のグループで発表し，その他の人は他の
グループの発表を聞く。以降，２番目，３番目と続く。

【引用・参考文献】『授業改善ヒント集Ⅱ』　新潟県立教育センター［平成28年３月］

※�人数がそろわないとき
は，２人で１組として
も構わない。
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個で補助線の引き方を考える 

平行線の角度を求める問題を解き，班ご

とに発表をしました。 

その後に平行線という条件を変えて凹四

角形を作り，角度を求めるにはどんな補助

線を引いたら良いかを考えました。 

 前時 1.5 時間，本時 1.5 時間の計 3 時間 

で行いました。 

班でホワイトボードに説明を

まとめる 

インタラクティブ発表 

この「手立て」を使った授業は，こんな感じで進めました 

生徒が考えた補助線の引き方を４つのパ

ターンにまとめます。 

生徒は，班での話し合いの中で，性質カ

ードを利用して説明を作成・検討しました。 

  ２枚のホワイトボードを利用し，１つは

図に補助線や角度を書き込んだボード，も

う１つは言葉や式を使って説明文にまとめ

たボードの２つを作成しました。 

説明の良さに感嘆の声を上げたり，また，

聞いてわからなかった所は質問したりする

姿が見られました。 

数学や説明が苦手な生徒は，リハーサル

の中で練習を繰り返し，上手に発表するこ

とができました。 

理解していないと説明できないので，生

徒一人ひとりに責任が生まれました。 

 

■前時■ 

■本時■ 

数学・下越地区 
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聞いた求め方で問題を解く 

学級全体でまとめ 

発表が終わった後，各班のホワイトボー

ドを黒板に貼り，それぞれの求め方を全体

で共有しました。 

最後に，凹四角形の角の間にある関係を

まとめました。 

説明を聞いた後，その求め方を使って類

題を解きました。 

実際に問題を解くことでさらに理解が深

まります。また，多様な考え方が定着しま

す。 

 

成 果 

・インタラクティブ発表で，主体的に活動し，全員が発表できていた。 

・根拠を明確にした説明が意識的に行われた。 

・発表をすることで責任が生まれた。 

・性質カードが説明の補助として有効だった。 

課 題 

・説明のわかりやすさ，見やすさのポイントを伝える必要がある。 

・発表をして，自分たちの説明を見直す時間が必要だった。 

・説明した内容を一般化する必要があった。 

・多様な考えが生まれる課題の設定と活動を行うための時間の確保が必要である。 
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◉“学び合う授業”づくりの２つのポイント

美術
〜発見と発想を生み出す工夫〜　

鑑賞活動と創作活動を一本
の線上にして，「学び合う
授業」を位置づけよう

　鑑賞活動を行うと表現活動に影響するのか　
「どんなことが？」「なぜ必要？」
　巧みに作品を創るだけでなく，鑑賞活動で新たな発見と変化からの課
題に対応することが，表現の広がりに繋がる学習活動です。
　他者と交流する学び合いの要素を「美術の学び合い10」に盛り込みま
した。その中から，地域との関わりや鑑賞の大切なところを紹介します。

県中教研　美術部　全県部長
五泉市立川東中学校　　古田　　修

ポイント１ 「感動はそれぞれ，異なる感じ方を大切に」生徒の感動を逃さず
（小さな関心と感動を積み重ねる），表現の意欲に繋げる。

　例えば，一つの作品をじっと眺めていて，作
品に心ひかれる生徒（生徒A）もいれば，そう
でない生徒（生徒B）もいる。Bの生徒をAに近
づけるFTの効果に期待します。
　生徒Aと生徒Bの混じり合ったグループでFT
を行います。

　鑑賞活動にはいろいろな方法があるが，「本
物に触れる」「作者にふれる」「地域や伝統にふ
れる」などから深まる鑑賞活動の材料を集めま
しょう。
　対話型の語り合う鑑賞は，生徒の感じ方に変
化をもたらします。

ポイント２ 「答え？は一つではない」表現活動に他者の影響を反映させる。
「変える」「変わる」，表現への思いの高まりを妨げない。

　創作活動中に「考えが変わる」「もっと理想
に近づける方法を知りたい」など，思いが変わっ
ていくことがあります。結果だけではなく，プ
ロセスを大切にすることが発見と構想を豊かに
し，表現力を高めていきます。

地域の人・もの・こと・自然への関わりを創作
活動に盛り込むことや選んだり共通点を探した
りする授業を構想します。途中で思考する材料
となっていきます。
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　創作活動の前，途中に互いの作品を基に，FTで意見交流を設定したり，互いの作品を認め合たり
することで表現に自信をもつことや追究に繋げていきます。

美術�重点方針

「生涯にわたり，美術を生活に取り入れたり，楽しんだりする生徒の育成」
○　地域にかかわる「人・もの・こと・自然」を活用した授業を取り入れる。
○�　対話のある授業によって，思考を働かせ，自信をもって発想し，お互いの考えを認め合う
生徒を育てる。

美術�学び合い10

① 題材と目標と指導計画 　生徒の発達段階や生活体験，学習状況に基づいて，指導計画や授業構想
を立てている。

② 魅力ある題材の設定 　造形的な知的好奇心を刺激したり，学習意欲を高めたりするような題材を設
定する。

③ 対話や創作活動から自己を
見つめる

　言語等を用いて，色や形などを観点に交流したり，振り返ったりする場
面を設け自己理解を促している。

④ 造形的な技能の習得 　表現しようとする意図に応じた技法や表現方法を試したり，材料を体験
したりする場面を設けている。

⑤ 造形的な環境づくり 　美術室をはじめ，校内に日常的に作品を鑑賞できる環境を整えている。
⑥ 鑑賞授業の充実 　創造活動にかかわることや世界と日本の文化等の鑑賞授業を行う。

⑦ 美術館・大学等との連携した活動 　美術館や大学，関係諸機関等との関わりをもち，人材・作品・資料等を
活用しようとしている。

⑧ 地域文化や行事の活用 　身近な地域から題材を取り上げ，生徒の体験・経験を生かした交流活動
や創作活動をしている。

⑨ 日常生活との関連 　身の回りの日用品等に目を向け，機能や美しさを追求したり，生活を豊
かにする美術の特性について気付いたりする活動を設けている。

⑩ 他者との関わり合い 　表現活動において，用途や機能を基に交流したり，検討したりを通して，
相手意識をもって発想したり構想したりする活動を行っている。

※　生活に取り入れる…「生活を美術で楽しむ」がある
※　もっと知りたい　深めたい　つくりたい
� …「どうすれば・どうして」がある
※　学びの多くは，教室の外にある
※　ひらめきの瞬間を生み出せる授業

「開かれた美術」
　地域にかかわり，自校の美術におけるカリキュラムに
人・もの・こと・自然との結びつきを大切にする授業で
ありたい。地域に学ぶことだけや制作だけにとどまらず，
学校・地域で活用していくことができる表現活動の授業。
さらに地域に発信するところまでを考えれば一単元の中
で目的の達成と広がりをつくりだすことはできないか？
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手 立 て

◉各指定研究チームが提案する汎用的能力育成の手立て

　技能面に不安を感じる生徒，発想することを苦手とする生徒にも，自分の表現を試す時間を
確保します。また，他者と伝え合う場面を設定します。その際には，教師から発想面や技能面
で「よさ」や「美しさ」など見方の視点を伝えておくことが大切です。

美術〈上越地区〉

“美術独自の学び合い”
で自信と意欲を高める

　生徒が制作や鑑賞で感じたことを伝え合うことが，考えを深め鑑賞や
表現する意欲につながります。

　表現・鑑賞活動で伝え合う場
を設定する
 ステップ１【見つける】
　他者のスケッチや感想から新た
な視点を見つけます。
 ステップ２【伝える】 
　他者と言葉や付箋で，見つけた
よさや感想を伝え合えます。
 ステップ３【自分に生かす】 
　自分の表現や鑑賞活動に，発見
したことや認めてもらったこと生
かします。

上越地区中教研　美術部
研究推進責任者（左）　上越市立直江津中学校　　太田　聡子
会 場 校 担 当（右）　上越市立城西中学校　　　梨本　高志

手立て設定の理由
　美術の表現や鑑賞は生徒の個人活動が多くなり
ます。これまでは，指導する教師と生徒との対話
を大切に制作や鑑賞活動を進めてきました。しか
し，不安や苦手を感じている生徒もいます。生徒
同士の対話を通じて，他者を認める，認められる
場面を設定することで次の利点があります。
手立てのメリット
①�　見つけ方や感じ方の視点を示し，他者から新
たな気づきを得て生徒独自の発想を広げること
ができます。
②�　伝え合う活動でコミュニケーションを図り，
自己肯定感を高めることができます。
③�　見つけたことや伝え合うことで自分の見方や
考え方が広がり，自信をもって鑑賞や表現活動
へつなげることができます。

ここは気をつけよう！
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ステップ １ ステップ ２ ステップ ３

　日本の伝統文化を紹介する
など見方を示します。幾何学
模様（丸・三角・四角など）
を組み合わせてデザインのア
イディアを考えます。試行錯
誤しながら，簡単に直すこと
ができます。アイディアを交
換しながら，生徒独自のよさ
を見つけていきます。

　木彫の技法を視覚的に理解
するために，油粘土を使い試
作を行います。互いに試作に
ついて発表し，いいなと感じ
た点，参考にしたい点，やり
方の疑問点をまとめた付箋を
シートに貼り付けます。他者
に直接試作に手を加えてもら
うことも可能です。

　他者からもらった付箋や試
作を見ながら，自分で取捨選
択し，アイディアスケッチを
完成させます。　
　拡散されていた様々な情報
を収束し，自ら考え，よりよ
い表現を目指す生徒の育成を
目指します。

指定研究会情報

上越地区（上越市中教研）�美術教育研究発表会
　◇研究主題：かかわる・かわる・つなぐ造形教育

　研究１年目では，研究主題をもとに「共同制作」の学習形態を通して，構想や制作を行いました。
常にグループの中でコミュニケーションをとりながら活動しました。２年目では，美術科が大切にし
ている個人の気づきや思いを伝え合うことで，生徒が自信をもって活動する様子を公開する予定です。

　◇月　日：11月14日（火）　　◇会場校：上越市立城西中学校
　◇公　開：１学級　２年　授業者　梨本　高志
　◇指導者：上越市教育委員会学校教育課　指導主事　岩片　嘉和
　　　　　　上越市立小猿屋小学校　　　　校長　　　梅澤　　崇

幾何学模様を組み合わせて
アイディアを考える 付箋による伝え合い

油粘土による試作 試作や仲間からのアドバイスや
メッセージを見て再び考える
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仲間と共に⾃分の構想を練る 幾何学形に切ったマグネットシートとホ
ワイトボードを使いました。 

第１時 グループで机を向い合せて、各
⾃が幾何学模様を⾃由に組み合わせ、様々
な模様をつくりました。⾃然に気付きや思
いなどを伝え合いながら、模様を変化させ
ました。 

この「⼿⽴て」を使った授業は，こんな感じで進めました 

第２時 「⾃分へのプレゼント」として
⽊彫コースター制作を単元の課題として提
⽰しました。⼯芸品や既存の作品を参考に
しながら、コースターの模様を考えました。 

 

第４時 グループ内でお互いの模様をじ
っくり鑑賞しました。 

よいところ、⼯夫できそうなところ、思
いなどを付箋に書き込み、伝え合いました。 

第５時 構想した模様を⽊彫の⽴体イメ
ージにつなげるため、油粘⼟を使い⽴体的
に表現しました。 

■本時までに■ 

美術・上越地区 

⾃分が感じたよさを伝える 

平⾯から⽴体イメージへ 

第３時 クラス全員の模様を鑑賞し、新
たな視点を探り、⾃分の模様づくりに⽣か
しました。 
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よさを⾒つけ伝える鑑賞 

