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④
各教科等における指導の工夫 と改

善に関す る研究（平成19・20年度）

研究対象教科等 国 語

Ⅰ 研究指定校の概要

1学 校 ・地域の特色及び実態

秋田県南部，湯沢市の北東部に位置 し，皆瀬

川や国見岳などの豊かな自然に囲まれている。

ここ稲川地区は農業 と地場産業が盛んで，川連

漆器，稲庭 うどんなどが全国的にも有名である。

校舎は3年 前の大規模改修工事により，耐震構

造に特に注意が払われ，木のぬくもりを生かし

た温かい校舎に生まれかわっている。

生徒は素直で明るく屈託がなく，中学校生活

に希望と意欲をもってはつらつと毎日を送って

いる。校内のみならず，地域内でも出会った人

にさわやかなあい さつができる生徒たちであ

る。一昨年，創立30周 年を迎え，学習や部活動，

学校行事等にますます熱心に取 り組んでいる。

しかしながら，自ら積極的に課題を解決 しよ

うとする姿勢が十分とは言えず，また，自分の

考えや思いを表現 しきれていない現状も見 られ

る。

2学 校 の概要 （平成20年5月1日 現在）

教員数28名

Ⅱ 研究の内容及び成果等

【研 究 成果 の 要 点 】

PISA型 読解力の受信→思考→発信の流れ

を大切にしながら，特に思考力の育成を中心 と

した研究を2年 計画で行ってきた。19年 度は受

信から思考への取組である。一単位時間におけ

る学習 目標 と授業展開，考える場面を授業の始

めに明示することにより，何 を学ぶのか， どの

場面で考えるのかを生徒に意識 させることがで

きた。20年 度は思考から発信，そして受信へと

つながる学習への取組である。情報や考えの発

信方法を工夫する授業により，生徒は情報を精

選し，より自分の言葉で表現できるようになっ

た。また，集会活動などにおいてPISA型 読

解力の流れを教師が意識 したことにより，きめ

細かな指導ができ，集会が発言の場 としても実

りある豊かなものになってきた。

1研 究主題等

（1）研究主題

「一人一人が 『読み』を深めて心を豊かに

し，『書く力』や 『話す力』に結び付けるた

めの指導はどのようなものであればよいか」

（2）研究主題設定のねらい

本校の生徒には，理解力や表現力，また基

礎的 ・基本的な言語能力の差が見られる。こ

うした現状を考えるとき，文章を音読 した り

読み取ったりする力を養い，それ を話す力や

書く力に結び付けて全体の学力向上を図ること

が必要であると考え，本研究主題を設定した。

（3）取組体制

① 国語科を中心にして，他教科，道徳，特

別活動，総合的な学習の時間などと連携を

図 りながら研究を進め，成果を学校全体に

波及させられるような体制づ くりをする。

② 「読むこと」を中心にした指導方法，授

業改善の工夫を行 う。

③ 国語科において教材開発担当，指導方法

担当，評価方法担当の3部 門に分かれ，互
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いに連携 を図 りなが ら研 究を進 め る。

（4）2年 間の主な取組

平

成

19

年

度

・学習状況 （実態）の把握 と研究計画

・研究体制の確立

・受信から思考へつながる指導方法の工

夫

・国語科におけるTTの 有効活用の工夫

・朝読書など読書指導 との連携

・生徒の 「授業評価」の実施

・今年度の成果 と課題 の確認 と次年度へ

の引き継ぎ

平

成

20

年

度

・前年度の課題を踏まえての計画立案

・思考か ら発信，そして受信へとつなが

る指導方法の工夫

・公開研究会の実施

・朝読書など読書指導との連携

・生徒による 「授業評価」の実施

・2年 間の研究のまとめ

・次年度以降の活用方法の検討

2研 究内容及び具体的な研究活動

（1）研究の中心となる考え方

近年重要視 されているPISA型 読解力は

従来の読解力 と異なるものである。資料や情

報を読み取る技能にとどま らず，読み取った

ことか ら考え，考えたことを表現することが

生きて働 く力であるとい う考え方である。 こ

れを 【受信→思考→発信】ととらえ，特に思

考する場面を大切に した取組 を行 うことで，

生徒一人一人が自ら考える力を身に付けるこ

とができると考えた。
い

生徒 は， 自分の もつ語彙 を使 い，読む ・聞

く ・書 く ・話すな ど様 々な活動 を行 うが，そ

こで最 も大切 な ことが 「考える」こ とで ある。

情報 を受信 し，それ を発信す るためには生徒

自らが真剣 に考える （思考す る） ことが大切

で あ り，考 える場 面を設 定す ることが必要で

ある。 また ，生徒 の学習活動 は，互いに発信

と受信 を繰 り返す こ とによって思 考が広が り

深まっていく。友達や教師，また家族や地域

の方々の考えや力を自分の中に取 り込みなが

ら，受信と発信を繰 り返すのである。このよ

うに考え続け，向上 してい く生徒を育てたい。

そ して，考える楽 しさや学ぶ意欲につなげて

いきたい。それが国語科を含めた全教育活動

に生きて働 く力になると考える。

（2）一人一人が 「読み」を深めて心を豊かにす

るための指導はどうあればよいか。

① 国語科の取組

ア スピーチの実施

授業の開始時に実施。スピーチノー ト

に1ペ ージを目安にして書いたものを発

表する。聞 く側は数人が感想を発表 し，

全員が感想カー ドを発表者に渡す。発表

内容については，クラスごとに決定する。

（出だしを工夫する，格言やことわざ，

四字熟語を内容に取 り入れ るな どを指

導）

イTTの 恒常的実施

2，3学 年で恒常的にTTを 行った。

個に応 じたきめ細かな指導が行えるよう

に机間指導を行った り，話合い活動の進

行と板書とい うように役割分担をした り

することができた。また評価においても

観点を分担 して評価 した。グループによ

る話合い活動の際，指導者が分かれて指

導 した。

ウ 目標 と学習展開の明示

授業の目標や学習の進め方について，

板書や掲示をしたり，印刷 して配付 した

りした。1時 間の学習の流れを明示する

ことにより，生徒は見通 しをもって安心

して授業に取 り組むことができた。

エ 考える場面の設定

1時 間の授業の中に必ず考える時間を

設けた。学習形態は，個人，グループ，

一斉など場面や授業内容にあったものを

取 り入れた。
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② 授業の実践例

2学 年では 『言葉の力』 とい う教科書

教材 を中心に して 「言葉の力 発見」 と

いう単元名で授業研究を行った。

ア 単元計画 と1時 間の学習過程の掲示

5時 間計画の単元であったが，それぞ

れの時間の主な学習内容を模造紙に書い

て掲示 した。また，1時 間の学習活動の

流れを模造紙に書いて掲示 した。

イ 授業の目標の明示 （提示）

黒板の端にその時間の目標を書き，常

に生徒の 目に触れるようにした。 目標を

明示 したことにより，生徒がその時間に

何を目指すかが明確になり，学習活動の

意欲に結び付いた。

ウ 考える場面のコーディネー ト

各時間に最低1回 は考える場面を設定

するよう心がけた。

エ 保護者や家庭を巻き込んだ授業

授業で取 り扱 う 「言葉」についての意

見や感想を，事前に保護者に依頼 した。

オ 複数の情報を精選 したまとめ

単元最後の授業では，前時までに授業

で取 り扱った教科書教材，アンケー ト結

果，保護者の感想などと，本時に学習 し

たことを総合的に考えさせて各 自のまと

めとした。自分に必要な情報を選び出し，

加工 して，自分の言葉でまとめている生

徒が多かった。

カ 自己評価の実施

自己評価 カー ドは5時 間の単元の振 り

返 りを兼ねた ものであ る。A～E段 階 で

評価 を行 う5項 目と，100点 満点 で評価

を行 う1項 目か らな る。

③ 学年 ・学校 での取組

ア 読 み聞かせ フェスタin稲 中

2学 期末PTA事 業 にお いて，全校 生

徒 と保護者 を対 象に読み聞かせ の集会 を

実施 した。読み 聞かせ サポー ター と して，

ボランテ ィア6団 体28名 においでいた だ

いた。 体育館で全体会 と読み聞かせ デモ

ンス トレー シ ョンを行 い，その後は13の

教 室に分 かれて，読み 聞かせ の実演 に間

近 に触れ なが ら，体験活動 も行 った。実

施後行 った，生徒 を対象 に したアンケー

トでは，大 半の生徒か ら 「感動 した ・楽

しか った ・また聞きたい」 との回答が得

られた。 また，参加 した保護者 か らも，

ボ ランテ ィアの方 々へ の感謝 を込めた感

想 が寄せ られ るな ど，好評 を得た。後 日，

好評 だった絵本の 中か ら20冊 ほ どを購入

し，図書 室に置 き，利用 させ ている。

イIGタ イ ム（Inakawa Gyro Time）

全校集会 の時 に10分 程度 の枠 を設け本

事業にかかわ るこ との生徒へ の意識付 け

を深 めてい くこ とを 目的 として いる。「私

の読 書スタイル」 と題 し，本 を選ぶ とき

のポイ ン トや本 を読む ときの楽 しみ方な

どを教師 が紹介 した。 また， 「読み聞 か

せ団体の方 々か らの手紙紹介」 とい うこ

〈板書例〉

〈読み聞かせフェスタ〉
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とで，ア に挙げた 「読み聞かせ フェス タ」

に参加 いただいた方 々か らの手紙 を読み

聞かせた。

ウ 朝読書

本校で は，毎 日8：20～8：35ま での15分

間 を 「朝の活 動の時間」と設 定 してい る。

その 中で，毎週月曜 日 ・火曜 日 ・金曜 日

は 「朝読書の 日」 と決め，取組 を続けて

い る。 短時間ではあ るが，朝読書 を通 し

て様 々な情報 を得た り，語彙 を豊かに し

た り，表現の豊か さを感 じ取 った りする

ことができる と考え る。

（3） 「読み」 を深 めて考えた ことを 「書 く力」

や 「話す力」 に結び付 けるための指導 は ど

うあれ ばよいか。

① 国語科 の取組

ア 「ズバ リひ と言」 で表現す る （考 えを

短 くま とめる力 の育成）

自分の考 えをで きるだけ短 い言葉 にま

とめるこ とを意識 させ た。例 えば，登場

人物の心情 を描写か ら読み 取る場合，ひ

と言で表現 させ る。そ の後 ，根拠 となる

部分を確認 し， よ り的 を射 た表現 につい

て話 し合 う。

イ 課題 に沿って文章 を書 く （考 えをあ る

程度 の長 さで表 現す る力の育成）

あ らか じめテーマを設定す る。書 き方

に関 しては資料 を提示 して指導す る。 日

常生活 を見つ め直 し，書 きたい一場面を

できるだけ詳 しく，細か く書 くことを重

視す る。文章 については，発 表 した り感

想 を述べ合 った りす る場 を設けて，互 い

に評価 し合 う。

② 授業 の実践例

3年 生 では古 典学習の際，教科書教材 の

「お くの ほそ道」を中心 に して単元 を組 み，

TTや 選択学習 を通 して今 年度 の重 点であ

る 「思考 」か ら 「発信 」へ と結び付 く活動

を行 った。 具体 的には次の よ うな学習活動

と研究を行った。

アTTの 効果的活用

・3年 生は，週3時 間の国語の授業の

うちの2時 間でTTを 行 ってい る。

その利点を生か し，単元の途 中に選

択別学習を取 り入れ，クラスを2グ

ループに分 けてそれぞれを担 当して

授業を進めた。

・ 一つの話題に対 し二人の指導者が違

った立場か ら意見を述べ，それを生

徒が聞いて 自分の感想や意見をまと

める活動を行った。

・ 話合い活動のときには，一人の指導

者が司会進行を務め， もう一人の指

導者が板書 を担 当して，話合 いを充

実 させ るとともに時間の効率化 も図

った。

・ 個に応 じたきめ細やかな指導を行え

るように机間指導を行った。

イ 選択学習の導入

・ 松尾芭蕉の 『おくのほそ道』への思

いをとらえる手立ての一つとして，作

品中の 「松島」 と 「象潟」の二つのど

ちらか一方を選択 し，その中で自分が

調べたい課題を設定 して芭蕉の思いを

とらえる学習を進めた。

・ 「松島」 と 「象潟」について調べ，

まとめ，発表 した後，一斉学習に戻っ

て二つの地域の共通点や文章上の類似

点などについて意見交換を行い，芭蕉

の思いをとらえさせた。

・ 選択学習で調べたことや友達の発

表，全体での意見交換 を通じてとらえ

た芭蕉の 「お くのほそ道」への思いを，

原稿用紙1枚 程度にまとめさせた。

ウ 保護者の協力を得ての授業

・ 単元に入る前に保護者に 「旅」に対

する考えや経験談などについて書いて

いただくことを依頼 した。

174



・ 単元の最後の活動 として 「旅」につ

いて随筆を書 く活動を行ったが，その

際に保護者に書いてもらった文章を紹

介 した。

エ 学習計画や 目標の明示

・ 授業の始めに授業の流れ と目標を黒

板に掲示 して，生徒が意欲的に活動し

やすいようにした。

本単元は10時 間計画で4次 から成っ

ているが，各次の学習活動や配当時数

を書いた活動表を生徒に配付 し，生徒

が見通 しをもって学習できるようにし

た。

③ 学年 ・学校の取組

ア 読書案内

具体的なイメージをもてるよう，書店

に置かれている広告カー ドを紹介 し，

読んだ人が本に興味をもてるような紹介

文を考えて広告カー ドを作成 した。でき

あがった作品を廊下に本 と一緒に並べ，

誰でも読めるようにした。

イ 新聞掲示

全員で田沢湖，角館方面へ出かけ，体

験学習を行った。その体験を振 り返 り，

自分が考えた ことを新聞の形でま とめ

た。新聞は廊下に掲示 し，友達の体験を

共有 し，自分との考え方の違いを比べて

いた。

ウ 読書新聞づ くり

夏休み前に授業で 『きよしこ』 （重松

清 著）の読み聞かせ をした （「北風ぴ

ゅー太」）。夏休み中に課題図書 （『きよ

しこ』）を読み，書 く視点を決めて新聞

を作成した。教師が選んだ優秀作品 （12

点）を紹介 し廊下に掲示 した。

エ 読書集会

2学 年の学年委員 と図書委員が企画運

営 した学年集会で，読書に関するアンケ

ー ト結果の紹介や図書室クイズ等を行っ

た。また，事前に図書室か ら興味をもっ

た本を各 自1冊 選択 して読み， 「図書室

のオススメ本」紹介カー ドを作成 した。

集会では 「オススメ本」紹介コーナーを

設け，お互いに紹介 し合い交流をもった。

オ 詩のコンクール

学年で集会を行い，過去の優秀作品を

教師が読み聞かせをした。 日常生活の中

か ら題材を探 し，友達に伝えたい思いや，

〈授業の様子〉

〈体験学習新聞〉

〈読書集会〉
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自分の心が揺 さぶられた瞬間を詩で表現

した。できあがった作品を読み，気に入

った作品に理由を添えて投票 した。上位

の作品は廊下に掲示 し，また、郡市のコ

ンクールに出品した。

（4）成果 と課題

① 成果

ア 考えて発信する生徒

発信するためには，考えの蓄積や深化

が必要である。今回の研究を通 して，考

える場面を生徒たちが意識するようにな

り，次第に広く深く考えられるようにな

った。 自分の考えが蓄積 されると発信 し

たくなるものである。授業における発言

意欲も増 し，得た情報などを精選 して自

分の言葉で表現できるよ うになってき

た。

イ 「受信 ・思考 ・発信」を意識 した教師

学校行事や集会活動において，受信 ・

思考 ・発信する場面は多々あるが，それ

を教師が意識することで，よりきめ細か

な手立てが施されるようになった。丁寧

な指導により集会活動が発言の場 として

も実 りある豊かな活動になってきてい

る。また，生徒の集会の運営や発言が洗

練 されてきたと感 じている。

ウ 保護者 ・地域の方々の活躍

保護者 ・地域の方々のご協力により，

生徒は教師以外の視点や考え方を身に付

けることができる。また，教師にとって

も有意義なものとなっている。

エTTに よる効果

TTに 対する生徒たちの反応は好意的

である。学習意欲につながっていると考

えられる。また，教師同士が協力 して授

業を構築することは，互いの指導方法を

学び合 うことや力量を高め合 うとい う機

会にもなった。

② 課題

ア 向上心を高めるためには

考える場面を設定することは，ある意

味，考えることを強いていることになり

はしないだろうか。より高い （深い ・広

い）ものを目指す意識をもたせるために，

「自ら考える力」を付ける必要がある。

イ 発信が苦手な生徒への手立て

考えているが発信す ることが苦手な生

徒が少なくない。今後，発信するための

手立てやスキルを研究していきたい。

ウ 校内体制におけるTT運 用

現在の状況では国語科において全学級

でのTTの 実施は不可能である。時間的

・人員的な課題の克服等，今後検討 して

いきたい。

3研 究成果の普及

［平成19年 度］

・県南地区教育課程研究集会において，本校

の取組 を紹介 （8月）

・公開研究会 冨山調査官講話 （9月）

・国語科授業研究会 冨山調査官講話（2月）

［平成20年 度］

・公開研究会 冨山調査官講演会 （11月）

・県南地区 「確かな学力」向上推進協議会で

本校の取組を紹介（1月）

・研究協議会参加 （2月）

・研究集録の発行 （3月）

4今 後の展望

生徒 自身がより高い （深い ・広い）学びを目

指せるように，今後も考える場面の設定や，発

信が苦手な生徒への支援の在 り方について考え

ていきたい。 さらに，本年度の研究協議会で冨

山調査官からいただいた 「2年間の研究の積み

重ねを，新学習指導要領と照らし合わせて理論

化を図ることと，課題意識 を明確に研究成果の

検証を今後も進めていくこと」とい う助言を指

針 として，研修を積み重ねていきたい。
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平成20年度教育課程研究指定校事業研究成果報告書
か り か な

学校名
と うき ょ うとね り まくりつ かい しんだ いいちち ゅ うが っこ う

東京都練馬区立開進第一中学校

校長名 ：長谷川秀 一

所在地 ：東京都練馬 区早宮1丁 目16番50号

電話番号 ：03－3993－2417

④

各教科における指導の工夫改善に

関する研究

（平成19・20年 度）

対象教科 国 語

Ⅰ 研究指定校の概要

1学 校 ・地域の特色及び実態

本校は，閑静な住宅街に位置 している。生徒は

素朴で素直である。地域の学校への関心は高く，

行事や部活動等に対 しても積極的に協力 してくれ

る伝統がある。学校は，区内有数の緑に囲まれて

おり，生徒たちは，毎 日伸び伸びと活動 している。

生活面では規律ある生活ができている。学習面で

は，家庭学習の習慣等に課題があり，潜在的な能

力を出し切っていない部分が見 られる。近年は，

中学受験で私立中学校に進学する児童が増えたた

めか，基礎的な学力が身についていない生徒の割

合が増えてきている。

2学 校の概要 （平成20年5月1日 現在）

教員数23名

Ⅱ 研究の内容及び成果

【研究成果の要点】

全校体制による朝読書等に代表される 「読

書環境の整備」 と並行 して，国語科 としての

「読書指導」を計画的に取 り入れることで，

読書意欲が喚起され，読解力の向上に寄与で

きた。

読書単元の授業の中で，効果的だったのは

「読みの交流」の場面であった。読書指導の

指導過程に 「生徒同士の読みの交流，批評」

を組み入れることで多様な読み方を保証する

とともに必要な情報を得ることができるよう

になった。また，複数の文章の比べ読み とい

う学習方法が本の内容及び表現の仕方を大づ

かみする上で，大いに役立った。

各学年に2つ ずつ読書単元を設定 した結

果，自分の考えをまとめたり，深めたりする

ことができるようになった。生徒の読書感想

文や レポー トの質も高まった。

1研 究主題等

（1）学校における研究主題

「学力向上」－生徒が主体的に取 り組み，

学び合いのある授業の工夫－

（2）学校における研究主題設定のね らい

平成16・17年 度練馬区教育委員会教育研究校，

及び平成18年度校内研修で 「学力向上」 ・ 「授業

改善」に取 り組んできた。

その結果， 「到達度の明確化」が生徒にとって

分かる授業の基本になり，学力向上に大きく寄与

することが明らかになった。また，生徒が求める

授業像 として 「学び合いのある学習活動」の展開

が挙げられ，指導す る側には 「生徒の学力の変容

を的確に把握する指導」が求められていることも

分かった。

さらに，平成16年 度か ら取 り組んでいる 「朝読

書」が，単に生活指導面か ら有効なだけではなく，

生徒の基礎学力の形成にも何 らかの影響を与えて

いることが，学力調査における他教科の結果から

も分かってきた。
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より効果的に 「学力向上」を図るためには，読

