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新潟県中学校教育研究会                                           平成 29年 5月 15日 

単 元 構 想 シ ー ト  光の性質  理 科  １年１組  山内  伸二

○授業者の願い（問題の所在と期待する⽣徒の学び） 

理由付けチャートの利⽤ 
 

俯瞰的なチャート⽐較 
新しい論点の創出 

予想理由の検討が有効な題材では，それを“理由付けチャート”と呼ぶフロー

チャートのフレームワークを利用してあらわし検討をしてきた。それぞれの考

えが明確になり，それへの適切な批判も容易になった。しかし，相互のチャー

トの関連を俯瞰的に見て，同異を確認し，新しい論点を議論から浮かび上がら

せることはむずかしく，しくみとしての手立てを講じたい。 

○ねらい 

⾒いだす 
↑   ↑ 

反射屈折，凸レンズの像 

光に関する実験とその検討をとおして，つぎのことができる。 

・光の反射，屈折するときの規則性を見いだすことができる。 

・凸レンズの働きから，像のできること，位置と大きさの関係を見いだすこと

ができる。 

○単元の指導計画 
直進→反射→屈折 

（乱反射） 
 

 

凸レンズの働き■本時 
 

作図 
 

虚像 

第１次 

 光の直進 → 光の反射と乱反射 → 光の屈折 

・光の道筋は見えない。 

・ものは凹凸があり，光が当たると乱反射し，その光が目に入り見える。 

第２次 

 凸レンズの働き ■本時■ 

 → 凸レンズがつくる像の作図 → 凸レンズを半分隠す 

第３次 

 凸レンズの虚像，水やガラス（屈折）による虚像，鏡（反射）による虚像   

■本時■ ○ねらい 

実像 
 

⾒える 
とは？ 

理由付け 
チャート 

 

論点創出 

［教科］次を見いだすことができる。

・凸レンズは光源を像としてスクリー

ンに映し出す働きがあること。 

・目に見える物体は，光を出す光源と

同じに考えることができること。 

［能⼒］ 

・予想理由を”理由付けチャート”で表

現し，他者と比較できる。 

・ツリー型に整理したできる。 

○⼿⽴て 
理由付けチートの利⽤ 
↓ 
ツリー型・論点創出 

ア 予想理由を“理由付けチャート”に表す。 

イ 異なる予想のチャートを“ツリー型”に表しなおし，新たな論点を見いだし，

議論を浮かび上がらせる。 

○流れ（主発問・学習課題，指⽰，学習活動） 

前時 
 既習体験確認 
 蛍光灯の場合を追加 
 

 

本時 
 ワールドカフェ 
 同 → 異 
 論点の創出 
 反証実験・振返 

前時 

 ・既体験事項の確認（大きく見える，紙を焦がす，焦点） 

 ・凸レンズを蛍光灯に向けるとどうなる？ → 凸レンズは光源の形を映す働き 

 

 

本時 

 ・同じ予想４人でチャートを共有 → 異なる予想にワールド・カフェ 

 ・全体で討論の体形に → 発表・教師がツリー化 → 何が論点か？ 

 ・予想変更 → 実験で検証・反証 

 ・教師がカメラや目との関連を補足説明 → 振返：はっきりしたことは？

○期待する⽣徒の様相 
乱反射 
⾒える 

とは？ 
同異確認 

［教科］振り返りに記述。 

景色は乱反射して光を出している。凸

レンズその光で像をつくる。 

［能⼒］FT時の観察とWBの記述。 

・同異を基にツリー型にまとめること

ができる。反論を指摘できる。 

 

凸レンズを外の景⾊に向けるとどうなるか？ 
                          ア １点   イ 形にならない  ウ 景⾊の形個 

拡散 

構造化 

個 
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※４ステップ１ポイントはP.80のコラム３をご覧ください。
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4 全員参加型の構想検討会を
してみませんか？

　指定研究は昨年度より，構想検討会を取り入れています。
４ステップ１ポイントではステップ３になります。みんな
がアイデアを出し合い，みんなで学び合う授業を創ってい
く研究です。是非，各校の研究や各郡市中教研の研究で，
取り入れてみてください。
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なぜ単元構想検討会か…

　これまでの授業検討会は，授業者が本時指
導案を作り上げてから行う検討会，あるいは，
授業者が説明をして他の参加者が修正点を指
摘する一方通行の検討会，さらに教科ごとに
行う検討会が多かったように思います。

全員参加型の単元構想検討会は…

　わかりやすく楽しい授業づくりには，他教
科の職員も一緒に，ファシリテーションなど
の手法を用いて検討することが，効果的だと
考えています。
　授業者は，つい自分の得意な方法で授業の
構想や展開を考えてしまうものです。しかも
同じ教科の教員であれば視点や感覚が似てい
ることが多いことも予想されます。他教科の
職員も加わり，様々な方向からアイディアを
出し合って検討することで，どの生徒にもわ
かりやすく興味深い授業をめざします。

新潟市立白新中学校
竹田　真実子

〈特別寄稿〉

全員参加型の
単元構想検討会を
おすすめします

事前に…
開催日時，授業者，教科を広報

 ステップ１ 
　授業者はA４　１枚で
単元（題材）構想図を準備

 ステップ２〈45分間〉 
　授業者の願いや生徒のつまず
き，ねらい，手立て，期待する
生徒の様相などについて，参加
者全員で検討

 ステップ３〈45分間〉 
　検討会後，授業者は指導案を
作成　授業後には再び検討会

進め方

　参加者全員で学級集団の様子やつまずきの予想などを共有し，単元
全体を通して子どもたちにどんな力をつけたいかを考え授業を組み立
てる，白新中学校の取組を紹介します。