クラス全体で鑑賞活動のまとめをしまし
た。何⼈かの⽣徒が発⾒した⼯夫やよさを
発表しました。 

作品を⾒るときの視点や発⾒した⼯夫、
よさを共有しました。 

⽣徒の動線を考え、教室の外側へ向けて
机を配置しました。マグネットでつくった
模様の写真と油粘⼟の⽴体模様を⾒なが
ら、作品を鑑賞しました。 

互いに気付きや思いなどを伝え合いまし
た。 

⼀⼈⼀⼈の作品から受けた印象を⼤切に
しながら、⽊彫コースター制作に向けての
構想をまとめました。 

次時からは、⽊地に模様を写し、⽊彫の
スタートになります。 

成 果 
マグネットシートを使う事で⽣徒は容易に模様の構想を膨らませることができました。 
油粘⼟を使う事で、やり直しながら⽴体イメージをつかむことができました。また、各

制作段階の鑑賞活動は、他者から認められることにより、制作の⾃信と意欲向上につなが
りました。結果として⽣徒の構想や発想を広げることに繋がりました。 

課 題 

制作途中の鑑賞活動は学び合いの場でもあり、⽣徒の発想や視野を広げ、学びを深める
有効な機会と⾔える。そこで、限られた時数の中で鑑賞活動（付箋やアドバイス交換など）
をバランスよく取り⼊れることができる題材や指導計画の⼯夫が必要です。 

■本時■ 
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手 立 て

◉各指定研究チームが提案する汎用的能力育成の手立て

　職人の方の作ったコースターと生徒が作ったコースターを比較し，どのような違いがあるか話し
合い，コースターとして使用するに値する強度や形態を模索させます。少しの隙間や段差が，コー
スターとしての機能を失わせてしまうことに気づき，それを改善するため，より質の高い形態や組
み方を工夫させます。安易な装飾に走らず，伝統工芸の基本の型をしっかり押さえるようにします。

美術〈中越地区〉

職人技に触れ，伝統工芸の
すご技を学び合おう！！

　伝統工芸の職人技を知ることにより，個々の創造力を広げていきま
す。また，学び合いを通して，より高い技能に気づきます。

　コースター作りを通して組子
細工について学び合う
 ステップ１ 
　組子細工の技法を用いて三角
コースターを制作させる。
 ステップ２ 
　職人の実演を鑑賞させ，職人の
すご技に気づかせる。
 ステップ３ 
　自分の作品と職人技を比較検討
させ，職人のすご技をもとに工夫
できる点を探させる。

加茂市・南蒲原郡中教研　美術部
研究推進責任者（左）　加茂市立加茂中学校　　近　まどか
会 場 校 担 当（右）　加茂市立葵中学校　　　菊谷　かおり

手立て設定の理由
　しっかりと制作に取り組む生徒が多くいますが，
さらに新たな気づきから発想力や思考力を深めさ
せて豊かな表現のある作品ができるように，と考
えました。
　地域にある伝統工芸を取り入れることで，地域
のよさを再発見できます。またグループで活動す
ることで次の利点があります。
手立てのメリット
①�　職人の技にふれ，伝統工芸技術の素晴らしさ
や本物のよさに気づく。
②�　学び合いの中から，より高い技能を身につけ
ることができる。
③�　郷土を愛し，文化を守る心を育てる。

ここは気をつけよう！
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ステップ １ ステップ ２ ステップ ３

　角材を３本組み合わせ，三
角形のコースターを制作する。
　基本のほぞ組みを用いて，
自力で，コースターを完成さ
せる。（組子の知識がない状
態で行う）

　職人の実演を鑑賞する。ど
のような工程で作業している
か，その精緻な仕上がりはど
のように実現されているか，
しっかり見とる。

　職人技のすごさから気づい
たことを学び合い，３人グ
ループで自分たちの作品につ
いて，改良策や工夫点を見い
だし自分の作品に活かして表
現する。

指定研究会情報

中越地区（加茂市・南蒲原郡中教研）�美術教育研究発表会
　◇研究主題：学び合いを通して，主体的に取り組める指導の工夫
　　　　　　　〜気づく�つながる�表現する生徒の育成〜

　実際に組子細工を制作してから職人の方に来ていただき，アドバイスをもらう。そこで自分の作品
との違いや職人技の正確さや緻密さに気づき，伝統工芸についての造詣を深める。

　◇月　日：11月14日（火）　　◇会場校：加茂市立葵中学校
　◇公　開：１学級　１年２組　授業者　菊谷　かおり
　◇指導者：新発田市立二葉小学校　校長　長谷川　恵
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組子細工を作る 題材は「工芸」で、地域に伝わる伝統工

芸を扱いました。 

組子細工の仕組みを知り、生徒一人一人

が実際に作ってみます。作る形は、基本形

である「三角形コースター」です。その際、

どのように作ったのか、何が、どこが大事

だったのか、をワークシートにまとめます。 

組子の仕組みを知る 1 時間、制作する 2

時間、本時（１時間）、全行程の鑑賞 1 時間

で合計 5 時間です。 

職人技を鑑賞する 

 

自分の作品と比較する 

この「手立て」を使った授業は，こんな感じで進めました 

職人が生徒と同じコースターを作りま

す。その際、どのような道具を使っている

か、全工程ではなく、部分的なポイントに

絞って鑑賞します。 

職人の実演時間は 10 分程度です。実物

投影機を使い、特に制作している手元が良

く見えるようにしました。生徒はじっくり

と職人技を鑑賞していました。 

 

次に、自分の作品との比較をさせます。

その際、職人が実際に作ったものを班に１

つずつ渡します。そうすることで、自分の

作品との違いについて、自分の目で確認す

ることができます。 

比較するときには「構造」「技法」「その

他」の鑑賞ポイントから考えさせ、自分の

ワークシートに記入させます。 

■前時■ 

■本時■ 

美術・中越地区 
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グループで意見交換 

気づいた点を共有する 

違いを見つけると同時に、質問や疑問が

出てきます。職人の方から机間巡視を一緒

にしてもらい、出てきた質問に答えてもら

います。 

生徒たちは、熱心に聞き、疑問を解決し

ようとしていました。 

それから、グループ内で自分の意見を発

表し合います。班長は、それぞれ「構造」

「技法」「その他」について分けてホワイト

ボードに記入して可視化します。発表が苦

手な生徒も小グループで行うことで、意見

が出しやすい雰囲気を作ります。 

気づいた点を共有するために、ホワイト

ボードを黒板にはり出し、意見をまとめま

した。 

その後、次回作をより良くするための工

夫や改良点を進度表に記入させました。 

成 果 

地域の人材や工芸作品を題材としました。生徒にとって身近なものであり、郷土に対す

る思いや制作意欲が高まりました。職人技、実物投影機と実物見本を使用することで、苦

手な生徒にとっても学習内容の理解を深めることができました。 

 

 課 題 

 地域の題材については、どのような材料を使用するのか、人材をどのように見つけてい

くのか、が重要です。「何を学ばせるか」「何に気づかせるか」という美術での目指す生徒

の姿を明確にし、そのための場面や題材を見つけ、方法を工夫していくことが必要です。 
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手 立 て

◉各指定研究チームが提案する汎用的能力育成の手立て

　具体的な形の再現を追求する活動ではありません。手の感覚と想像する力を育成するために，
視覚を遮ります。そこで得たイメージする力を抽象彫刻の表現に活用していきます。制作する
モチーフは「優しい」「永遠」「悲しい」などを自己決定させます。スケッチができなくても制
作を始めます。触っていく中で形が出てくることもあります。

美術〈新潟地区〉

表現と鑑賞を関連付けて，
対話や深まりを生み出す
〜立体造形〜

　制作において全員が同じ条件となるようなしかけをつくる。そのしか
けによって，制作に集中しながら発想力を向上させます。交互に表現と
鑑賞を行うことで発想に広がりをもたせます。

　だれもが主体的に制作できる
工夫で学び合う姿を見出す。
 ステップ１ 
　制作環境の工夫。
 ステップ２ 
　自然と生まれるペア，グループ
鑑賞での学び合い。
 ステップ３ 
　ワークシートにイメージしたも
のを整理する。

新潟市中教研　美術部
研究推進責任者（左）　新潟市立鳥屋野中学校　　石井　隆浩
会 場 校 担 当（右）　新潟市立曽野木中学校　　山際　保男

手立て設定の理由
　制作に対して，自分の技術に自信がもてない生
徒は少なくありません。のびのびと制作するため
の手立てが必要です。　
　その手立てとして「同一条件となる制作環境作
り」と「相互鑑賞」を行うことで，次の３つの効
果が期待できます。
手立てのメリット
①�　未体験な活動によって期待感をもって意欲的
に活動できます。
②�　展開の中で視界が回復すると同時に，相互鑑賞
が行われます。
③�　イメージする力と多面的に形を追求する力が
高まります。

ここは気をつけよう！
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ステップ １ ステップ ２ ステップ ３

　視界を遮った状況で制作し
ます。他者の視線を気にす
ることなく制作に集中できま
す。イメージが表現活動と結
びつくことに気づきます。

　視界が元に戻ると自分の作
品，周りの作品をじっくりと
鑑賞し始めます。作品から造
形活動への期待感が高まりま
す。

　多面的に考え，イメージし
たものをスケッチしていき
ます。スケッチしたものを制
作し，試行錯誤しながら自分
のイメージした形を目指しま
す。

指定研究会情報

新潟地区（新潟市中教研）�美術教育研究発表会

　◇研究主題：豊かな感性を養い，主体的に創造活動に取り組む生徒の育成

　立体造形（加工粘土）の制作において，視界を遮る場面を作ります。他者の制作に気をとらわれず，
自分の想像力と手元に集中できる授業を展開していきます。授業の中で具象物と抽象物の両方を制作
する予定です。

　◇月　日：11月２日（木）　　◇会場校：新潟市立曽野木中学校

　◇公　開：１学級　１年　「彫刻の世界」　授業者　山際　保男
　◇指導者：新潟市教育委員会　指導主事　石塚　　崇
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前時の内容を振り返る 

粘土の扱いに慣れる時間に制作した具象

作品を鑑賞しました。全員の作品をプロジ

ェクターで投影して、どんな学習だったの

かを確認しました。 

この「手立て」を使った授業は，こんな感じで進めました 

■本時■ 

美術・新潟地区 

目隠し制作 

日常では体験することができない環境を

示し、実際に行ってみました。不安よりも

できるかどうかを期待する声が多く、意欲

が高まっていきました。 

 

制作後の相互鑑賞 

具象物の制作を２回、抽象物の制作を１

回行いました。１回あたり２分から３分の

時間で造形表現を行いました。 

目隠しをはずして鑑賞を行います。目隠

しをはずすと自然とペアで作品を鑑賞する

姿や意見交換が活発に行われました。前後

左右にも目を向けていました。 

頭の中で形をイメージして制作すること

が大切だと気づきます。 
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成 果 

 五感の一つに制限をかけることで指先や掌の感覚が鋭くなり、集中して制作を行うこと

ができました。また、視覚優位で表現活動を行うことによる技能の差が縮まったことも成

果です。また、作品を確認したときの新鮮な感覚や、作品についての思いや感想を伝え合

いたいという気持ちが高まり、積極的に相互鑑賞することができました。 

課 題 

具象表現と抽象表現の二つを行ったことによる時間配分が課題です。形の再現性を求め

るのではなく、イメージ力の向上とねらうのであれば、抽象表現に絞ってもよいと思いま

した。表現と鑑賞のバランスを考えながら、身につけさせたい力を明確にする必要がある

と感じました。 

学びの軌跡を残す 

この時間に作り出された作品も大事な作

品（イメージ）です。各班で作品を記録に

残しました。 

２回の具象物の制作後に、「気持ち」を表

現しました。次時からスタートする抽象表

現に向けて、よりイメージする力を必要と

する制作を行いました。 

頭の中で思い描いた形と手先をリンクさ

せて造形表現していきます。 

 