書環境を充実させることと同時に，国語科 として

どのような 「読書指導」を行っていくかが課題 と

なった。

そこで，今回の主題設定に関しては次の2点 を

考慮 した。

① 読書活動の充実に向けて読書環境の整備に

努める。読書活動の年間指導計画を作成 し全

校で取 り組む。

② 生徒が主体的に読書活動に取 り組むように

なる読書指導法を提示する。

（3）取組体制

学力向上 ・授業改善，及び，読書活動の充実に

向けて校内研修委員会として全校体制で取り組む

ことと並行 して，国語科を中心として，読書指導

をどのように取 り扱っていくかを課題 とした。国

語科による研究体制も整えた。

具体的には，全校で取 り組む 「読書活動」を国

語科がリー ドして実行に移 してきた。例えば，課

題図書を教材にした道徳授業地区公開講座の実施

や，総合的な学習の時間における調べ学習との関

連を意識 したブック トークの展開等がある。

それ と並行 して，国語科の授業の中で行 う 「読

書指導」としては，各学年2つ ずつ読書単元を設

定 して，系統的に展開した。

（4）2年 間の主な取組

【平成19年 度 の主な取組 】

時期 主な取組

4月

5月

6月

7月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

①年間読書計画の作成

②学力調査の実施

③課題図書の提示

④保護者向け説明会の実施

⑤学力調査の結果分析

⑥授業評価の実施 と結果分析

⑦ 「中学生に薦める本」の作成

⑧道徳授業地区公開講座 の実施

⑨読書感想文 コンクールの実施

⑩学習状況調査の実施 と分析

⑪学力調査の実施 と変容の分析

⑫ブック トークの実施

⑬公開授業 ・中間発表会の実施

⑭次年度への課題の検討

⑮保護者への報告会の実施

※国語科研究授業 ：6回

【平成20年度の主な取組】

時期 主な取組

4月

5月

6月

7月

9月

11月

12月

1月

2月

3月

①年間読書計画の作成

②学力調査の実施 （経年変化分析）

③課題図書の提示

④保護者向け説明会の実施

⑤学力調査の結果分析

⑥授業評価の実施 と分析

⑦ 「中学生に薦める本」の作成

⑧道徳授業地区公開講座の実施

⑨第1回 学習状況調査の実施 と分析

⑩読書感想文 コンクールの実施

⑪第2回 学習状況調査の実施 と分析

⑫学力調査の実施と変容の分析

⑬ブック トークの実施

⑭公開授業 ・研究発表会の実施

⑮研究の内容 ・方法の検討

⑯保護者への報告会の実施

※国語科研究授業 ：6回

2研 究内容及び具体的な研究活動

（1）具体的な研究課題

読書活動を活性化 させるためには，読書に親 し

むための学校全体 としての読書環境の整備 と，国

語科としての読書指導を並行 して推進することが

大切である。

読書環境の整備に関 しては国語科が中心とな り，

全校体制で次の5点 を行った。

① 全校生徒による朝読書の徹底

② 各学年6冊 の課題図書の設定

③ 校内読書感想文 コンクールの実施
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④ 教職員 ・保護者による 「中学生に薦める

本」の作成

⑤ ブック トークの実施 （1年生）

並行 して国語科としての読書指導を年間指導計

画の中に読書単元として各学年2回 取 り入れて，

読書への意欲喚起と，本の選び方や本の読み方等

の指導を行った。

（2） 学校全体の取組

読書環境の整備 に関す る前述の①～⑤に関 して

は，具体的には次のよ うに実践 した。

① 全校生徒 による朝読書の徹底

朝礼 のある月曜 日を除 く火 曜 日か ら金曜

日の8：25～8：35の10分 間 を朝読書の時間 と

設 定 して いる。

学期 に1回 「読書の記録 」を作成す る。

② 各学年6冊 の課題 図書の設定

平成20年 度の各学年の課題 図書は次の通

りであ る。

第1回 （4月 ）

1年 ：星新 一 「ボ ッコちゃん」

2年 ：ビー トた け し 「少年」

3年 ：辻仁成 「そ こに僕がいた」

第2回 （5月 ）

1年 ：湯本香樹美 「夏の庭」

2年 ：三 田誠広 「い ちご同盟 」

3年 ：壺井栄 「二十四の瞳」

第3回 （7月 ）

1年 ：灰 谷健次郎 「兎の眼」

2年 ：森絵都 「つきのふね」

3年 ：森鴎外 「山椒 大夫 ・高瀬舟」

第4回 （9月 ）

1年 ：あ さのあつ こ 「バ ッテ リー」

2年 ：スティーブン・キング 「スタンド・バイ・ミー」

3年 ：手塚治 虫 「ガラスの地球 を救え」

第5回 （11月）

1年 ：重松清 「きよ しこ」

2年 ：土屋 賢二 「棚か ら哲学」

3年 ：星野道夫 「旅 をす る木」

第6回 （1月 ）

1年 ：黒柳徹 子 「トットちゃんとトットちゃんたち」

2年 ：椎名誠 「岳物語 」

3年 ：ヘ ッセ 「車輪 の下」

③ 校 内読書感想文 コンクール の実施

全校生徒対象 と した校 内読書感想文 コン

クール を実施 してい る。第1回 か ら第3回

までの課題図書の 中か ら一つ を選び，各 自

が夏休み 中に読書感想文 を書 く。集 まった

作品 を国語科で審査 し表彰す る。最優秀作

品 に関 しては，冊子に して全校 生徒に発表

す ると同時に，文化発表 会で朗読す る場 も

設 けてい る。

④ 教職 員 ・保護者 に よる 「中学生に薦め る

本」の作成

夏休 み前 の時期 に教職員や保護者 に 「中

学生に薦 める本」 とい う原稿 を募 り，冊子

に して配布 している。 出版社 ・題名 ・推薦

理 由をコメン トして も らってい る。推薦図

書 は，学校図書館 にコーナー を設置 して貸

し出せ るよ うに してい る。

⑤ ブ ック トー クの実施 （1年 生）

毎年，1年 生 を対象に地域の図書館 と連

携 してブ ック トー クを行 ってい る。時期は

12月 で ちょ うど冬休 み前に行 い読書への意

欲付 け，読書の広 が りを 目的に してい る。

（3）国語科 としての取組

国語科 としての 「読書指導」に関しては，ま

ず目標を各学年，次の通 りに設定 した。

1年 ：読書に親 しむ態度を育てる

2年 ：様々な文種を読むことで読書の幅を広

げる

3年 ：読書を通 じて自分の考えを深める

また，各学年とも2つ の読書単元を設定 した。

今年度の読書単元は次の通 りである。

＜1年 ＞

○宮沢賢治の作品を比べ読みする～豊かな言葉

「光と風からもらった贈 り物」 （高橋世織）光
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村図書1年 から発展として～

○広がる読書～ 『開一中1年 推薦図書50』 の冊

子の作成，冊子を読んで次に読む本を決める

＜2年 ＞

○向田邦子の作品を読む～ 「字のない葉書」

「ごはん」の比べ読みから 『父の詫び状』の作

品世界を味わ う～

○ユーモア ・エ ッセイを読む～ 『棚から哲学』

（土屋賢二）のユーモア表現を探る～

＜3年 ＞

○論理の展開～ 「生き物 として生きる」 （中村

桂子） 『ガラスの地球を救え』 （手塚治虫）

の比べ読みをする。

○ 「お くのほそ道」の鑑賞～各章のリレー読み～

各学年 とも2つ の読書単元の うち1つ は教科書

教材の発展的な扱い として読書単元を設定した。

そのことによって全体の年間指導計画の中で大き

な時間的負担にならないように工夫した。

また，3年 間の系統性を意識 して，1年 生では

読書に親 しむ態度の育成にねらいを絞った。2年

生では様々な文種に触れることで，分析的に批判

的に文章を検討する力の育成に焦点を定め，3年

生では文章表現から読み取れ る内容に関して，自

分の価値観 と照らし合わせて考えを論理的に表現

できるかどうかを大事にした。

＜具体的な実践例―第1学 年― ＞

①単元名

「宮沢賢治の作品を比べ読みする」～豊かな言

葉 「光と風からもらった贈 り物」 （高橋世織）光

村図書1年 からの発展 として～

②教材観

「光と風からもらった贈 り物」は，宮沢賢治の

詩 「高原」を通 して，豊かな言葉を体験させよう

という意図で配置された教材である。

筆者の解説は丁寧で温かいが，中学1年 生のこ

の時期に読む教材 としては，抽象的で難解な表現

が多 く，抵抗感をもつ生徒も多いことが予想 され

る。 しか し，この難解 な文章を読み解くことが，

読解力の向上につなが り，また，賢治の作品に近

づ く手がか りの一つ とな ると考えた。4編 の童話

を本教材 のあ とに読 ませ る ことに よって，賢治の

童話に対す る理解が さらに深 まるはず である。

③ 単元の 目標 （参考 とす る新学習指導要領の内容）

・語句 の意味 を文脈の 中で正確 に理解 し，筆者の

ものの感 じ方や考 え方 を読み取 る。 （読む こと

1年 ア 文脈 の中にお け る語句 の意味 を正 しく

とらえ，理解す ること。 ）

・宮沢賢治の童話4編 を読み比べ，作者 の ものの

見方や感 じ方 にふれ る。 （読 む こ と1年 オ 文

章 に表れ ているものの見方や考 え方 を理解 し，

自分の ものの見方や考 え方 を広 くす ること。）

④ 単元の内容 （参考 とす る新学習指導要領の内容）

・言語活動例 の活用 ：（ウ 課題 に沿 って本 を読

み ，必要 に応 じて引用 して紹介す ること。 ）

・教科書教材 との関連 ： 「光 と風か らもらった贈

り物」 を読み，筆者 の書いてい ることか ら宮沢

賢治 とい う作家 を理解 し，4編 の童話 を読む導

入 とす る。

・読書指導の系統性 につ いて ：同一作家 の4編 を

比べ読みす るこ とで，読書 に親 しみ をもたせ，

次の 「開一 中1年 推薦 図書50」 の取組 につなげ

る。

⑤単元 の指導計画 （6時 間扱 い）

第1時 ・全文 を通読 し，内容 のあ らま しをつかむ。

・ 「高原 」の詩 について，筆者 の解説 を読

み取 り，感想 を もつ。

第2時 ・ 「オ ツベル と象」 「注文 の多 い料理店」

～ 「セ ロ弾きのゴー シュ」 「よだかの星」

第4時 を読み ，気付 いた こ とをワー クシー ト

1に 記入 し，発 表す る。

第5時 ・4編 を比較 して共通点 をワークシー ト2

にま とめ，賢治のメ ッセ ージや表現 の特

徴 な どに気づ く。

・賢治の他 の作品 （「雨ニモマケズ」）に

も目を向け，今後 の読書 に興味関心 を深

め る。

第6時 ・1編 を選 んで感想文 を書 く。
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⑥授 業改善のポイ ン ト

生徒 たちは，入学以来，朝読書を通 して読書 に

親 しん できた。国語科では，読書指導 を年間計画

の中に位置付 け，学年 ごとの 目標 に沿った指導 を

行 っているが，それ を踏まえ， 「読書 に興味 をも

つ」 こ とに主眼 をおいた授業展開 とした。

ここでは，宮沢賢治 の作 品をま とめて読み，賢

治の世界に触れ ることで，一人の作家に向 き合 う

楽 しさや ，読書 の新 たな喜び を見出 してほ しい と

願 った。 このあ との授業 で， 「開一中1年 推薦 図

書50」 を選定 し，冊子 を作 る計画を立てた。 そ

れ につ ながる取組 として，本授 業が，生徒 の読書

の世界 を広 げ，意欲 を高めてい くことを期待 した

ものである。

⑦授業の内容

第1時

「光 と風か らもらった贈 り物」 は，教師が読み

聞かせ る。難解 な語句 はあ らか じめ意味 をプ リン

トして配布 ，抵抗感 を取 り除 く。 「高原」は短 い

詩だが， これ か ら読む賢治の作品 を読み解 く手が

か りが随所 にある。 ヒン トを与 えなが ら，丁寧 に

読み取 らせ ，詩 に表れた賢治の思いやメ ッセー ジ

に気付 かせ てい く。

第2時 ～第4時

賢治 の童話は教師が読み聞かせ る。 その後，黙

読 させ る。 ワー クシー ト1はA4判1枚 に4編 全

てが書 き込 める表 を作ってお く。項 目は 「1印 象

的な表現 ・事柄2賢 治か らのメ ッセー ジ3

感想」の3点 。1編 読 み終 わるご とに，各 自黙読

しなが ら記入 し，発表 させ る。 さらに，友達の発

表の良い点を表 に付 け加 え させ る。 この流れ で4

編 を3時 間で読む。

第5時

4編 の童話 を比較 して共通点を挙げ，そこか ら

賢治 のメ ッセー ジや表現の特徴 に気付 かせ る。 ワ

ー クシー ト2は
，A4判 に4編 の作 品名 を書 き，

共通点が書 き込め る空欄 を設 けた表 を作 ってお く。

共通点 は，4編 全てに共通 しな くても，2編 以上

に当て はまれば よい もの とす る。各作品 当てはま

る項 目に○印を入れ ，発 表 させ る。模 造紙に表 を

作 っておき，教師が発 言 を書 き込んでい く。 また，

友達の発表 を聞き，それ ぞれ 自分の表 に書き足 さ

せ る。表の完成後 ，共通点か ら賢治のメ ッセージ

をま とめ，発表 させ る。最後 に 「雨ニモ マケズ」

を教師が読み 聞かせ，賢治 の生 き方や考 え方 につ

いて，思 いを深 め させ る。

第6時

4編 の うちか ら1編 を選 ん で，400字 程度 の

感想文 をま とめさせ る。

⑧生徒の様子

全 ての作品 に興味 をもって，集 中して読む生徒

が多か った。 ワー クシー ト1へ の書き込みには，

テーマに迫 る気付 きや感想 が多 く見 られ ， ワーク

シー ト2に 効果 的につ なげる ことができた と言 え

よ う。 共通点について， 「動物 が出て くる」 「月

・太陽 ・星が話す 」 「命 に関係 している」 「動物

の逆襲にあ う」 「不思議 な出来事 が起 こる」 「独

自のオノマ トペ が使 われ ている」 な ど，活発 に意

見 を出 し合 った。賢治の メ ッセー ジのま とめでは，

初 めに読んだ 「光 と風か らも らった贈 り物」を振

り返 らせた。 キー ワー ドの 〈共生〉に気付 く生徒

も多 く，それぞれ実感 の こもったま とめができて

いた。

⑨指導の成果 と課題

比べ読みは予想 以上に生徒 の興 味を引いた。 こ

の時期の1年 生 らしい答 え もあったが，賢治 の本

質に迫 る鋭 い答 え も出 され ，賢治 のメ ッセー ジや

表現 の特徴 な どに生徒達 は楽 しみ なが ら気付 くこ

とができた。 この経験が生徒の読書意欲 を高めた

こ とは間違いない。

比べ読みの鍵 の一つは，作家 ，作 品を精選す る

こ とで ある。 さらな る教材 の開発 は今後 の課題 で

ある。 も う一つは，比べ読み の明確 な視点 を指導

者が もつ ことである。今回 は共通点 に着 目したが，

相違 点に着 目した授業展開 も考 えてみたい。

⑩ 生徒作品 （感想文）例 やれ ばでき る～ 「セ

ロ弾きのゴー シュ」 を読んで～

「きみは足手ま といだ。」前に ドッジボール を
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していて言 われ た言葉 だ。 小学4年 まで僕 はスポ

ーツの何 をや ってもで きな くて，足 を引っ張って

いた。 この話 のゴー シュ も一人足 を引っ張 ってい

た。 いつ も うま くいかず楽長 に怒 られてば っか り

で，そ こが共感で きた。

この 「セ ロ弾 きの ゴー シュ」 には，た くさんの

動物が出て きて ゴーシ ュに色々な ことを気づかせ

る。猫，か っこ う，狸 ，ねずみ。 この4匹 は，言

葉 を話 した り，演奏 した りして， とて も普通の動

物 とは思えない行 動をす る。 しか し，そこが宮沢

賢治の話 のお もしろい ところだ。 そ して，その動

物たち と触れ てい くうちに，ゴー シュのセ ロには

病気 を治す効果が ある とい うこ とを知 り，た くさ

んの動物 を助 けてい る とい うこ とも聞か され る。

ホールで無事に曲 を演奏 し終 り，ひ と息入れ てい

るゴー シュに向けて言われた 「や ろ うと思えばや

れたん じゃないか。 」 とい う楽長のセ リフが とて

も心に残 った。 あき らめず に努 力す ることの意味

を考 えさせ られ た。

（4）成果 ・課題

読書環境の整備 と並行 して国語科 としての読書

指導を明確に行った結果，明らかになってきたこ

とは大きく次の2点 である。

① 読書指導の指導過程において 「読みの交

流」がポイン トになる

各学年の読書単元の授業において，生徒が最

も活動的だったのはお互いの 「読みを交流す

る」場面であった。例えば2年 生における 「字

のないはがき」 と 「ごはん」 （共に向田邦子作

品）の比べ読みの場面では， どうい う共通点が

あるのかをランダムに意見を言い合 う活動が活

発に行われた。その学習の後， 『父の詫び状』

一冊に関するレポー トを書 く学習では
，どの生

徒 も自分な りに読み取った共通点をレポー トに

まとめ上げることが出来た。 このことからも読

書指導の指導過程に 「読みの交流」を取 り入れ

ることが有効であることが分かる。

② 教科書の 「読むこと」の学習 と関連した読

書指導が効果的である

教科書教材の発展学習 として読書指導を行 う

場合，有効な活動が 「比べ読み」であった。共

通す るテーマで複数の作者の作品を比較 した り，

同じ作者の複数の作品を比較 した りする学習が，

読書意欲を喚起すると同時に，本の内容と表現

の仕方を大づかみにす る学習になった。

本校での2年 間の研究課題 として次の3点 が

ある。

① 学力向上と読書 との関連

② 読書教材の開発

③ 読書指導の時間の確保

読書指導において 「活動あ りき」の学習になら

ないために指導内容をさらに明確に提示 していく。

このことが，学力向上と読書の関連性 を明らかに

していくことにつながるものと思われ る。

3研 究成果の普及

区中研国語部の研究会や公開授業研究会等で，

本校の取組を発信 してきた。また，2年 間の研究

成果を冊子の形でまとめ，区内はもとより東京都

及び全国の中学校に公開 していく予定である。

4今 後の展望

新学習指導要領の中に明確に記述された指導事

項を踏まえて，2年 間の研究で得た読書指導の成

果 と課題を検証していく。

次に，読書指導における基本的な指導内容を明

らかにすると同時に，これか らの読書指導で必要

な指導過程を提案できるように実践を積み重ねて

いきたい。

さらに，読書指導で使われ る教材の開発に関し

ては，課題図書の検討 と同じく毎年修正を加えな

がら，最終的には読書指導のための図書選定の視

点を明らかにして提案 していきたい。
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平成20年 度教育課程研究指定校事業研究成果報告書
ふ りが な

