
平成18・19年度学力の把握に関する研究指定校事業研究成果報告書

校 長 名 ： 志村洋 子

所 在 地 ： 埼 玉県 さいたま市南 区別所4－2－5

電話番号:048－862－2214

Ⅰ　 研究指定校の概要

１　 学校 ・地域の特色及び実態

　　本校は，教育学部の附属中学校 として，将来

の中学校教育を担 う 「教師」の育成に取 り組ん

でいる。また，学校教育 目標を 「正 しい判断力

とた くま しい実践力 をもった 自主的人間の形

成」 とし，生徒をよき社会の形成者に育てるべ

く教育活動に励んでいる。また，現在の学校研

究は，生徒の 「学びがい」に焦点をあて，学習

意欲を重視 した研究を行っている。

２　 学校の概要（平成19年5月1日 現在）

　　　　　　　　　　 教員数24名 （3名）

※ （ ）内は，指定を受けた教科担当の教員数

Ⅱ　研究の内容及び成果等

１　 調査研究について

　(1)研 究主題

　　　生徒の 「学びがい」を引き出す学習指導の

研究

～生徒の 「学びがい」を引き出す社会科教

材の開発～

　(2)平 成19年 度の調査研究のね らいと対象

［調査研究のねらい］

　　 「学びがい」 とい うことばを手がか りと

して，学習意欲 を引き出す社会科教材の開発 を

行 うとともに，学習の過程で，学習意欲を強

化する学習展開，場の設定の工夫についての

整理 と研究を行った。特に平成15年 度教育課

程実施状況調査において，社会科の指導上の

課題 とされた内容項 目について各分野ごとに

焦点をあて，生徒の学習状況を把握 し，評価

方法の工夫改善を図った。

　　平成18年 度は， 「学びがい」を引き出す方

策 として，生徒の関心を喚起することや生徒

の学習意欲を触発すること，また， 生徒にと

って新 しい知識 ・技能を習得 させて，有用感

をもたせることが効果的であると考え，教材

の開発 を行った。

　　平成19年 度は，生徒の 「学びがい」を引き

出 し，「学び続ける生徒」を育成す るために，

生活との関連を意識 させ ることや，学習形態

を工夫することに焦点をあてて研究 した。

［調査研究の対象］
第 １学年

第 ２学年
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※紙面の都合上，第2学 年地理的分野のみ，具体
の評価規準を示 した。