ステップアップ制作 

触感を活用した鑑賞 

２回目以降の相互鑑賞では、目隠しをは

ずす前に作品を交換しました。交換するこ

とにより、自分とは異なるイメージを指先

や掌から感じ取ることができます。より深

くイメージすることを体験しました。 
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手 立 て

◉各指定研究チームが提案する汎用的能力育成の手立て

　「よりよい生き方とは」という観点で，整理するときに，なぜその行動がよりよいと言えるのか，
自分たちが何を大切にして整理したのか，という理由を出合うことが大切です。話合いの結果，
まとまらないことも考えられますが，意見交換をすることを重要視しています。理由を出させ
るためにも，発問は，具体的にどう行動するかを問うようにします。

道徳〈下越地区〉

道徳は，よりよい
自分の生き方を
考える時間だ！！

　道徳の授業を，「よりよく生きるとは」を観点として，自分のとる行
動を考えさせることで，自分の生き方を考える時間にします。

　よりよい行動を考えること
で，自分の生き方につなげる
 ステップ１ 
　中心発問として，自分ならどう
行動するかを具体的に問う。
 ステップ２ 
　出た意見を「よりよい生き方と
は」という観点で整理する。
 ステップ３ 
　みらいのたねカードで考えを蓄
積する。

阿賀野市胎内市北蒲原郡中教研　道徳部
研究推進責任者（左）　胎内市立黒川中学校　　小林　典子
会 場 校 担 当（右）　聖籠町立聖籠中学校　　本田　奈美子

手立て設定の理由
　資料の中の出来事を，他人事と捉える生徒は少
なくありません。自分ならどう行動するかと問う
ことで，自分の生き方を考えさせます。考えさせ
る手立ては，「よりよい生き方とは」という観点で，
出された意見を付箋で整理すること。自分たちは
何を大切にして課題に向き合っているかを意識さ
せることで，考えを整理します。
手立てのメリット
①�　自分のとる行動を考えさせることで，生き方
につながります。
②�　話合いの観点を示し，出された意見を整理，
収束させます。
③�　今までの授業での考えを振り返り，生かすこ
とができます。

ここは気をつけよう！
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「だって」と「でもさ」は予め印刷
しておきます

ステップ １ ステップ ２ ステップ ３
　発問は，「思いやりとは何
だろう。」や「なぜ思いやり
のある行動はなぜ大切なの
か。」という問い方ではなく，
「こんなとき，あなただった
ら，どんな行動をとったらよ
いだろう。」のように行動を
問います。
　各自の考えを付箋に書き，
「だって」の後にそう考えた
理由，「でもさ」の後にその
行動の問題点や反論を書き込
み，個の考えを深めてから，
話合いを行います。

（付箋例）
　これから差別をしないため
に，あなたはどう行動しますか。

　出された意見を「よりよい
生き方とは」という観点で整
理します。上に置いた付箋ほ
ど生徒が「よりよい」と判断
したものになります。大きな
紙の余白にはそう考えた理由
など，自由に考えを書き込み
ます。

　重点項目として設定してい
る「生命の尊重」と「思いやり」
のついての授業の振り返りで
書いた文章を，「みらいのた
ねカード」に転記，または直
接書き込んでいきます。一授
業，一ワークシートになりが
ちな道徳の振り返りを継続し
て行うことで，自分の考えの
変容に気づいたり，次の授業
に生かしたりします。

指定研究会情報

下越地区（阿賀野市胎内市北蒲原郡中教研）�道徳教育研究発表会
　◇研究主題：議論することにより，広い視野から生き方について考えを深める
　　　　　　　生徒の育成

　よりよい生き方，選択を考えるファシリテーションを取り入れ，仲間と意見交換しながら，「いのち」
と「思いやり」に関わって，自分の生き方を考える授業を予定しています。

　◇月　日：11月15日（水）　　◇会場校：聖籠町立聖籠中学校
　◇公　開：２学級　２年　「言葉の向こうに」２−（５）（B９） 授業者　竹内　文比古
　　　　　　　　　　３年　「寿命と永遠の命」３−（１）（D19） 授業者　丸山　　翔
　◇指導者：下越教育事務所　　学校支援第２課　指導主事　若林　靖人
　　　　　　聖籠町教育委員会　子ども教育課　参事　　　新保　英博
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蕗谷虹児の作品を鑑賞し１枚を選ぶ 

蕗谷虹児記念館で、職員の方に虹児の人

物像や作品についてお話を聞いたあと、館

内の作品を鑑賞し、「私の気に入った１枚」

を選びました。 

鑑賞カードに、作品を選んだ理由を明確

にして感じたことを記入し、タブレットで

写真に記録しました。 

鑑賞は４０分間とりました。 

それぞれが選んだ作品を班内で鑑賞する 

 

この「手立て」を使った授業は，こんな感じで進めました 

班員に作品の写真を見せながら、なぜそ

の作品を選んだのか、どんなところが気に

入ったのかを鑑賞カードをもとに発表しま

した。 

その作品を選んだ人以外の班員全員が、

作品を見て思ったこと、そう思った理由を

発表し、気になる発言にはさらに質問をし

ました。 

すべての発言を「えんたくん」に記録し

ました。 

他の生徒の視点や感じたことを聞き、鑑

賞の幅をひろげていました。 

■本時１時間目■ 

■本時２時間目■ 

美術・下越地区 
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蕗谷虹児の魅力を表す言葉を見つける 

クラス全体に発表する 

「えんたくんに」に記録した言葉の中から蕗

谷虹児さんの魅力を表す言葉を見つけ、線を引

きました。 

その中で、次時に蕗谷虹児の魅力を文章で表

現する際、班として大事にしたいと思う言葉を

「えんたくん」の中央に書き出しました。 

いくつかの班が自分たちの選んだ作品と魅

力を表す言葉を発表しました。 

この際、使用した「えんたくん」の他、タブ

レットに記録した作品の写真と、「えんたく

ん」の拡大画像を映し出しました。 

 

本時の学習を個で振り返る場面です。 

蕗谷虹児記念館で出会った作品と班内で

の交流を通して気付いたことをワークシー

トにまとめました。 

成 果 

本物の作品を見て仲間と語り合い発表を聞く鑑賞は、個では気付かなかった作品の良さ

等に気付くことができ、生徒自身が鑑賞は面白いと感じられる授業展開ができました。ふ

り返りで「自分とは違う感じ方を知ることができて良かった」等の感想が見られました。 

課 題 

鑑賞をいかに深めるかという点で、みんなで同じ作品について語り合う鑑賞の有効性や

作品の主題に迫る語り合いへどのように導くか等の課題が協議会で出されました。また、

生徒の語り合いの場面で、授業者の机間指導での働きかけの準備が大切で、具体的にどの

ような声がけが有効か等が、今後の授業で検討していくべき課題です。 

ふり返りワークシートを記入する 
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◉“学び合う授業”づくりの２つのポイント

道徳
道徳教育の量的確保と質的転換を図り，
「特別の教科��道徳（道徳科）」で，
道徳的価値の自覚を深め，
自立した人間として他者と
ともによりよく生きるため
の道徳性を養う

　道徳性を養うために，道徳的諸価値についての理解や自覚を深め，自
己を見つめ，物事を広い視野から多面的・多角的に考え，人間としての
生き方についての考えを深める質の高い多様な指導方法やフレームワー
ク（思考ツール）の活用法等のポイントを紹介します。

県中教研　道徳部　全県部長
長岡市立刈谷田中学校　　比後　慎一

ポイント１ 道徳科において育むべき資質・能力と質の高い多様な
指導方法について，理解を深め共有する。

　一人一人が高い倫理観をもち，人間としての生き方や社会の在り方について，多様な価値観の存在
を認識しつつ，自ら考え，他者と対話し協働しながら，よりよい方向を模索し続けるために必要な資質・
能力を備えることが求められています。また，答えが定まっていない問いを受け止め，多様な他者と
議論を重ねて探究し，「納得解」「最適解」を得ていく資質・能力も必要です。この力を養うことが「考え，
議論する道徳」の実現であり，「主体的・対話的で深い学び」を実現することにもなると考えられます。
⑴　学習指導要領の資質・能力の三つの柱と道徳教育の関係（対応）

知識・技能 思考力・判断力・表現力等 学びに向かう力・人間性等
道徳的諸価値の理解と自分自身に
固有の選択基準・判断基準の形成

生徒一人一人の人間としての生き
方についての考え（思考）

人間としてよりよく生きる基盤となる
道徳性

※�道徳科の学習の中で，相互に関わり合い，深め合うことによって，道
徳性を養うことにつながる要素 ※�道徳教育で育成を目指す資質・能力

⑵　「考え，議論する道徳」への転換に向けて求められる質の高い多様な指導方法
　①　読み物教材の登場人物への自我関与が中心の学習
　②　問題解決的な学習
　③　道徳的行為に関する体験的な学習

ポイント２ 「考え，議論する道徳」への質的転換を図り，考えを深める具体
的なフレームワーク（思考ツール）の活用法等を探究する。

　「考え，議論する道徳」への質的転換を図るために，様々な手立てが必要です。導入・展開・終末
の指導過程における基本プロセス（個→拡散→構造化→個）の活用や自分の問題として捉えさせる発

※�様々な指導方法の例であり限定されない。
また，独立した「型」でもなく，組み合わ
せた指導も考えられる。
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問の工夫，ファシリテーション等で多面的・多角的に考えを拡散し，構造化するフレームワーク（思
考ツール）の活用には，以下の具体例が考えられます。
⑴　道徳的価値に対する生徒の思考に変化を促す働きかけとフレームワークを併用した実践例
　�　道徳的価値の自覚に迫る道筋を①価値の表出→②価値の焦点化→③価値の探究→④価値の再構成
と考え，生徒の思考を変化させるアプローチを行う。そこにフレームワークを活用し，思考を支援。
⑵　個々の考えを可視化し，生徒が感じた道徳的問題を明らかにして考えを深める実践例
　�　生徒の考えが可視化できる指標や表を用い，意見交流する。そこで明らかとなった道徳的問題を
中心発問によって自分事として捉えて深め，キーワードを用いて振り返りを行う。
⑶　登場人物への共感度を４段階スケールで表し，その理由を交流して価値の自覚を深める実践例
　�　ある程度理解している道徳的価値について，登場人物の心情や行為についてスケールを用い交流し，
フレームワークで整理して正対させると，実践に結び付けるための自覚に深める効果が期待できる。
⑷　中心発問で自分のとるべき行動を考え話し合い，特別のカードへの記入を集積する実践例
　�　道徳的価値に対する思いや感想ではなく，自分のとるべき行動を考えさせ，理由に「だって」，
問題点や反論に「でもさ」を用いて個の考えを深めてから話し合う。「よりよい生き方」という観
点で整理し，カードに集積した考えは，他の授業でも見返すなどして活用する。

道徳�重点方針

道徳的諸価値についての理解と自覚を深める手立てを講じ，よりよい生き方を考えさせる。
○�　「考え，議論する道徳」に向けて求められる質の高い多様な指導方法を展開し，量的確保と質的転
換を図り，「主体的・対話的で深い学び」を実現する。①登場人物への自我関与が中心の学習，②問
題解決的な学習，③道徳的行為に関する体験的な学習等のそれぞれの要素を組み合わせた指導も可。
○�　ファシリテーション等で多面的・多角的に考えを拡散し，フレームワーク（思考ツール）で生徒の
考えを可視化（構造化）し，道徳的価値の理解や自覚を深め，納得解・最適解を得る手立てを講じる。
○�　自分や学びにじっくりと向き合い，自覚を深め，よりよい生き方を考えて道徳性を養う。

道徳�学び合い10

① 学習環境と実態把握
グループや全体において自分の考えを主張でき，他者の考えを認め合う支
持的風土を育て，生徒の実態や道徳性の高まりを把握して授業を構成して
いる。

② 組織的な取組の推進 校長や道徳教育推進教師のリーダーシップのもと，組織的に全体計画・年間指
導計画等を作成し，年間35時間の道徳科を量的に確保している。

③ 自分の問題として捉える課題設定 「主体的・対話的で深い学び」を実現するために，生徒が自分自身の問題
と捉え，向き合う「考え，議論する道徳」を実現する課題を設定している。