学校名
よ こは まこ くりつ だいが くきょういくにんげんかか くぶ

横浜国立大学教育人間科学部
ふ ぞくよこはまちゅうが っこう

附属横浜中学校

校 長 名 ：高木 展郎

所 在 地 ：神奈川県横浜市南区大岡2－31－3

電話番号 ：045－742－2281

④ 各教科等における指 導の工夫改善に関する研 究

（平成19・20年 度）

研究対象教科等 社 会

Ⅰ 研究指定校の概要

1学 校 ・地域の特色及び実態

横浜国立大学教育人間科学部の附属中学校と

して，通常の中学校教育を行っている以外に次

のような三つの特色がある。

・研究推進校 として，教育上の多様な試みを行

っている。

・教育人間科学部の学生が，教育実習生 として

生徒の教育に参加 している。

・海外か らの帰国生徒を受け入れ，適応指導及

び国際理解教育を推進 している。

本校の学区は，神奈川県内で1時 間程度で通

学できる地域 ということになっている。生徒の

多くは横浜市と川崎市に在住 している。大都市

における特色がいたるところに見られる。文化

的なものに触れたり，塾や習い事に通った りす

る等の環境は整っている。

2学 校の概要 （平成20年5月1日 現在）

教員数20名

Ⅱ 研究の内容及び成果等

【研 究成 果 の 要点 】

中学校社会科地理的分野において学習 したこ

とを分析，総合 して自分の考えも含めてま と

め，表現することを中心に授業実践した。

○レポー ト作成を単元最後に設定 したことでそ

れまでの授業の流れの計画が明確にできた。

○レポー ト作成を単元の目標 としたので生徒は

最終的に身に付けるべき力を目標 として見通

しを持って学習に取 り組むことができた。

1研 究主題等

（1）研究主題

PISA型 「読解力」を基盤 とした授業改善に

向けて －習得 ・活用 ・探究の授業をどうつく

るか－

（2）研究主題設定のねらい

これ まで本校では，PISA型 「読解力」の研

究 ・教育を展開 してきた。「読解力」は，「習得

・活用 ・探究」の能力育成のプロセスの中にそ

れぞれ内在 している。PISA調 査における 「読

解力」は単に情報を読む取る力ではなく， 「自

らの目標を達成 し，自らの知識 と可能性 を発達

させ，効果的に社会に参加するために，書かれ

たテキス トを理解 し，利用 し，熟考する能力」

と定義 されている。つまり，「読解力」は，国

語科だけで育成 されるものではなく，各教科や

総合的な学習の時間を通 して身に付けられるも

のであると考えている。新 しい学習指導要領で

は，基礎的な知識や技能を習得 し，それ らを活

用 して課題を解決するために必要な思考力，判

断力，表現力などの能力を育成 し，主体的に学

習に取 り組む態度が求められている。そこで，

習得 ・活用 ・探究の授業をどう展開するかが今

後の大きな課題 といえる。そのよりよい展開を

各教科の授業を通 して検証しようと考えてい

る。

（3）取組体制

学校全体のテーマ設定の中で，それぞれ教科

の特性を考慮 した上で実践内容を検討 した。

（4）2年間の主な取組

平成

19年

度

地理的分野において社会科で付けたい

能力を検討し，そのためのカリキュラム

を考えた。

平成

20年

度

19年度の取り組みを基にして他の単元や

分野ではどのような表れになるのか検討

した。生徒の成果物を元にカ リキュラム

の有効性を検証 した。
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2研 究内容及 び具体的 な研究 活動

（1）具体的 な研 究課題

社 会科 は様 々な専 門的な学問領域 を総

合 して成立 してい るこ とか ら，社会科 と

しての指導 よ りもそ の専門的な知識 を詳

しく教 え込む とい う傾 向にな りが ちであ

る。 しか し 「読解 力」低 下な どが問題視

され てい る現在 ， 自分 自身 で思考す る力

を育成 す るた めに指導 は ど うす るべ きな

の か を 考 え た 。

（2）取組

今 回 は 単 元 で 学 習 した こ とを 分 析 ， 総

合 して 自分 の 考 え も含 め て ま とめ ， 表 現

す る こ とを 中心 に 考 え て 実 践 した 。 そ し

て ， それ が で き た こ とが 学 習 者 自身 ， 指

導 者 に 明確 に な る よ うに レポ ー トを作 成

させ た。

（3）成果 と課題

① 思考を深 め，広げ るための単元構想 と授 業の方法

地理的分野 「世界 と比べ てみた 日本」の単元を通 して身 に付 けさせたい こ とを，平成10

年版学習指導要領 に照 らして設定 した。 学習の後に次の よ うな概念 が形成 できれ ば， 目標

を達成で きた と評価 して よいのではないか と考 えた。

日本の 人 々は ，各 地 域 それぞれ の地 理 的 条 件 （自然 ・人 文 の 両 面 ）に影 響 され ながら暮 らしている。そ

の地 域 の地 理 的 条 件 につ いては ，地 図 ・統 計 資 料 ・グラフな どから，自然 （地 形 ，気候 ）や 人 口 ，経 済

（産 業 ，資 源 ），文 化 （歴 史 ，生 活 ），政 治 状 況 ，国や 人 との 結 び付きなどを，相 互の 関連 性 に注 目しなが

ら調 べ ることによってとらえることができる。

人 々は ，様 々な豊 かさを追 究 するために地 理 的 条件 を利 用 したり，逆 に地 理 的 条 件 を変 化 させ るなど工

夫をして暮 らしている。人 口 や 産 業 はそれら自体 が 地理 的 条 件 であるとともに，地 理 的 条 件 によって変 化す

るものでもある。人 類 の 産 業の 発 展 が 地 球 規 模 での環 境 限 界 を越 え始 めているため ，持 続 可 能 な発 展 を

考 える必 要 がある。

単 元 の 取 組 にお い て ， 日々 の授 業 で は 自分 で思 考 して ，この 概 念 を持 た せ るた め に 「日

本 の 人 々 は ， どの よ うな地 理 的条 件 の も とで 暮 ら して い るの か ？」 「私 た ち は ， どの よ

うに 日本 の 地 理 的 条 件 を 変 え る こ とが で き る の か ？」 とい うこ と を 常 に 問 い か けな が ら

進 め た。

② レポ ー トの課 題 設 定 … 単元 内容 す べ て を網 羅 して設 定 す る

① の概 念 を持 つ こ とが で き るよ うにな った か ど うか は 実 際 に学 習 した 後 に レポー トを

書 かせ て ， そ の記 述 で確 認 す る。 資 料1の よ うに ， この課 題 は単 元 を通 して 身 に付 け さ

せ た い概 念 を も とに考 え た。

③ 指 導 の流 れ

ア 教 科 書 を使 っ て 必要 な知 識 を定 着 させ る… 習得 を 中心 に した授 業

最 後 に 取 り組 む パ フォ ー マ ンス課 題 （こ こで は レポ ー ト作成 の こ と） に必 要 な知 識 が身

に付 く よ うに 特 に 意 識 して授 業 を進 め る。 項 目な どの 区切 りが つ い た と こ ろで ， 「習 得 」

した知 識 ・技 能 を 意識 して 「活 用 」 す る機 会 をつ く り， レポ ー ト作 成 に 生 かす こ とを念 頭

に置 い て 単 元 を構 成 した。 この よ うな 学 習 を積 み 重 ね て い く こ とに よ っ て， 長 い 文 章 を書

く とい う負 担 感 を軽 減 させ る こ とが で き る。

イ 他 の人 と考 え を共 有 す る… 活用 を 中心 に した 授 業

「地 理 的 条 件 の 例 」 は 自然 地 理 が 中心 と思 われ が ち で あ るが ， 自然 環 境 ， 人 口， 地域 間

の結 び 付 き， 生 活 ・文化 （歴 史 ， 生 活 ）， 資 源 ・産 業 の五 つ に 大別 され る。 これ らを地 域

的 ス ケー ル や 条 件 に応 じて 「なぜ それ が そ こで起 き てい るの か 」 を調 査 ， 分 析 ， 追 究 して

い く こ とを心 が けた 。 話 し合 い の手 順 は 資 料2，3の とお りで あ る。

ま た ， 話 し合 い に は資 料4の よ うな観 点 の評 価 規 準 を持 っ て 行 うこ とを確 認 した。 これ

らの 観 点 を よ り多 く， よ り深 く満 た して い る も の は どれ か とい うこ とを 考 え させ なが ら発

表 会 を行 っ た。 なお ， この 評 価 規 準 は生 徒 に ア ンケ ー トを 取 っ た もの を ま とめ た もの で あ

る。 学 習 者 自身 が 考 えた 評 価 規 準 を用 い る こ とで ， 評 価 内容 を 自分 の も の にす る機 会 に な
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るの で は な い か と考 え た。 そ して ， レポー トを作 成 す る前 に どの よ うな こ とが 評 価 され る

の か

評 価 規 準 を示 し， 説 明 した。

おおむね満足 の規準

○地理的条件 に基づいて 日本 の場所 を選び，説明 している。

○紹介す る相手の国の特色 がほぼ理解で きる。

○資料が適切に利 用 され ている。

ウ レポ ー トを 書 く… モ デ ル を 示 して か ら取 り組 ま せ る

レポー トを抵 抗 な く書 け る よ うにイ メー ジ をつ か ませ る た め に ， モデ ル に な る もの を教

師が作成 して示 した （資料5） 。

エ 完成 した レポー ト作 品

資料6， 上段 の生徒の作 品は 日本の

地理的 特色 を理解 で きる適切 な場 所 を

選び，説 明 し，紹介 す る相手 の国が明

確 で あ り，その 上適切 な資料 が使 われ

て い るので ， 「おお むね満 足」 と評価

した ものであ る。 また，下段 は 日本 の

地理的特 色 を理解 でき る適切 な場所 を

数 箇所選 び，効果的 に説 明 して いて，

紹 介す る相 手の国 の地理的特色 が明確

であ る。 その上， このツアー に参加す

る ことで お互いの国 の将来への関係 な

どが考慮 され てい るバ ラ ンスの よいツ

アー であ るの で， 「十分 満足 」 と評価

した もので ある。

3研 究 成 果 の 普 及

【研 究 発 表 会 な ど で の提 案 】

・平成19年6月23日 本 校 研 究 発 表 会 に お い

て提 案 。

・平成19年9月20日 独 立 行 政 法 人 教員 研 修

セ ン ター 主 催 平 成19年 度 国 語 力 向 上 指

導 者 養 成 研 修 （東 部 ブ ロ ッ ク） に て ， 実

践 事 例 を 発 表 。

・平 成20年2月24日 本 校 研 究 発 表 会 に お い

て提 案 。

・平 成20年6月21日 本 校 研 究 発 表 会 に お い

て 提 案 。

・平 成20年8月22日 川崎 市 総 合 教 育 セ ンタ

ー 社 会 科 研 修 「学 習 指 導 要 領 改 訂 に 伴 う

社 会 科 授 業 の在 り方 」 ～ 思 考 を深 め ， 広

げ る学 習 活 動 ～ に て提 案

【書 籍 な ど に よ る提 案 】

・平 成19年6月 「『読 解 力 』 とは 何 かPart

Ⅱ」横 浜 国立大学教 育人間科学 部附属横 浜 中

学校 編p54，pp59～63「 社 会 科 編 」

・平 成20年2月 「習 得 ・活 用 ・探 究 の 授 業

を つ く る 」 横 浜 国 立 大 学 教 育 人 間 科 学 部

附属横 浜 中学 校編pp51～54「 社 会科 編」

・平成20年10月 「各教 科 にお け る言 語活

動 の充 実 －そ の方策 と実践事 例 」教職 研

修総 合 特集 （「新 学 習指 導 要 領 」 実践 指

導の手 引きNo．6） 第5章7． 社 会pp200
～203

4今 後の展望

社会 科 の 目標 で あ る 「公 民的資 質 の基礎 を

養 う」 た めには思 考 力 ・判断 力 ，表 現力 を育

成 す る必要が ある。これ には話 し合 いや発表，

レポー ト作成 な どの 言語 活動 を意識 的 に授 業

に取 り入 れ ，探究 に結 び 付 くよ うに工夫 して

行 うこ とが大 切 であ る。 この よ うな授 業 を繰

り返 し行 うこ とで ，知識 の提示 や 注入 のみ に

重 きを置 い た授 業 の改 善へ の糸 口を見 いだす

こ とが でき るだ ろ う。 しか し，授業 時 間 には

限 りが あ るため一度 に多 くの こ とをや るには

無 理が あ る。 中学校 三年 間の学 習全 体 を見通

して，計画 的 に取 り組 む こ とが大切 にな る。

今 一度，社 会科 で は何 を身 に付 け させ るべ き

なのか， その ため に は どんな活 動 が必要 な の

か を整理 して カ リキ ュ ラムを編成 す る必 要 が

あるだ ろ う。

また，様 々 な方法 で活 動 を行 った 後 は，そ

の成果 物 を利 用 して学習 者 自身 が 「どん な学

習 を した のか ，何が 身 に付 いた のか 」 をふ り

返 る ことがで きる よ うに学習 の記録 を残 して

い くべ きで あ る。 そ れ に よ り，学 習者 自身 の

自己評価 力 を高 め る こ とが できて ，結果 とし

て個 々の学 習者 の能力 向 上 につ な が ってい く

ことが期 待 で きる。 また それ は，指 導者 に と

って も 自らの指導 をふ り返 る資料 ともな る。

この よ うな一連 の活 動 を 円滑 に行 うこ とが

で きるよ うにす るた めに も，単元 の 始 めに達

成 す るべ きゴール を明示 し 「何 がで きる よ う

にな ってい るべ きなの か」 とい う目標 を指 導

者 と学習者 が 共有 して授 業 を進 め る ことが大
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切 で あ る。 今 後 は こ の よ うに他 の 単 元 で も 同

じ よ うな授 業 の 流 れ を つ く り， 繰 り返 して 検

証 して い く こ とが 必 要 で あ る。

（主 な参 考 文 献 ）

1． 横 浜 国立 大学教 育人 間科 学部附 属横 浜

中 学 校FYプ ロ ジ ェ ク ト編 『「読 解 力 」 と は 何

か ―PISA調 査 に お け る 「読 解 力 」 を 核 と し た

カ リ キ ュ ラ ム マ ネ ジ メ ン ト―』2006年pp50～51

2． 田 中 耕 治 編 「よ く わ か る 授 業 論 」 ミ ネ ル ヴ

ァ 書 房2007年pp116～117

資料1レ ポー ト課題 ：「修学旅行 を提案 しよう」

あなたはfy旅行会社の社員です。今回は、海外の中学生のために修学旅行のプランを作成して提案することになりま

した。

プランは外国の中学校の先生たちが是非採用したくなるような日本の地理的な特色が表れている場所を見ることがで

きるようにする必要があります。提案レポートの中には次の内容が盛り込まれている必要があります。

1お すすめの場所の地理的条件の特色となぜその場所が選ばれたのかの説明。

2修 学旅行にやってくる国の生徒にとってなぜそこは、地理的条件を理解するのに役立つのかについての説明。

33泊4日 で無理なく中学生が訪問できる日程。時期はそのツアーに最もふさわしい時を設定する。

資料2〈 班内会議〉

1こ れまでの単元の学習 内容を活用 して，紹介 したい相手国を決める。また， 日本の どこを

紹介するべきか理由 とともに考える。
2紹 介 したい相手国が同 じ学習者 をグループに してお互いのコースを発表 しあい，地理的条

件にあてはめて分析す る。
32の 中で最適な地理的条件の理 由がある場所 を検討 して 「社内会議」で提案す るベ ス トコ
ー ス を作成 す る

。
4発 表 の 準備 をす る。

資料3〈 社内会議 グルー プごとのベス トコースをもとに した，クラス全体の話 し合い活動〉

1そ れぞれ の班か ら順番 に

① おすす めの場所 の地理 的条件の特色 となぜ そ の場所 が選 ばれ たのか を説 明す る。

② 修 学旅行 にや って くる国の生徒 に とってなぜ そ こは，地理 的条件 を理解す るの に役

立つの かについて説 明す る。

③3泊4日 で無理 な く中学生が訪 問で きる 日程。 時期はそ のツアー に最 もふ さわ しい

時期 を設 定す る。

① ～③ につ いて ツアー の道 筋 を示 した 日本 国内の地 図 と地理的 条件 との関係 を示 した資

料 をも とに説 明す る。

21つ の班 が終わ った らす ぐに聞いてお きたい不明な点のみ質 問をす る。

3発 表 を うけて班内 で時間 を取 りこの後相手 にす る質問や意見 を再確認 す る。

4そ れぞれ の班 か ら他 の班 に質問や意見 を示す。

＊質問 され た ところは相 手にわか りや す く答 える。

5意 見交換 が進 み， 考 えが深 ま った ところで，今 回プ レゼ ンテーシ ョンに参加 していな

い班 か らどれ が一番 の企 画かについて提案 を受 け る。

班内の話 し合いの様子
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資料4ベ ス トコー ス を検 討 す るた めの 評価 規 準

（地理的条件 の例に関して）
・地理的条件が理解 しやすい場所を選んでいるか。
・地理的条件が効果的にも りこまれているか。

（紹介する場所 に関 して）
・日本の一部ではなく，全体の特色をわかって もらえるか。
・本 当にそ こは紹介するのにゆずれない場所か。
・その場所に行 くことで本当に学習になるのか

（紹介す る相手の国に関して）

・相手の国の選び方。 日本 と相手の地理的条件を考慮 した上で最適 な相手国を選んでいるか。
・旅行にや ってくる中学生は今 どんな環境にいるのか。それをふまえて どこを見せ るのが今後，社会や子

どもたちにとってベス トなのか しっか り見極 められているか。

（ツ ア ー の 組 み 方 に 関 して ）

・行 き た くな る よ うな 工 夫 が あ る か
。

・日本 人 とふ れ あ え る か 。

・バ ラ ン ス が よ く場 所 が 選 べ て い る か
。

・無 理 が な い 日程 か
。

資料5
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資料6
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平成20年 度教育課程研究指定校事業研究成果報告書
ふ り が な

学校名
おかやまだいがくきょういくがくぶふぞくちゅうがっこう

岡山大学教育学部附属中学校

校 長 名 ：山中 芳和

所 在 地 ：岡山県岡山市東 山2丁 目13－80

電話番号 ：086－272－0202

④ 各 教科等 におけ る指 導の工夫改 善に関す る研

究 （平成19・20年 度）

研究対象教科等名 社 会

Ⅰ 研究指定校の概要

1学 校 ・地域の特色及び実態

本校は昭和22年 に岡山大学教育学部の附属

校 として開校。岡山市中心部東の閑静な住宅街

に位置 し，同敷地内に附属小学校が併設 されて

いる。「自主自律 豊かな心でたくま しく」を

教育 目標に，教科学習を通 じての人間形成を目

指 している。また，岡山大学教育学部と連携 し，

生徒の未来を見通 した幅広く将来に役立つ教育

研究の実践を行 うとともに，有能な教員を育成

するための教育実習に力を入れている。生徒は，

県内より募集 し，附属小からの生徒 と他小から

の生徒の割合がおよそ3：2。 男女比は同数。

生徒の学習意欲は高く，生活態度 も落ち着いて

いる。また，保護者の本校教育活動への期待は

大きく，PTA活 動等も盛んである。

2学 校の概 要 （平成20年5月1日 現在）

教員数27名

Ⅱ 研究の内容及び成果等

【研究成果の要点】

よ り科 学的 に，そ して 系統的 に知識 を理 論

化 させ るた めに，単元全 体の学習 内容 と，従

来，一 問一答形式 で知識 の確認 に留 まってい

た発問を， 「なぜ 」 とい う発 問を基 に 「どの よ

うに」 「何 か」 とい うよ うに階層化 し，その構

造 を基 に した授 業づ く りは，生徒 た ちが学習

内容を関連づ けて とらえるこ とが容易 とな り，

生徒 たちの社会 的な思考力 の高 ま りが達成 さ

れた。

また，社会的事象 につ いて， 自分 の言葉 で

説明す る ことに よ り，生徒 自身が思 考力 の高

ま りを実感す るこ とができた。

1研 究主題等

（1）研究主題
社会的な思考力の高まりを実感できる生徒

の育成を目指 して

－社会の仕組みや構造に迫る見方や考え方を

身に付けさせる授業の工夫－

（2）研究主題設定のね らい

本校では，学習指導要領の改訂時期に当た

り，改めて教科の学びの本質を考え直 し，ど

のような生徒を育成するかを考えた。

社会科では，学びの本質を社会の仕組みや

構造を理解 した うえで，社会的な問題の原因

や理由を明らかに し，解決 しようとする社会

的な思考力の育成であると考え，副題を 「社

会の仕組みや構造に迫る見方や考え方を身に

付けさせる授業の工夫」とした。

「社会的な思考力の高ま り」とは，獲得し

た質の高い知識を用いて，社会的事象に い

て，自分な りの考えをまとめ，説明すること

ができるようになることをい う。社会科で育

成すべき思考の核 となるのは，獲得 した個別

的な知識を関連付け，社会的事象や出来事の

原因，理由，結果や影響などを説明す るとい

う事実に関する思考である。個別的な知識を

関連付けるためには，より一般的で抽象的な

理論的知識が必要である。それは，いわゆる

法則，一般化，概念などと呼ばれるものであ

る。知識は，具体的で個別的な知識か ら，一

般的で抽象的な理論的知識へ と階層構造を成
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しているが，後者の知識になればなるほど質

