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教科研修班 共同研究テーマ

今求められている授業スタイルの研究Ⅱ
－「探究型授業」の実践を通して－

主任指導主事 前 里 哲 寿

指導主事 比 嘉 孝 司

指導主事 寺 井 俊 博

研究主事 上 地 さとみ

研究主事 前 村 幸 芳

研究主事 玉 城 光 師

Ⅰ テーマ設定の理由
平成27年度教育センター調査研究において、教科研修班の共同研究として「今求められている授業スタ

イルの研究－『探究型授業』の具現化を通して－」をテーマとした共同研究の報告を行った。

この研究から、「アクティブ・ラーニング」とはどのような形態の授業を指すのか、今までの「言語活

動の充実」との違いは何であるかを中心に提示することができた（児童生徒が主体的･協働的に学ぶ授業

形態で、両方ともほぼ同義）。また、従来の授業スタイルの問題点を述べ、今これから求められるであろ

う授業形式と、このアクティブ・ラーニングの関係、各担当主事による共通の学習指導案作成に必要な指

針や、各教科の課題解決に向けた学習指導案を提示することができた。

また、平成28年３月に東京の２カ所の会場にて、アクティブ・ラーニング関連の成果発表会ならびにシ

ンポジウムが開催され、この共同研究に関わった３名の主事も参加し、全国的な取り組みや最新の調査結

果を持ち帰ることができた。

１つは平成28年３月15日に一橋大学で行われた「新たな学びに関する教員の資質能力向上のためのプロ

ジェクト」、２つ目は同月26日に東京大学で行われた「授業改善リーダーのためのアクティブラーナーズ

サミット2016」である。注目される改善の視点として、①児童・生徒の活動を通した主体的な学びに重点

を置いた授業を展開して、授業改善は学校全体で取り組むことが肝要であり、一方では十分な目標設定な

しに活動だけが先行する「活動あって学びなし」の状態が危惧される点、②アクティブ・ラーニングの「教

育論（方法論）」について数多くの書籍や実践事例が充実してきたが、学校でどのように普及させるのか

の「組織論」がまだ進んでいない点が挙げられた。

今年度教科研修班の共同研究では、昨年度の理論研究に引き続き、今回新たに各教科で「探究型授業」

の学習指導案作成、研究協力委員の所属学校での実施、検証による成果と課題の把握、メンバーや研究協

力委員との学習会からさらなる改善を図っていきたいと考えている。また今回は教科の壁を越えた共通の

課題の洗い出しとその改善も提案していきたい。

Ⅱ 研究の目標
各教科の「探究型授業」スタイルの指導案作成とその実践により、中学校におけるそれぞれの教科の課

題、また教科を超えた共通の問題点に迫り、その改善を目指すことで本県が抱える中学校の学習課題対策

に資するものとする。

Ⅲ 研究の方針
次期学習指導要領の柱となる中教審答申が平成28年12月に示された。平成26年11月の文科大臣諮問（「初

等中等教育における教育課程の基準等の在り方について」）に始まり、平成27年の「論点整理」、さらに平

成28年８月１日の「審議のまとめ」等、約２年の期間をかけての答申であった。今後次期学習指導要領の

作成をへて、平成32年小学校を皮切りに翌年中学校、翌々年には高等学校での実施が予定されている。

現在学校現場では現行学習指導要領の定着が進み、次期指導要領導入までには少し期間がある一方、そ

の目玉として「カリキュラム・マネジメント」とともに「アクティブ・ラーニング」が、今からでも各学

校での授業改善として取り組める手法として、ここ２、３年教育行政はもとより、現場の教職員からも注

目を浴び実践報告も多数公表されている。
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そこで今回学習指導案作成、検証授業に取り組むにあたり、全国の動向とともに本県の中学における課