④

考え，議論する道徳への転換」の
ための指導方法の改善
（質の高い多様な指導方法）

読み物教材の登場人物への自我関与が中心の学習で，自分との関わりにお
いて多面的・多角的に考え，道徳的価値の理解を深める授業を工夫している。

⑤ 生徒が生きる上で出会う様々な道徳的諸価値に関わる問題や課題を自分事
として考えるなどの問題解決的な学習を設定している。

⑥ 様々な問題や課題を主体的に解決するために，道徳的行為に関する問題場
面で実感を伴って理解できる体験的な学習を設定している。

⑦ 他者の考えに触れ，議論を深める
場の設定

ファシリテーション等で多面的・多角的に考えを拡散し，構造化する。フ
レームワーク（思考ツール）で生徒の考えを可視化し，道徳的価値の理解
や自覚を深め，納得解・最適解を獲得している。

⑧ よりよい生き方を考え，振り返る
場の設定

本時または一定のまとまりの中で道徳科の学習を振り返り，可視化された
多様な価値観から道徳的課題や価値にじっくりと向き合い，よりよい方向
を模索する場を設定している。

⑨
評価の在り方と具体的な工夫

「生徒の学習状況や道徳性に係る成長の様子」を個人内評価として丁寧に
見取り，記述する様式や表現するための記録の蓄積方法を工夫している。

⑩ 学習活動において生徒がより多面的・多角的な見方へと発展しているか，道
徳的価値の理解を自分自身との関わりの中で深めているかを重視している。
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『思考が変化していくモデル』に基づく３つのステップを

意識した授業づくりに取り組むことで「考え、議論する道徳」

を目指した授業改革に迫ります。 

『思考が変化していくモデル』

に基づく「考え、議論する道徳」

を目指した授業づくり 

予想理由を検討し， 

思考力アップ！！ 

道徳 ＜上越地区＞ 
jou 

「考え、議論する道徳」を、「生徒の思

考の変化による道徳的価値への迫り」と

捉えます。思考の変化を促すには、生徒

が、道徳的価値を自分ごととして捉え、

内面から生み出される疑問や課題を、他

者との交流や対話を通して深めていくこ

とが重要となります。 

 

３つのステップで生徒の
思考の変化を促す！ 

ステップ１ 

 『思考が変化していくモデル』

の事前想定（授業の構想） 

ステップ２ 

 思考の変化を促すアプローチ

とフレームの選定 

ステップ３ 

 授業構想シートの作成と実践 

 

手立て 

アプローチ（思考に変化を促す働きかけ）では、生徒の内面に葛藤やゆらぎを生み出

していきます。フレーム（アプローチの効果を高めるツール）は、資料の内容や生徒の

実態等により適切に選択していきます。授業構想シートでは、思考が変化する道筋を具

体的な手立てと結びつけて授業づくりを進めていくことが大切です。 

 

 

ここは気をつけよう！ 

 

 

①道徳的価値に迫る道筋を、生徒の思考

の変化として捉えられます。 

②道徳的価値の焦点化を、必然性のある

課題の設定により促します。 

③交流や対話を通して、道徳的価値に対

する新たな気付きを促します。 

●指定研究チームが提案する 21世紀型能力育成の手立て 

手立て設定の理由 

手立てのメリット 

上越市中教研 道徳部 

研推責任者 直江津東中学校 笠原 里美 

会場校担当 頸城中学校   新保 隆之 
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アプローチ・フレーム → 発問 → 流れ 生徒の思考が変化していくモデル［事前の想定］ 記録・改善策 
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 思考過程 思考の内容  アプローチ 

＋ 

 

多
様
な
フ
レ
ー
ム 

価値の表出 

「そうなの？」 

〇ギャップの『認識』 

・資料に内在する価値認識のズレ 

・自分と他者との価値認識のズレ 

← 
 意見や考えをつなぐこと

で、価値の捉え方のズレを明

確にし、共有化を図る。 

価値の焦点化 

「どういうこと？」 

〇価値の『焦点化』 

・価値認識のズレの整理と把握 

・価値認識のズレが生じる原因追究 

← 
ギャップが生じる背景を

さぐることで、探究すべき

価値の焦点化を図る。 

価値の探究 

「そうなのか！」 

〇価値の『新発見』 

・探究すべき価値の共有 

・深い思考（葛藤、ゆらぎ、発見） 

← 
対話・交流から価値に対す

る新しい発見を共有し、多面

的な価値理解を深める。 

価値の再構成 

「わかった。」 

〇価値の『深い理解』 

・多面的な価値の自己解釈 

・実生活と未来への展望 

← 
思考の変化や新たな発見

の有効性を検討し、これから

の自分をみつめさせる。 
［主なフレーム］ 

●マトリックス 

●ホワイトボード 

●論理チャート 
●ベン図 

●イメージマップ 

●ＫＰＴ 
●ディベート 

●ロール・プレイング 

●ワールドカフェ 
●サークルトーク 

●尺度 

※これまでの実践例 

 
導入 

 

 
展開 

 

 
終末 

上越地区（上越市中教研） 道徳教育研究発表会 
 
研究主題 「考え、議論する道徳」を実現させる授業の工夫 
 
 
 
 
月 日 10月 26日（木） 会場校 上越市立頸城中学校 
公 開 2学級 授業者 2年  「生き抜いて」  和田 慧一 

授業者 3年 「二通の手紙」  樋熊 綾子 
指導者  上越市教育委員会学校教育課管理指導主事   青山 尚子 

       上越市立中郷中学校 校長   中村 博子 

指定研究会情報 

『思考が変化していくモデル』に基づく具体的な手立て（アプローチとフレーム）を意識

した授業を展開することで、生徒の思考の変化を促していきます。 

 

   ステップ１ 
     思考が変化してい
くモデル 

   ステップ２ 
     アプローチとフレ
ーム 

   ステップ３ 

     授業構想シートの
作成と実践 
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立場 人数 理由 

妥当である １４ 
・情に流されてはいけない 

・安全が最優先である 

妥当だが… ８ 
・規則は破ったが、姉弟には  

 よいことである 

妥当でない ２ 
・感謝されている 

・感謝状をもらうべき 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

主人公に対する「解雇処分」の妥当性を３つの立場で考える 

まず、二通の手紙を受け取った時の主人

公の気持ちを、人柄を踏まえながら想像し、

生徒個々の意見を出し合いました。次に、

二通目の手紙に対する捉えを３つの立場か

ら考えました。最後に、主人公がはればれ

とした気持ちで職場を去っていった理由を

議論しました。 

『価値の表出』…つなぐ 

『価値の焦点化』…さぐる 

この「手立て」を使った授業は，こんな感じで進めました 

前時を振り返りながら、「解雇処分」に対

する生徒の意見を主人公の立場に着目して

整理します。まず、座席をサークルに配置

し、生徒の意見を確認します。次に、それ

ぞれの意見の根拠（理由）が、私（元さん・

姉弟）と公（動物園・利用者）のどちらの

立場によるのかを検討します。 

生徒が重視する道徳的価値（立場）を明

らかにする（価値の表出）ことで、立場の

違いが「解雇処分」に対する受け止め方の

違いに結びついていることを確認（つなぐ）

しました。 

生徒が重視している道徳的価値（立場）

を整理し、道徳的な課題を全体共有します。

まず、私（元さん・姉弟）の幸せと公（動

物園・利用者）の幸せのどちらが大切なの

かを議論します。次に、主人公の行動に不

足していたことを再検証し、主人公がはじ

めて考えさせられたことを議論します。 

■前時■ 

■本時■ 

道徳・上越地区 
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『価値の探究』…深める 

『価値の再構成』…みつめさせる 

全体で共有された課題の解決を通して、

道徳的価値に迫ります。まず、「公」と「私」

の両立が求められる場面を新たに設定しま

す。次に、二通の手紙を通して新しい気付

きを得た主人公が、新たに設定された場面

でどのように考え、行動していくのかを、

生徒が役割演技を通して創造します。 

目の前の相手の心情に思いを巡らせなが

ら「公」との両立を模索（価値の探究）す

ることで、功利的ではない、規則を守ろう

とする心情や態度の良さの実感的な理解を

深めていきました。 

生徒個々が抱く道徳的課題を全体の共通

問題として認識していく（価値の焦点化）

ことで、他律的ではない規則を守ろうとす

る心情や態度の良さが存在することを確認

（さぐる）しました。 

 規則に対する自分の考えや、授業の感想を発表し、ワークシートにまとめます。授業を

通して得た気付きを検討や解釈（価値の再構成）することで、道徳的価値としての意味付

け（みつめさせる）を促しました。 

成 果 

生徒の思考の変化を事前に想定することで、「価値の焦点化」までをスムーズに、明確

に行うことができました。また、指導構想シートを作成することで、授業全体を見通し、

道徳的価値に迫る場面を効果的に設定することが可能になりました。 

理由付けチャートが要素（命題）を矢印（接続詞）でつなげる形で表現するため，そこ

に「疑問」や「見落とし」があるかといった反論の指摘が容易になった。 
課 題 

「価値の表出」で、生徒の道徳的価値に対する捉えの違い（ギャップ）を全体で共有さ

せるため、効果的に生徒の意見をつないでいくことが重要です。また、「価値の探究」に

おいて適切なフレームを設定していくことが新たな気付きに大きく影響します。 
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手 立 て

◉各指定研究チームが提案する汎用的能力育成の手立て

　本時の主題やねらいがはっきりしていないと，日常生活の問題処理や単なる生活経験の話合
いで授業が終わってしまいます。教師が本時に考えさせたい道徳的価値をはっきりさせ，指導
要領解説を基に本時の主題やねらいを設定することにより，道徳的問題が明確な中心発問を提
示することができます。

道徳〈中越地区〉

主体的に考え，議論する授業で，
自己を見つめ，多面的・多角的に
考える生徒を育成する

　自分の考えを可視化させ，意見交流によって道徳的問題を明らかにし，
中心発問で考えを深めさせるというステップで，主題やねらいの設定が
不十分な単なる生活経験の話合いや読み物の登場人物の心情の読み取り
のみに偏った道徳授業からの脱却を目指します。

　自分の考えを明確化した上で行
う意見交流により，道徳的問題を
明らかにし，中心発問を設定する。
 ステップ１ 
　自分の考えを可視化できる指標
や表などを用いて意見交流させる。
 ステップ２ 
　ステップ１で生徒が感じた道徳
的問題を明らかにし，中心発問に
よって考えを深めさせる。
 ステップ３ 
　道徳的諸価値の理解を自覚させ
るために，振り返りを工夫する。

長岡市三島郡中教研　道徳部
研究推進責任者（左）　長岡市立北中学校　　　　　大橋　立明
会 場 校 担 当（右）　出雲崎町立出雲崎中学校　　渡辺　嘉章

手立て設定の理由
　他教科に比べて軽んじられる傾向や，読み物の
登場人物の心情理解のみに偏った形式的な指導な
ど，道徳の時間には多くの課題が指摘されてきま
した。
　右のような手立てをとることにより，次の３つ
の利点があります。
手立てのメリット
①�　生徒の多様な考えが明確になることで意見交
流が活発になります。
②�　生徒自身が問題だと感じていることを中心発
問につなげるため，自分ごととしての捉えが容
易になります。
③�　自分の考えを深めた結果が明確になり，道徳
的諸価値の理解が深まります。

ここは気をつけよう！
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振り返りを工夫して，
道徳的諸価値の理解を自覚する

道徳的問題を明らかにする

中心発問によって考えを深める意見交流で多様な考えと交流する

黒板に自分の立場を明示する

ステップ １ ステップ ２ ステップ ３

　自分の考えや現在の立ち位
置を可視化できる指標や表・
選択肢などを用いて意見交流
させます。
　これにより，意見交流が活
発になり，他の生徒の多様な
考えと交流することができま
す。

　生徒の考えの中から理解さ
せたい道徳的価値を見つけ
ることにより，どこに問題が
あるのか，何が問題なのかを
はっきりさせます。
　その後，道徳的問題が明確
な中心発問によって考えさせ
ることで，ねらいに迫る主体
的な思考につなげます。