が高いと考えられる。なぜなら，法則，一般

化，概念などの知識は，幅広い事象の説明に

役立つ応用可能な知識だか らである。故にこ

れらの知識は，一つの事象だけではなく，他

の事象の説明にも役立つとい う知識の転移が

可能である。社会的な思考力の高ま りは，こ

のような転移可能な知識を獲得 していくこと

によって達成 されると考えられ る。

本研究では，社会科の目指す生徒像を，①

様々な社会的事象について，客観的に，より

広く深 く追究する生徒，②社会的事象を多面

的 ・多角的に考察 し，より多 くの事象を説明

できる生徒，③社会の仕組みや構造に対 して，

理論的に思考する生徒ととらえた。

そこで，単元全体の学習内容と発問を階層

化し，構造的にとらえた授業は，社会の仕組

みや構造に迫る見方や考え方を習得 させ，社

会的な思考力を高めるのに有効であると考え

本主題を設定 した。

（3）取組体制

（4）2年 間の主な取組

平

成

19

年

度

6

10

11

12

1

2

研究計画の作成 授業実践

新学習指導要領に関する調査

本校研究発表会 （授業公開，研究協議会）

次年度教育課程の編成

中間報告書作成

中間報告書提出

平

成

20

年

度

4

～

9

10

11

12

授業実践

実践発表会

成果の調査 ・分析

最終報告書作成，提出

2研 究内容及び具体的な研究活動

（1）具体的な研究課題

① 単元全体の学習内容の構造化

生徒の思考力を高める上では，社会的事

象についての個別的知識を習得 した上で単

元を貫く発問に対 して様々な知識を組み合

わせ，より多面的 ・多角的に考察すること

によって，社会の仕組みや構造に迫る見方

や考え方を身に付けさせ ることができると

考える。

そのためには，個別の社会的事象につい

て，生徒が身に付けている既得の知識が土

台となる。そして，単元 ・小単元 ・各授業

レベルで階層的に学習内容を構成 し，理論

的知識が系統的に生徒の身に付くように構

造化を図ることが必要である。

この構造化を行 うときに，個別の具体的

な事象から抽象的な事象への因果関係や関

連性に系統性を持たせてお くことに留意す

ることが必要である。従来の，個別の事象

について一問一答形式で，その知識の理解

や評価に終始 していた学習内容とは一線を

画すことが肝要である。

② 単元全体の発問の階層化

学習内容を構造化するとともに重要なこ

とは，発問の階層化である。これは，生徒

が一つの社会的事象を説明する上で，その

社会的事象の原因や理由，結果，さらに他

の社会的事象 との関連性などについて，生

徒自身が持っている様々な知識を，取捨選

択 して活用 し，思考した結果，理論的知識

を形成することができると考える。
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社会科における思考 は事実的思考 と理論

的思考 とか らなる。事実的思考が，特定の

事象 の理解や説明 を 目指す ものであ るのに

対 して，理論的思考 は，特定の事象を手段

として一般的 な理論 を発見 し，その理論 を

他 の事象の理解 ・説明に適用す るこ とを 目

指す もので ある。 （森 分孝治，片 上宗二編

集 『社会科 重要用語300の 基礎知識』 明治

図書2003）

発 問の 内容 につ いては， 「なぜ」 とい う

発 問は，ある社会的事象が起 こった こと，

あるいは法則が成立す ることの原 因あ るい

は理 由を明 らか に してい くことを求め る。

「どの よ うに」 とい う特色 ・特徴 を知 るた

めの発問は，一つの社会 的事象 が他 の社会

的事象に与 える影 響や結果 ，あるいは意義

を考 え，予想 させ る。 「何か」 とい う名称

を知 るための発 問は，社会的事象の持つ個

性や本質 を，具体 か ら抽象へ思考 を発 展 さ

せ なが ら見 出す こ とにな る。 こ うした，系

統 的に構成 され た発問 によって，生徒 は よ

り多面的 ・多角的 な見方 ・考え方 で社会 の

仕組みや構造に迫 ることができ ると考 え

る。

従来の発 問は，社 会的事象 につ いて の知

識 ・理解 を深 め るための内容 が多か った。

例 えば， 「何 か」 とい う発 問 は，個別 の知

識 の名称 を知 るだけの レベル で終始 してい

た。 しか し， 同 じ 「何か」 とい う発 問が，

抽象的な理論的知識 を問 うもの として示 さ

れた場合，法則 ・一般化 ・概念 を形成 して

い くこととな る。

特 に， 「なぜ 」 とい う発 問に よって深 め

られ る理論的思考が， さらに広 く深い理論

的知識 の形成 を可能 に してい く。そ して，

その理論 的知識 を用 いて事実 ・事象 を説明

できれ ば，それ は思考力が高ま った姿だ と

いえよ う。

「なぜ」， 「どのよ うに」， 「何か」 とい う

発問を，それぞれ単元 ・小単元 ・各授業の

中で学習内容 と対応 させて行 うことが，発

問の階層化 となっていく。

このように，発問を階層化す ることによ

って，一つの社会的事象について同 じ分野

や教科で得た知識のみならず，他の分野や

教科で得た広範囲にわたる理論的知識を駆

使 して学習課題に対する自分の理論を形成

することが可能 となる。 この理論の形成が

できたときに，生徒は自分の社会的な思考

力が高まったことを実感できると考えた。

（2）取組

単元 「欧米の発展 とアジアの植民地化」

① 指導の方針

本単元は，17世 紀か ら19世紀にかけて

の欧米諸国の近代化を扱ったものである。

絶対王政の支配に対 して起こった市民革命

による民主主義の確立と発展，産業革命に

よる生産手段の発展 と資本主義の確立，発

展により欧米に近代国家が形成 され，さら

には市場，原料供給地を求めてアジア諸地

域を植民地化 していく課程，それに対する

アジア諸国の抵抗を主な内容 としている。

市民革命については 「なぜ市民革命は起

こったのだろう」，産業革命については 「産

業革命は社会の仕組みや人々の考え方をど

のように変えていったか」とい うような学

習を通 して，生徒に歴史的事象の本質を多

面的 ・多角的に考察する能力を育てる。

小学校では，この内容についての学習は

していないが，近代民主政治とは 「国民が

中心 となった政治」「話 し合いによって物

事が決まる政治」，工業について も 「機械

を使っての生産」 「分業」「流れ作業」 「高

い技術の利用による生産」と答える生徒 も

お り，ある程度の知識を持っている。

このような，生徒の既習の知識をもとに

近代民主主義や近代工業の確立 した歴史的

背景を追究 させることによって，近代史へ
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の新 しい 目を開 かせ るよ うにす る。

本 単元の指導 におい ては， 「欧米 の発展

とア ジアの植民地化」 について単元全体を

貫 く社会の仕組みや構造 に迫 る発 問 を設定

し，それ らを追究 してい くための個別 の事

象に関す る発問 によ り構成す る授 業 を通 し

て， 自分な りの考え をま とめ，説 明できる

能 力を育て る。

② 指導 計画

本単 元は，図1の よ うに，「市民革命」「イ

ギ リスの産業革命 」 「産業革命 の影響」 「欧

米勢力 に対す るアジアの抵抗」の4時 間扱

い で構成 した。

本研究では，特 に 「市民革命」につ いて，

授業実践 を行 った。

1時 「市民革命 」においては，人々の 自

由 と平等， 自分達の意見 を実現す る社会 を

求め る動 きを，為政者 と民衆の立場 か ら思

考 させ る発問 を通 して，系統的に とらえ さ

せ る。

③ 構造図

この単元の学習内容は，教科書では階層

的に構成 されてはいるが，個別の社会的事

象が順に網羅されている面が強い。そこで，

次の図2の ように，単元全体の学習内容を

構造的にまとめ，その学習内容をつなが り

やすくするために，次頁の図3の ように発

問の階層化を行った。

図1単 元の構成

単元1欧 米の発展 とアジアの植民地化

〈ね らい〉 欧米諸国が，市民革命 と産業

革命を経て，生産の拡大によ りアジアに市場，

原料を求めた経過を理解する。

1時 市民革命

〈ねらい〉 自由で平等な社会の形成が，

市民革命によって始まったことを理解する。

2時 イギ リスの産業革命

〈ね らい〉 産業革命の発展における発明

や改良の因果関係を理解 し，結果として社

会がどのように変化 したか考察する。

3時 産業革命の影響

〈ね らい〉 産業革命によって，欧米諸国

が産業だけではなく軍事力も発展 していく

過程を理解する。

4時 欧米勢力に対するアジアの抵抗

〈ねらい〉 欧米諸国が，海外に植民地を

求めた経緯と，アジアの抵抗について考察

する。

単元 日本の近代化

日本は近代科学を基にした欧米の近代化政

策を取り入れることにより，自国の発展を図

ろうとしていった。

小単元1欧 米の発展とアジアの植民地化

市民革命によって，自由な経済活動を可能

とした欧米諸国は，そこから生まれた産業革

命によって果た した生産の拡大によ り，市場

や原料を求めてアジアに植民地を広げた。

1時 市民革命

欧米の人々は，自由と平等が認められる

社会を求めて革命を起こした。

2時 イギ リスの産業革命

イギ リスの産業革命は，繊維産業か ら始

ま り，動 力，製鉄，交通分野での改革によ

って進展 してい った。

3時 産業革命の影響

産業革命は，資本主義経済を生み出し，

同時に資本家と労働者階級という新 しい身

分を生み出 し，労働運動へ とつなが ってい
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く 。

4時 欧米勢力に対するアジアの抵抗

イギ リスの勢力が強まったインド，中国

では，民族意識が高まっていく。

図2単 元の学習内容

④ 発問の階層化

単元 日本の近代化

なぜ，日本は欧米をめざして近代化をすす

めたのだろう

小単元1欧 米の発展とアジアの植民地化

欧米はなぜ，アジアに植民地を広げたのだ

ろう。

社会の仕組みや構造に迫る発問

1時 市民革 命

なぜ ，市 民革命 は起 こったの だろ う。

個別の事象に関する発問

・ 絶対王政 において，国民は どの ような

ことを押 しつけ られ ているか。

・1688年 の 名誉革命 によって，議会や英

国 民はどの よ うな権利 を得ただ ろうか。

・ なぜ身分制の議会だと十分な意見が取

り入れ られないのだろうか。

・ 人権宣言，独立宣言に共通する言葉は

何か。

・ ナポ レオ ンは， どの ような政策 を行 っ

たのか。

・ このよ うな政策 を行 ったナポ レオ ンが ，

ヨー ロッパ全土 を支配 してい くと，ど う

な ってい くだ ろうか。

・ 市民革命は，人々の どのよ うな願 いに

よ って起 こったのだ ろうか。

図3発 問の階層化

（3）成果 ・課題

個別の事象に関する発問においては，「絶

対王政」「議会」「革命前のフランスの身分制」

「自由と平等」「権利」 といった，常識的知

識が段階的に発問によって習得されている。

『どのような』『なぜ』とい う問いが生徒が

獲得 した知識の吟味 ・検証を促 し，『個人の

自由や平等を法律に した』とい う答えに見ら

れるように，抽象的な理論的知識が形成され

ていると考えられる。

また，近世の封建社会の実態を，様々な資

料を活用して，自分の思考の中でイメージ化

させた理論的知識の裏打ちをしていく過程が

顕著に見られた。

① 個別の事象に関す る発問に対す る生徒の

答え

絶対王政 において，国民は どの よ うな ことを

押 しつけ られ ているか。

生徒 → 『重い税』『労役』『信仰の自由が

ない』

1688年 の名誉革命 に よって，議会や英 国民は

どの よ うな権利 を得 ただろ うか。

生徒 → 『政治 を行 う権利』『言論の自由』

『権利』

なぜ身分制の議会だと十分な意見が取 り入れ

られないのだろうか。

生徒 → 『代表のみの参加だから』

人権宣言，独立宣言に共通する言葉は何か。

生徒 → 『人権を守るための政府』『主権は

国民にある』『自由，平等』

ナポ レオ ンは，どの よ うな政策 を行 ったのか。

生徒 → 『個人の自由や平等を法律に した』

このよ うな政策 を行 ったナポ レオ ンが， ヨー

ロッパ全土 を支配 してい くと， ど うなってい

くだ ろ うか。

生徒 → 『革命の思想が各地に広まった』

② 社会の仕組みや構造に迫る発問に対する

生徒の答え

『あまりにも自分たちの生活が苦 しいの
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で，国の政治をかえようと思った』

『身分の差をなくし，すべての人が自由

・平等の権利を持つことができるよう

になり，政治は国によって行われるよ

うになってほしい とい う願い』

『独裁的な王制を打倒 したかった』

『身分が上の人ばか りが楽な思いをして

いて自分たちは税 と労役に苦しまない

といけないことに不満が多くあったか

ら』

『第三身分の人々が，自由と平等を理想

とする近代社会への道を開こうとした

革命』

これらの答えから，生徒が個々の歴史的

事象についての知識を互いに転移 し合わせ

た結果，市民革命の原因 ・結果を通して，

この時代の欧米社会の仕組みに，より理論

的に迫っている姿が見て取れ る。主観的な

表現の中に，本時の学習内容が客観的に関

連付けられた上での説明になっていると考

えられ る。

③ 生徒の記述より

社会 は，た だ覚 える教科だ と思 っていた。 で

も，い ろい ろ と考 えなきゃい けないんだな， と

感 じた。

「なぜ ， 市民革命 は起 こったのだ ろ う。」 と

い う問いには，最初 はぜ んぜん答 えが思 いつか

なかったけ ど，授業 の最 後には，答 え られ るよ

うになっていた。

生徒の感想から鑑みると，階層化された

発問によって， 自分の獲得 した知識を自分

の中で吟味 し，社会の仕組みや構造につい

て，様々な見方や考え方で迫 り，社会的事

象について説明 していく過程を経験しなが

ら，社会的な思考の高まりを実感できてい

る様子を見ることができる。

本研究では，自分なりの考えをまとめさ

せ るだけではなく，説明できるようになる

ことまでを思考の高まりと定義している。

説明とは，事実同士の因果関係をはっき

り述べることと，その根拠となっている法

則や理論を示すことであるが，このような

過程を経ることで，生徒は，学習内容をた

だ丸暗記するだけではなく，自分な りの説

明をするために一度それを吟味 ・検討 し，

納得するとい う過程を経ることになる。説

明することによって，納得できたこと，そ

して思考力が高まったことを実感できるの

である。さらに，生徒に説明 させることで，

生徒同士がお互いの考えを確認 し，検討 し

あ うことができる。このことは，思考力を

高めることに一層役立つ と思われる。

今回の研究を通 して残った課題が，発問

の方向性が狭くなる傾 向があり，発問に対

する生徒からの回答が少ない場面が見られ

た点である。

社会的事象を多面的 ・多角的にとらえさ

せる上で，「立場を変える」「視点を変える」

「見方を変える」「解釈 を変える」ような

発問の階層化を図つていきたい。

また，そのためには，指導者が，授業内

容をさらに構造的に把握 して，生徒が個々

の社会的事象のつなが りと，その事象が全

体の中でどのような位置付けになるのかを

より把握しやすいような学習内容の構造化

と発問の階層化を行 うことが必要であると

考える。

3研 究成果の普及

年に数回実施する実践発表会での公開授業や

研究協議会を通 して，研究の成果を共有 した上

で更なる研究の向上に努めたい。

4今 後の展望

既得 （習）の知識 を 「習得」 「活用」 「探究」 の

学習活動のスパイ ラル に よって， よ り質 の高い

理論的知識までに成長 させ る思考 力の高 ま りを

目指す。
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平成20年 度教育課程研究指定校事業研究成果報告書

ふりがな

学校名

まるがめ しりつ はんざんちゅうがっこ う

丸 亀 市 立 飯 山 中 学 校

校 長 名 ：大 西 孝 司

所 在 地 ：香川 県丸亀市飯 山町川原1110番 地

電話番号 ：0877－98－2027

④
各教科等における指導の工夫改善に関する研究

（平成19・20年 度）

研究対象科目 数 学

Ⅰ 研究指定校の概要

1学 校 ・地域の特色及び実態

本校の校区である丸亀市飯山町は，香川県の

ほぼ中央に位置 し，北部には讃岐富士の名称で

知 られる飯野山，北東部には城山，その裾野に

は多 くのため池を持つ平野部が広がっている。

中央部から南部にかけて大束川が，西側には土

器川が流れてお り，田園地帯と新興住宅地が混

在する地域である。旧来より飯山町民の学校教

育に寄せる期待や関心は高いが，近年，家庭環

境の差が拡大 しつつあ り，学校教育に対する保

護者の温度差も感 じられ るようになっている。

本校 の生徒は，素直に教師の指示や指導に

従って学習活動に取 り組んでおり，基礎的 ・基

本的事項の定着状況はおおむね良好である。 し

か し，自ら目標 を決めて学習したり，進んで質

問 した り，発表 した りすることが少ないなど，

受動的な学習態度の生徒が多く見 られるため，

学習意欲 を高めることが本校の課題の一つ と

なっている。

2学 校の概要 （平成20年5月1日 現在）

教員数32名

Ⅱ 研究の内容及び成果等

【研究成果の要点】

・指導目標に即 して，習得型と活用型を定義 し

たことで，教師の共通理解が図 られた。

・習得型の指導では，操作や実験を含む数学的

活動を通 して，知識や技能を身に付けさせる

必要があることを確認 した。

・活用型の指導では，特に，学習課題の設定と

発問の仕方が重要であることを確認 した。

・数学の学習に関するアンケー トや全国学力 ・

学習状況調査の生徒質問紙を用いて，生徒の

意識や意欲の変容を調べた結果，生徒の学ぶ

意欲に好ま しい変化が見 られた。

1研 究主題等

（1）研究主題

数学科における生徒の学ぶ意欲を高める授

業づくり～習得型 と活用型のバランスのとれ

た指導法の工夫 ・改善を通して～

（2）研究主題設定のねらい

本校では，学力向上フロンティアスクール

の指定を受け，基礎 ・基本の確実な定着を図

るための効果的な少人数授業の研究に取り組

んだ結果，本県の学習状況調査では，「知識 ・

理解」「表現 ・処理」の項 目の正答率が80％

を超え，おおむね満足できる成果をあげてい

る。反面，「関心 ・意欲 ・態度」や 「数学的な

見方や考え方」に関する項 目の正答率は依然

として50％ 台にとどまっている。

このような実態も踏まえ，基礎 ・基本を身

に付けさせるための習得型の指導を見直すと

ともに，生徒が獲得 している知識や技能，考

え方などを活用 し，他者と交流を繰 り返 しな

がら，新たな課題を解決する活用型の指導も

積極的に取 り入れ，数学の授業改善を図るこ

とにした。

そ うすることで，授業を通 して，生徒が 「で

きる喜び」や 「分かる楽しさ」を味わ うこと
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のできる場面を多く設定することが可能とな

