
生徒の主体的な学習を通して思考力，判断力，表現力などを育成す
る指導方法及び評価方法の工夫改善についての研究

生徒の思考力，判断力，表現力等
を育成する指導の在り方

平成３０年２月９日

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
生徒の思考力，判断力，表現力等を育成する指導の在り方について研究したことを報告します。和歌山県立有田中央高等学校の名原と則村です。よろしくお願いいたします。



プレゼンター
プレゼンテーションのノート
入試の段階で，福祉系列は別募集科目を選択するというより系列を選択する次年度から定数減に伴い系列を見直し，福祉総合系列を設置し，初任者研修を行う



生徒の思考力，判断力，表現力頭
を育成する指導の在り方
～福祉科目の特性に留意し，言語
活動を活用した授業改善の取組～

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
研究主題は，生徒の思考力，判断力，表現力などを育成する指導の在り方～福祉科目の特性に留意し，言語活動を活用した授業改善の取組～です。介護実習などで，ケアプランを立てる時などは，様々な情報を偏りなく多面的に検討する必要があります。また，利用者の立場で，利用者に寄り添って考える態度が求められます。そのような視点を身に付けるには，授業における言語活動の充実が不可欠です。福祉科目の中でも「こころとからだの理解」や「医療的ケア」は知識理解に重点が置かれ，授業に話し合いや発表などの言語活動を取り入れることが難しい科目であると考えていましたが，知識を詰め込むだけでなく，生徒が興味を持ち主体的に取り組める授業を行う必要性も感じていました。　



「こころとからだの理解」「生活
支援技術（医療的ケア）」におい
て，生徒の思考力，判断力，表現
力などを育成する具体的な授業展
開や指導方法について，昨年に引
き続き研究を深める必要があると
考えた。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
基礎的・基本的な知識を定着させながらも，その学んだ知識を活用して考察したり，表現したりする課題に取り組くむことで，理解を深めたり，考えを広げるようにしたいと考えました。しかし，多くの生徒の課題として，自分の考えをまとめたり，グループで話し合ったり，きちんと伝わるように発表したり，他人の発表を聴いたりという活動が苦手で，指導方法の工夫について研究を深める必要がありました。



・「言語活動事例集」の作成
・「生活支援技術（医療的ケア）」

学習ノートの作成と活用
演習チェックシートの見直し
ワークシートの作成と活用
演習の授業における言語活動の充実

・「こころとからだの理解」
ワークシートの作成と活用による言
語活動の充実

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
２年間の主な取り組みとして，１つは，言語活動事例集を作成しました。そして，医療的ケアについては，昨年度は学習ノートの作成と演習チェックシートの見直しを行いました。また，今年度は授業用のワークシートと演習用のワークシートを作成し，言語活動の充実を図りました。また，こころとからだの理解では，言語活動の充実を図るための，ワークシートを作成して，授業で活用しました。



プレゼンター
プレゼンテーションのノート
研究内容及び具体的な研究活動について報告します。



●「生活支援技術（医療的ケア）」

［３事例］

●「こころとからだの理解」

［８事例］

「主体的・対話的で深い学び」の視点を重視し
ている。

授業の動画を作成

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
言語活動事例集には，授業事例として，「生活支援技術（医療的ケア）」３事例と「こころとからだの理解」８事例をまとめています。次期学習指導要領では，「主体的・効果的で深い学び，すなわちアクティブラーニングの視点からの学びをいかに実現するかが重要である」と示されていますが，事例集の作成に当たってもこの視点を重視しています。



プレゼンター
プレゼンテーションのノート
事例集の構成について，胃ろう（腸ろう）経管栄養を例に説明します。まず，単元名，単元の目標，単元の評価規準，単元の指導計画を示しています。指導計画には，評価の観点と評価規準を示しています。



プレゼンター
プレゼンテーションのノート
次に，本時の指導計画として，学習のヤマ場となる言語活動を中心に学習活動の内容や指導の留意点を示しました。活動性の高い授業を展開するために，課題を中心にどのような言語活動を行うか考え，授業を分節化しています。



プレゼンター
プレゼンテーションのノート
言語活動の内容と教材等です。これは，医療的ケアの手順を観点別に分けてまとめている授業です。最後に全員で検討し共有できるようにします。演習において，行為の根拠をしっかりと学ぶことを目指しています。また，言語活動の質を高めるために，「学び方を学べる」授業となるように留意しました。例えば，課題や説明をしっかりと読む，他の人の意見を傾聴し理解する，自分の意見を的確に文章化したり，感じ取ったことや理解したことを自分の言葉で具体的に表現できるように取り組む等，一つ一つのプロセスを丁寧に指導しています