　授業の終末の振り返りで
は，「最初は」「授業を受けて」
「これからは」の三つのキー
ワードを指定して感想を書か
せ，道徳的価値の理解を自覚
させます。
　また，これからの生活に生
かしたいことを書かせること
により，道徳的実践意欲や態
度の向上を見とることができ
ます。

指定研究会情報

中越地区（長岡市三島郡中教研）�道徳教育研究発表会
　◇研究主題：自己を見つめ，多面的・多角的に考える生徒の育成
　　　　　　　〜主体的に考え，議論する授業を目指して〜

　自分の考えを明確にした上で意見交流させ，道徳的問題を明らかにし，中心発問によって考えを深め，
振り返りを工夫して道徳的価値の理解を自覚させる授業を公開します。

　◇月　日：11月10日（金）　　◇会場校：出雲崎町立出雲崎中学校
　◇公　開：２学級　１年　３−（３）　「長岡の殿様と良寛さま」　授業者　山本　裕美
　　　　　　　　　　２年　４−（７）　「クラスのまとまり」　　　授業者　内山　貴啓
　◇指導者：上越教育大学教職大学院　教授　早川　裕隆
　　　　　　長岡市立富曽亀小学校　　校長　廣田　芳宏
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【１年生】 

 

【２年生】 

 

 

 

 

 

 

自分の考え（現在の立ち位置）を明示し，意見交流で多様な考えと交流する 

○○○○○○○○○○ 
授業の導入や展開場面の最初に，ねらいとする内容

項目について今の自分の立場や考えを，スケールにネ

ームプレートを貼らせることで明らかにしました。ま

た，可視化することで，教師にとっても生徒にとって

も，個々の生徒の問題意識の違いを捉えやすくしまし

た。１，２年生ともに，意見交流を学級全体で行い，

教師は構造的な板書に努めました。 

この「手立て」を使った授業は，こんな感じで進めました 

『長岡の殿様と良寛さま』の授業では，「良寛さまが

長岡の校長先生になっていたら幸せではなかった」と

考えた理由を，教師の切り返し発問により，地元の人

との関係にクローズアップし，充実した生き方につい

て考えるべき方向性を明らかにしました。 

中心発問を考えるにあたって，授業者が明確な指導観をもつことを大切にしまし

た。指導案をつくる前提条件として，次の４つの内容を吟味し、授業構想シートを事

前に作成しました。 

ステップ１ 

道徳・中越地区 

ステップ２ 

○○○○ 生徒が感じた道徳的問題を明らかにする 

○○○○○○○○○○ 

その問題を教師が中心発問につなげ，生徒が自分ごととして考えを深める 

『クラスのまとまり』の授業では，席替えのやり直し

を言い出すべきだということは分かってはいるが，それ

がなかなかできない主人公の葛藤を明らかにしました。

さらに，「葛藤している主人公をどう思うか」と客観的

に捉えさせることで，学級全体で考えるべき道徳的問題

を浮き彫りにしました。 

ステップ２ 

○○○○ 
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〈道徳の授業構想シートの内容〉 

①学習指導要領に書いてある道徳的価値（内容項 

目）の中身を理解する。 

②教師が気づかせたいこと，学ばせたいことを 

明らかにする。 

③教材のどの部分に注目させるかを明らかにする。 

④ねらいの設定に沿って中心発問を決める。 

 『クラスのまとまり』の授業では，主人公の葛藤

を捉えたうえで，まとまりのあるクラスにしていく

ためには利己心や狭い仲間意識を克服することが

大切であることに気づかせる中心発問を設定しま

した。 

成 果 

スケールの活用による可視化は，授業始めにおける自分の立ち位置が明確になり，考え

を深めるきっかけとなりました。また、ステップ１～３の手立てを用いた授業を繰り返し

行うことにより，生徒は見通しと安心感をもって道徳の授業に取り組むことができるよう

になり，道徳的価値の理解を深めています。 

 

課 題 

自分の考えを可視化させることで，多様な考えと交流させることは可能ですが，ねらい

とする内容項目と生徒の問題意識をリンクさせることはまだまだ難しいと感じました。研

究と実践の積み重ねがさらに必要です。振り返りの際の書き出しは，学年が上がるにつれ

て，制限をなくし，生徒の主体性を重視してもよいかと思われます。 

ステップ３ 

○○○○ 道徳的諸価値の理解が深まるように，振り返りを工夫する

○○○○○○○○ 
自分の考えを深めた過程が生徒自身に明確になる

ように，また、一面的な見方から多面的・多角的な

見方へと発展させたかどうかを教師が見取るため

に，「最初は」「授業を通して」「これから自分は」の

３つの書き出しを使うように心がけさせました。 

内容項目 

○○○○ 

主題・ねらい 

○○○○ 

中心場面 

○○○○ 

中心発問 

○○○○ 
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手 立 て

◉各指定研究チームが提案する汎用的能力育成の手立て

　全員が参加できるように小グループ内で“４段階スケール”を用いて交流させる場合は，個の思
考場面の際に，ワークシートや付箋などに判断した共感度の理由を書かせ，一人一人がどのよ
うな思考をしているかを教師が的確に把握します。それを基に意図的に指名することで，多様
な考えを引き出しながら，効果的な話し合いを進めていく必要があります。

道徳〈新潟地区〉

“４段階スケール”での議論による，
道徳的価値の自覚の深まり！！

　登場人物の内面の弱さや迷いに対する共感度や，行為に対する支持度
を４段階スケール（生徒の本音を引き出すスケール）で表し，その理由
について交流すると，道徳的価値の自覚が深まります。

　”４段階スケール”を用いて判
断理由を交流します。
 ステップ１ 
　共感度を４段階で可視化します。
 ステップ２ 
　４段階の判断理由を踏まえて，
行為の是非を問います。
 ステップ３ 
　意見交流から，よりよい行為を
考えていきます。

新潟市中教研　道徳部
研究推進責任者（左）　新潟市立白根北中学校　　嵐田　浩二
会 場 校 担 当（右）　新潟市立木崎中学校　　　佐藤　竜二

手立て設定の理由
　多くの生徒は，本時で取り上げる道徳的価値に
ついてはある程度分かっています。しかし，その
自覚は実践に結びついているとは限りません。な
ぜなら，自分の弱さや迷いに十分に向き合ってい
ないからです。登場人物の心情や行為について“４
段階スケール”を用いて交流すると，次の３つの効
果が期待できます。
手立てのメリット
①�　選択した理由に生活経験が語られ自我関与で
きる。
②�　自分の弱さや迷いに向き合うことで道徳的価
値の自覚が深まる。
③�　深い道徳的価値の自覚に基づいた道徳的判断
を促すことができる。

ここは気をつけよう！
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ホワイトボードを活用しての交流

個々に判断理由を記述

小グループで交流

ステップ １ ステップ ２ ステップ ３

　“４段階スケール”における
共感度や支持度は３〜０の
４段階で示します。そして，
自分の位置にネームプレー
ト等を貼らせ，全体に可視化
します。生徒は，自分と仲間
との共感度のズレに関心を
もち，その理由を聞きたくな
ります。

　肯定的理由と否定的理由を
分けて書き出せるようにしま
す。この際，色別の付箋紙等
を使ったり，ホワイトボート
に分けて記入したりします。
　自分の生活経験に基づいた
理由を大切にし，自分事とし
て考えられるようにします。

　“４段階スケール”による判
断理由を交流する活動で，ね
らいとする道徳的価値に反す
る人間の弱さや迷い，行為に
対する是非を問い，資料の状
況を自分事として向き合わせ
ます。
　４段階スケールに対する交
流で，道徳的価値の自覚を深
めながら，道徳的判断力を高
めることができます。

指定研究会情報
新潟地区（新潟市中教研）�新潟市教育研究発表会
　◇研究主題：豊かなかかわりを通して，よりよく生きようとする生徒の育成
　　　　　　　〜自己肯定感を高める学び合いのある授業の工夫〜

　“４段階スケール”の手立ては，全授業で取り入れる予定です。人間の弱さや迷いに自分事として十
分に向き合わせた上で，解決の糸口やよりよい行為について交流・検討することで，道徳的価値の自
覚を深めながら，それに基づいて道徳的判断ができるようになる授業を公開します。

　◇月　日：11月16日（木）　　◇会場校：新潟市立木崎中学校
　◇公　開：３学級　１年　授業者　立川　佳代
　　　　　　　　　　２年　授業者　小林　正文
　　　　　　　　　　３年　授業者　小林　由香
　◇指導者：新潟市立矢代田小学校　校長　藤井　正人
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導入時 学習課題の設定 

 

４段階スケールの活用 

この「手立て」を使った授業は，こんな感じで進めました 

関連する教育活動や日常生活を想起させ

ることで，本時で取り上げる道徳的価値の

焦点化（方向付け）を図ることができます。

生徒は，本時に扱う道徳的価値は，すでに

ある程度分かっていることとしてとらえ，

それらを深められるように学習課題を設定

しました。 

ここでは，「できたこと」「よかった場面」

を想起させ，反省道徳にならないように留

意することで，自己肯定感を高まりが期待

できます。 

 ４段階スケールは，生徒が自分を見つめ，

多かれ少なかれ自分にもそのような悩みや

弱さがあることを自覚し，学級全体で共有

することが目的です。自覚する中で，似た

ような経験を想起し，自分事としてとらえ

ることができました。つまり，自我関与が

促すことができました。 

「３」や「２」の子どもが理由を言うこ

とによって，特に「０」の生徒が「自分に

もある」ことに気付くことができました。 

「３」と「２」または「１」と「０」の

違いを語らせることも新たな気付きが生ま

れました。 

「１」「０」の生徒の理由の中で，その後

の中心発問に対する解決の糸口になる内容

がありました。 

■本時■ 

道徳・新潟地区 

「あなたは，このときの主人公の気持ちがど

れくらい分かりますか。」 
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主発問と意見交流・まとめ 

共有（まとめ）と振り返り 
授業終末時，生徒から発表されたものを

もとに確認した道徳的価値を，授業者が「学

習のまとめ」としました。そして，それら

を共有して，まとめ（道徳的価値）を踏ま

えて，個人で「振り返り」を行いました。

この「振り返り」の蓄積が道徳性の変容の

見取りにつながります。 

 主発問では，「主人公のとった行為に賛成

できるかどうか」と問うとともに，「状況に

応じた最もふさわしいと考えられる行為」

を問いました。生徒たちは４段階スケール

での意見交流をもとに，「この場合はどんな

行為がふさわしいのか」を意見交換し，納

得解を導くことができました。 

 また，意見交流し導いた結論をホワイト

ボードにまとめることで，ねらいに迫る学

習のまとめになっていました。 

成 果 

 ○ お互いの考えがわかるだけでなく，各個人の考え方の変化を見取ったり共有したり

できた。 

 ○ 互いの思考をホワイトボードに記述させたりして可視化させることで，互いの共通

点や相違点が分かって，話し合いに深まりをもたせることができた。 

 ○ 生徒が主体的に参加できる仕組みをとることができた。 

課 題 

 ● 多様な考えを出し合い，ホワイトボードを使って班ごとに意見をまとめていく活動

は，多様な考えが埋もれてしまい，一面的な考えしか共有できなくなり，揺さぶりや

葛藤できる場面がなくなってしまった。 
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手 立 て

◉各指定研究チームが提案する汎用的能力育成の手立て

　「よりよい生き方とは」という観点で，整理するときに，なぜその行動がよりよいと言えるのか，
自分たちが何を大切にして整理したのか，という理由を出合うことが大切です。話合いの結果，
まとまらないことも考えられますが，意見交換をすることを重要視しています。理由を出させ
るためにも，発問は，具体的にどう行動するかを問うようにします。

道徳〈下越地区〉

道徳は，よりよい
自分の生き方を
考える時間だ！！

　道徳の授業を，「よりよく生きるとは」を観点として，自分のとる行
動を考えさせることで，自分の生き方を考える時間にします。

　よりよい行動を考えること
で，自分の生き方につなげる
 ステップ１ 
　中心発問として，自分ならどう
行動するかを具体的に問う。
 ステップ２ 
　出た意見を「よりよい生き方と
は」という観点で整理する。
 ステップ３ 
　みらいのたねカードで考えを蓄
積する。