題を「全国学力・学習状況調査『学校質問紙』」の分析や、「沖縄県平成28～30年学校教育における指導の

努力点」の指摘より、「めあてと振り返り」「言語活動の充実」の二つに絞って考察する。

「Ｈ28年度全国学力･学習状況調査」では、「振り返り」について、図１で示されているように沖縄県は

改善傾向にある。ただし、「当てはまる」の項目が約36％弱、また図２でも全国と比較すると、まだ改善

の余地があると考える。

図１H26～28年度 生徒質問紙グラフ（中学校）【沖縄経年比較】

図２ Ｈ28年度 学校質問紙グラフ（小学校）【沖縄・全国・秋田】

また、図３の「言語活動の充実」でも、「よく行った」の項目では、全国平均の約半分が本県の割合とな

っており、先進県の秋田との差も著しい。

そこで本県の二つの課題を重点に、昨年度の報告書Ⅰで示した「今求められている授業スタイルを具現

化するための指針」すなわち①目標をより具体的にしめす、②知識・技能を活用する場を盛り込む、③「生

徒の活動」を目標を達成するための手立てとして明確に位置づける、④「生徒の活動」に重きを置いた計

画とする、⑤自らの学習活動を振り返る場を設定する等を踏まえつつ、探究型授業について実践研究を行

った。

またアクティブ･ラーニングの三つの視点「主体的な学び」「対話的な学び」「深い学び」の実践や、そ

の手法においても「特定の型」に陥ることなく、その目的が「普段の授業改善の視点」にある事を念頭に、

授業計画を立てていくこととした。

構成としては、各教科１ページで検証授業の略案、授業の実際と考察、成果と課題を挙げ、統一のアン

ケート結果や、メンバーによる学習会等から、実際の課題点や解決策にむけた提言をまとめてみることと

した。

図３ H28年度 学校質問紙（中学校）【沖縄・全国・秋田】
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探究型授業