るため，生徒が学ぶ意義や楽 しさを実感し，

学ぶ意欲が高まるのではないかと考え，上記

の研究主題を設定 した。

（3）取組体制

（4）2年 間 の主な取組

平
成
19

年
度

・習得型 と活用型の捉 え方 とバ ランスの と

れた指導 に関す る検討

・学ぶ意欲の高い生徒 （目指す生徒像） と

指導の手立てについての共 通理解

・指導計画の作成 と授 業実践 （「三角形 と四

角形」，「空 間図形」，「図形 の相似」）

・「自己評価カー ド」の見 直 しと 「数学 の学

習 に関す るアンケー ト」 の作成及び実施

平
成
20

年
度

・研究主題 の見直 しと修正

・指導計画の作成 と授業実践 （「正の数 ・負

の数」，「比例 と反 比例」，「文字 と式」，「1

次関数」， 「図形の性質 と合同」， 「場合の

数 と確率」，「平方根」，「2次 方程式」，「2

乗 に比例す る関数」）

・学ぶ意欲 に関す る実態調 査の実施 と分析

・研 究のま とめ と実践事例集 の作成 ・配布

2研 究内容及び具体的な研究活動

（1）基本的な考え方

① 習得型 と活用型

本校では，指導目標に視点を当て，次の

ように習得型と活用型の指導を定義 した。

○ 基礎的 ・基本的な知識や技能，数学的

な見方や考え方を身に付けさせた り，そ

の定着を図ったりすることにね らいをお

く指導のことを，習得型の指導と呼ぶ。

○ しかし，最終的な指導のねらいが習得

にあるとしても，指導過程を考えれば，

既習内容を振 り返った り，活用 した りし

ながら，新 しい概念や方法を見いだすこ

とはよくある。 このような場面がある指

導のことを，活用型を含む指導と呼ぶ。

○ すでに獲得 している知識や技能，数学

的な見方や考え方な どを用いて，新たな

課題を解決することにねらいをおく指導

のことを，活用型の指導と呼ぶ。

② バランスのとれた指導

本校では，次の方針に即 した指導がバラ

ンスのとれた指導であると捉えている。

○ 習得型の指導では，知識や技能を教え

込もうとせずに，操作や実験等を含めた

数学的活動を通 して，生徒が，自ら新た

な概念や方法を導 き出 した とい う意識

をもつ ことができるようにする。

○ 活用型を含む指導では，特に，考えの

背景や根拠 を尋ね る発問を重視す ると

ともに，振 り返 りの場を設け，生徒が 「何

を」「どのように」活用 したのかを意識

することができるようにする。

○ 活用型の指導では，これまでの指導計

画を見直 し，よい教材や学習課題が見付

かれば，積極的に単元の中に取 り入れる。

本校では，習得型の指導 と活用型の指導

のバランスをとることによつて，生徒が「で

きる」「分かる」といつた喜びや満足感を味

わい，「使える」「役立つ」といつた楽しさ
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や有用性を実感 し，学ぶ意欲が高まるので

はないかと考えている。

（2）目指す生徒像 と指導の手立て

本校では，学ぶ意欲の高い生徒を 「既有の

知識や経験 と結び付けなが ら，新しい概念や

原理 ・法則を見いだ し， 日常生活の中で数学

を活用 しようとする生徒」と捉え，次のよう

な生徒の育成を目指 している。

教師や友達の話をよく聞き，考えようとす

る生徒／分からない点があれば，質問 しよ

うとする生徒／納得できるまで，繰 り返し

学ぼ うとする生徒／ 自分の考えや意見を伝

え，高めようとする生徒／発展的な内容に

も粘 り強 く取 り組もうとする生徒

そのために，次のような指導の手立てを重

視 した授業実践に取 り組むこととした。

○ 知的好奇心を喚起する工夫

体験や数学的活動を重視 した授業展開や

場の設定をする／生活に関連付けた課題設

定や問題づ くりをする／新 しい概念や原

理 ・法則の基になる既有の知識や技能を確

認 させる／ 自己評価カー ドを使って学習を

数学的に振 り返る場を設定する

○ 課題解決の見通 しをもたせる工夫

「学習の道標」を利用 して，単元全体の

見通 しをもたせ，学習を系統的に捉えさせ

る／思考を助ける情報を提供 し，課題解決

の根拠 となる考え方を明確にさせる／思考

過程における考えの背景や根拠を問う場面

を多くし，解決の方向性を確認 させる

○ 学び合いを進める工夫

グループ学習やペア学習を積極的 に取

り入れ，コミュニケーションを図る／ 自分

の意見や考えをノー トにまとめ，それを基

に他者 との交流ができる場を設定する

（3）具体的な取組

上述のよ うに整理 した基本的な考え方に基

づき，習得型 と活用型のバ ランスのとれた指

導法の工夫 ・改善を目指 して，授業実践を重

ねてきた。その概要は以下のとお りである。

① 習得型の授業実践

ア 減法の計算方法について考えよう

（1年 正の数 ・負の数）

加法を用いて トランプゲームの得点を

計算した前時の経験を基に，カー ドを引

かれることが色の異なるカー ドを引くこ

とと同じ操作であることに気付き，減法

の計算方法を導き出す。

イ 統計的確率の意味を知ろう

（2年 場合の数と確率）

等間隔に引かれた平行線の上に，つま

ようじを投げる実験を通 して，多数回の

試行によって，そのことがらの起 こる割

合がある特定の値に近付いていくことが

分か り，統計的確率の意味を理解する。

② 活用型を含む授業実践

ウ 円すいの表面積を求めよう

（1年 空間図形）

円柱の表面積 を求めるために用いた

方法や数学的な見方や考え方を活用 して，

円すいの表面積の求め方を見いだす。

エ 境界線について考えよう

（2年 三角形と四角形）

平行線 にはさまれた同底等高の三角

形の面積は等 しいことを活用 して，折れ

線で区切られた土地の面積を変えずに，

境界線を直線に変える方法を導き出す。

本校の研究構想図
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オ 四則の混 じった平方根の計算をしよう

（3年 平方根）

分配法則や乗法公式，平方根の加減や

乗除を通して学習 した内容を活用 して，

根号を含む四則の混 じった式の計算の仕

方を見いだす。

カ2次 方程式を利用 しよう

（3年2次 方程式）

既習事項を活用 して，2乗 の和が与え

られている連続する2つ の整数を求め，

その解決方法を比較す ることを通 して，

2次 方程式のよさに気付 く。

キy＝ax2の グラフの特徴を考えよう

（3年2乗 に比例する関数）

比例や1次 関数のグラフの特徴をまと

める際に用いた観点を活用 して，パソコ

ンを使って描いたy＝ax2の グラフから，

その特徴を見付け，文章にまとめる。

③ 活用型の授業実践

ク 必要なアル ミ缶の重さを考えよう

（1年 比例 と反比例）

ボランテ ィアで回収 したアル ミ缶の

重さと買い取 り価格の間に比例関係が成

り立つことに気付き，表や式，グラフを

用いた比例の見方や考え方を活用 して，

キーボー ドを購入するために必要なアル

ミ缶の重 さを求め，その過程を表現した

り，説明したりする。

ケ カレンダーの中にひそむ数字のきまり

を発見 しよう （2年 文字と式）

文字 と式を通 して学習 した内容を活用

して，3×3の 正方形で囲まれるカレン

ダーの中にある9つ の数に関する性質を

見付け，文字を使って，それが成 り立つ

理由を説明する。

コ 歩 く時間と距離の関係について考えよ

う （2年1次 関数）

比例や1次 関数で学習した内容を活用

して，歩く時間と距離の関係をグラフに

表す とともに，グラフから両者の関係を

読み取 り，それを文章で表現す る。

サ 多角形の角を求める方法について考え

よう （2年 図形の性質 と合同）

図形の性質を通 して学習 した内容を活

用して，凹多角形の角の大きさを求め，

その方法を説明することによって，図形

の性質の調べ方を再確認する。

シ 校舎の高 さを測ろう

（3年 図形の相似）

相似や比の性質，縮図と縮尺，相似な

図形の見方を活用 して，実測できない校

舎の高さを求め，その解決に用いた考え

や方法について説明する。

（なお，それぞれの詳細については，実践

事例集を参照 されたい。）

（4）結果 と考察

本研究を通 して，どのように生徒の意識や

意欲が変容 したのかを，次の2つ の方法を中

心に検証 した。

① 数学の学習に関するアンケー ト

下のアンケー トを授業実践の前後で実施

し，その結果を比較 ・検討 した。

数学の学習に関するアンケート
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○ 次の グラフは 「問題 を考 える ときには，

自分 が知っているこ とや習 った ことを使お

うとしている」 についての結果 である。

どの学年においても，「当てはまる」「ど

ちらかといえば当てはまる」 と回答した生

徒の割合が増えていることから，既習事項

を活用 して新たな課題を解決しようとする

意識が高まっていることが分かる。

○ 次のグラフは 「授業で習ったことは将来

の仕事や生活に役立つことがあると思 う」

についての結果である。

1年 が60％ か ら80％ ，2年 が46％ か ら

73％ ，3年 が37％ か ら70％ へ と，大 き く増

加 している ことか ら，活用型の指導 を通 し

て，生徒が数学 を学ぶ意義や有用性 を強 く

感 じるよ うになってい ることが分か る。

○ そ の他 の項 目については，学年や調査時

期 による差異 もあ り，大 きな変化や特徴は

認 められなかった。 また， 目指す生徒像 と

ア ンケー ト結果 を関連付 けて，生徒の学ぶ

意欲 の高ま りについて考察 しよ うと試み た

が，望む よ うな結果 は得 られなかった。 こ

れには，生徒 の発達 の段階や学習内容 の難

易度などの要因も大きく影響 していると考

えられるが，生徒の学習意欲を高めるため

には，他教科における指導の在 り方も含め

た全校的な取組が必要である。

② 全国学力 ・学習状況調査

平成19年 度 と20年 度に実施 された生徒

質問紙の回答結果を比較 ・検討 した。

○ 次のグラフは 「数学の勉強は好きです

か」についての結果である。

19年 度 と比べて，「好き」 と回答 した

生徒の割合が20％ も増加 してお り，全国

を大きく上回る結果 となっている。本校

の取組が，数学に対する生徒の好感度を

高めることにつながったと考えられる。

○ 次のグラフは 「数学の授業の内容はよ

く分か りますか」についての結果である。

この項 目で も，19年 度 と比べて，肯定

的な回答 の割合が20％ 近 く増加 し，10％

を超 えて，全国 を上回 る結果 となってい

る。 これまでの習得型の指導を見直 し，

数学的活動を通 して，知識や 技能 を身 に

付 けるよ う配 慮 した効果 に よるもの と考

えられ る。
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○ 次のグラフは 「数学の授業で学習 した

ことを普段の生活の中で活用できないか

考えますか」についての結果である。

ここで も，20年 度 の割合が大き く増加

してい る。活用型 の指導 によって， 日常

の生活にお いても，数学で学習 したこ と

を活用 してみよ うと考 えてい る生徒 の姿

が読み取れ る。

3研 究成果の普及

（1）平成19年 度

○6月11日 に1年 「正の数 と負 の数」，6

月25日 に2年 「1次 関数」，10月24日 に

1年 「関数」 と2年 「図形の性質 と合同」，

11月6日 に2年 「三角形 と四角形」，3年

「図形 の相似」で，公 開授 業及び研究討議

を実施 した。

○ 県中学校教育研 究会数学部会及び市中学

校教育研究会で，本校 の取組 を紹介 した。

○ 「香川の教育づ く り発表会」 に参加 し，

19年 度 の取組 と研 究成果 の概 要 につ いて

の中間報告 を行 った。

（2）平成20年 度

○7月1日 に3年 「平方根 」，9月8日 に3

年 「2次 方程式 」，9月25日 に1年 「文字

と式」，2年 「1次 関数」，3年 「2乗 に比

例す る関数」，11月17日 に1年 「比例 と反

比例」，2年 「場合 の数 と確 率」，3年 「図

形の相似 」で，公開授 業及び研究討議 を実

施 した。

○ 県中学校教育研究会数学部会及び市中学校

教育研究会で，本校の取組と研究成果の概要

について報告 した。

○ 平成21年1月6日 に開催された 「香川の

教育づ くり発表会」に参加 し，2年 間の取組

と研究成果の概要について発表 した。

○ 実践 した12の 習得型 と活用型の指導記録

を基に，教師の指導の流れと生徒の活動の様

子及び考察をまとめた実践事例集を作成 し，

市内の中学校に配布する。なお，本校のホー

ムページ （http://www.hanzan-jh.ed.jp/）

でも，実践事例を含めた研究成果を公開する

予定である。

4今 後の展望

（1）授業における学習意欲の捉え方

本研究では，数学の学習に関するアンケー

トと全国学力 ・学習状況調査を中心に，自己

評価カー ドや授業者による観察なども用いな

がら，生徒の学ぶ意欲の変容を把握 しようと

した。 これ ら以外にも，生徒の内面を捉える

方法があると思われるので，授業における生

徒の学習意欲の高まりを適切に把握するため

の工夫を重ねていきたい。

（2）活用型の指導に関する継続研究

実践を通して，活用型の指導を効果的に進

めるためには，教材や学習課題の適切 さと，

根拠を尋ねる発問，何を活用 しているのかを

生徒に意識 させる発問が特に重要になると考

えている。引き続き，活用型の指導を指導計

画に位置付ける取組を継続 しなが ら，発問の

仕方に関する研究も進めていきたい。

（3）思考力，判断力，表現力を伸ばす指導

学ぶ意欲を高めるためには，生徒の思考力

や判断力，表現力を伸ばすことも重要であり，

生徒が思考 した り，判断 した り，表現 した り

する場を適切に設けて，指導に当たる必要が

あると考えている。今後は，そうした観点か

らの研究にも取 り組みたい。
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平成20年 度教育課程研究指定校事業研究成果報告書
ふ り が な

学校名
くまも とだいがく き ょうい くが くぶふぞ くちゅ うがっこ う

熊本大学教育学部附属中学校

校 長 名 ：堀畑 正 臣

所 在 地 ：熊本県熊本市京 町本 丁5番12号

電話番号 ：096－355－0375

④ 各教科等にお ける指導の工夫改善に関する研究

（平成19・20年 度）

研究対象教科等 数学

Ⅰ 研究指定校の概要

1学 校 ・地域の特色及び実態

本校では 「ここで学びたい～生徒の 「思い」が

実現する学校づくり」 とい うことを研究テーマに

実践を積み重ねてきた。生徒の学習に対する意欲

は高く，知識 も豊富である。 しかし，思考力や表

現力は決 して優れているとはいえない現状がある。

2学 校の概要 （平成20年5月1日 現在）

教員数29名

Ⅱ 研究の内容及び成果等

【研 究成 果 の 要 点 】

「考 える力」 をは ぐ くむ授 業づ く りの方策 と

して，授業 のモデル化 と思考 の再構築化 を進

めてきたが， その大 まか なスタイルが確 立 さ

れて きた。 レポー トの授 業の実践 集 も完成 さ

せ るこ とがで きた。

生徒 と教師の変容 につ いて

○生徒 は， よ り深 く数 学 に対 して思考で きる

よ うになった。

○教 師は，教材 を見 る 目が よ り多面的に，そ

して深 化す る ことが で き，授 業 にお いて も

生徒 の思考過程 を読み 取 ろ うとす る姿勢が

さらに強 まった。

1研 究主題等

（1）研 究主題

「考 える力」をは ぐくむ授 業づ く り

～ 授業 のモデル 化 と思考 の再構築化 を通 して～

（2）研究主題設 定のね らい

私 たちは， 「考 え る力」 を以下 の よ うに定義 し

た。

※ 「考 える力 」 とは

①物 事の不思議 を とらえ，考 えよ うとす る意欲

② いろいろ な角度 から課題 を見る力

③ 見通 しを持 ち筋道 立てて， 自分の考 えを組み 立てる力

④結果 がそれでい いのか，批判 的に考察す る力

⑤ 自分 の考 えを表現す る力

以上の5つ の意欲 ・力 を総 称 してそ う呼ぶ こ ととす る

当然 のことではあるが， 「考 える力」 は1年 間の

授 業，いや ，3年 間の授業 を通 して生徒 に身 に付

け させ るものである と考 える。

しか し， 書の前 の1時 間の授業 と して考 えた と

き， どの よ うな要素 が必 要か。以 下の2点 を研 究

の仮説 とした。

①授業のモデル化

生徒たちが既知の知識 を使 い考 えること

を試みる場面があ り，次に，その考えを揺

さぶ る葛藤の場面を授業に作ることで，「考

える力」が身に付 くのではないだろ うか。

②思考の再構築化
一度考えた ことを

，再度 自分 の言葉 で表

現 させ る場面を意図的 に作ることで 「考 え

る力」が身に付 くのではないだろうか。

（3）取組体制

「考 える力 」は一度 の授業 です ぐ身 に付 くよ う

な ものでは ない。 そ こで 日々の授 業 を以下 の視 点

で見直 し，思考力 をは ぐくむ授業 の一つのモデル

を追求す るこ ととした。 以下 の視点 で， 日々の授
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業 を見直す ことと した。

① 考え る時間はあ るか。

授業 の中で生徒 に考え させ る時間 を作 ってい

るか。数分 間の思 考に よる沈黙 を持 った り， グ

ル ープ で話 し合 う時間を与 えた りす るゆ と りが

あるか ど うか を考 えてみ る必要がある。

② 支援 を しす ぎていないか。

考 え るこ とは楽 なこ とではない。考 えてい る

こと 自体苦 しい ことで もある し，困 った こ とが

あ るか ら考 える もので ある。 生徒 が困 らないよ

うに と支援 を過度 にす るこ とで生徒 の考 える力

が育つ こ とを阻害 して はいないだ ろ うか。

③ 考 える必要性があ るか。

なぜ ， この問題 なのか。 なぜ， この証 明をす

るのか とい う必 要性 を生徒 に感 じさせ てい るか

ど うか が重要 であ る。やれ といわれてい るか ら

や る とい うのでは，本物 の力は育たない。

④ 知的好奇心 を味 わわせてい るか。

「おや っ」 とか 「な るほ ど」 と思わせ るよ う

な場面が あ るか ど うかで ある。考 え る楽 しさを

味 わわせ る ことが できてい るか。本研 究の本 質

で もあ る。

⑤ 考える道 具があ るか。

どん なに考 え よ うと しても，生徒がそ のもの

を考 える道 具 を持 ってい るか，与えてい るかが

大 切で ある。 生徒 に問題 解決 のための道具や手

だ てを与 えるべ きで あ る。 もちろん ， この道具

とは，物 理的な道 具ばか りではない。

⑥ 発展性 があるか。

考 えた問題 が この場面 だけに通用す る もので

な く， これ まで学 んだ こ ととの関連や これ か ら

学ぶ こ ととの関連 を意識 させ る場 面が あるか と

い うこ とである。 また，what if notス トラ

テ ジー の手 法等 を教 え るこ とで，問題 の発 展の

させ方 を学ぶ場面 を作 るこ とも重要である。

⑦ 多様 な考 えを引 き出 してい るか。

当た り前 の こ とであ るが，人それ ぞれ に さま

ざまな思考 をす る。 この よ うな考 えを引き出 し

た り，意 図的 に多様 な考 え方 ・見方 がで るよ う

な場面 を設 定 して い るか ど うかが大切 であ る。

⑧ 成功体験 を味わわせてい るか。

困難な問題 を じつ くり考 えて解 決 した とい う

成功 体験が ，次の思考 の原 動力 とな るこ とが多

い。 しっか り考 えればで き るの だ とい う自信 を

つけ させ る場面 も必要 である。

⑨ 試行錯誤 させ ているか。

い ろいろな考 えを試行 し，失敗 か ら学ぶ とい

うこともあ るだ ろ うし，数値 を根 気強 く代入 し

てい き問題解決 に向か うこ ともあ るだ ろ う。 ま

た，多数回の試行 に よ り問題 を解 決す る といっ

た場面 も是非経験 させ るべ きである。

⑩ 説 明 させ た り，ま とめ させた りしてい るか。

自分 の考 え を再構築 し深化 させ るた めに も説

明を させ る とい う場面 は是非必 要で ある。全員

の前でや るのが難 しい場合 は二人組 で もいい。

自分 が分か ってい るつ も りで も上 手 く説明で き

ない ことに気 がつ く生徒 も多い。最 終的 には，

自分 自身の中で本 当に分 かっているのか，また，

何が分 か らない のかを判定 でき る力 を身 に付 け

させ るこ とにな る。 生徒 が今 までの知識 に基 づ

いて考 えた ことに揺 さぶ りをか け，お互い に協

力 した り説 明 しあ った りす る場面 を作 るこ とが

必要で ある。

さ らに， よ りそ の力 を伸ばす ために，単元 に1

度 の割合 で， レポー トを作成 させ てい る。

また，各学期 のテ ス トにおいて も通常のテ ス ト

とは別 に思考力 テス トを実施 してい る。 これ は あ

くまで もそ の単 元で学習 した内容の応用力や その

本校 で実践 して いる授業 と レポー トと思 考力 テス トの関係
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考 え方 をみ とるテス トである。授 業で学習 した内