２　児童生徒の学習の実現状況と考察

＜地理的分野＞

（関心 ・意欲 ・態度）

　中国の人口の分布に関して地域的特色をとら

えるとい う課題の追究に対して，関心 ・意欲 ．

態度の面においておおむね満足す る状況にあっ

た。課題 となる点として，情報の収集 とい う面

においては，意欲の差がみられた。

　 （思考 ・判断）

　　中国の人口分布に関 して地域的特色をとらえ

る調査活動として，中国を全域，国内の地域を

基域 として，地形や気候，農牧業の分布，鉱産

資源の分布などの主題図を用いて，多面的 ・多

角的にとらえる学習を行った。資料を読み取 り，

分析するとい う点に関 して，全体として満足で

きる状況であった。

　 （技能 ・表現）

　　中国の人 口分布に関 して地域的特色をとらえ

る調査活動 として，世界を全域， 中国の領域全

体を基域 として，世界の中の中国の人口につい

て，様々な統計資料を用いて比較 し考察させた。

また，中国を全域，国内の地域を基域 として，

様々な主題図を関連 させて，中国の人 口分布の

偏 りについて分析 ・整理 し，まとめるとい う学

習を行った。その結果，全体 として概ね満足で

きる状況にあった。課題 となる点として，主題

図で読み取った内容を適切に自分の言葉で表現

する力が，十分身に付いていない状況がみ られ

た。

　 （知識 ・理解）

　 中国における人 口分布に関する地理的事象に

対 して，統計資料や主題図を活用 して，その分

布や分布がみ られる原因を追究 させたが， こう

した課題に対 して，資料を適切にとらえるため

の知識や技能をおおむね身に付けている状況が

み られた。

＜歴史的分野＞　　　　　　　　　　　

（関心 ・意欲 ・態度）

　 飛鳥時代 ・奈良時代について学んだ内容を万

葉集 を参考にして 「五 ・七 ・五 ・七 ・七」の形

で表現す る活動を行い，更に班対抗で短歌の優

劣 を競い合 うワークショップ型の授業を展開す

ることによって，意欲的に短歌を創作 し，活動

することができた。

（思考 ・判断）

　 飛鳥時代 ・奈良時代の状況を じっくりと考察

することや，歴史上の知識を自分の考えを交え

て とらえ直すことによって，歴史的な事実を踏

まえて短歌を創作 し，自分な りの時代像をもつ

ことができた。

（技能 ・表現）

　 飛鳥時代 ・奈良時代について学んだ内容を万

葉仮名を使って短歌で表現する活動を行い，時

代の特徴を自分の言葉で表現 した短歌を創作す

ることができた。

（知識 ・理解）

　 万葉集を取り上げて文化の特色を理解 させる

とともに，時代の特徴を自分の言葉で表現 し，

さらに友達の作品を聞き合 うことで，飛鳥時代

・奈良時代に対する理解を深めることができ

た。

　 本校め社会科では，ワークショップ型授業を

積極的に実践 している。「学び続ける生徒」を

育成す るための学習形態の工夫 として，非常に

効果的であると思われる。

＜公民的分野＞
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　 （関心 ・意欲 ・態度）

　　家計簿の作成や企業の しくみ，株取引のシミ

ュレーシ ョンなどの具体的な事例にもとづき授

業を構成 したことや具体的なもの （株券，ネ ッ

トバンキングの様子）を提示することにより，

興味 ・関心を高めることができた。

　 （思考 ・判断）

　　企業 と雇用について考えるために，労働条件

通知書を立場を変えて記入する活動を行った。

記入 した結果， なぜこのような取 り決めが必要

であるかを，使用者 と労働者の立場か ら労働基

準法や最低賃金法などから公正に考えさせるこ

とができた。

　 （技能 ・表現）

　　単元のまとめとして， ８時間で行った授業か

ら，もっと調べてみたいことをキーワー ドとし

てあげ，そのキーワー ドをもとに追究す るため

の調査課題 を設定 し，調査，まとめを行った。

その際，教師が課題設定の例示をし，課題設定

がスムーズにできるよう配慮 した結果， まとめ

をしっか り実施することができた生徒が多かっ

た。

　 （知識 ・理解）

　　具体的な事例や資料を取 り扱 うことにより，

経済活動の意義，市場経済の基本的な考え方，

生産のしくみ，金融の働きなどの知識を身に付

けることができた。

　　本単元では，本校社会科の研究テーマである

教材開発の視点か ら，家計や株売買のシ ミュレ

ーション，ネ ットバンキングなどを活用 し，具

体的な事例をもとに個人や企業の経済活動を日

常生活 と結びつけて実感がっかめるよう工夫 し

た。その状況を把握するため，ワークシー トの

記述 と定期テス トを活用 した。

３　評価方法に関する研究成果

○当該評価方法をどの内容について， どの評価

規準に照 らして児童生徒の実現状況を把握 し

よ うとす る際に使用 したものか。

・どのよ うな評価方法の工夫改善を行ったの

か。

＜地理的分野＞

　　各時間ごとにワークシー トを活用 し，生徒

が記述 した内容を中心に，各観点ごとに分析

・評価 した。具体的には，国家を単位 とした

統計資料 （人口，人 口密度，人 口増加率，都

市人 口の割合など）を用いて国家規模の地域

的特色を追究 させたり，様々な主題図 （地形

や気候，農作物の分布，鉱山資源の分布など）

を用いて， 中国の人 口分布に偏 りがみ られる

とい う地理的事象の原因について考えさせ，

ワークシー トに記入させた。

　　また，関心 ・意欲 ・態度の課題 となる点と

してあげた，情報の収集 とい う面については，

事前に中国に関する情報を新聞の切 り抜きや

インターネッ トな どで収集する学習を行っ

た。

　　また，知識 ・理解の観点では，定期テス ト

な どの問題を用いた把握 も行った。

＜歴史的分野 ＞

　　学習内容をウェビング図にまとめさせるこ

とによって，知識 ・理解については，把握す

ることができた。

　　また，創作 した短歌などの作品を評価する

とともに，活動後に 「ふ り返 り」の短いレポ

ー トを書かせ，活動の成果を評価 した
。

＜公民的分野＞

　　全ての時間にワークシー トを活用 し，１時

間の授業で主に一つの観点にしぼ り，記述状

況を評価規準に照らして評価 した。授業の最

後に5分 程度の時間をとり，課題 に対する自

分の考えを生徒の言葉で記入 させた。また，

さらに調べてみたいことの項 目を記入 させ，

追究への動機付けになるよ うにした。

　　また，定期テス トに関しては，問題ごとに

観点を一つにしぼり，採点を行った。
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　 ・学習の実現状況の把握に当た り，その評価