Ⅳ 各教科の実践報告

〔国語〕 寺 井 俊 博（指導主事） 仲 村 裕 子 （あげな中学校教諭）

１ 授業構想

(1) 単元名：「和歌の魅力を探ろう ～返歌の作成を通して～」

(2) ねらい
和歌に詠まれた背景を想像しながら、情景や心情を読み取るとともに、返歌の作成を通して、和歌

の魅力について自分の考えを深めることができる。

(3) 授業スタイル
和歌の内容理解だけで終わらせるのではなく、グループでの話し合いや意見交換をしながら、もの

の見方や感じ方を豊かにするとともに、自分の考えを深めていく学習スタイルを考えた。

２ 本時の指導計画（４／５時間）

分 主な学習活動 指導上の留意点 評価

5 ①前時の確認 ②本時の「めあて」の確認 ・「式子内親王の和歌に詠まれた情景と心情を考えよう」 【 評 価

・「式子内親王の和歌に対して返歌をつくろう」 規準】

読 む 能

2 ③「玉の緒よ･･･」の音読 ④第１印象を書く。【個】 ・思考を促す際には、適宜繰り返し音読させる。 力

0 ⑤意見や感想、疑問点の交流【ペア】 ・思ったことや感じたことなどを自由に書かせる。

⑥歌の大意を考える【一斉】 ・教科書の下注を参考にさせる。 【 評 価

⑦情景から背景を想像する【グループ】 ・ひとつひとつの言葉に注目させる。 方法】

⑧表現上の特色 ⑨詠み手の心情を考える【グループ】 ・表現技法やリズム、音の響き等に注目させる。・作者 プ リ ン

⑩心情が最も表れている言葉を考える【グループ】 の立場や境遇、恋の状況を考えさせる。・選んだ理由も ト の 確

⑪話し合った内容を班ごとに発表【全体】 考えさせる。・ホワイトボードに書かせ発表させる。 認

⑫返歌をつくる準備をする ・返歌の作り方を説明する。

2 ⑬相手側の状況や心情を想定する。【グループ】 ・恋の状況、相手の身分や立場、相手の心情や伝えたか

0 ⑭式子内親王の和歌の一部を取り入れて返歌をつくる。 ったことを想像させる。

【グループ】 ・５７５７７の形で、現代語でつくる。

5 ⑮次時に班ごとに発表することを伝える。 ・本時の振り返り

３ 授業の実際と考察

本単元の第３時以降は、恋をテーマにした和歌を取り上げ、返歌の作成につなげていった。まず、額

田王の「君待つと･･･」では、和歌に詠まれている情景からその背景にある事柄を想像させ、詠み手の

心情を考えさせた。そして、大津皇子と石川郎女の相聞歌（贈答歌）では、二首の比較を通してその特

徴を読み取らせ、作者の心情が最も表出している言葉を考察させた。生徒達は、和歌の内容について自

由に発想することに慣れていないせいか、どのように自分の考えを書いていいか分からず、戸惑ってい

るようであったが、授業を進めるにつれて、自分の思ったことや感じたことについての記述も増えてき

た。最後に、式子内親王の「玉の緒よ･･･」の中で、最も詠み手の心情が表れている「ことば」を考え

させ、その「ことば」を使って返歌の作成を試みた。生徒達は、「返歌づくりを通して、相手がどんな

気持ちで作っているのかが何となく分かったような気がした。難しい授業だったけど、楽しい授業でも

あった。」「相手や自分の気持ちも考えながら作るので、難しかった。でも、決められた言葉の数で、気

持ちを伝えられるのが、和歌の魅力かなと思った。」「自分の言葉を、和歌にするのが難しかった。相手

のことを想って書く歌とは、こんなにも切なくなるものかと分かった。」など、苦戦しつつも、グルー

プで相談しながら情景や心情を考え、返歌の作成を通して和歌の魅力について考察していた。発表会で

は、他班の発表を聞きながら、視点や解釈の違い、言葉の選び方などについて、さまざまな気付きや感

想を抱いていた。しかし、作成した返歌に込めた意味や表現について、その理由や根拠を明確に示しな

がら説明できているグループは少なく、この活動が生徒達にとって最も難しかったようである。

４ 成果と課題

本単元を通して、和歌に詠まれた背景を想像しながら情景や心情を読み取り、返歌の作成を通して、

和歌の魅力について気付きを促すことはある程度できたと考える。しかし、授業後の感想からは、和歌

の魅力についての思考の深まりを読み取れるような記述は少なく、目標に準拠したより具体的な評価規

準と達成度の基準を、事前に明確化しておく必要があったと考える。今後の課題として、「深い学び」

についての評価の仕方や在り方について検討を進めていきたい。また、自らの意見を、理由・根拠を明

確に示しながら説明できるようになるための手立てや工夫についても、今後検討を進めていきたい。
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〔社会〕 比 嘉 孝 司（指導主事） 小 濱 廉 （宮里中学校教諭）

１ 授業構想

(1) 単元名：「国民として国の政治を考えよう」 本時のテーマ「三権の分立」

(2) ねらい（本時）
近代国家の多くが権力分立制を取り入れていることや、政治権力が特定の者に集中し、乱用される

ことを防止し、国民の自由や権利を守る上で大切なものであることを理解させる。

(3) 授業スタイル
教師の発問を中心に、個人、ペア、グループの形態を取り入れて、資料や他者の意見を比較、吟味

し、新たな視点から自分の意見に広がりと深みがもてる授業展開を想定した。特定の手法にとらわれ

ず、発問やＩＣＴ活用を工夫し、社会科の思考力を育成する一例を提案してみた。

２ 本時の指導計画(7/8)