プレゼンター
プレゼンテーションのノート
次の授業の指導計画です。前回の授業の後の演習の動画を観て，演習の声かけや態度にどのような工夫が可能か重ねて検討します。



プレゼンター
プレゼンテーションのノート
生徒が観た演習の動画です。






プレゼンター
プレゼンテーションのノート
言語活動の内容と教材等です。動画を観て，前回の授業で考えた医療的ケアの留意点が十分に反映されているかどうか検討します。カードに書くことで，手順に沿って並べ替えて検討します。



プレゼンター
プレゼンテーションのノート
この２時間の授業をまとめています。



●「医療的ケア学習ノート」

「演習チェックシート」の見直し

「講義・演習ワークシート」の活用

●「演習」の授業改善

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
医療的ケアの授業改善について説明します。医療的ケアの授業で課題となっていたことは，生徒が自主学習できる教材がないことと演習の授業の在り方でした。生徒が医療的ケアの自主学習ができるための教材として「医療的ケア学習ノート」を作成しました。医療的ケアの演習のチェックシートを見直し，生徒が理解しやすいものになるよう改善しました。講義用のワークシートを作成し，基礎的な知識を簡潔にまとめたうえで，課題に取り組みました。演習の授業改善については，先ほど観ていただいた通り，ワークシートを改善し，利用者の安全・安楽の保持，自立支援，尊厳の保持の観点で検討し，演習の充実を図るように留意しました。



単元のポイントを理解する

教科書を見て，語句を記入
し，理解して覚える

課題は自分で調べたり考えたり
してまとめる

演習問題で知識を確認する

学習ノート

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
学習ノートの内容はこのようになっており，まず単元のポイントを読み，理解します。教科書を見て語句を記入し，文の意味を理解して覚えるようにします。課題は自分で考えたり調べたりしたことをまとめます。演習は知識を確認できるものにしています。



「演習チェックシ
ート」の改善

安全・安楽や自立支援に留意した正しい

技術を身に付けるため，評価内容を見直
した。

生徒が理解しやすいよう，矛盾のない，簡
潔になものにした。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
次に，「医療的ケア」のチェックシートについてですが，評価項目や評価内容を検討し，安全・安楽や自立支援に留意しました。矛盾があるところは内容を整理し，生徒が取り組みやすいものになるよう改善しました。評価内容はバランスを考えて分けて，点数化して評価の1つとして活用できるようにしました。



ワークシートの内容

(1) 基礎・基本の知識がまとめら

れている。

(2) 言語活動を充実させるための

課題が設定されている。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
以前はノート指導に力を入れていましたが，文字を書くことが極端に苦手な生徒も多くなり，ノートに書く作業に時間がかかったり，書いたものが理解しにくいようになりました。そこで，授業の目的を達成するためにワークシートの作成を選択しました。ワークシートの作成にあたっては，単元の基礎・基本の知識を身に付けることができ，言語活動を充実させるための課題が設定されているものであるようにしました。



ワーク
シート

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
講義用のワークシートになります、基礎的な知識の習得や深い理解を目指しています。課題のところは個人やグループで検討します。



ワーク
シート

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
これもワークシートです。



ワークシートの作成と活用

５０分間の授業の中で，生徒の主体的な
学びを取り入れるために，学習内容を整
理し，介護に必要な，こころとからだに関
する知識を確実に身に付けたうえで，言
語活動を充実させるための課題を設定し
た。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
次にこころとからだの理解について報告します。こころとからだの理解は，介護の現場で利用者のアセスメントを行うときのエビデンスとなる知識を学びます。実習などでエビデンスについて考えるときに，決めつけや思い込みを防ぎ，偏りなく検討することが重要です。そのためには,幅広い知識を身に付け,正しく理解している必要があります。以前は多くの知識を学ぶため，50分の授業は，講義と演習問題で精一杯という状況でした。生徒の主体的な学びによって知識を定着させ,理解を深めるため，学習内容を整理し，介護に必要な知識を確実に学べるよう留意した上で，言語活動を充実させるための課題を設定しました。



ワークシートの内容

(1) 基礎・基本の知識がまとめら

れている。

(2) 言語活動を充実させるための

課題が設定されている。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
こころとからだの理解においても，授業の目的を達成するためにワークシート選択しました。ワークシートの作成にあたっては，単元の基礎・基本の知識を身に付けることができ，言語活動を充実させるための課題が設定されているものであるようにしました。２年間で 「こころとからだの理解」のすべての学習内容について，基礎・基本の知識をまとめ，思考力や表現力を育むための課題を設定したワークシートを作成しました。



授業実践のポイント

1枚のワークシート
学習形態の工夫
シンキングツール
思考プロセスの可視化

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
授業実践のポイントとしては,基本的に１時間１ワークシートとし，学習内容が分かりやすくなりました。また,学習形態も多様なものを取り入れました,生徒が考えることに取り組みやすくするためのシンキングツールを活用し，ホワイトボードや付箋で,思考プロセスを可視化し，協働して考察できるようにし,学びを深めることができました。課題解決型の学習を効果的に行うためには，どのような課題を設定するかが重要になります。