方法を用いることで どのような効果があが

ったか。

＜地理的分野＞

　　様々な主題図か ら読み取れることを自分の

言葉で書かせる作業を通 して， じっくりと資

料を見て，分析 ・考察できる取組ができるよ

うになった。また，学習のま とめとして， 中

国を事例 とした国家規模の地域の人 口の特色

をとらえる際の視点や方法を記入 させた。こ

のことから，他の国々を調べる際に転移力の

ある学びを行 う基礎 として，国家規模の地域

の特色をとらえる調べ方や学び方を身に付け

ることができたかどうかを確認することがで

きた。

＜歴史的分野＞

　　 ウェビング図の内容が少ない場合には， 自

分で再度調べるように促すことによって，意

欲的に知識を習得 しようとするとともに，事

象間のつなが りも留意するようになった。

　　また，短歌などを創作するには，知的に理

解 しているだけではなく，深 く理解する必要

があり，探究的な学習へ とつながった。

　　 さらに， 日々の積み重ね として書いてきた

短いレポー トを読み返して，それ らを引用 し

てまとめレポー トを書くことによって，知識

が凝縮 され， 精度の高いレポー トが書けるよ

うになった。

＜公民的分野＞

　　毎時間の最後にワークシー トに記入 させ

て，教師が評価を行 うことにより，授業での

課題 を常に意識 して取 り組むことができるよ

うになった。

　　繰 り返 し行 うことにより，まとめを自分の

言葉で書 くことができるようになった。

　　 さらに調べてみたいことを書くことによ

り，単元のまとめの追究の際に課題設定が し

やす くなった。

　　定期テス ト終了後に各観点ごとに自分で集

計させ， さらに，学期途中に観点別の成績の

中間集計を生徒に配付 した。 自分が どの観点

に弱点があるか どうかを把握することがで

き，それを意識 して授業に取 り組む姿が見 ら

れるようになった。

４　成果の普及と今後の展望

　　成果 として，生活 とめ関連を意識 させること

や学習形態を工夫することで，生徒の 「学びが

い」を引き出し，「学び続ける生徒」を育成す

るのに有効であることがわか り，教材開発や学

習形態の工夫の必要性を再認識 した。

　　また，学校研究 として 目指す生徒の姿の例と

して， ある学習が一通 り終わったあ とで， 「ま

だや りたい」「もっと学習 したい」と言える生

徒，たくさんの知識を身につけるだけでなく，

最終的に学ぶことが好きになる生徒，学習 した

ことを日常生活や将来の社会生活 とかかわらせ

て，その有用感を実感できる生徒などをあげた。

これ らの姿を本校社会科部の研究の視点から検

証 し，まとめたい。

　　さらには，今回の学習指導要領の改訂の基本

的な考えを踏まえ，基礎的 ・基本的な知識や技

能を習得す る学習を実現するには， どのように

指導すればよいのか，生徒の人間力の育成につ

ながる社会科学習を実現するには， どのような

探究の学習を設定すれば効果的なのか，習得の

学習と探究の学習の効果を相互に高め合 う活用

の過程をどのように位置づけることができるの

か，等について具体的な実践を通 して明らかに

していきたい。
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平成19年度学力の把握に関する研究指定校事業研究協議会資料