学習活動（教師の指示・活動） 生徒の活動 観点

導 発問１、２や県知事の給与を比較させ、三権の長（総理大臣、最高 はじめは個人で予想させ、 その後ペアで三権の長の仕事内容を挙げる。 意関

入 裁長官、両院議長）職の重みと役割を考察する。 （発言・ワーク整理を通して評価） 態

めあての提示、発問３、４を通して、民主政治と独裁政治の違い、 個人、ペアを通して様々な意見を出し合いながら思考していくが、特に 思判

展 三権分立の必要性を考察する。 他者と自分の異なる意見に重点を置き、それを抜き出しワークへ記入。

発問５を行い、三権分立しただけではなく、それぞれの課題を解決 4 人グループに分かれ、1 人 1 人が行政、司法、立法、国民の立場で課

開 させるための仕組みについて、具体例を挙げながら考察する。 題と解決策を述べる。その後ワークの三権分立の図を埋めながら、重要

語句をおさえ、その機能を確認する。

まと 冤罪や行政訴訟の違憲判決などから「権力の分立」の必要性を挙げ、 国（内閣、行政）や裁判所でも誤りがあり、国民が被害を受けないため 意関

め それをマスコミや国民は監視する責任もあることを把握する。 に仕組みとして、改めて考える。 態

３ 授業の実際と考察

授業者からは、①ワークシートと提示した発問内容に若干差があった（ワークシートと学習指導案の

乖離）②発問は具体的で興味を引くものであったが、簡素化も必要③内容の分量が多く、時間が足りな

かったとの指摘を受けた。また、今回事前の打ち合わせが不十分で、該当中学の生徒の実態に合った学

習指導案を協力委員との間で十分に練る事ができなかったことも反省点として上がった。また、全県の

社会科授業の課題は、「思考力を育てる事がまだまだ不十分」であり、育てきれていなかった点を指摘

され、一斉授業にせよ、グループ学習にせよ、思考させるポイントを 1つ設けることが授業改善につな
がるとの意見もあった。。

今回は学習内容を盛り込みすぎ、グループ討議まではたどり着けたが、振り返りの時間が十分確保で

きなかった。ただし、アンケート項目④の振り返りに関しては、８割方から肯定的な結果が得られた。

また、「社会科のイメージ」を聞いてみたところ、「覚えることがたくさんある」「言葉が難しい」「板書

が超多い」など暗記のイメージが強く出た一方で、今回の授業の感想には「ノートを取ってただ板書す

るだけじゃなくて、自分の考えを持つことができる」「友達と意見を出し合う」など仲間と協働で取り

組めるグループ形式の学習が楽しいとの意見も聞かれた。

また社会科の「好きな学習スタイル」を訪ねてみると、「先生の話が中心」、「友達と調べるのが中心」

が同数でそれぞれ 42％を占め、従来の一斉授業と共に、協働学習も支持されていると考えられる。「一
斉授業」に支持が集まった理由はきちんとデータ分析ができていないので、今後の課題と考える。

さらに「苦手な授業スタイル」を聞いたところ、「自分で調べる学習が中心」の項目が 68％と高い結
果があり、自分なりの学習方法が確立していない裏返しではないかと予想される。また、今回の授業風

景を VTR で石垣地区の中学社会科担当の先生方十数名に見てもらい、意見を聞く機会があったが、導
入時の発問の工夫（内容、時間、質問数等）とその重要性、またペアやグループの効果的な活用など、

特に時間内のマネージメントに関心が集まっていた。

４ 成果と課題

成果としては、暗記ではなく、社会的事象をつなぎ合わせて、他者の意見を考察し、自分事として判

断する力を育む社会科本来の学習を実感してもらえた。課題として、社会科で教えるべき基本事項とア

クティブ・ラーニングの時間的兼ね合いが難しく、発問のさらなる工夫やＩＣＴの効果的な活用等、探

究型授業の十分な時間の確保を新しい視点から組み立てられたらと考える。
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〔数学〕 前 里 哲 寿（主任指導主事） 平 良 達 彦 （仲西中学校教諭）

１ 授業構想

(1) 単元名：「方程式」（第１学年）
(2) ねらい（本時）

実生活に関する問題を方程式を利用して解決することを通して、数学的な考え方を育てる。

(3) 授業スタイル
授業の「導入→展開→終末」を下記の本時の指導計画のように「つなぐ→つかむ→考える→確かめ

る→振り返る→つなぐ」の６つの項目に分けた。このように分けておくと、各項目でどのような工夫

をするのか、焦点化して授業を組み立てることができる。これは昨年度のプロジェクト研究の授業の

流れを踏襲している。なお、宿題を活用して前時の授業と本時の授業、さらに、本時の授業と次時の

授業を結びつけることを考えているので、授業の導入と終末に同じ名称「つなぐ」を用いている。

２ 本時の指導計画（10／ 15時間）

３ 授業の実際と考察

学習形態の工夫として、導入時の既習事項の確認等は一斉授業で行い、展開時の問題解決に向かう場

面では、まず個人の考えをもたすために個人で考える時間を設定し、それをもってグループでの話合い

活動に移った。そして、各グループの考えをホワイトボードにまとめた後、一斉授業で解を吟味した。

終末時には「みんなで話し合って問題解決できてよかった」で授業が終わらないように心掛けた。つま

り、目標「身近な問題を方程式を使って解決することができる」を生徒個々が達成できているか、グル

ープや全体で学んだことが、個の力に結びついているか確認できるような振り返りになるよう意識した。

アンケート「目標を意識して学習に取り組んだか」「話し合う活動をよく行ったか」「既習事項を使っ

て授業に取り組んだか」「振り返りによって、わかったこと、わからなかったことを整理できたか」に

ついて、いずれも８割以上の生徒が肯定的な回答をしており、さらに、９割強が評価問題を自力で立式

し正答を導くことができるようになったことからも、この授業スタイルは一定の効果があったと考える。

４ 成果と課題

(1) 成果
９割以上の生徒が文章題から情報を読み取り、方程式を利用し立式することができるようになった。

(2) 課題
式だけでなく「しおり 1枚の値段をχ円とすると」の表現もできるよう指導を徹底する必要がある。
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〔保健体育〕 前 村 幸 芳（研究主事） 與世原 朝 史（石田中学校教諭）