◉全員参加型の構想検討会をしてみませんか？



83

たくさんのアイ
ディアがもらえ
るのがうれしい
です。

授業者

参加者

本時だけでなく単元全体を
検討してもらえるので，授
業を組み立てやすいです。

みんなで，創って
いくという雰囲気
が，ほっとします。

この後，改めて指導案検討
会があるわけではないの
で，負担が少ないです。

一緒に検討した授業が，どん
なふうにできあがったのか
授業を参観したくなります。

付せんを使い，グループに分
かれて検討するので，授業参
観だけ，または，事後検討会
だけでも参加できます。

構想検討会も授業後検討会も45分で行
います。分担して検討するのでコンパク
トに検討会をもつことができます。

　授業者は，「願い」「課題」「ね
らい」「手立て」「ふり返り」「期
待する生徒の様相」について
A4の資料を準備します。

　生徒の立場で考え，具体的
なイメージがもてるよう，当
日使うワークシートや教材を
使って説明します。

　課題に対する興味や手立て
の有効さ，生徒に習得させた
い内容などについて自由に話
し合いをします。

　単元構想から，本時の流れ
を考えます。効果的な手立て
やまとめまで，大まかな内容
を参加者全員で整えます。

ステップ １

ステップ ２

ステップ ３

　授業では，参加者は付せん
に，「手立て１」「課題」など
視点１つにコメント１つずつ
良さ（青）と課題（赤）を書
きながら参観します。

　検討会ではまず付せんを，
あてはまる項目にグルーピン
グします。

　グループに分かれて，項目
ごとに検討します。

　グループごとに話し合ったこ
とを発表し全体で共有します。

〈検討会準備〉

〈授業と授業後検討会〉

〈構想検討会〉



教職員のFTスキルも向上します

７月28日（木）の検討会の様子

KPTの観点のフレームワーク

グループでのFTを発表

加茂市立須田中学校
研究主任　石原　朋之

柏崎市立北条中学校
研究主任　中橋　寿夫
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　…教職員も学び合えるFT
　各学年部で作成した「総合的な学習の時間」の授業構想シートを
使い，授業構想検討会をFTによって行いました。
　提示された授業構想シートによる説明を聴きながら参加者全員で

「学び合う授業をつくる８つの視点」からチェックをしました。そして，
・Keep（続けるべきこと）　・Problem（問題点）　・Try（解決策）
の観点でFTを行いました。
　８つの視点とKPTは，話し合いを整理しやすく，改善案の練り上
げに大変有効でした。

授業（単元）構想検討会を実施してみて…

　…授業（単元）構想の力量を高める〜教科の枠を越えて
　　チームで取り組む校内研修〜

　県中教研の「授業（単元）構想シート」を活用しての全職員による
検討会を，７月28日（木）の校内研修で初めて行いました。当日は他
教科の教員から，教科の枠を越えた生徒目線からの意見や疑問点が
次々と出されました。原案作成の段階で授業者が全く考えていなかっ
た視点からの提案も多くあり，教科担任が１名しかいない本校にとっ
て，この検討会は大変有効であることが実感できました。今後も継
続していきたいと考えています。
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校内の研究授業を４ステップ・１ポイントで!!

みんなで授業をつくり，みんなで研究しよう
　県中教研は「教師の学び合い」で指定研究
を進めています。研究チームをつくり，メン
バーで目指す姿を共有し，その達成に向けて
手立てアイデアを出し合い，みんなで授業を

つくっていく “ 全員参画型研究 ” です。
各校の校内研修でもこの全員参画型研究をし
てみませんか？　全員参画型研究は 4 ステッ
プ・1 ポイントで進めます。

４ステップ・１ポイント

校内の研究授業を４ステップ・１ポイントで!!

ステップ１
まず，「どのような生
徒の姿を目指すか？」
を全職員で出し合い，
共有するFTをします。

目指す姿を共有

方向性を共有

構想検討会

授業と検討会

振り返り

ステップ２
次に目指す姿と現状
のギャップの「問題」
を確認し，解決の方
向性（研究主題・研
究の流れ）を共有す
るFTをします。
時間があれば，授業
をする単元や題材の
アイデアを出し合い
ます。

ステップ３
指導案ではなく，構
想シートによる構想
検討会をします。他
教科の先生とともに，
めざす姿にせまるた
めのアイデアをいっ
しょに出し合います。

構想検討会につい
てはP.81-85に特
集を組みました。お
読みください。

ステップ４
FTで授業後の検討会
を実施します。FT形
式での実施はすっかり
定着してきました。
視点は「学び合う授業」
と「ユニバーサルデザ
イン（UD）」の2つで
FTをおこなうとよい
でしょう。

年度末に研究
を KPT で振
り返ります。

KPTの振り
返りはP.22
のコラム2
をお読みく
ださい。

　グループを固定すると出張等で予定どおりな
かなか実施できません。そこで，その時々で参
加できる 4 名〜 6 名程度のグループをつくり実
施するとよいでしょう。「学び合う授業」や「UD」
が視点になるので，教科の枠にとらわれず，多
様なメンバーから多様な考えを集めることが必
要で有効です。
　また，1 回の FT を 45 分間等と時間を決めて
おこなうは，よい研究を続けるために大切です。

ポイント１
１人の教師だけで研究授業をするので
はなく，研究主題にそった授業を，全
員がみんなで見せ合い，研究をみんな
で高めていくことが大切です。

みんなで授業を見せ合う

コラム３

↗