校 長 名 ：福家眞也

所 在 地 ：東京都小金井市貫井北町4－1－1

電話番号：　042－329－7833

Ⅰ　 研究指定校の概要

１　 学校 ・地域の特色及び実態

　　大学のキャンパスの一角に位置 し，大学教官

と連携 した教育活動 ・教育研究を推進 してい

る。国内外を問わず来校者 ・参観者が多い。

　　平成16年 度 より，「学び合いを促す指導 と評

価」を主題に設定して研究に取 り組み，公開研

究会をこれまで5回 実施 し，平成19年 秋にはま

とめの一端 として書籍を出版 した。

　　生徒の多 くは，素朴で 自主的に諸活動に取 り

組んでいる。 また授業では積極的に課題追求に

励む生徒でもある。3年 間でのべ14日 間の宿泊

生活を設定す るなど，体験的な教育活動が充実

している。

２　学校の概要 （平成19年5月1日現在）

　　　　　　　　　教員数　 20名 （8名）

Ⅱ　研究の内容及び成果等

１　 調査研究について

(1)研 究主題

　　社会科における 「学び合い」の有効性

(2)平 成19年 度の調査研究のねらいと対象

［調査研究のねらい］

　　平成18年4月19日， 国立教育政策研究所よ

り，「学習指導要領に定める目標等の実現状

況の把握に関する研究」の指定を受けた。同

研究の平成17年 度までの経過から判明 した，

社会科における目標達成度の低い学習内容に

ついての原因の分析 と改善の方法を明らかに

することを目指 して研究に着手した。

　 昨年度は，三分野で １項 目ずつ研究 ・実践

の報告をしたが，今年度は，第 ２学年の歴史

的分野における研究 ・実践の報告をすること

にした。

［調査研究の対象］

　 第 ２学年　歴史的分野

　　　　　　「世界恐慌後の東アジア情勢」

評価の材料＝定期テス ト，ノー ト

　 社会科の不得意な生徒の実態を調べると

「暗記が不得意」だから 「社会科は嫌い」と

考えている生徒が多いことが分かる。講義 中

心の授業は進度が計画的で，教える側 として

は，安心できる授業である。 しか し不得意な

生徒には，一方的な知識の注入 と写 り，学力

格差の広がる授業である。

　 本校の社会科が推進 している 「学び合い」

による授業は，話 し合いをすることにより，

教師からの説明だけでなく，生徒 自身の活動

を通 した内容理解 となる。それは生徒の思考

回路の活性化や表現力の向上にもっながる。

よって 「学び合い」の授業を展開することに

より，社会科が不得意な生徒の減少，全生徒

の思考力 ・判断力 ・表現力の育成につながる

と考えたのである。

　 今年度 も，昨年度 と同様に 「学び合い」の

最小単位の核 として， 「ペア学習」を提案す

る。グループによる 「学び合い」が，社会科

が得意な生徒主導になりがちであるのに対 し
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て，二人のペア学習は， どの生徒もが対話や