１ 授業構想

(1) 単元名 精神の発達と自己形成（自己形成）

(2) 単元のねらい

① 精神の健康に関心を持ち、学習活動に意欲的に取り組もうとすることができるようにする。

② 精神の健康について、科学的・客観的に考え、判断し、それらを表すことができるようにする。

③ 思春期になると、自己を客観的に見つめたり、考え方や興味・関心を広げ、次第に自己を認識し自

分なりの価値観がもてるようになるなど、自己形成がなされる事を理解する。

(3) 授業スタイル

学習指導要領において取り上げるべき内容については、基本的な知識の習得として、パワーポイン

トによる一斉指導により習得をはかった。続いて、「自分探シート」を用いて、自分の気持ちを伝え、

自分自身を見つめなおす実習を行う。まず、習得された知識を活用し、友人との交流の中で相手の良

い点について具体的な事例を示しつつ、伝える実習を行う。さらに進んで、友人から指摘された事柄

をもとに、自分自身をさらに見つめなおし客観的に自分自身をとらえ、自分自身とは何かをさらに深

く考えさせる。

２ 本時の指導計画（５/５）

過 程 学習内容及び学習活動 指導上の留意点 評価

導入 1. 挨拶出席確認、健康観察、 1. 健康観察を重点的に行う

10分. 学習用具の確認 2. 自己形成の要点を確認する。

2. 前時の復習

展開

3. 自分自身が考える相手の利 3. 単に良い点ばかりでなく、根拠を具 【知・理】

30 分 点を、相手が気分を害さない 体的に「自分探シート」に記入し、相 シート

よう考え上手に伝える。 手が納得する説明を加えさせる。

4. 相手から指摘された自分の 4. 友人から指摘されたことを素直に受 【思・判】

利点について記録し、自分自 け止められるよう助言する。 シート

身の考えと比較する。 手紙

5. 自分の知らなかった自分を 5. 記述は具体的に行い、自分を詳しく

発見し、改めて自分について 捉え直してみるよう促す。

捉え直してみる。

まとめ 6．振り返り 6. 新しい自分を見つけられたか

３ 授業の実際と考察

石田中学校１年１組と２組の合同クラスで、男子と女子を分けた２クラスで実施した。

男子クラスでは、日ごろの授業の座席順でグループを作り実習をおこない、女子では、仲の良い友人

同士でグループを作った。自習１の「自分探シート」を用いた授業では、相手の良い点について、新し

い自分を発見する良い機会になった。自習２の「自分への手紙」の記述内容では、仲の良い生徒同士で

グループ分けした女子クラスは、素直に未来の自分へ手紙をかいており、客観的に自分自身を捉えた内

容になっていた。

４ 成果と課題

２時間連続で授業を行ったが、指導教諭からは全体的に生徒が自分を振り返ることができて良かった

という意見であった。今後も知識を活用し、課題解決を行う生徒の活動を中心にした授業を進めていく

必要があるとの意見があった。課題としては、導入段階での生徒の意識付け、グループ編成、生徒の発

達段階を考慮した活動方法などの工夫が必要である。

めあて① 友達の良い点を根拠をあげて説明し伝える。

めあて② 自分について捉え直してみる。
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〔音楽〕上 地 さとみ（研究主事）

仲 地 綾 子（具志川中学校教諭） 大 山 めぐみ(宜野湾中学校)

山 根 かなみ（港川中学校教諭) 宮 城 千枝美(南星中学校教諭)

１ 授業構想

(1) 題材名：「雅楽の魅力を見つけよう！」 教材名：平調『越天楽』－管弦－

(2) ねらい

雅楽の歴史的背景を知り、西洋音楽との比較による知覚・感受を通して音楽的特徴を理解し、

日本の伝統音楽に親しむ態度と音楽に対する価値意識を広げることができる。

(3) 授業スタイル

個人、ペア、グループ活動を取り入れた、雅楽の魅力について考えを深めていく探究型授業。

２ 本時の指導計画（２／２時間）

分 主な学習活動 指導上の留意点 評価方法

①平調『越天楽』DVD鑑賞〔2回目〕 ・演奏の特徴を視覚的に捉えさせる。 ・ワークシ

②前時の授業の振り返り ・雅楽の印象、楽器の音色等を確認。。 ートの確認

12 （パワーポイント） ・生徒の疑問と本時の学習が関連していることを確認。 活動⑨

③本時の「めあて」の確認 ・「雅楽の歴史、音楽の良さやおもしろさを知り、その B 評価

魅力について考えよう」 ・旋律また

は速さの特
④ジグソー法について理解する ・新しい活動に戸惑わないで話しやすい雰囲気をつく 徴を捉えて
（パワーポイント） 【グループ】 るため、グループ構成を教師が決めておく。 いる。