基礎・基本
の知識

課題

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
ワークシートの構成について説明します。ワークシートのはじめに基礎・基本の知識を精選しまとめた部分と，その後に生徒が課題に取り組む部分があります。課題の設定にあたっては,生徒にとって考えがいのある適切な課題であるかを検討し，記述，説明，話し合い，まとめ，発表など言語活動の充実に留意しました。



視覚

判断・理解

頭頂葉

後頭葉

思考
意思

推理
創造
意欲

前頭葉

聴覚・記憶

側頭葉

運動性言語中枢

ブローカの言語中
枢

感覚性言語中枢
ウェルニッケの言語中枢

実教出版 こころとからだの理解（p29）より抜粋

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
説明の時間が短縮されても，正しく理解できるよう，スライドを使って視覚的に説明しました。視覚的に示すことで理解を助けます。



基礎・基本
の知識

重要
ポイント

課題

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
このワークシートでは，演習問題で知識を確認するようになっています。



レビー小体が出現するのが主に「大脳皮質」だ
とレビー小体型認知症となり，主に「脳幹」に出
現するとパーキンソン病となる。

出典：NHK きょうの健康 これも認知症「レビー小体認知症」

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
言葉だけでは理解しにくい内容はスライドを使って説明しています。



集めた情報や出された意見の信憑性を
検討し，目的に応じて取捨選択し，分類・
整理する。

意見交換やまとめが苦手である

↓

シンキングツールを活用する

話し合いの過程を可視化する

グループ学習について

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
言語活動に欠かせない，グループ学習について説明します。これまでのグループ学習では，私語が多くなったり，なかなか意見が出なかったり，一人ずつ意見を出すと，検討もせず，順番も考えずに，すべての意見をならべて発表することが多く，思考や判断につながらない状況でした。そこで,シンキングツールを活用すること，話し合いの過程を可視化することで,生徒同士で検討し,意見を分類・整理して，まとめて発表できるようにしたいと考えました。



◎書くスペースが小さいので，書くこと
への抵抗が少ない。

◎内容が増えていくことが実感できる。
個人で考える

シンキングツール

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
シンキングツールにはいろいろな種類があります。これは意見を出しやすくするためのシンキングツールです。マスに書いていくので，スペースが小さく，書くことの抵抗感が少なくなったように感じています。また,埋まっていくと満足感があるようです。



◎書いた付箋紙を取捨選択し
たり，順序を入れ替えたりし
やすい。

◎付箋紙を色分けして書くこと
で区別できる。 グループの話し合い

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
話し合いを効果的に行うために,付箋やホワイトボードを活用しました。特に付箋紙は意見を取捨選択したり，順番を入れ替えたりするのに有効です。付箋紙の色分けも整理するのに使いやすかったです。サイズの小さいホワイトボードもグループワークに有効です。



プレゼンター
プレゼンテーションのノート
研究内容及び具体的な研究活動について説明します。



●医療的ケアの指導方法の工夫
→演習の手順に戸惑うことが少な

くなった
→利用者の観察や態度・声かけ等

に工夫が見られるようになった

成果

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
「生活支援技術（医療的ケア）」の指導方法の工夫により，以前より演習の手順に戸惑うことが少なくなり，利用者の観察や態度・声かけ等に工夫がみられるようになったと思います。



●「こころとからだの理解」の
言語活動の充実
→授業展開のパターン化
→授業の取り組み方の指導

●授業評価
→主体的な学習態度の育成

成果

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
「こころとからだの理解」において，基本の知識の習得と思考力，判断力，表現力等を育むためのワークシートを活用して，内容を省略することなく，基礎的な知識を学ぶための時間を短縮しました。ワークシートを使うことで授業の見通しをもって取り組めるようになりました言語活動に取り組む時間を確保したうえで，言語活動を取り入れ，そのことにどのように取り組むか，学習態度について指導することができました。グループ学習等による授業展開であっても，授業終了後にワークシートの記述等から適切な観点により評価することができました。学習のプロセスを評価に活かすことで学習態度の向上につながったと考えます。



課題

●課題の難易度と学習効果

●課題解決の手立ての軽減

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
生徒の実態に合わせた課題の設定が必要ですが，授業の目標を達成するために，課題の難易度を上げて，教員が中心になって資料を準備したり，声かけによって誘導することもありました。難易度と学習効果のバランスが難しいと思います。そこで，最初は課題に対し，生徒が自分達の力でゴールできるよう，段階を追って解決できるような手立てを準備する必要はありますが，それを低減していく過程も今後の課題であると考えます。
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