判断を迫 られるものとなる。また自分だけの

意見ではなく，ペア学習を行 った二人の意見

ならば発表 しやすくなる。

　以下，本報告では，歴史的分野の授業実践

を中心に， この ２年間のペア学習での 「学び

合い」の研究の成果 と課題をまとめることに

す る。

２　児童生徒の学習の実現状況と考察

　 本校では， 「学び合いを促す指導と評価」につ

いて ４年間研究に取 り組んでお り，今年が最終

年度にあたる。社会科では，学習方法に関する選

択の幅をより広 く持たせれば，生徒の学習意欲

はが高ま り，よりよい学び方を身に付けるようにな

ると考えている。

　 本校の社会科が，今までに行っている学習方法

に関 しては，①授業ノー トの活用，②Ｑ＆Ａ方式

による授業改善，特に問いの工夫，③生徒自身に

よるテス ト問題づくり，④ディベー ト形式の授業，

⑤ ４ コマ漫画づくり，⑥生活班を活か した グル

ープ学習などがある
。

　 昨年度， 国立教育政策研究所の指定を受け，社

会科ではペア学習を取 り入れることとした。これ

は日常の授業で，いつもお互いの意見交換や相談

をし合えるのが，隣に座っている仲間であること

に着 目したからである。今までにも生徒にじっく

りと取 り組んでもらいたい学習内容では，グルー

プ学習などを行っていたが，ペア学習の場合は，

必ず両者が会話を していくことに重点を置いてい

る。

　昨年度は， 二つの実践を行 った。第 ３学年で

は，発展的な学習 として， 「アメリカの大統領制

と日本の議院内閣制を比較 して，特徴や 日本のこ

れからの政治の在 り方について意見をまとめる」

である。 この実践では，毎年出題 しているテス ト

において 「大統領制 と議院内閣制」の問いで，ペ

ア学習を行った方が，明らかに正答率が高かった

ことが分かった。 また授業の中で， 「大統領制か

議院内閣制か」の二者択一のような判断を迫 る問

いを設け，ペア学習で取 り組むことにより，深い

認識や思考，そ して 自分の意見の構築が可能 とな

ることも分かった。

　 第 ２学年の実践では，「第一次世界大戦 と東ア

ジア情勢」で， ビゴーの風刺画 「漁夫の利」に手

を加えた図版 を資料として，東アジア （特に中国）

をめぐっての列強の思惑を考えさせた。 この実践

では，９組のペアを抽出して分析を試みた。その

結果，①一人の意見が中心であるが，隣と確認 し

ながら展開するペア，②二人が協力 しながらまと

めて展開してい くペアに分かれたが，９組のペア

いずれでも互いの会話があり，追認または確認を

し合いなが らも列強の思惑を考えていた。

　 課題の第 １は，ペアの構成メンバーの在 り方で

ある。昨年度 も試行 として同性同士のペアで学習

を行い観察 したが，意見の深ま りやすいのは男女

の組合せであった。第 ２に， どうい う場面におけ

るどのよ うな教師の働きかけが，ペア学習を行っ

ている生徒によりよい効果があるかである。

　本校の公開授業 （2007.11.16）で行ったペア学

習では， 「世界恐慌後の東アジア情勢」で，昨年

上記 と同じ 「漁夫の利」の図版を資料 として配布

し，今回は1930年 代の東アジア （特に中国を中

心に）の情勢を，列強の思惑から考えさせること

に した。

　次に示すのは，生徒Ａと生徒 Ｂのペア学習にお

ける会話の実例である。Ａは，授業ではよく挙手

をして， 自分の考えを発表する。 Ｂは，あま り挙

手はしないが， 自分の考えをしっか り持っている

Ｂ　第一次世界大戦は，ロシア ・イギリス ・フラ

ンスと ドイツ ・イタリアだよね。

Ａ　第一次世界大戦ではなくて，世界恐慌後だ

よ。アメリカとかはどうなんだろ う？

Ｂ　 中国を狙っていたのは，アメリカと ドイツ ・

イ タリア ・日本 とイギ リス ・フランス ・ロシ

アかな。

Ａ　 日本が植民地に したいのかな。

Ｂ　 ロシアが植民地にしたいの ？
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　　日本は中国を支配 したよね。