⑤〈エキスパート活動〉（5分） ・キーワードになる部分に下線を引いておく。
⑥〈ジグソー活動〉（6分） ・グループの意見を共有し雅楽の知識を広げる。 活動⑩
⑦平調『越天楽』CD鑑賞〔5回目〕 ・音楽に立ち返り、音楽的特徴を考えさせる。 B 評価

33 ⑧〈クロストーク〉（8分） 【全体】 ・グループ発表を行い、お互いの考えを共有する。 ・雅楽に関
⑨平調『越天楽』オーケストラ版 ・オーケストラ版との比較鑑賞を行い、雅楽の音楽的 する歴史的

CD鑑賞〔6回目〕 特徴に気づかせる。 ※評価場面 な知識また
⑩雅楽の魅力について見つけたことを ・学習の振り返りを行いながら、雅楽の魅力について は音楽の良
まとめる 【個人】 感じたことを記述させる。 ※評価場面 さがわかる

5 ⑪本時の振り返り 自己評価 ・自己評価、感想を記入させる。

３ 授業の実際と考察

１時間目は合計４回の鑑賞を通して、個人、ペア学習を活用し楽器の音色の特徴を確認できた。２時

間目は知識構成型ジグソー法を活用。エキスパートやジグソー活動は、時間不足のため資料を上手く読

み取れず、授業後のアンケート「自分の考えを周りに伝えることができたか」について肯定的な回答を

した生徒は79%で、ジグソー法に戸惑った様子が伺える。５回目の鑑賞はジグソー法で得た知識と音楽

を関連させ考えさせた。クロストークでは、「雅楽は千三百年の歴史があり、国の無形文化財となって

いる。清少納言も楽しんだことから昔から親しまれていることがわかる。雅楽には指揮者がいなく合奏

の形に特徴があるのがおもしろい。」という意見が出た。西洋音楽との比較では旋律や速さのズレに焦

点化を図る発問ができず、目標に沿った鑑賞ができた生徒は約２割だった。雅楽の魅力については、ほ

とんどの生徒が最初と異なる感想を持ち、「越天楽の音楽の良さやおもしろさがわかった」「雅楽の魅力

について考えることができた」「日本の伝統音楽について他にも知りたいと思う」のアンケートでも、

約85%の生徒が肯定的な回答だった。授業者からも、「予想以上に雅楽に興味関心を持ち、言語活動を通

して生徒が主体的に思考・判断・表現している場面が多く見られた。グループ活動により、最後まで諦

めずに学習に取り組んでいたことも評価したい。」と好意的な評価を頂いた。このことから、雅楽の音

楽的特徴の知覚・感受には課題が残るが、日本の伝統音楽に親しむ態度と音楽に対する価値意識を広げ

ることはできたと考察する。

４ 成果と課題

探究型授業を通して、生徒が雅楽の歴史的背景を知り、音楽的特徴（音色）を知覚・感受しながら、

これらに親しむ態度と自らの音楽に対する価値意識を広げることができた。課題としては、時間配分や

グループ編成を配慮した音楽活動と言語活動の往還を図る授業の中で、深い学びに繋がる課題設定や発

問の検討が必要だと考える。
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〔英語〕 玉 城 光 師（研究主事） 大 城 千 春（真志喜中学校）

１ 授業構想

(1) 単元名 Program 7 The Wonderful Ocean Power-up 5 Sunshine English Course Ⅰ
(2) ねらい

① Whose 〜 is this? を使ったQuizを聞いて、その質問の内容を理解することができる。
② 相手が出題した問題に対し的確に答える事ができる。

(3) 授業スタイル

生徒自身の持ち物を集めてグループ分けし、質問を通じて誰の持ち物なのかを考えさせる活動を行

う。本時で扱う文法事項を含む基本文を練習した後、４名１組のグループでお互いに質問をし合い、

持ち主を推測させる。その際に、その人の物だと思う根拠も示せるようにしたい。

２ 本時の指導計画（10／10 時間）

過 程 学習活動・内容・発問等 生徒の活動

導入 1. Greeting 2. Crisscross I'm fine / sleepy.
５ min 3. Today's Can Doの提示 手をあげて答える。

Whoseを使って持ち主をたずねることができる。
展開 4. Power pointでWhat, Whose等の基本 What is this ? This is ~.