阿賀野市胎内市北蒲原郡中教研　道徳部
研究推進責任者（左）　胎内市立黒川中学校　　小林　典子
会 場 校 担 当（右）　聖籠町立聖籠中学校　　本田　奈美子

手立て設定の理由
　資料の中の出来事を，他人事と捉える生徒は少
なくありません。自分ならどう行動するかと問う
ことで，自分の生き方を考えさせます。考えさせ
る手立ては，「よりよい生き方とは」という観点で，
出された意見を付箋で整理すること。自分たちは
何を大切にして課題に向き合っているかを意識さ
せることで，考えを整理します。
手立てのメリット
①�　自分のとる行動を考えさせることで，生き方
につながります。
②�　話合いの観点を示し，出された意見を整理，
収束させます。
③�　今までの授業での考えを振り返り，生かすこ
とができます。

ここは気をつけよう！
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「だって」と「でもさ」は予め印刷
しておきます

ステップ １ ステップ ２ ステップ ３
　発問は，「思いやりとは何
だろう。」や「なぜ思いやり
のある行動はなぜ大切なの
か。」という問い方ではなく，
「こんなとき，あなただった
ら，どんな行動をとったらよ
いだろう。」のように行動を
問います。
　各自の考えを付箋に書き，
「だって」の後にそう考えた
理由，「でもさ」の後にその
行動の問題点や反論を書き込
み，個の考えを深めてから，
話合いを行います。

（付箋例）
　これから差別をしないため
に，あなたはどう行動しますか。

　出された意見を「よりよい
生き方とは」という観点で整
理します。上に置いた付箋ほ
ど生徒が「よりよい」と判断
したものになります。大きな
紙の余白にはそう考えた理由
など，自由に考えを書き込み
ます。

　重点項目として設定してい
る「生命の尊重」と「思いやり」
のついての授業の振り返りで
書いた文章を，「みらいのた
ねカード」に転記，または直
接書き込んでいきます。一授
業，一ワークシートになりが
ちな道徳の振り返りを継続し
て行うことで，自分の考えの
変容に気づいたり，次の授業
に生かしたりします。

指定研究会情報

下越地区（阿賀野市胎内市北蒲原郡中教研）�道徳教育研究発表会
　◇研究主題：議論することにより，広い視野から生き方について考えを深める
　　　　　　　生徒の育成

　よりよい生き方，選択を考えるファシリテーションを取り入れ，仲間と意見交換しながら，「いのち」
と「思いやり」に関わって，自分の生き方を考える授業を予定しています。

　◇月　日：11月15日（水）　　◇会場校：聖籠町立聖籠中学校
　◇公　開：２学級　２年　「言葉の向こうに」２−（５）（B９） 授業者　竹内　文比古
　　　　　　　　　　３年　「寿命と永遠の命」３−（１）（D19） 授業者　丸山　　翔
　◇指導者：下越教育事務所　　学校支援第２課　指導主事　若林　靖人
　　　　　　聖籠町教育委員会　子ども教育課　参事　　　新保　英博
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「だって」「でもさ」の付箋に個の考えを書く 

前時の授業では、資料を読み取った後、「あ

なたが主人公の立場なら、どのような書き込

みをするか。」を考えさせたり（２年）、「主

人公とおじいちゃんでは、どちらが命を大切

にしているだろうか。」を選択させたり（３

年）して、個の考えを付箋に書きました。 

この付箋に表れた生徒の考えを、本時の授

業に生かしました。 

付箋を「よりよい」順に整理する 

 

最後に個で今後の自分の生き方について考える 

この「手立て」を使った授業は，こんな感じで進めました 

「考えの違う人とうまく付き合っていく

ためによりよいもの」を観点として付箋を

整理し、なぜその書き込みが「よりよい」

のかという理由を書き込み、全体に発表し

ました。 

 

考えの違う人とうまく付き合うには、「相

手の言うことを認める」、「自分が謝る」な

どが必要だという考えが出されました。 

しかし、付箋の「でもさ」の部分には「納

得がいかない」「いらいらする」などの考え

があり、なぜ納得がいかないのかという発

問につなげました。 

授業の最後に、個に戻って、今後の生き

方を振り返り用紙に記入しました。今まで

の自分の経験を振り返り、今後に生かして

いきたいことを自分の言葉で表していまし

た。 

 

■前時■ 

■本時（２年）■ 

道徳・下越地区 

「でもさ」の部分に注目させる 
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付箋を使った FTでそれぞれの立場を明確にする 

「だって」と「でもさ」に注目し、考えを整理する 

 

最後に個で今後の自分の生き方について考える 

教師が、付箋の「だって」「でもさ」の後

に続いた言葉を生かして、生徒の思考を整

理し、「おじいちゃんの考える『命を大切に

する』とは何だろう」と再発問しました。

ここで、限りある命を大切にすることの意

味を FT 用紙に書き加えました。 

 

付箋を使って自分の立場や考えを示した

上で、主人公とおじいちゃんそれぞれの命

を大切にしている理由を書き出しました。     

この FT によって、どちらも命を大切に

していることやその思いに気付きました。 

 

「この授業で学んだことから、あなたは

今後、どうしていきたいか」という投げか

けをし、個で振り返りを行いました。 

ここで自我関与を促し、命を大切にする

ことや限りある命をどう生きていくかとい

うことについて考えを書きました。 

 

成 果 

付箋に「だって」と「でもさ」という言葉を使うことによって、自分の考えの根拠を明

確にするとともに、そのとおり行動することの難しさや生徒の本音などを引き出すことが

できた。そこに書かれたことを教師が意図的に取り上げることで、さらに深まりのある発

問につなげることができた。 

○ 

 

課 題 

道徳の重点内容項目については、みらいのたねカードに振り返りの蓄積を行ってきた

が、本時の授業では生かし切れなかった。考えをそのまま蓄積できるようカードの記述量

を増やし、年間指導計画のつながりを見直すことで、効果的に活用できるようにしていき

たい。 

■本時（３年）■ 
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◉“学び合う授業”づくりの２つのポイント

総合的な学習の時間
実社会や実生活の中から
解決すべき課題を
設定する！

　「三人寄れば文殊の知恵」を授業の中でいかに実感させられるかが
カギです。生徒が“学び合う授業”のよさや必要性に気付けば授業で
の学びは深化します。
　実社会では，あらゆる取組や研究が組織的に行われ，他者と協働的
に関わることが求められています。探究的な学習を成立させる課題の
ポイントを紹介します。

総合的な学習の時間部　全県部長
新潟市立岩室中学校　　大橋　英喜

ポイント１ 生徒が学習の主体となるよう学習過程を工夫する
　「体験で終わっている。自分の意見や考えが
ない。」を克服するためには，学習課題が生徒
一人一人にとって探究したいものになっている
必要があります。
　自分たちの住んでいる地域に目を向け，問い
を見付けさせるのも一つの方法です。
　情報収集においても，協働的に取り組むこと
が大切です。

　整理・分析の際には，まず個でじっくりと考え
させた後，協働的な学習となるよう工夫します。
　まとめ・表現の活動では，伝えたい内容がき
ちんと相手に伝わるようになっているか吟味
が必要です。第三者に意見を求めることも有
効です。
　最終的な学習の成果は地域に還元され，また
新たな問いを見付けることになります。
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ポイント２ 意見交流で考えを練り上げ深化させるためにFTを活用
する

　総合的な学習の時間は，自己の生き方を考え
る資質・能力の育成を目指しています。そのた
めには意見交流を通して，自分の考えを練り上
げ，深化させることが有効です。
　考えを見える化し，思考を深化させるツール
には様々なものがあります。FTは現在，多く
の学校で取り入れられ，成果を上げています。
繰り返し行い，慣れることでより一層の効果が

期待できます。
　例えば，KPTのフレームワークを取り入れる
ことで，振り返り活動を充実させることが可能
になります。
　取組の問題点を指摘するだけでなく，ねらい
や目標を達成したのかの視点を保ちながら振り
返ることができます。

総合的な学習の時間�重点方針

　学習過程と評価を中核に，主体的・対話的で深い学びが実現できるような学習指導を推進する。
○�　学習過程において，「課題設定」を工夫し，「協働的な学習」と「言語活動」を適切に位置付
けることを通して，探究的な学習の充実を図る。
○�　「育てようとする資質や能力及び態度」の視点に配慮した評価の観点を定め，それに基づいて
生徒の具体的な学習状況を想定した評価規準を設定し，学習評価の充実を図る。

総合的な学習の時間�学び合い10

① 指導計画の工夫 小学校での取組を踏まえるとともに，横断的・総合的な学習や探究的な学
習を通して，目指す資質や能力，態度が身に付くように計画している。

② 課題設定 日常生活や実社会に目を向けて，生徒自らが，「ひと･もの･こと」と自分との
関わりの中から課題を設定している。

③ 個の学びの設定 学習活動において，自分の考えや意見をもつことができるよう，個の学び
を確かに設定している。

④ 体験的な活動の工夫 体験活動を探究的な学習の過程に位置付け，他者と協働して活動できるよ
う工夫している。

⑤ 交流の場の設定 学習対象をより多面的･多角的に捉えたり，自分の考えや意見を深めたり
広げたりする交流の場を設定している。

⑥ 学習環境の整備 図書館やPC室などで資料やICTを活用したり，校外でのフィールドワー
クを展開したりするなど，学習環境を整備している。

⑦ 地域・家庭との連携 生徒が，日常生活や実社会との関わりの中で学習活動を展開できるよう，
地域や家庭と連携を図っている。

⑧ 話合いや発表のルールや方法 話合いや発表の目的を明確にし，ルールや方法を具体的に提示している。

⑨ 追究や表現の仕方の工夫 情報の集め方や調べ方，整理や分析の仕方，まとめ方など，目的や相手に
応じた追究や表現の仕方の具体例を示したり，経験させたりしている。

⑩ 振り返りの場の設定
自らの考えや意見の変容を述べたり，新たに見いだした課題が今後の自分
の生き方とどのように関わるのかを述べたりする振り返りの場を設定し
ている。
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手 立 て

◉各指定研究チームが提案する汎用的能力育成の手立て

　KPTによる話合いでは，オープン・クエスチョンを用いて生徒自身が多面的，多角的な視点
を得て計画を練り直すことがポイントです。それにより広がった見方・考え方から明確な根拠
を得ることに迫ります。

総合的な学習の時間〈上越地区〉

地域の人と共に
貢献活動をFTで
練り上げる！

　地域の人・異学年とのFT（ファシリテーション）によって，より多面的，多
角的な視点で地域貢献活動の構想を協働的に練り上げることができます。

　地域のニーズや声をもとに，
自らの貢献活動をFTで練り上
げる。
 ステップ１ 
　地域へ貢献できる行動を考える。
 ステップ２ 
　KPTを用いて計画を見直す。
 ステップ３ 
　地域の人と話し合った内容をも
とに計画を練り直す。

柏崎市刈羽郡学校教育研究会　生活科・「総合」研究部
研究推進責任者（左）　柏崎市立南中学校　　　小松　久子
会 場 校 担 当（右）　柏崎市立北条中学校　　星野　　健

手立て設定の理由
　「ふるさと北条のために何ができるか」という観
点から地域貢献を大きなテーマに据えて学習を行
います。地域の人を招き，必要とすることをFTで
引き出し，アドバイスをいただくことで計画をよ
り良いものへと練り上げることができます。
　予想理由を“理由付けチャート”で表すと，文
章で書くときと比較して，次の３つの利点があり
ます。
手立てのメリット
①�　学習活動自体が，地域への発信力をもちます。
②�　地域の人と連携・協働した，地域で必要とさ
れる貢献活動ができます。
③�　アドバイスをいただくことで一層充実した内
容が期待できます。

ここは気をつけよう！
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ステップ １ ステップ ２ ステップ ３