容 を どの よ うに組 み立て考 え よ うとして いるのか

その思考過 程 を表現 させ るテ ス トであ る。40分

のテ ス トの時間 に1，2問 の 出題 を し， じっ く り

と生徒 に考 え させ る場の確保 を してい る。

また， この思考力テ ス トででた様 々な解 答例 を

も とに授業 を組 み立て ることもある。

（4）2年 間の主な取組

平

成

19

年

度

4月 仮説①②の作成

数学科内の共通理解事項の確認

5月 第1回 連絡会議出席

研究の方向性の修正，「考える力」の

焦点化

8月 熊本県天草市数学教育研究会にて

実践発表

9月 国立教育政策研究所より

永田先生をお招きして

校内授業研究会

3年 「2乗に比例す る関数」田島教諭

2年 「図形の調べ方」高木教諭

10月 第2回 連絡会議出席

レポー トの授業の記録の修正

12月 「算数数学おもしろラン ド2007」 参加

2月 国立教育政策研究所より

永田先生をお招きして

校内授業研究会

2年 「面積2等 分」高木教諭

1年 「立方体の切断」馬場教諭

本校のレポー トの授業を他校にて検証
けい りょう

熊本市立京 陵中学校2年7組 にて

「平行四辺形」高木教諭

平

成

20

年

度

5月 第1回 連絡会議出席

平成20年 度の研究の方向性の確認

9月 授業研究発表会

2年 「1次関数」松永教諭

3年 「二次方程式」高木教諭

11月 国立教育政策研究所 より

永田先生をお招きして

校内授業研究会

2年 「図形の調べ方」松永教諭

3年 「相似」高木教諭

12月 レポー トの授業実践集作成

2月 実践発表会

2年 間の研究の成果を発表

実践の成果をまとめた冊子の配布

2研 究 内容及 び具体 的な研究活動

（1）具体的な研究課題

授業の内容を振 り返 り思考を再構築 させ ， 自分

の考えを表現 させ るた めに 「数学 レポー ト」 を作

成 させた。

また，研 究仮説 に合致 した授業 を模索す るため

研究授業 を多数行 うとともに，教科内で もレポー

トの授業や思考力テス トの打合せや反省 を行った。

（2）取組

この レポー トは各単元 ごとに1回 のペースで行

う。基本的にはその授 業で， どの よ うなこ とを学

び，友達は どう考え，そ して 自分は どう考えたの

かを記述す るものである。 この レポー ト作成 によ

り，生徒達 はよ り深 く理解す るとい うことを体験

できる。 それは，分か つた ような気でいて も，本

当に分かっていない とレポー トは書けないか らで

ある。

評価 に関 しては，教師 の コメン トは もちろん

の こと，発展 的に 自分 の課題 を追 求 した もの，

論理的に見やす く記述 した ものは全員 に紹介 し，

大いに賞賛 をす る よ うに した。
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（3）成果 ・課題

レポー トを書 くことが最終 ゴールではな く生徒に

考 える力を身 に付 けさせ ることが最終的な 目標であ

ることはい うまでもない。

ただ，今回の研 究の柱 と して， レポー トを作る授

業 を行 ってきた。 当た り前の ことだが レポー トの正

否は，そ の授業でいかに生徒 に理解を させ，納得 さ

せ，意欲 を持たせ るかにかかってい る。そ うい う意

味で 日々の授業 の中で生徒 の疑問や考えた理由を大

切にす るよ うに心が け， さらに生徒同士が確 かめ合

い説明 し合 う場 を多 くとることに した。そのことに

よ り， より生徒達の思考が多様 化 ・進化 してきたよ

うに思 う。

また， レポー トの授業の実践 も各学年で蓄積がで

きた。 さらに この実践は，一般 の中学校 でも十分に

通用することも検証できた。そのことは検証授業 （H

20．2京 陵中）後の生徒の レポー トの中の一節か らう

かがい知 ることができる （以下 「」内）。

「ぼ くは，何 げな くか いた三角形の2辺 の中点の

延長線上の点か ら線を引いて四角形を作る と，その

四角形は最初 に何 げな くか いた三角形 と面積が等 し

いとい うことにとても驚 きま した。高木先生の授業

は，いつもとは全 く違 う視点か ら物事 を見るので，

今までに経験 した ことのない発想 で最初はとまどっ

たけど，最後はだんだん面白 くなってきま した。一

つの視点での疑問 を証明 した り，解いた りすると，

今度は同 じ図か らで も， とてもた くさんの違 う視点

か ら疑問が た くさん出てきます。前 は，一つの図か

ら1問 解 いたら終わ りの ような感 じだったけど，今

回の授業を受 けて，何段階 も何段階 も疑問を重ねて

い くことが，本当の数学の勉 強なのかな ぁと思いま

した。今回の授 業はとて も良い経験にな り，本当に

とても面白かったです。」

また，授 業 にお ける課題 の設 定の仕方は，生徒

が既知 の物 と して獲 得 してい る知識 を もとに，生

徒の葛藤 を引 き起 こす こ とが重要 であ ることを，

改めて この研 究 を通 して学 ぶ こ とができた。生徒

の葛藤 を引き起 こす 授業展 開で生徒 は よ り深 く考

えよ うとす る ことは間違 いない。 ただ，今 後の課

題 として この葛藤 の場 にお け る支援 の在 り方 を も

っ と研 究す べ きだ と感 じた。 もちろん，課題や生

徒 によ りその支援 の方法 は変 わ って くるの だろ う

が， ど うす れば，解 決方法 を見つ ける ことが でき

ない生徒 に 「ひ らめき」 を感 じさせ る ことがで き

るのか。課題 を解決す るための有効 な 「ひ らめ き」

をす るこ とができ る生徒 は， どん な知識や技 能 を

獲得 してい るのか。 とい った課題 を整 理 し追 求す

ることが，今後の課題 であ る。

3研 究成果の普及

研 究 の成果 と して，特に仮説① ② に合 致す る授

業 の実践集 を作成 し，熊本 県 内の中学校 に無償で

配布 を した。

4今 後の展望

研究仮説で取 り上げた試 考の場 があ り，次に，

その考 えを揺 さぶ る葛藤 の場 を授業 に作る ことで，

確 実 に生徒 は 「何段 階 も何段 階 も疑 問を重ねて い

くことが，本 当の数学 の本質 に迫れ る。」 と思い は

じめている ようである。一つの解 答か ら，「つま り，

この こ とは何 を表 して いるのか」 この発 問が，生

徒 の思考 を深 めてい くのであ る。 また，生徒 同士

の様 々な意見交換 が生徒 の知 的好奇 心を駆 り立て

てい る ことも， この授 業実践 で感 じられ た。授業

中に精 一杯 思考 し，話 し合 いなが ら自分 た ちな り

の結論 に達 した ときの生徒た ちは，充実感 を感 じ

てい る。今 後 も， この よ うな授業 に迫 ってい きた

い。
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平成20年 度教育課程研究指定校事業研究成果報告書

ふ りがな

学校名

あお もり しりつ うらまちちゅ うがっ こ う

青森市立浦町中学校

校 長 名 ：今村秀 司

所 在 地 ：青森県青森 市勝 田二丁 目25番12号

電話番 号 ：017－774－2231

④

各教科等 にお ける指 導の工夫改 善に関す る研 究

（平成19・20年 度）

研究対象教科等 理科

Ⅰ 研究指定校の概要

1学 校 ・地域の特色及び実態

青森市の中心部に位置 し，地域や保護者も学

校に対する関心が高 く，協力的である。

学校を楽 しいと感 じている生徒が多く，明る

く，元気な挨拶を交わ し合い，集団における自

分の役割 を自覚 し協力的で落ち着いた態度で生

活 している。

学習面においては，生徒個々に高い 目標 をも

ち，全体的に真剣 な態度で臨んでいる。しか し，

共に磨き合い，高め合 う雰囲気の学習集団とい

うところまでは至っていない。そこで，互いに

発表 し合い，練 り合い，よりよいものを表現 し，

自己の考えや意見を深めることができる授業を

展開 していくことによ り，生徒が主体的に学習

していけるのではないかと考え，学校全体 とし

て研究主題 「よりよいものを表現し，主体的に

学習できる指導法の工夫」を設定 し，各教科の

研究に取 り組んでいる。

2学 校 の概 要 （平 成20年5月1日 現在 ）

教員数37名

Ⅱ 研究の内容及び成果等

【研究成果の要点】

教師 が互いに情報 交換 し合 いなが ら， 日々の

授 業実践 の中で今 まで以上 に創 意工夫 を凝 らす

よ うにな り，その姿勢 が以下 に示 す生徒の変容

へ とつ ながった と感 じてい る。

実物や 資料 ，モデル の提 示 によって，生徒 の

興味 ・関心 を喚起す るこ とにつ ながった。また，

課題 解決 の見通 しが もて る課題 設定 の工夫， 自

分の考 えをワークシー トに表 現 させ てか ら，小

集 団や全体の場 での発 表，少 人数実験 を実施 す

ることに よって， 自分な りの考 えを もって表 現

し， 目的意識 をもって実験 ・観 察 に取 り組 む よ

うになった。 さ らに，予想 の段 階や結果 か ら考

察 してま とめ を導 きだす段階 に重点 を置 く授 業

の設 定や発 展的 な学習 を取 り入れ た こ とによっ

て，意 見交換が活発 にな り，思 考が深 まった。

1研 究主題等

（1）研究主題

校内研修の研究主題を受けて理科では，「自

然の事物 ・現象に興味 ・関心を示 し，自分の

意見を進んで発表 し， 目的意識をもって意欲

的に課題解決に取 り組む生徒を育てるための

指導方法の工夫」を研究主題 として取 り組ん

だ。

（2）研究主題設定のねらい

生徒は，実際に自然の事物に触れ る機会や

体験が少なく，不思議な自然の事物 ・現象に

出会ったときそれに興味 ・関心を示 した り，

疑問をもった りすることが減ってきている。

このようなことから，授業で得た知識を現実

の事象 と結び付けて考えた り，表現 した りす

ることが苦手な生徒が多い。そこで， 自然の

事物 ・現象に興味 ・関心をもたせなが ら，学

習課題に対 して 自分な りに根拠ある予想や仮

説を立てた り，他の考え と比較 ・検討 しなが

ら意欲的に実験 ・観察を行い，考察へ と結び

付ける力を育成 したいと考え，本主題を設定

205



し た 。

（3）取組 体制

校内研修会 （実践研究計画の共通理解）

教科部会 （教科研究計画の作成）

教科部会 （授業実践の累積）

教科部会 （指導案の作成，検討）

ブロック部会

（グループによる指導案の検討）

校内研究会 （授業発表 と成果 ・反省）

教科部会 （研究の成果 と問題点）

（4）2年 間の主 な取組

平

成

19

年

度

① 自然の事物 ・現象に興味 ・関心を抱か

せる工夫

② 目的意識 をもたせ る課題設定の工夫

③ 自分の考えを表現，深化，まとめる場

の工夫

平

成

20

年

度

①～③ を継続 しなが ら以下の項 目に重点

を置いて取 り組む。

④意見交換 を活発 に して，思考を深 め，

もっとよいものを表現 させ る工夫

⑤結果の考察か ら根拠 あるまとめを導き

出 し，適切 に表現 させる工夫

2研 究内容及び具体的な研究活動

（1）具体的な研究課題

理科の研究主題 を受けた研究仮説 として，

「自然の事物 ・現象に興味 ・関心 と課題解決

の見通 しや 目的意識がもてる課題設定を工夫

することと， 自分の考えを表現，深化，まと

める場の工夫をすることによって，意欲的に

課題解決に取 り組む生徒を育てることができ

るのではないか」 と考 えた。

① 自然 の事物 ・現象 に興味 ・関心 を抱 かせ

る工夫

・具体物や 身近 な現象 を提示す る。

② 目的意識 を もたせ る課題 設 定の工夫

・具体的 で，課題解決 の見通 し （予想 と仮

説 ） をもちや すい課題設 定 を工夫 す る。

・既 習事項 との比較か ら，ゆ さぶ りをかけ

る課題 設定 を工夫す る。

③ 自分 の考 えを表 現，深化 ，ま とめる場 の

工夫

・課題解決 の見通 し （予想 と仮説 ） を個 々

にもたせ ， 自分 の考 えを表現 させ るた め

に，個 々の考え をワー クシー トに表現 さ

せ てか ら，小集 団で の話 し合 いや 全体で

の意見交換す る場の設定 を工夫す る。

・一 人一人が 自分 の予想 と仮 説 を，意欲 的

に観 察 ・実験 を通 して検証す るた めに，

少人数 実験 （3～4人 ，場合 に よっては

個人実験 ） を実施す る。

・予想 を もとに，実際 に観 察 ・実験 を通 し

て得た結果 ，考察 を全体 で発表 ，意見交

換 し，深化 させ る場 の設 定 を工夫す る。

・観 察 ・実験 で得 たま とめを 自分の言葉 で

表 現 させ る。

・自分 の言葉で ま とめ ることがで きな い生

徒 には，意見交換や キー ワー ドを与 える

こ とを通 して， ま とめ させ る。

④ 意見交換 を活発 に して，思考 を深 め， も

っ とよい ものを表現 させ る工夫

・予想やま とめの段 階 な ど，練 り合 わせ る

場 に重点 を置 いた授 業 を設 定す る。

・発展 的内容 を取 り入 れ るこ とで，既習事

項 を もとに練 り合 わせ る場 を設 定す る。

⑤ 結果 の考察か ら根拠 あ るま とめを導 き出

し，適切 に表現 させ る工夫

・実験 な どの結 果か ら考 察 してま とめを導

き出 し適切 に表 現 させ るこ とに重点 を置

く授業 を設 け る。
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・根拠 あ るま とめをまず 自分 の ワー クシー