40 min 文の確認をする。(10 min) Whose ~ is this? I think it's ～'s...
Why ( do you think so ) ? Because ～...

5.４名グループをつくり、４つの物が入っ 基本文を用いて話し合い、４つの物がそれぞ

た袋を受け取り、持ち主を推測する。(5 min) れ誰の持ち物かを推測する。
6. 各グループで選んだ物について、クラス 各グループから示された物について、基本文

全体に誰の持ち物かを問う。 を用いて誰の物かを推測する。

後半の３グループについては、途中で提 準備をしたものではなく、新たに示された物

示物をグループ間で入れ替え、誰の持ち物 について、クラス全体に問いかけ、誰の物であ

かを即興で問う活動を行う。(25 min) るかを推測していく。

まとめ 7. Today's Challenge （5 min) Today's Can Doシートに英文を書く。（２文）
３ 授業の実際と考察

基本的に授業者が日頃行なっている授業形態を大きく変更することが無いよう展開を設定した。その

中で「探究型」の授業となるよう「個人→グループ（ペア）→個人」の流れができるようにした。導入

の Crisscross は帯活動で取り入れていることもあり、生徒は慣れた様子で楽しみながら参加をしてい
た。

本時は文法事項 whose を用いて持ち主をたずねる活動が中心になっているが、生徒同士の会話のや
りとりの中でWhy~? / Because~.の組み合わせも同時に示した。学習内容としては未習事項であるが、
繰り返し使うことで、会話のやりとりから自然にその使い方も理解している様子であった。まとめでは、

本時でならった基本文に即した日本語を与え、それを英語で書く活動を行うことで振り返りを行った。

４ 成果と課題

生徒アンケートから「今日の授業で whoseの使い方が分かって持ち主にたずねることができました。」
「とてもよかったと思う。グループのみんなも、しっかりできたと思う。」といったコメントが出てい

た。今回は生徒の持ち物を扱ったことから、トピックを身近に感じる反面、物それ自体に気持ちが引か

れてしまって集中力が低下する場面もあった。どのような教材をどのように提示するかは今後の課題と

なる。生徒の評価については、活動の観察と Today's Can Doシートから行うこととなっているが、授
業の中で生徒一人一人について細かい評価を行うのは限界があるので、それを補う方法も検討する余

地があると考える。授業者は、これまでも言語活動の充実を目指した取組を行っており、今回の授業

でも生徒の思考力を高める活動になったと感じていた。このことは、中学校における授業改善にも役
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立つものであると考える。授業者と生徒の声から、今回の検証授業が効果的であったことが伺える。