Ｂ　アメリカは ？中国に ・・・

Ａ　１個 ぐらい埋めよう。

Ｂ　空欄① と空欄③の どちらかに ドイツ？ソ連 ？

　　どこも狙っているよね。

　　 日本は， このとき中国に何 をしたのかな ？

　5分 間のペア学習後，6～7人 ペアを指名 して，

プ リン トの空欄①～③にあてはまる国を発表させ

る。その後資料集 （世界恐慌後の工業生産の変化

など）を示 して，ペア学習を再開する。

Ｂ　 日本は，関東大震災によって不況のはずなの

に，工業生産があがっている。

Ａ　 ドイツは関係ない。

Ｂ　そ うだね。

Ａ　②は ？（資料集の工業生産のグラフを指して）

　これか ら，ソ連 ？

Ｂ　③がソ連 ？

　Ｂは最初，中国を狙っている国として ドイツも

考えていたが，Ａの意見から， ドイツが関係ない

ことに同意す る。 しかし，ソ連が②に入るのか③

に入るのかについては， この段階では両者 とも意

見が分かれている。

　今回の授業では，空欄①～③にあてはまる国を

はっきりとさせることが本 旨ではなく，東アジア

情勢 （特に中国）に焦点を絞って，中国を狙って

いる国を考えさえることが主眼である。そのため

ソ連の扱いについて，ＡとＢの意見が異なってい

るのは差 し支えない。む しろ今後の授業の展開の

中で，両者が理解 していくことが重要である。

　プ リン トを配布 し，一斉授業で教師の発問から

①～③を考えさせ る展開をした場合，歴史に興味

を持ち， よく挙手をして発言す る生徒を中心に意

見はすぐに出てくると思われる。 しか しよく考え

て， しっか りした意見を持つ生徒の中には，す ぐ

に挙手をして発言をすることが得意でない子も多

い。また教師の発問→生徒たちの発言→教師の説

明 ・発問→生徒たちの発言→教師の説明など授業

の流れの中で，生徒は自分の意見を補強 した り，

変えた りしていくと思われ る。

　 しか し生徒 同士の意見の交換やぶつか り合い

は，時間的制約や40人 という集団の中で， なか

なか難 しいものがある。ペア学習のよい ところは，

自分の意見は自分だけの意見なので，発表 しにく

い生徒でも，二人で相談 しあった意見 （つま り二

人の責任になる）なので，発表 しやす くなるとい

うことである。またペア学習な ら，自分の考えを

思 う存分に言 うことができるし，その反面Ａの「ド

イツは関係ない」 とい う意見に対 して， Ｂの 「そ

うだね」 とい うように， （昨年度の実践例の成果

でも分かったことであるが）自分の意見を変えて

いくことも自然に行われる。

　昨年度か らの課題 としては，①ペア学習におけ

る構成メンバーのあり方，②ペア学習における教

師による働 きかけについての ２点が指摘 されて

いた。

　①　ペア学習の構成メンバーに関 しては，今年

度 も同性同士のペアを何回か試みた。 しか し社会

科の時間だけ席を変えて行 うことは，生徒のほう

にも，何となくしっくりこないようで，いつもの

落ち着きがないように感 じられる。やは り生活班

として定着 している，隣同士の男女によるペア学

習の方が，意見交換が活発で，意見も深まるよう

である。

　②　ペア学習における教師の働 きかけについて

は，今回の実践か らも分かることだが，１回 目の

ペア学習をしているときの机間指導を している時

に， Ｂのロシアとい う記述の確認や周囲の生徒か

らのロシアとい う言葉を聴き，２回 目のペア学習

を行 う前に， 「この時代は， もうロシア とい う国

はないね」 と全体に伝えた。その結果 ２回 目の

Ｂの発言か らは 「ソ連」 とい う言葉が出てくるよ

うになった。20組 のペア学習での発言を聴 くこ

とは大変難 しいが，その努力は必要である。また

机間指導で個々のペアの会話にも対応 しなが ら，

生徒のノー トも見てい くことも求められる。

　今回の実践では，１回目と２回 目の間に各ペア

における途中での答えとその根拠を発表 させる場

面を設けた り，この発問を考えていく上での ヒン
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トとなる具体的資料の提示を行った りした。これ

は20組 のペアを，一度全体の場に戻 して，各ペ

アの進捗状況を確認 させ ること，また新たな資料

か ら更に考えを深めてい くことを目的 としてい

る。

　社会科では 「学び合い」の最小単位 として 「ペ

ア学習」を提案 してきた。２年間の実践の中で，

自分の意見は自分だけの責任なので，発表 しにく

いことでも，ペア学習をすれば相手 との二人の責

任になるので，発表 しやすくなることが分かた。

ただペア学習には，それなりの訓練が必要であり，

また学習環境も整える必要がある。更に隣同士の

ペアに限定することなく，授業の展開の中で， 自

然 と前後左右 との会話 （意見交換）の場を設定す

ることも重要であることが見えてきた。

　 また， 学習内容によって学習方法 も変わって

くるのは当然であ り，例えば二者択一のような判

断を迫る内容の場合においては，ペア学習が有効

である。今後は，ペア学習がよりよい効果を挙げ

る内容を考えていくことも大切であると考える。

　社会科では，授業 ノー トをとても大事に して

いる。ペア学習を行った授業では，ノー トをどの

ようにまとめているかを点検 し，生徒の理解度を

考察している。今後もノー トの取 り方を指導 しな

がら，ペア学習でのま とめ方などを生徒に考えさ

せていきたい。

３　 評価方法に関する研究成果

 (1)４ つの観点を評価するものとしては，毎回

の授業でのノー トを活用 している。①Ｑ＆

Ａに対す る自分の考えが書かれているか，

②Ｑ＆Ａに対する仲間の意見が順序 良く書

かれているか，③仲間の意見に対す る自分

の考 えが書かれているか，④家庭学習で調

べて，新たに分かったことやそれに対す る

自分の考えが書かれているか。⑤授業全体

に対す る感想 と自分の考えが書かれている

か， ⑥最後にその 日の授業全体を振 り返っ

て 「タイ トル」 をつけ， なぜそのタイ トル

にしたかの理由が書かれているかである。

この①～⑥の事項をしっか りと， 自分の言

葉で表現 してまとめている生徒は高い評価

となる。また生徒が順番でま とめてい く授

業ノー トは， 仲間のノー トのまとめ方や工

夫 を学ぶのに大きな役割を果 た している。

 (2)定 期テス トでも，ペア学習で行った問いの

正答率が， ペア学習を実施 しなかった同じ

問い よりも高いことが， 昨年度実証 されて

い る。特に授業の主要な課題 となる場面で

ペア学習を行 うことで，その課題に対 して

生徒 同士が，今までの学習内容を振 り返っ

た り資料 などを用いた りして話 し合 い，確

認 してい く様子が見 られ る。 この ことが正

答率の高 さにも現れ， 学力の向上にもつな

がるともの と思われる。

４　成果の普及と今後の展望

 (1)ペ ア学習は，授業の中で全員が意見を述べ

る機会をつ くることができる学習方法であ

ることが確認できた。一斉授業や グループ

学習では，積極的な子 とあま り参加できな

い子がい るが，ペア学習であれば 目の前に

相手がい るため， 能動的な態度が現れる。
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