　市役所の企画政策課の方か
ら地域の課題と具体的な施策
を聞き，地域の課題や問題を
自分事として捉えます。
　「歴史・文化」「人」「自然」
の３つの視点から地域を発
展・継承させるために今の自
分にできることをグループで
計画します。

　北条の自然を紹介したホー
ムページを知らせるためのチ
ラシです。多くの人に発信す
るための工夫も考え計画をし
ています。

　計画した内容をKPTにより
学級で練り直し，計画に基づ
いて活動します。

　活動後はPDCAサイクルを
機能させ，２回目の活動の計
画を立てます。

　２回目の活動計画を地域の
人を招いてプレゼンテーショ
ンを行います。

　その後，地域の人と共に
KPTにより計画を練り直します。

　地域の人からのアドバイス
や具体的な改善内容を学級で
共有し合います。

指定研究会情報

上越地区（柏崎市刈羽郡中教研）�総合的な学習の時間教育研究発表会
　◇研究主題：生まれ育った地域の「歴史，文化」「人」「自然」の発展・継承
　　　　　　　〜ファシリテーションによる練り上げ〜

　自分たちで計画した貢献活動を地域の人と共にKPTを通して練り直すことで，活動を自分事として
捉えることができます。自分たちには無い視点でのアドバイスをいただくことで活動の質を高めてい
く授業を公開します。

　◇月　日：10月27日（金）　　◇会場校：柏崎市立北条中学校
　◇公　開：３年１組　授業者　内山　至，中橋　寿夫，星　靖子
　◇指導者：柏崎市立教育センター　副所長　古川　勝哉

5982



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２回目の活動構想を練る 

１回目の地域貢献活動をアンケート等を

もとに評価し，２回目の活動構想を練りま

した。 

また，地域の方々や２年生に向けたプレ

ゼンテーション資料をパワーポイントで作

りました。 

① グループ毎にプレゼンテーションを行う 

 

この「手立て」を使った授業は，こんな感じで進めました 

 まず，グループごとに１回目の活動の評

価，２回目の活動構想をパワーポイントを

使ってプレゼンテーションしました。 

 プレゼンテーションでは，活動のねらい

やそのための手立てを地域の方々や２年生

に分かりやすく伝えるよう工夫しました。 

その後，地域の方々，２年生，他グルー

プメンバーと共にグループＦＴを行いまし

た。グループＦＴではＫＰＴによる練り上

げを行い，そこで出た意見やアドバイスを

グループのメンバーでまとめました。 

 

■前時まで■ 

 

■本時■ 

 

総合・上越地区 

② グループＦＴを行う 
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③ メンバーを替えて再度①→②を行う 

⑤ 個人で振り返りを行う 

 ワークシートにグループＦＴで学んだこ

と，得たこと，考えが変わったこと等を記

入して振り返りました。 

 また，２回目の地域貢献活動の変更点に

ついてグループで相談してまとめました。 

成 果 

 地域の方々をアドバイザーとして招き，グループＦＴによって地域貢献活動の構想を協

同的に練り上げることができました。また，学習活動自体が地域への発信力をもち，多面

的，多角的な視点で構想を練り上げることができました。 

課 題 

グループＦＴの時間が短すぎたことや，その後のまとめの時間が少なかったため，全体

発表の場でグループの考えをうまく発表できませんでした。（普段２時間続きで行ってい

るものを研究協議会のために 70 分で行ったことが原因として考えられます。） 

地域の方々と２年生から，グループを移

動してもらい，再度プレゼンテーション→

グループＦＴを行いました。グループＦＴ

を２回行うことで，多面的，多角的な視点

からたくさんの意見やアドバイスを得るこ

とができました。 

④ 全体で発表し，共有する 

前方黒板に，グループＦＴで使用したホ

ワイトマグネットシートを貼り，グループ

ＦＴで練り上げた内容や２回目の活動の方

向性を発表し，全体で共有しました。 
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手 立 て

◉各指定研究チームが提案する汎用的能力育成の手立て

　個人テーマを「どの職業にも関連するもの」「体験等をして解決するもの」という条件をふま
えて決定します。それによって，生徒たちはその後，どの学習活動にも積極的に学び合おうと
します。そのためには，生徒が自分との関わりで個人テーマを決定する授業での教師の働きか
けが重要です。どのタイミングで，どのように行うか，あらかじめ考えておきましょう。

総合的な学習の時間〈中越地区〉

多様な学習活動を
展開することにより，
学び合いの深化を
図ります！

　ウェビングやKP（紙芝居プレゼンテーション）法等，可視化を意識
した多様な学習活動を展開することで，交流活動の活性化が図られ，自
己の学びを振り返ることができるようになります。

　多様な学習活動を職場体験学
習の前後に取り入れ，個人テー
マを追究する。
 ステップ１（体験前) 
　事前訪問後，個人テーマ決定。
 ステップ２（体験後） 
　個人テーマから学んだことを整
理・確認。共有。
 ステップ３（体験後） 
　学んだことを自分の生活に結び
付ける。分析。

長岡市中教研　総合学習部
研究推進責任者（左）　長岡市立東北中学校　　渡邊　健実
会 場 校 担 当（右）　長岡市立中之島中学校　梅田　茂明

手立て設定の理由
　職場体験学習は働くことの意味や働く人の夢や
願いを知るよい機会です。単に労働体験に留まら
ず，実社会や実生活との関わりの中から，今，自
分を成長させるために何が必要かを見いだすこと
を目指します。そのために，多様な学習活動を実
践することで，学び合う授業を創造します。
手立てのメリット
①�　個人テーマを設定することで，自分の将来に
対する考え方の事前事後の変化が理解できます。
②�　交流活動の活性化を図ることにより，実践意
欲を高めることができます。

ここは気をつけよう！
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レーダーチャートで
事前事後の振り返り

ウェビング後，
個人フレームワークより整理

KP発表会の様子

同じ職場で２日間実施

個人テーマ決定のウェビング

学年で FT基礎講座

今の自分に
身に付いている力

Aさん

Bさん

Ｃさん

ステップ １ ステップ ２ ステップ ３

　昨年度は学年でFT基礎講
座を行ってから，職種別の少
人数グループでウェビングに
取り組みました。
　今年度は全校体制を整え，
全教科でFTを活用した授業
に取り組んでいます。

　KP法は効率よく発表でき，
聞き手に内容が伝わりやす
い。発表後，ポスターセッショ
ンで，個人テーマと学んだこ
との関連性を確認し，共有し
ます。

　振り返りアンケートは「新
潟っ子プラン」を基に作成し
ました。生徒たちは客観的な
このデータの考察を利用し，
個人レポートをまとめます。

指定研究会情報

中越地区（長岡市・三島郡中教研）�総合的な学習の時間教育研究発表会
　◇研究主題：今の自分を見つめ直し，これからの生活に生かそうとする生徒の育成
　　　　　　　〜個人テーマによる追究をもとに学び合う職場体験学習を通して〜

　生徒は前時で，個人テーマと職場体験学習で学んだことの関連性を確認しています。本時は，この
続きで，学んだことからウェビングを通し，自分の生活と結び付けます。それを個人フレームワーク
により整理し，今後の生活に生かすことを考える授業を予定しています。

　◇月　日：11月22日（水）　　◇会場校：長岡市立中之島中学校
　◇公　開：１学級　２年　授業者　大内　広樹
　◇指導者：中越教育事務所　　指導主事　北島　　豊
　　　　　　長岡市教育委員会　指導主事　下村　恵美
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職場体験学習を通して，個人テーマを設定し，

そのテーマについて考えを深めていくことをね

らいとしました。 

個人テーマは，仕事の内容などについてではな

く，「どの職場に行っても追究できる働くことに

関連したもの」「実際に２日間働いてみたり，複

数の職場の方にインタビューしたりして，テーマ

が追究できる内容」を条件としました。 

進め方は，事前アンケートで低い項目をウェビ

ングの中央に記入し，会社の概要や事前訪問の様

子を思い出しながら，疑問点・解決方法をみんな

で話し合いました。広がった内容を参考にして，

個人テーマを各自，決定することができました。 

ウェビングによる個人テーマの話合い 

紙芝居プレゼンテーション(KP)で発表 

 

この「手立て」を使った授業は，こんな感じで進めました。 

職場体験学習から学んだことを振り返り，自分

の生活に生かすために，何ができるか考えを深め

ます。そのために，紙芝居プレゼンテーションを

利用したポスターセッションで様々な考えを知

る活動を行います。 

ＫＰシートの内容は，「Ⅰ職場体験先・その職

場の仕事内容と自分が体験させてもらったこと」

「Ⅱ私の個人テーマ・体験前の予想と体験後分か

ったこと」「Ⅲ働く人の姿や言葉で心に残ったこ

と」「Ⅳ個人テーマに関連して学んだこと」です。 

1人当たり①発表 3分②質疑・応答 3分③ポス 

ターセッション 3分④片付け 1分で進めます。 

■体験前■事前訪問後，個人テーマを決定する。 

事前訪問後、個人テーマ決定。 

■体験後■個人テーマから学んだことを整理・確認。共有。 

総合・中越地区 

ポスターセッションで学んだことの確認 

ポスターセッションでは、ＫＰシート４枚目の

「個人テーマに関連して学んだこと」についての

み，同意や疑問を示し，自分の考えを伝えること

により，学び合いの場となりました。 

そして，ファシリテーターが中心となり，個人

テーマと学んだことの関連が濃い内容を目指し

て，みんなで考えることができるようになりまし

た。 
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ウェビングによって自分の生活に結び付ける話合い 

１年次は構造化させるためのウェビングにな

りませんでした。そこで，第１階層にキーワード

を指定することにより改善され，自分の生活に生

かそうとする場面や方法を見い出す，学び合いの

場となりました。 

ファシリテーターの生徒が「具体的には？」「つ

なげられそうなところは？」と話し合いの柱を理

解して進めていました。２年次の４月から，全校

体制で，ファシリテーションを活用した授業改善

に取り組んだ成果だと思います。 

 

個人Ｙ字フレームによるまとめ 

個に返して，学びを深めるために，個人 

Ｙ字フレームを取り入れました。「個人テー

マ」「事前アンケートで低い項目」「職場体験

学習で学んだこと」，この３つに関連した

「将来のために自分が挑戦したいこと」を

ウェビングから選択するように説明しま

した。また，複数の挑戦を選択することも，

選択した挑戦の文章を校正することもで

きると指示しました。 

 

成 果 

学んだことを自分の生活に結び付ける方法として，中央から始める通常のウェビングを変え，４

隅から始める形式に変えたところ，うまくつながりました。生徒たちはつながりが多い他の生徒と

共通性があり，重要と考えられるものを挑戦として選択または選択した文章を自分に合ったものに

校正することができました。また，第１階層に指定したキーワードを提示することで，今後の生活

で挑戦することをイメージしやすくなりました。 

事前事後のアンケート結果から，生徒たちの変化が客観的に見取ることができました（２学年全

クラスとも，ほぼすべての項目で上昇）。また，事前アンケートで低い項目を取り上げて，個人テ

ーマを考えることもできました。 

課 題 

今回は主に紙芝居プレゼンテーションによる発表，ウェビングによる構造化によって成果が上 

がりましたが，他の手法でより成果が出せるものがないか検討してみたい。特に，個人テーマ設定

の考え方や決定までの工夫に課題が残っています。 

また，個人で考えるより，みんなでウェビングを利用して，自分が挑戦したいことを考えたた 

め，個人のまとめが容易に行えました。今後も，ファシリテーションで共有した内容の有効活用を

検討したいと考えます。 

■体験後(本時)■学んだことを自分の生活に結び付ける。分析。 
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手 立 て

◉各指定研究チームが提案する汎用的能力育成の手立て

　３年間で系統立てた段階的な学習を目指します。各学年で地域と交流する活動を取り入れ，
一般的な知識よりも，地域に根ざした活動を行い，自校化や松浜地域に特化した内容や，幼児，
高齢者など対象者を意識した活動を心がけます。