これからも、教育現場の実情をふまえた授業改善に取り組んでいきたい。

Ⅴ 各教科共通の課題等について

各教科の実践報告やアンケート結果（国語187名、社会35名、数学62名、体育55名、音楽36名、英語22

名、計397名）から、県内中学校における共通の課題について下記の通りまとめてみた。

１ 共通アンケートの分析について

図４ 質問① 図５ 質問②

図６ 質問③ 図７ 質問④

まず第一に、図４「めあて」では、「当てはまる」

と解答した生徒が42％にのぼり、「どちらかといえば

当てはまる」を加えると９割強となっている。本県

の義務教育学校では、「めあて」、「ふりかえり」の徹

底を推奨しており、生徒達がすでに「めあて」を意

識した学習が定着しつつあると考える。また、図５

「言語活動の充実」でも、肯定的な意見が高くなっ

ており、おおむね我々が意図した結果となった。

図８ 質問⑤

図７「振り返り」に関しては「当てはまる」の肯定的な結果が約41％であるが、まだ改善の余地があり、

今後の取組のさらなる成果に期待したい。

振り返りが不十分であれば、図８のように次の課題を見つけ、あるいはチャレンジすることも難しく、

振り返りの時間を確保することが次につながる重要な点だと考える。

振り返りについては、最後は自分で学んだことを自分なりに思考する作業（個に戻る）が必要で、課題

が難しい場合には協働的に学ぶ素地を日頃から作ることが質の高い学びにつながると考えられる。

最後にどの項目においても、「当てはまる」の割合を増やすためには、めあての提示の工夫や、探究型

42%

50%

8% 0%

質問①
授業の目標（めあて・ねらい）を意識して学習に
取り組めたか。授業の目標（めあて・ねらい）を
意識して学習にとりくめたか？

１当てはまる

２どちらかと言えば当て
はまる

３どちらかと言えば当て
はまらない

４当てはまらない

45%
45%

9% 1%

質問③

これまでにわかったことや、新しく学んだ

ことを使って授業に取り組む事ができまし

たか？

１当てはまる

２どちらかと言えば当

てはまる

３どちらかと言えば当

てはまらない

41%
44%

13% 2%

質問④

授業の最後に、学習内容を振り返ることに

よって、わかったこと、わからなかったこ

とを整理することができましたか。

１当てはまる

２どちらかと言えば当

てはまる

３どちらかと言えば当

てはまらない

38%

41%

18%

3%

質問⑤

この授業を通して、もっと理解を深めた

い、調べたいと思いましたか？

１当てはまる

２どちらかと言えば当

てはまる

３どちらかと言えば当

てはまらない

４当てはまらない

53%38%

8% 1%

質問②

授業では、生徒間での話し合う活動をよく

行いましたか。

１当てはまる

２どちらかと言えば当

てはまる

３どちらかと言えば当

てはまらない

４当てはまらない
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授業の意識化を教師側が継続的に行うことが、さらなる授業改善へつながると考える。

２ 検証授業を通しての考察

今回の検証授業実施で共通して指摘できるのは、探究型授業を行う際に、その地域や学校の生徒の実態

を十分リサーチすることが、計画を立てる上で極めて重要な事だという認識がもてたことであった。よっ

て、それぞれの学校の実態に合わせて、教師の創意工夫が常に必要とされる。

英語科では生徒の持ち物を利用し学習を発展させたり、国語科では返歌を生徒が自ら作り和歌の魅力を体

験する事、また体育科における「自分への手紙」や数学科における広告チラシの活用等、今回の各教科で

の実践では、生徒が学習内容に意欲的に取り組むようなさまざまな工夫も試みられ、思考を促すような興

味深い活動も見られた。

また、実践で気づいたことに関しては、例えば生徒に評価を示すことで、生徒達の意欲関心が高まった

との意見や、グループ分けで好きな者同士で班分けした女子のグループに活気がでたとの報告等も挙がっ

ていた。

次に各教科を横断した統一的授業スタイルの一例提示について、社会科からは説明（知識理解）の時間

と探究型スタイルの両立が課題で、前半説明、後半思考力を育むモデル案が検証授業後新たに提示された。

一方数学科からは、宿題を通して次時の学習の基礎力（知識）を育成し、本時で最初に与えられた問題

（思考を要する比較的難し問い）を生徒個人で予想、その後グループ討論を重ね、最後はまた個人で課題

を解決する実践が行われた。数学ではグループで思考する機会も大切だが、それを一度整理し最後に一人

で解決できる行程の確保が必要であり、理解したかどうかを確認するテストの実施等、手立てをしっかり

と提示する授業スタイルが示された。

音楽科での言語活動の一例として、例えば課題曲をどのように歌い演奏するか練りあう等が考えられる

が、方法論だけに時間を割くのではなく、15分以内に話し合い活動を行い、最後には音楽に立ち返る授業

スタイルが望ましいとの提言もあった。

探究型学習スタイルを毎時間の授業で実践する件に関しては、次期学習指導要領に向けた中教審答申（概

要）においても、「単元等のまとまりを見通した学びの実現」で触れられたように、「『主体的・対話的で

深い学び』は、１単位時間の授業の中で全てが実現されるものではなく、単元や題材のまとまりの中で実

現されていくことが求められる。」とあり、教科を超えた一つの汎用的な授業スタイルや毎時間の実施に

こだわることなく、各教科の特性を活かした、探究的授業スタイルを提示することができ、逆にそのこと

がどの教科でも「探究型授業」が実戦可能である事を証明できた。

Ⅵ 成果と課題

１ 成果

(1) 探究型授業を通して、生徒の活動に重きを置いたことで、思考・判断・表現の場を増やすことがで

きた。

(2) アンケート結果から、探究型スタイルの授業への高い関心が見られた。

(3) 各教科で探究型授業のモデルを示すことができ、その効果も実証された。
２ 課題

(1) 探究型授業の継続の必要性

(2) 授業マネジメント力の向上を常に図る必要性

(3) 探究型授業における評価の在り方の検討

①「深い学び」のとらえ方の整理と評価方法

②目標に準拠した評価

③支援を要する生徒への手立て
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