トに表 現 させ る→発 表，意見交換 に よ り

適切 な表 現 を比較検討 させ る→ ワー ク シ

ー トに 書い た 自分 の ま とめを修 正 させ

る。

（2）取組

毎 日の授業の中で，前述 した①～⑤を意識

して実践 してきた。昨年度は11月 に，今年

度は9月 に実践成果発表 として，拡大校内研

究発表会で提案授業を発表するとともに，研

究協議会で出された内容を参考に，その後の

研究へとつなげている。

以下，昨年度 と今年度の拡大校内研究発表

会の提案授業内容を中心に事例 として紹介す

る。

① 第1学 年 （平成19年 度）

「変動する大地」

野外観察は，本校の実情を考えるとなか

なか難 しい状況があるが，可能な限 り地学

的な体験を充実させたい。そこで，教師が

事前に青森県の異なる場所で地層の一部を

採取，準備 し，そこから生徒に本物の化石

を採取させ，触れ させることで，感動を味

わわせ，地層が堆積 した当時の環境 を考え

させる授業を展開 した。

本物の地層から本物の化石を採取する活

動に，生徒は 目を輝かせて熱中して取 り組

んだ。採取 した化石の分析については，事

前に化石のサンプルを用意することで生息

環境か ら，意見交換を通 して地層が堆積 し

た当時の環境 を推測 し，自分の言葉で表現

できるように配慮 した。

実物 を提示す ることは，生徒の興味 ・関

心を引き出す最 も効果的な手立てと考えて

お り，実物を提示する努力を惜 しまない教

師自身の姿勢が，意欲的な課題解決へ とつ

ながることを実感 した授業であった。

② 第2学 年 （平成19年 度）

「大気の動きと天気の変化」

本単元におけるまとめ として，これまで

学習 してきた内容を活用 し，3日 間の気象

衛星の写真 と天気図か ら，気象予報士にな

ったつ もりで3日 間の天気の様子 と，4日

目の天気を予測す る授業を展開 した。

雲画像や天気図，実際のテ レビでの天気

予報の様子を提示す ることで，興味 ・関心

を喚起 した。3日 間の雲画像 と天気図を並

び替え，3日 間の天気の様子を分析 させた

上で，4日 目の天気予報を予測 させた。 自

分の考えをワー クシー トに書かせてか ら小

集団で話 し合い，全体の場で発表 させた。

ワークシー トへの記入 と小集団での話 し

合いが活発になされて，3日 分の天気の様

子が丁寧に分析 されてお り，その分析結果

から4日 目の予測を意欲をもって取 り組ん

でいた。

生徒がこれまで学習 した内容から分析で

きる適切な雲画像や天気図の提示，そ して

自分が気象予報士であるとい う設定は生徒

の興味 ・関心を高め，意欲的な課題解決へ

とつながった。実際， 自分の考えを丁寧に

ワークシー トに記入 してお り，自分な りの

考えをもって課題解決に向かお うとする姿

勢が感 じられた。

③ 第3学 年 （平成19年 度）

「宇宙と太陽系」

惑星の見え方については，金星の観察資

料やモデル実験を行い，金星 と地球の位置

を考察することによって金星の形や見かけ

の大きさが変化する理由を指摘 させ る授業

を展開 した。

金星の形が変化する現象は，肉眼では観

察できない。このことから，前時では，日

頃何気なく観察 している月の満ち欠けにつ

いて，その理由を予想 させモデル実験を行
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った。

金星の形の変化については，月の学習 と

対比 させて考えさせた。また，金星の大き

さの変化については，宇宙空間での金星と

地球の位置関係に着目させて考えさせた。

個々に金星のモデルをもたせてイメージ

を膨 らませなが ら，自分のワー クシー トに

図や言葉で予想 を表現 させてから，小集団

そ して全体の場で発表，意見交換を行った。

その後モデル実験で確認 し，個々に実験結

果 と分かった ことを予想 と同様の流れで意

見交換を経て，まとめへ とつなげた。

個々の予想 を実験 レポー トに表現する時

間や意見交換 の時間を十分確保 した こと

で，それまでの学習で触れていない内惑星

や外惑星及びそれぞれの位置関係について

も，個々にこわだ りのある予想が発表され，

意欲的にモデル実験に取 り組んだ。

実物を提示できない場合には，資料やモ

デルでの提示などイメージできるものの工

夫が大切であること，見通 しをもてる課題

設定の工夫 と個々に目的意識をもたせる工

夫が意欲的な学習につながることを実感 し

た。 （参考資料1）

④ 第1学 年 （平成20年 度）

「光の進み方 とものの見え方」

「凸 レンズのはたらき」では，凸 レンズ

の半分を黒紙でおお うと像はどうなるかに

ついて，凸 レンズを通過 した光の進み方を

考えさせ，3本 の基本線以外にもたくさん

の光が通過 していることを実感 させ る授業

を展開した。予想に時間をかけ，意見交換

を活発に し， 自分の考えを深化させ，より

よい表現をさせることに重点を置いた。

上位生徒による活発な意見交換により授

業が進行す る傾向を避けるために，個々に

ワークシー トに自分の考えを書かせてから

小集団，そして全体での意見交換を行 う流

れ をこれまで継続 してきた。そのため，多

くの生徒が積極的に意見を発表 し，凸 レン

ズを通過する光の進み方について真剣に意

見交換 し互いに思考を深め合 うことができ

たと感 じた。予想に時間をかけたため，残

り時間わずかでの実験だったが自分たちの

予想 と比較 し，生徒たちか ら感動や驚きの

歓声が上がった。

今回は予想で論理を戦わせることに重点

化を図ったが，このように重点化を図って

生徒に力をつけさせ る授業を取 り入れ る大

切 さを痛感 した。 （参考資料 Ⅱ）

そ の後 の授 業で も重 点化 を図 った授 業 を

試 みてい る。 実験 結果 か らま とめを導 き出

し表 現 させ る ことに重点 をおいた授業 も展

開 してい る。予想 の とき と同様 に， まず は

個 々に ワー クシー トに表現 させ ，その後 ，

班そ して全 体での意見 交換 を通 して， もっ

とよい ものを表現 させ ， 自分の考 えや 表現

を深化，修正 させ る授業 も随時行 うことで，

自分の意見 を表 現す る意欲 も徐 々 に高 まっ

てきてい る とともに，相手 に伝 わ るよ うに

適切 に表現 できる よ うに もなって きて いる

と感 じてい る。

〈1時 間の思考 の変容〉

a上 半分 の像 ができる

b下 半分の像がで きる

c像 がで きない

d全 体の像ができ る

e全 体の像ができるが少 し暗 くなる

ただ し，グラフ内の数値は，生徒の人数 を示 して

い る。
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⑤ 第2学 年 （平成20年 度）

「行動する しくみ」

「ヒ トの反応時間」を扱い，刺激を受け

てから反応す るまでの速 さを測定 し，反応

に多少時間がかかるのは神経系のつなが り

の中で必ず大脳を経由しているからである

ことに気づかせる授業を展開した。

定規をつかむのに時間がかかることを明

らかにしてい く実験だが，視覚だけでな く

聴覚や触覚による刺激を受けてか らの反応

時間も扱ったことで，生徒は意欲と目的意

識をもって実験に臨んでいた。そ して，反

応時間がなぜ生 じたのかとい う疑問を持た

せたことで，自分たちでまとめることがで

きた。生徒が意欲的に取 り組みたくなる課

題設定の大切 さを確認することができた。

⑥ 第3学 年 （平成20年 度）

「運動 とエネル ギー」

「エネル ギー の移 り変わ り」で は，エネ

ルギーの種類 が3つ 以 上移 り変わ る実験 の

計画を 自分 たちで考 え，実際に実験す る こ

とに よって ，エネル ギー の移 り変わ りにつ

いて考察 しま とめ る授業 を展 開 した。

2時 間扱い とし，生徒 は理科 室に ある も

のか ら考察 し，計画の段階 か ら実験 ， ま と

めに至 るまで意欲 的 に取 り組ん だ。

単元 のま とめの段 階な どで，発展 学習 と

して生徒 に計画立案 か ら取 り組 ませ てい く

ことは，思 考力，判断力 ，表現力 を身 に付

けてい く上 で有効 であ ると感 じた。

（3）成果 ・課題

① 成果

生徒 に今年度 の4月 と今年度 末にア ンケ

ー トを実施 し，A：そう思うB：どちらかといえばそう思うC：

どちらかといえばそう思わないD：そう思わないE： 分からない

で回答 させ た。 以下に，第1学 年 の結 果 を

示す。 （調 査人数 ：143人 ）

・理科の勉強は好きだ

・理科の時間に 自分の考えや調べた ことを発

表するのは楽 しいですか。

・理科の勉強で実験や観察をすることは楽 し

いですか。

・自分の考えで予想 して実験や観察をしてい

ますか。

・理科の勉強に関す ることで，分からないこ

とや興味 ・関心 をもったことについて自分

から調べようとしていますか。

授業における生徒の様子や生徒のアンケ

ー ト結果から
，本研究で取 り組んだ成果 と

して次のことが上げられると考える。

・生徒の興味や関心を喚起する上で，実物

を提示 した り，実物の提示が難 しいもの

は，資料やモデルなど具体物を提示する

ことが有効である。

・具体的で課題解決の見通 しがもてる課題

設定を工夫することによって，自ら予想

し目的意識をもって実験 ・観察に取 り組

む態度の育成につながることが明らかと

なった。

・自分の考えをワークシー トに表現 させて

から，小集団や全体の場で発表 させるこ

とによって， 自分な りの考えをもち， 目
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的意識をもって実験 ・観察に取 り組むこ

とにつながった。また，他の意見に触れ

ることにより，自分の考えを深めるよう

とす る態度 が見 られ るよ うになって き

た。

・少人数実験 を実施することによって， 自

分の予想を自分で検証 しよ うとする態度

が身に付いてきた。

・予想 に重点を置いた り，結果から考察 し

まとめを導きだす段階に重点を置く授業

を設 けることで，発表意欲が高ま り意見

交換が活発になってきた。また，他の生

徒の意見や表現に多 く触れ ることで，適

切な表現を心がけるようになってきた。

・発展的内容 を取 り入れ，既習事項をもと

に練 り合 う場を設定 したことで，意見交

換が活発になされ，思考が深まった。

② 課題 へ の対応

・現在 の取組 を継 続す る ことで
， よ り思考

力 ，表現力 を高 めて い く。

・自分 の考 えを書 けない生徒へ の支援。

キー ワー ドを与 えるな ど，個別 支援 も丁

寧 に行 ってい きた い。

・生徒の変容 を と らえる評 価方法 の工夫。

3研 究成果の普及

前年度 と今年度の2回 拡大校内研究会を実施

し，県内の教職員に提案授業を参観 していただ

き，研究協議を通 して，その成果 と課題 につい

て検証することで，普及をはかった。昨年度は

11月 に，今年度は9月 に実施 した。

4今 後の展望

本研究は，普段行われている授業の中で，生

徒の変容を求 めて研 究を進めてい るもので あ

る、多 くの生徒が， 自然の事物 ・現象に興味 ・

関心をもつよ うにな り，疑問や 目的意識をもっ

て意欲的に探求す る態度が身に付 くように，可

能な限 り日常の授業に創意工夫を凝 らしていき

たい。

今後も，校内の研究体制や提案授業を参観 く

ださった方々の意見などを取 り入れなが ら， 日

々の授業実践の中で研修 を深めていきたい。

5参 考資料

（参考資料 Ⅰ） （参考資料 Ⅱ）

210



平成20年度教育課程研究指定校事業研究成果報告書
ふ り が な

学校 名
おお さかき ょうい くだいが くふ ぞ く い け だ ちゅうがっこう

大阪教 育大学附属池田中学 校

校 長 名 ：三 村 寛 一

所 在 地 ：大 阪 府 池 田 市 緑 丘1－5－1

電 話 番 号 ：072－761－8690

④
各 教 科 等 に お け る 指 導 の 工 夫 改 善 に 関 す る 研

究 （平 成19・20年 度 ）

研 究対象教科等 理科

Ⅰ 研 究 指定 校の 概 要

1学 校 ・地域 の 特 色及 び 実 態

池田市は大阪市の北約20キ ロに位置し，西は

猪名川をはさんで兵庫県川西市 と隣接 した人口

約10万 人の住宅 ・文教都市であり，自動車工業

や植木の地場産業も有名である。

本校は教員養成大学である大阪教育大学の研

究校である。教育大学では社会進展の原動力と

なる教育について研究 しているが，本校はこの

研究に基づいて中等普通教育の実践及び普及に

努力している。一般生徒，国際枠生徒 （帰国生

徒 ・外国籍生徒），学校災害特別研究生徒から

なる混合学級で授業を行い，新 しい教育の開発

を目指 している学校である。

2学 校 の 概 要 （平成20年5月1日 現在 ）

教員 数21名

Ⅱ 研究の内容及 び成果等

【研 究 成 果 の 要 点 】

研 究1． 理 科 実 技 テス トの 開発 と実施

実 技 テ ス トに 生 徒 判 定官 を導 入 した パ フ ォ

ー マ ンス テ ス ト。 生徒 判 定官 の導 入 に よ り，

評 価 の 効 率 化 が で き，判 定官 自身 の復 習 に も

な っ た。

研究2． エ ネル ギ ー ・環 境 教 育 の 新 た な授 業展

開 の開 発

エ ネ ル ギ ー ・環 境 教 育 を学 ぶ こ とは 生 活 に

必 要 で あ り， 自 ら考 え行 動 して い く視 点や ，

多 角 的 な もの の見 方 ・考 え方 が で き る よ うに

な った。

1研 究主 題等

（1）学校における研究主題

個々の生徒の実態に合わせたきめ細かな指導

の実践

（2）学校における研究主題設定のねらい

本校では，現在 「学力の向上」 「個に応じた指

導の確立」を目的として研究活動を進めている。

これらの目的を達成するためには，個々の生徒の

学習状況を的確に評価 し，効果的に指導に生かす

ことが必要である。

（3）取組体制

下の図のような体制で研究に取 り組んでいる。

研究に主として取 り組むのは理科担当教員の

3名である。

（4）2年 間 の 主 な 取 組

平

成

19

年

度

研1理 科実技テス トの実施

1年生の化学分野を対象に，化学実験操

作の基本的な流れについて実技テス トを

行い，その実現性 を検証 し改善案を考え

た。

研2エ ネルギー環境教育の授業実践

単元指導計画を作成 し，実践を行った。

平 研1理 科実技テス トの改善及び判定官の養成

図 研究体制
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成

20

年

度

昨年度の優秀生徒から判定官を養成 し，

生徒の判定官によって本年度の1年 生化学

分野の実技テス トを行った。

研2エ ネルギ―環境教育の授業実践

昨年度の授業の分析を行い，本年度への改

善を行った。

2研 究 内 容 及 び 具 体 的 な 研 究 活 動

（1）研究1． 理科実技テス トの開発 と実施

① 具体的 な研 究課題

技能 面でのスキル の定着 ・伸長 をめざ した

「実技 テス ト」とい うパ フォーマ ンステス トを

行った。1年 生の化学領域 で行い，実験操作技

能 を実際の実験の流れ に沿った内容の実技テ

ス トを設定 した。

前年度 は 「技能検 定」とい う名称 で1～3級 の

グレーデ ィングを設 けてパ フォーマンステス

トを行 った。1級 は21項 目，2級 は18項 目，3級

は11項 目とし，本年度 はグレーデ ィングを廃 し

て一律 の内容 に統一 し 名称 も「実技テス ト」

に変更 した。変更の一因 としては，上位 グ レー

ドの受検 に希望が集 中した ことが挙げ られ る。

また，今年度は授業時間内で指導す ることが

適 当と思われる項 目 （ガスバーナーの炎 の大き

さの変更，スポイ トで一定量をはか りとる等）

は，授業実験の際に適宜指導す ることとし，実

技テス トの項 目より除外 した。その結果，実技

テス トの項 目を実験 の流れ に沿った21項 目に

改訂 し実施 した。

実技テス トにお ける時間的な課題 として，前

年度，教員1名 で検定を行 った結果，160名 の生

徒 に対 しておよそ17時 間 を要 した。時間的な制

約の克服が重要な課題 であった。今年度 は時間

短縮のために生徒判 定官 を導入 した。

② 取組

ア 実施 時期

実技テス トは11月 下旬からの放課後の4日

間を実施に当てた。9月 には実技テス トの実

施予告を行い，実験において器具を使 う場面

での意識付けを繰 り返 し行った。また理科室

前に予約表を掲示し，生徒自身に希望日を記

入させた うえ，実技テス ト直前には，実技テ

ス トの大まかな流れについて示 しておいた。

イ 判定官の養成

前年度の実技テス トの高得点者 （21点中19

点以上）及び希望者を募 り 「判定官養成講座」

（写真1－1，1－2）を行 った。講座 に参加 した

のは32名 である。

図1－1実 技テス トまでの取組の流れ

↑写真1－1

判 定官養 成講座 の

よ うす。教師 か ら判

定官への説明

←写真1－2

教師が被験者 とな

って行 った判定の シ

ミュ レーシ ョン
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判定官養成講座 では，本校教員が被検者 と

なって 「操作 ミスを含む実技」を見せ ること

で判定のシ ミュレーシ ョンを行 った。判定官

相 互で 自己の判 定の整 合性 を検討す るのが

ね らいである （当 日のチェック表 （図1－2）と

同 じ用紙 を使 う）。

③ 成果 ・課題

1日あた り10名 （のべ40名 ）の判定官によ り，

一度に10人 の実技テス トを実施できた
。 （写真

1－3，1－4）また，前年度 のグ レーデ ィング2級

に近い内容で実施 したため，費や した時間は

160人 の生徒 に対 して3時 間程度で済ませ るこ

とができた。養成講座を含 めて も4時 間程度で

済ませ ることがで き，時間を大幅 に短縮するこ

とができた。

実技テス トの項 目について，21項目すべてを

可否のみのチェックで行った。項 目間の ウエイ

トは設 けていない。む しろ各場面での項 目数で

重要度に代 えている。

なお，1年生の得点については，全員の実技

テス トが終了後にチェック表そのものを返却

し，弱点や未達成の操作を得点とともに本人に

通知することにした。しかし項目によっては未

達成のままでは済まない操作・内容も考えられ，

未達成の生徒には別途指導の必要があると考

え て い る。

安全配慮 に対 しては （判定官 の感覚 で個人差

が大 きくな りがちな項 目と考 えた結果）1項 目

に した。しか し，安全面は ウエイ トが大 きな項

目とも考えられ，改善の余地がある。

さらに各項 目の集 計 （図1－3）で，できのよ

くなかった操作 （ガスバーナーのね じ確認，試

験管へ の投入水量，メスシ リンダーの 目盛 り読

図1－2実 技テス トチェック表 当日の試験でもこの表 と同様の

用紙 を用いて判定官が実技テス トの評価を行 う。

↑写真1－3

判定 官に よる実技

テス トの全体風景。

←写真1－4

手前右が判定官，左

が実技テス ト受検者。

図1－3各 実技テス ト項 目の集計結果。100人 分を分析。丸印

はできのよくなか った項 目。
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み）が明 らかになってお り，その操作を含めた

授業内容の充実 ・開発が必要 と考えている。

（2）研究2．エネルギー・環境教育の新たな展開の開発

① 具体的な研究課題

環境教育を考える礎 となる科学観や科学的

思考の方法，様々な観点から物事を捉えようと

する力をはぐくむ授業の開発 と実践を行った。

環境関連の授業は義務教育期間中に受ける

科学的内容とは一線を画した特徴的な題材だ

といえる。従来の理科授業は科学の体系をもと

に，科学的な思考や技法といった科学の方法と

知識を学んでいた。環境関連の内容は，様々な

理論や提言が述べられている。そこでは，多角

的なものの見方 考え方 批判的思考力が必要

となってくる。今後，生徒が自分自身の価値基

準で判断 し，行動していかなければならない。

よって，本実践のような取組を行った。

② 取組

第1分 野 「（7）科学技術 と人間」の単元を主に，

環境教育を融合 した形で授業時数 は7時 間行っ

た。 （図2－1）

生徒 に身に付けてもらいたい力（i）～（iv）を以

下に示す。

（i）証拠に基づいて話す こと。

（ii）物事 を多角的にとらえようとすること。

（iii）物事 を批判的 にとらえて考えてい こうと

すること。

（iv）自分 自身で意思決定 していこうとす るこ

と。

1～4時 間目に多角的 なものの見方，考え方を

身に付けるように学習する。そ して，同 じデー

タで異なる主張のディベー トを行い，証拠に基

づいて考える力を身に付けさせ，ゲーム理論で

ある囚人のジレンマを使用 し，建設的妥協の見

いだ し方を学ぶ。最後 に卒業 レポー トを課 し，

環境について 自分 自身で意思決定 し，行動す る

ことを宣言 してい く。

ア1時 間目

【宇宙140億年，地球46億年の歴史】

資料を渡 した上で，宇宙の誕生から太陽系

の誕生までを説明する。原子力発電の核燃料

は過去の恒星由来であることにも触れる。

次に，地球の誕生から現在までを語る。微

惑星の衝突により地球が誕生 し，地熱発電の

エネルギーはこのときの運動エネルギーが基

になっていることに触れる。

生命の誕生 ・進化については簡単に済ませ，

化石燃料は古代の生命の営みによって蓄えら

れた太陽のエネルギーであり，化学エネルギ

ーとして我々が現在利用 していることを説明

する。

イ2時 間目 ・3時間目

【限りある資源 とエネルギー】

【いろいろな発電方法と新エネルギー】

【環境学習基礎，環境意識の視点】

資料及び科学技術振興機構（JST）の 「理科ね

っとわーく」のコンテンツを利用 して，発電

方法の紹介，資源の有効利用や限 りある資源

について説明する。

また，環境学習に必要な言葉の説明や環境

問題を考える視点を学習する1）。例えば， 「地

球にやさしい」は本当に地球にやさしいか，

といったような環境問題によく用いられるフ

レーズを冷静に読み取る能力を身に付ける。

ウ4時 間目 【絵本 半日村】

半 日村2）を題材 に，物事は多角的 に読み

取れ ることを学ぶ。この絵本 は，道徳 の時

間で使 われ ることが多い。 しか し，切 り口

1時間目 宇宙140億年，地球46億年の歴史

2時間目 限りある資源とエネルギー

3時間目 いろいろな発電方法と新エネルギー

4時間目 絵本 「半日村」

5時間目 環境問題用語発表会

6時間目 環境問題ディベー ト

7時間目 囚人のジレンマ

図2－1単 元指導計画
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を変 えてみ ると，見えて くることがい ろい

ろとある。例えば， この本の内容 を慣用句

で表 した場合 「千里の道 も一歩 か ら」 と言

うコツコツ型の表現， 「為せば成 る」とい う

達成型 の表現が大多数 であった。そ こに，

揺 さぶ りをかけ，生徒が違った視点をもつ

ように させ る。

エ5時 間 目 【環境間題用語 発表会】

次の8点 について調べ学習を行い，生徒に発

表 させる。

①持続可能 な開発，②LCA（ ライフサイ ク

ルアセスメン ト），③エネル ギー ・環境問題

④エネル ギー変換効率，⑤地球温暖化のとら

え方，⑥産業活動 と環境，⑦ ゲーム理論 （ジ

レンマ），⑧ リスク負担

オ6時 間目

【環境問題デ ィベー トと政策提言】

ディベー トに使用 した題材の例 は以下の とお

りである。

◆ 原子力発電は安全である。

◆ コンビニエンスス トアの時間規制 を導入

すべ きだ （写真2－1）。

◆ 高速道路の通行税を取るべきだ。

◆ 風力 ・太陽光発電を日本で積極的に導入す

べきだ。

カ7時 間目 【ゲーム理論】

自分自身で意思決定できることへつなげる

ため，自分優先で考えるか，社会共通の利益

を優先 して考えるかを通 して，建設的な妥協

点を見いだすことの必要性を感 じ取らせる。

これからの自分の行動を自分本位や理想論で

はなく，実現可能な内容で考えさせる。

キ 卒業 レポ ー ト

卒業 レポー トとして，以下の項 目に沿っ

て提 出す るよ うに指導 した。特に，1，2，3や

6を 重点 に記す よ うに留意 させ た。

1．私の環境問題 に関 しての視点

2． 私の行動指針

3． 行動指針 となる根拠 とその考 え方

4． 実現す るための方法

5． 学んだ ことの整理

6． 自己の意思決定に必要な要素

7． 自由記述欄

8．資料

③ 成果 ・課題

授業後のアンケー ト結果か ら，授業全体の理

解度 は 「よく理解 できた」， 「理解できた」を

合わせて65％ だった。 「どち らで もない」が

35％ であ り， 「理解できなかった」と答 えた生

徒はいなか った。

また，授業時間 ごとの効果及び単元の 目標 に

対す る効果を確認す るため，生徒に 「エネル ギ

ー ・環境問題 の授業で，自分 にとって有意義だ

った り，効果的だった り，ためになった りと感

じられたか どうかについて答 えて くだ さい。」

とい うアンケー トを実施 した。その結果，肯定

的な意見が多かった （図2－2）。

この授業でね らい とした力について， 「（ⅰ）

証拠に基づいて話すこと」では，デ ィベー トの

写真2－1デ ィペー トの風景。左はコンビニエンスス トアの時間規

制でデータを用いて立論 しているところ。右は原子力発電 は安全で

あるとい う題材でパ ソコンを用いて最終弁論を行っているところ。

図2－2効 果測定結果

エネルギー・環境学習 効果測定アンケート
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授業 は証拠 に基づいた話を した り，判断を した