総合的な学習の時間〈新潟地区〉

３年間で段階的に
地域と関わる
防災学習！！

　地域との関わりを大切にし，系統的，発展的に学習することで，命を
守り災害に対応できる生徒を育成します。

　地域との関わりを大切にした
活動を取り入れ，主体的に学習
する
 ステップ１ （１年）
　防災マップ作りを通して，地域
と関わり，松浜地区の特性を知る。
 ステップ２（２年） 
　避難所運営ゲーム（HUG）を通じ
て，自校での避難所運営を考える。
 ステップ３ （３年）
　地域の一員として防災を考え，
学んできたことを地域と共有する。

新潟市中教研　総合学習部
研究推進責任者（左）　新潟市立山の下中学校　　関根　立志
会 場 校 担 当（右）　新潟市立松浜中学校　　　岩本　　潤

手立て設定の理由
　防災について学習しても知識の蓄積に終わり，
実際に役立たなかったり，通り一遍の確認で終わっ
てしまったりする場合があります。
　地域防災の課題を，地域の人の意見を聞くなど，
実体験を取り入れ，自分にできることを考え，成
果を地域と共有することで次のような利点が生ま
れます。
手立てのメリット
①�　３年間で系統的に学習できます。
②�　地域と関わる事で地元に特化した学習を進め
られます。
③�　地域に貢献できることを学び，自己肯定感，
有用感をもてるようになります。

ここは気をつけよう！
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ステップ １ ステップ ２ ステップ ３

　実体験から地域の特性を
知り，防災上の問題点を探
します。
　自分の意見をもって話合い
を行い，地域の課題は何かを
発見します。

１年「知る活動」

　避難所運営ゲーム（HUG）
を通じて避難所での対応を学
びます。
　自分たちの学校が避難所に
なった時に何ができるかを考
えます。

２年「考える活動」

　防災・減災について学んで
きたことをまとめます。
　地域に住む様々な人々に向
けて効果的に伝える方法を考
えます。

３年「共有する活動」

指定研究会情報

新潟地区（新潟市中教研）�総合的な学習の時間教育研究発表会
　◇研究主題：生きる力の育成を目指し，問題解決や探究活動に，主体的，創造的，
　　　　　　　協同的に取り組ませる活動の工夫�〜地域と関わる防災学習〜

　３年間を見通した防災学習　１年生　防災を知る　２年生　地域の防災について考える
　　　　　　　　　　　　　　３年生　防災・減災でできることを実践し，共有する

　◇月　日：11月８日（水）　　◇会場校：新潟市立松浜中学校
　◇公　開：全学級　１年３学級　２年４学級　３年４学級
　◇指導者：新潟青陵大学　　　　　　　　教授　　　岩﨑　保之
　　　　　　新潟市立総合教育センター　　指導主事　山本　政義
　　　　　　新潟市教育委員会学校支援課　指導主事　脇野　哲郎
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地域調査をして防災マップを作成する 

学年全体を 14 の自治体に分け，自分た

ちの地域を調査しました。 

危険箇所・避難所・避難経路を地図に書

き込み，写真を貼って防災マップを作成し

ます。 

避難所運営ゲームで問題点を把握する 

 

避難所の自校化を話し合う 

この「手立て」を使った授業は，こんな感じで進めました 

防災マップの発表を通じて「地震が起き

たとき，どのような行動をとれば良いか。」

「地域にできることはないか。」について話

し合い，さらに「普段から地域とどう関わ

れば良いか。」をテーマに話し合いが行われ

ました。 

避難所運営ゲーム（HUG）を体験し，避

難所運営の問題点を洗い出します。 

次に松浜中学校の校舎を使って HUG を

行います。自校化を進めることで，自分た

ちの問題としてとらえ具体的な課題を発見

します。 

課題解決のための話し合いを小グループ

で行い，学級としての意見をまとめます。 

学年全体で各学級の発表を聞き，班で疑

問点を出し合った後，個人の意見をまとめ

ます。地域の方からも意見をいただきまし

た。 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○ 

■ステップ１■ 1 年 

■ステップ２■ ２年 

総合的な学習の時間・新潟地区 

地域との関わり方を話し合う 
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快適な避難所生活を考える 

発信・共有の方法を工夫する 

「避難所生活をより快適に過ごしてもら

うには。」についてブレーンストーミング法

でアイディアを出し合います。 

班ごとにテーマを決め，企画実践のため

の発表資料を作成します。提案理由・実践

内容・メリット・デメリットについて触れ

るようにテンプレートを統一します。 

パワーポイントを用いて企画発表会を行

い，KJ 法により，良い点・改善点を出し合

います。 

意見交換を行い，より良い企画にするた

めの話し合いを行いました。地域の方から

も参加していただきました。 

成 果 

３年間を通した系統的、発展的な防災学習プログラムを立てることができた。 

県の防災プログラムを自校化することで，より実践的な取組が行えた。地域の方から

話し合いに参加していただくことで，学校から地域にも提案することができた。 

「自分には良いところがある」と感じている生徒の割合が，現３年生の場合，１年時

の 78.4％から 87.9％に増加しており，自己肯定感が育ってきている。 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

 
課 題 

地域との関わりを深める手段として，自治会長や地域施設の職員を招き生徒の話し合

いに参加してもらったり，講話をいただいたりしてきた。地域に中学生の取組を示すな

ど一定の成果を上げることができたが，学校，生徒からの地域との関わりは現在まだ生

徒会など限られた生徒による限定的なものになっている。今後一般生徒たちが地域に関

わっていく機会をプログラムの中に組み入れていきたい。 

 

■ステップ３■ ３年 
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手 立 て

◉各指定研究チームが提案する汎用的能力育成の手立て

　評価や意見交換をするとき，個人の中で完成した発表であると，他からの意見を聞き入れに
くくなります。そこで，完成形に近付けた状態の仮レポートの発表をさせます。
　また，評価の観点が多すぎると，評価に時間がかかり，意見交換の時間が確保できなくなり
ます。感じたままに意見交換できるように，評価と意見交換の調整が必要です。

総合的な学習の時間〈下越地区〉

学習の成果を評価，助言
し合い，自他の考えを
広げ，深める！！

　地域を柱とした学習で，自己や地域を考える機会をつくります。
　学習のまとめ，発表の場面で意見交換をすることで，考えを広げたり
深めたりすることができ，汎用的能力も向上していきます。

　他と関わり合いながらレポー
トや発表の改善，向上を図る。
 ステップ１ 
　まとめの仮レポート発表をする。
 ステップ２ 
　視点を明確にして評価を行い，
レポートや発表へのアドバイスを
交換する。
 ステップ３ 
　アドバイスを基に，レポートや
発表内容等の改善・向上を図る。

二市・北蒲中教研　総合学習部
研究推進責任者（左）　胎内市立乙中学校　　　　内山　秀実
会 場 校 担 当（右）　阿賀野市立水原中学校　　菅　　聡男

手立て設定の理由
　学習のまとめを発表する際，発表に対する質問，
感想のみを述べて終わることが多いです。ここに
相互評価とアドバイスなどの意見交換を加えると，
互いのレポート・発表や考察内容について，より
深く考えるようになります。考え方，技能等の深
まり，広がり，向上が期待できます。
手立てのメリット
①�　仮レポート発表と意見交換で，完成形の見通
しをもちやすくなります。
②�　視点を明確にすることで，評価やアドバイス
をしやすくなります。
③�　意見交換により，レポートや発表の技能等の
向上，考えの深化が図れます。

ここは気をつけよう！
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ステップ １ ステップ ２ ステップ ３

見本で完成形をイメージする。

学習の成果をまとめて
「仮レポート」を作成する。

「仮レポート」を発表し合う。

　個人やグループでの学習の
まとめを「仮レポート」とし
て発表します。こんな工夫を
する等の構想も伝えます。

発表を見て，聞いて，評価を
する。評価の視点は次の２点。
①　レポートの内容・構成
②　発表の工夫・態度

受けた評価，アドバイスを
まとめる。

評価，アドバイスから考えた
改善点をまとめ，共有する。

　評価やアドバイスなどを交
換することで，レポート内容
や伝え方などをどのように
工夫・改善すればよいかを考
えるヒントを得ることがで
きます。

交換したアドバイスを基に，
レポート内容の改善を図る。

発表原稿や発表のしかたなど
を工夫し，完成させる。

発表会で，成果を生かした
発表ができる。

　他からのアドバイスを生か
し，改善点を考えることや，
伝える練習を繰り返し行うこ
とで，考えを伝える技能を高
めることができます。総合的
に汎用的能力が向上していき
ます。

指定研究会情報

下越地区（二市北蒲中教研）�総合的な学習の時間教育研究発表会
　◇研究主題：�郷土の環境や人との交流を通して，主体的に探究し，自らの考えを広げ

深める授業の工夫
　身近な地域（郷土）を柱とした系統的な学習を行う中で，他との関わりの中から地域や自分自身の
未来を考えていく。その学習の中で，発表場面での意見交換を意図的に行うことにより，伝え方や考
え方のよさや改善点に気付き，自分の考えは広がり，深まります。

　◇月　日：11月21日（火）　　◇会場校：阿賀野市立水原中学校
　◇公　開：５学級　３年　「卒業研究発表会」　
　　　　　　授業者　堀田　和恵，荒井　仁，清水　拓也，渡邊　朋子，石井　智子
　◇指導者：県立教育センター　指導主事　阿部　一晴
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仮発表で提案内容の修正 

「阿賀野市の将来」をメインテー 

マに個々の生徒が卒業研究を行いま 

した。データ分析や状況把握などを 

基に課題を見つけ，阿賀野市をより 

よい町にする企画・提案を考えまし 

た。レポートにまとめ，未完成の状 

態で学級の小グループでプレゼンを 

しました。 

 仮発表を行い，その提案について 

の評価と意見交換を行いました。受 

けた意見などを基に，提案の修正を 

行ってレポートとプレゼンを完成さ 

せました。 

本レポートを基にした提案のプレゼン 

 

この「手立て」を使った授業は，こんな感じで進めました 

完成したレポートを基に，学級を解体し 

た小グループで提案のプレゼンを行いまし 

た。交通の便をよくする，新商品を開発す

る，イベントを開催する，職場を増やす， 

子育て支援を充実する，環境を美化する， 

ＰＲ動画を作成する，水田を活用する，公 

園等の整美を行う，道の駅をつくるなど， 

様々な提案が出されました。 

プレゼンの仕方は，ほとんどの生徒が複 

数枚のフリップを使ったものでした。レポ 

ートの要点をまとめ，一人４分以内でプレ 

ゼンをしました。 

■前時まで■ 

■本時■ 

総合・下越地区 
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提案に対する相互評価 

評価を基にした意見交換 

意見交換内容の共有と提案の再修正 

評価カードに記入したことを基に，意見 

交換をしました。グループの代表生徒が進 

行し，全員が意見を述べるようにしまし 

た。単に「いい・悪い」は言わず，具体的 

に「どこが・どのように」や「どこを・ど

のように」を伝えるようにしました。 

一人一人のプレゼンの後，評価カード 

を記入しました。３分の時間を確保しま

した。提案に現実性があるのか，希望を 

もてるものなのか等について評価し，こ

のように改善したらいいという意見を中 

心に考えました。 

最後は意見交換の内容や感想などを複数 

生徒が発表し，共有しました。各教室担当 

の教諭が全体指導を行いました。各自の卒 

業研究を最終修正し，より具体的で現実性 

のある提案にするための参考にしました。 

成 果 

仮発表，そして本発表と，段階を追うごとに生徒の提案内容がより具体的になり，また 

伝える技能も向上しました。評価の観点にそった意見・アドバイスを考えて交換すること

による効果と考えられます。グループ代表生徒の手順どおりの進行も有効でした。 

課 題 

この手立て・流れで学習を進めることで，汎用的能力のうち，コミュニケーション能力 

は高めることができたが，論理的・批判的思考能力と問題発見・解決能力を高めるには， 

その視点をきちんと指導すること，反復練習すること，評価と支援をきちんとすることが 

必要です。また，生徒のファシリテーターを育てていく必要があります。 
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県中教研ホームページ http://www.niigata-inet.or.jp/ken-ckk 
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