りす るのに大いに役立った と考えられ る。また，

卒業 レポー トでは，意思決定 の際に必要な要素

と考え られ る「納得 のい く行動のために正 しい

情報を得 る。」や 「もっ と多 くの知識 を身に付

ける。」との記載があ り，証拠 に基づいて考え

ることを大事に してい こ うとす る姿勢が見 ら

れた。

「（ⅱ）物事 を多角 的に とらえ よ うとす るこ

と」では，環境問題を語 る視点の授業において

出された感想 に， 「‘環 境 にや さしい”は何を

もって言 ってよいのか迷 う。」な どがあ り，多

角的な見方や考え方 がで き始 めている と考 え

られ る。また，半 日村の授業では，同調圧力や

計画性の視点，開発か環境かな ど，多 くの視点

を提示することによって，物事を多角的に見た

り考 えた りす るこ とを学ぶ こ とができたので

はないか と考えられる。

「（ⅲ）物事 を批判的に とらえて考えていこう

とす ること」では， 「リサイクルをよしとする

考えであったが，総エネルギー コス トを考えな

い といけない ことが分かった。」， 「温暖 化問

題，二酸化炭素問題だけが環境問題ではない。」

といった感想から，批判的な とらえ方が見受 けら

れ る。

「（ⅳ）自分 自身で意 思決定 していこうとする

こと」は，卒業 レポー トを書 くことで，自分 自

身 で意思決定 し，行 動できることを宣言 してい

くことがで きた。ある生徒は 「自分が もってい

る情報 ・知識 を基に考 えて，納得のい くや り方

を選択 してい く。」とい う行動指針で，実現す

るための具体的方法 を述べてい る。その他にも，

「自分で考 えて行動す ることの大切 さが分か

った。」， 「この単元を通 して学んだことをい

かに生活の実際の中へ生かす ことができるか

とい うことが大切だと思 う。」などの意見があ

った。

一連の授業で
，環境への取 り組み方を自分 自

身で再構築 しよ うとしている点が見受 けられ，

この ことが 自己の意 思決 定や行 動へ とつ なが

っていくと考え られ る。

課題 としては，7時 間 とい う時間数である。

も う少 しコンパ ク トに構成 し直 してみ る必要

がある。

【参考文献】
1） まんがで学ぶエコロジ～ 本当に 「地球にやさしい社会」を

つくるために，内藤 正明 （著），高月 紘，昭和堂，2004
2）斎藤 隆介，滝平 二郎 ：「半日村」，岩崎書店，1980

3研 究 成 果 の 普 及

研究1に ついては， 「理科実技テス ト」のノウ

ハ ウを平成21年2月21日 実施 の本校公開授業研究

会で紹介 した．また，研修会などで紹介 してい く

ことを考えている。その他 にも，実践論文 として

投稿 してい く。特に，判定官制度 を用いた実技テ

ス トは負担 無 く行 うことがで き，生徒個 々の興

味 ・関心に応 じることができるとい うことを伝え

るようにす る。

研究2に ついては，大阪府 中学校理科教育研究

会の研 究発表会や公開授業研究会にお いて発表

す るこ とを考えてい る。そ の際には，次期学習

指導要領を見据 えた エネルギー ・環境教育の

提案 として発表 しようと考えている。

4今 後 の 展 望

研究1で は，実技テス トの普及 を促進す るとと

もに，物理，生物，地学領域の実技テス トも開発

す る。顕微鏡 を使 った実技テス トでは，1年 生段

階の基礎編や3年 生段階における 「細胞分裂プ レ

パ ラー トの作成 と顕微鏡使用」とい う応用編を企

画中である。

研究2で は，次期学習指導要領 において新設 さ

れ た 「（7）ウ（ア）自然環境 の保全 と科学技術の利

用」の授業 として提案できるのではないか と考え

ている。本実践の ようなエネルギー ・環境教育の

学習によって，多角的なものの見方，考え方，批

判的思考力が育成でき，これ により持続可能な社

会の構築を 目指 した様々な取組についても，生徒

自身が判断 し，行動す ることが期待 される。
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平成20年度教育課程研究指定校事業研究成果報告書
ふ り が な

学校名
よこはま こくりつ だい がくき ょうい くにん げんかが くぶ

横浜国立大学教育人間科学部
ふぞ くよこは まちゅ うがっ こう

附属横浜中学校

校 長 名 ：高木展郎

所 在 地 ：神奈川県横 浜市南 区大 岡2－31－3

電話番号 ：045－742－2281

④ 各教科等 における指 導の工夫改善に関す る

研 究 （平成19・20年 度）

研究対象教科 音楽

Ⅰ 研究指定校の概要

1学 校 ・地域の特色及び実態

横浜国立大学教育人間科学部の附属中学校 と

して，通常の中学校教育を行っている以外に次

のような三つの特色がある。

・研究推進校 として，教育上の多様な試みを行

っている。

・教育人間科学部の学生が，教育実習生として

生徒の教育に参加 している。

・海外からの帰国生徒を受け入れ，適応指導及

び国際理解教育を推進 している。

本校の学区は，神奈川県内で1時 間程度で通

学できる地域とい うことになっている。生徒の

多くは横浜市と川崎市に在住 している。大都市

における特色がいたるところに見 られる。近く

にはコンサー トホールや能楽堂などの文化的施

設もあ り，塾や習い事に通ったりする等の環境

も整っている。

2学 校 の概要 （平成20年5月1日 現在）

教員数20名

Ⅱ 研究の内容及び成果等

【研 究 成 果 の 要 点 】

新学習指導要領に基づ く教育への円滑な移行

を見据え，学習活動の中に言語活動を効果的に

取 り入れて我が国の伝統音楽の指導を工夫する

ことによって，鑑賞領域においては歌舞伎に生

徒が興味をもち，味わって鑑賞する姿が見られ

た。また，表現領域においては箏の音色に対す

る感受を深め，主体的に奏法を工夫 して表現す

る姿が見 られた。

1研 究主題等

（1） 学校にお ける研 究主題

PISA型 「読解 力」 を基盤 と した授業 改善

に向けて－習得 ・活用 ・探究の授 業を ど うつ

くるか －

（2）学校における研究主題設定のねらい

これまで本校では，PISA型 「読解力」の

研究に全教科で取 り組んできた。「読解力」

は，「習得 ・活用 ・探究」の能力育成のプロ

セスの中にそれぞれ内在 している。PISA調

査における 「読解力」は，「自らの目標 を達

成 し，自らの知識 と可能性を発達させ，効果

的に社会に参加するために，書かれたテキス

トを理解 し，利用 し，熟考する能力」と定義

されている （『「読解力」とは何か』横浜国立

大学教育人間科学部附属横浜中学校FYプ

ロジェク ト編 より）。つま り，「読解力」は，

国語科だけで育成 されるものではなく，すべ

ての教科や総合的な学習の時間を通 して身に

付けられるものと考えている。新教育課程に

おいては，基礎的な知識や技能を習得 し，そ

れ らを活用 して課題を解決するために必要な

思考力，判断力，表現力などの能力を育成 し，

主体的に学習に取 り組む態度を養 う教育を一

層充実することが求められている。その際，

言語活動を充実することは，「習得 ・活用」

の学習活動や 「読解力」の育成を目指す授業

を，各教科において具現化することにつなが

217



って い く。 こ うした課題 に対応 し， よ り良い

指導の在 り方 を各教科 の授業 を通 して検 証 し

よ うと考 えてい る。

（3）取組体制

学校全体のテーマ設定の中で，それぞれの

教科の特性を考慮した上で実践内容を検討 し

た。

（4）2年 間の主な取組

平

成

19

年

度

我が国や郷土の伝統音楽を扱った題材の

指導計画立案及び指導方法についての研究。

（表現領域において民謡を扱った題材の

指導計画立案 と授業実践）

平

成

20

年

度

我が国の伝統音楽を扱った題材において

言語活動を取 り入れた指導計画立案及び指

導法についての研究。

（鑑賞領域において歌舞伎を扱 った指導

計画立案 と授業実践）

（表現領域において箏の演奏 を扱った指

導計画立案と授業実践）

2研 究内容及び具体的な研究活動

（1）具体的な研究課題

音楽の学習活動の中に，言語活動を効果的

に取 り入れることによって，我が国の伝統音

楽の表現及び鑑賞の学習を充実する指導の在

り方を実践的に研究する。

（2）取組

新 しい学習指導要領の音楽科の 目標の中に

「音楽文化についての理解を深める」ことが

規定 された。そこで 「曲種に応 じた発声や和

楽器で表現すること」，「音楽をその背景とな

る文化 ・歴史 と関連付けて鑑賞すること」の

学習を大切にし，新教育課程の趣旨を実現す

る音楽科の指導を見据えた取組を行 う。その

際に，音楽の学習の特性に即 した言語活動を

積極的 に取 り入れ るこ ととした。

【鑑賞領域 歌舞伎 「勧進帳」】

主体的 ・能動的に鑑 賞す るこ とがで きるよ う

に，グループ ごとに 「音楽」「舞台」「それ以外」

の観点 か ら話 し合 い （言語 活動），その結果 を

クラス全体で共有す るな どの活動を行った。 ま

た，生徒 が実際 に 「長 唄」 を歌唱す る体験 を取

り入れ た り，舞 台の特徴 ，役者 ，振 り付 け，歴

史等 に も触れ た りす るこ とに よって，歌舞伎音

楽 に対す る関心 を高 める とともに，背景 となる

文化 ・歴史 との関連 も考 えなが ら鑑賞 し，音楽

文化 の理解 を深 めるよ うに した。

この取組ではまず，導入 において生徒がいか

に興味 をもって歌舞伎 を鑑 賞す ることがで きる

かが大切な ことであ る。 日ごろ，我が国の伝 統

音楽 を実際に鑑 賞す る機 会が少な く，授 業前 の

感 想 の中に も 「お年 寄 りが見 るもの」 「難 しそ

う」 と言 う意 見が多かった。

第一時

① あ らす じを紹介 し，歌舞伎 「勧進帳」の

DVDを 鑑賞す る。鑑賞後，学習 シー トに

気付いた ことや感想 を記入す る。

② 個人で記入 した学習 シー トを基に4人 グ

ループ による言語活動 を行 う。

ホワイ トボー ドにカ ラーペ ンを使 い，気

付いた ことや 知 りたい と思った ことな どの

意見を項 目ごとに記入す る。 （図1）

・「音楽」につ いては青 ，

・「舞 台」につ いては緑 ，

・「それ以外」 につ いては黒

に色分 けす るこ とによって発表時 に他 の班

か ら出 され た意見 と比較 しやす くした。

（図2）

③ 班 の代表者 が前 に出て グループでの言語

活動 で出 され た意見 を報告す る。 （図3）

④ も う1度DVDを 鑑 賞 し，他 の人 の意 見

を確認す る。
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第二時

① 前時において生徒から出された意見を基に

歌舞伎についての解説を行 う。

② 長唄，楽器，舞台の特徴，歌舞伎役者，振

り付け，歌舞伎の歴史等に触れる。

解説については，教師からの発信が多 くなっ

て しま うが，第一時で言語活動を行ったために，

解説に対する質問が生徒から数多く出されるな

ど関心の高まりが感 じられた。

第三時

① 西洋音楽 との比較 をす るた めにオペ ラ

「カル メン」 を鑑賞す る。 「前奏 曲」 「ババ

ネ ラ」 「闘牛士の歌」な ど抜粋。 あ らす じ

を紹介す る。

② 舞 台の特徴 ，音 楽の特徴，発 声の特徴 に

ついて解説す る。

③ 歌舞伎 とオペ ラを比較す る。

生徒の感想には 「舞台は歌舞伎の方がシンプ

ルである。」「音楽は歌舞伎の方がリズムに特徴

がある。」「オペラの方が表情が分か りやすい。」

「オペラの方が声が響 く。」など歴史や文化の

違いについて感 じ取っているようであった。こ

の感想を基に上演 されていた建物の違いや時代

背景などの解説を加えた。

第四時

① 長唄の発声について特徴を考える。

② 演奏を繰 り返 し聴き，実際に歌ってみ

る。その際，特に 日本語の発音に留意す

るとともに，胸に手を当て声の響 く位置

を確認する。

③ 五線譜を見て歌 う。

長唄を実際に歌ったことによって，日本の伝

統音楽 と西洋音楽の発声の違いや音楽の特徴を

体感することができた。長唄の節回しを五線譜

に表すと，とても難 しい楽譜になることや迫力

のある声を出すためには姿勢が大切であり，胸

図1班 ごとに気付 いた ことや知 りたいことを項

目に分 けてホ ワイ トボ－ ドに記入す る。

図2記 入例 ：カラー ペ ンの色 を使 い分 ける。

図3班 の代表者が クラス全体 にプ レゼ ンテー シ

ョンす る。
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の辺 りに声 が響 くよ うに歌 うな ど聴 いているだ

けでは分か らなかった こ とに気付 くこ とがで き

た。 また， 日本語 を美 しく発 音す ることの難 し

さに も気付 いた よ うであった。

【表現領域 箏の響きを味わお う】

今年度 より箏の表現活動を導入 し，日本の伝

統楽器の奏法や響 きを学習するとともに，箏の

演奏体験を通 して日本の文化についても考えさ

せた。昔の生活ではあた りまえであった正座 も

最近ではあま りしなくな り， 自宅に畳の部屋が

無いとい う生徒 も増えている。そこで箏固有の

音色 と演奏するときの姿勢 との関係 などにも配

慮 して，和楽器のよさや美 しさを生徒が実感で

きるようにした。

第一時

① 「さくら」を歌 う。 （合唱の発生）

② 箏とい う楽器について解説する。

③ 楽器取扱いについての注意や授業での

約束事について説明する。

④ 模範演奏をする。

⑤ グループに別れて練習をする。

⑥ 「さくら」前半のみ全体で合わせる。

最初 に箏 の取扱 いや授 業での決ま りごとを確

認 し理解 させ た。また，複 数で1面 を使 うため，

時間 を区切 った りローテー シ ョン とし，待 ち時

間には リコー ダーや篠笛，地歌 の練習 を させた。

第二時

① 「さくら」前半の確認。

② 本時 の確認 「押 し手」な どの奏法。

③ 後半の練習。

④ 「さくら」通 して演奏。

⑤ 地歌の発 声 「さくら」 を歌 う。

第三時

① 美 しい音色で演奏するためには何が大

切かについてグループごとに言語活動を

行い，学習カー ドに記入する。 （図5）

学習カー ドを使い言語活動を行 うことで漠然

と音を出していた生徒が，お互いの音色につい

て聴き合い，箏固有の音色を知覚 し感受 して，

より美 しい音を奏でるために話 し合って練習す

るようになった。

図4正 座ができなくても練習は真剣である。

図5学 習カー ド
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第四時

① グループで学習カー ドに記入 した内容

について確認 し練習する。

② グループ発表 （学習カー ドの内容発表

と演奏）。

③ 感想を記入する。

発表者に関 しては誰が当たっても発表できる

ように指示を出しておき，教師が出席番号等で

決める。演奏中は音色を意識 して演奏できてい

るか評価も行 う。感想には自分たちの班の演奏

との比較を含めて記入する。

（3）成果 ・課題

【鑑賞領域 歌舞伎 「勧進帳」】においては，

言語活動を取 り入れて仲間と意見交換 したこと

が，歌舞伎の面 白さに気付きながら意欲的に鑑

賞する契機になった。以前行っていた取組では，

歌舞伎 「勧進帳」は前半の部分は動きが少なく

鑑賞の途中で飽きて しまう生徒が少なくなかっ

た。 しか し，仲間の意見を聞くことで一人で鑑

賞 していただけでは気付かなかっことに気付

き，素朴な疑問を共有 したことで歌舞伎の面白

さに気付くことができた。

実際に歌舞伎を見てみたい とい う生徒 も多

く，導入については成果が感 じられた。しかし，

長唄を歌 う体験 では，合唱の発声 との違いな ど

難 しさがあ り，長 唄の独特の節回 しや発 声で表

現 した り，その こ とを一層 豊かな鑑 賞へ と結 び

付 けてい くためには，更に指 導方法等 を研 究 し

てい く必要があ る。

【表現領域 箏の響きを味わお う】において

は，特に音色に着 目することによって，美 しい

音で演奏す るための意見交換 （言語活動）を行

うことを通して，音色に対する感受を深めなが

ら，主体的に奏法を工夫するなどの成果が見 ら

れた。また，箏を演奏する時に 「なぜ正座する

のか」について，生徒 自らが，音や響きのよさ

と奏法 とのかかわ りに気付 くように指導 し，最

初から教師が弾き方や姿勢などを教え込んでし

まうことのないように配慮 した。中学生の場合

は成長痛などで膝を痛めていて正座ができない

生徒もいる。このことも考慮 しなければならな

いので，その場合には演奏体験ではなく仲間の

演奏を聴 くことを通 して美 しい音色 と姿勢との

関係に気付くようにするなど，視点を変えた工

夫が必要となると考える。

3研 究の成果の普及

鑑賞領域に言語活動を取 り入れたことで，難 し

いと感 じていた歌舞伎が興味深いものだとい うこ

とに気付き，生徒の学習意欲の向上につながった。

また，表現領域では和楽器の演奏技能を高めるだ

けではなく，音そのものに対する関心を高めたり，

歴史や文化について生徒が考えるようになった。

音楽の授業を通 して 日本の文化について深く考え

ることができた。 こうした成果について本校の研

究発表会を通 して発信 していきたい と考えてい

る。

4今 後の展望

西洋音楽 と日本の音楽 との違いについて，旋律，

リズムなどの特徴を比較することや，西洋音楽的

な発声や日本の伝統的な歌唱の発声を実際に体験

図6美 しい音色を響かせるための工夫を個人や

グループで取 り組んだ。
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することによって，日本の音楽の素晴 らしさなど

の理解を深め，それを基盤 として，諸外国の様々

な音楽に関心をもったり，それらを尊重 した りす

る態度を養 うことは，これか らの音楽教育に一層

求められると考える。また，演奏技能を高めるだ

けではなく，表現活動を通 して音楽文化の理解を

深めることにつながっていくような取組 も必要 と

考える。このような音楽学習を支えるものとして，

言語活動を適切に取 り入れて，思考 ・判断 し，表

現する力を伸ばしていくための実践的な研究を更

に進めていきたい。
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平成20年 度教育課程研究指定校事業研究成果報告書

ふ り が な

学校名
おお さか きょうい くだいがくふぞくいけだちゅうがっ こう

大阪教育大学附属池田中学校

校 長 名 ：三村寛一

所 在 地 ：大阪府池田市緑丘1丁 目5番1号

電話番号 ：072－761－8690

④ 各教科等 にお ける指導の工夫改善に関す る研究

（平成19・20年 度）

研究対象教科等 音楽

Ⅰ 研究指定校の概要

1学 校 ・地域の特色及び実態

池田市は地理的には大阪市の北約20キ ロに位置

し，西は猪名川をはさんで兵庫県川西市と隣接 し

た人口約10万 人の住宅 ・文教都市であり，自動車

工業や植木の地場産業も有名である。

本校は教員養成大学である大阪教育大学の研究

校である。教育大学では社会進展の原動力となる

教育について研究 しているが，本校はこの研究に

基づいて中等普通教育の実践及び普及に努力して

いる。一般生徒，国際枠生徒 （帰国生徒 ・外国籍

生徒），学校災害特別研究生徒からなる混合学級

で授業を行い，新 しい教育の開発を目指している

学校である。

2学 校の概要 （平成20年5月1日 現在 ）

教員数21名

Ⅱ 研究の内容及び成果等

【研 究成果 の 要点 】

鑑賞指導の改善 ・充実 を目指 し雅楽 「越天楽」

を教材 として，音色 ・リズム ・旋律 ・音 と音 と

のかかわ り合いの知覚 ・感受を通 し，批評文 を

書 く取組 を行った。その際，個 々の生徒の知覚

・感受を深めるため，次の①～④の観点を重視

し，実践した。

① 西洋のオーケス トラと雅楽の音色を比較

聴取する。

② 篳篥と竜笛それぞれの旋律の特徴及び旋

律同士のかかわ り合いをとらえる。 （身体の

動きやワークシー トの活用など）

③ 映像情報により （宮内庁楽部の楽生になっ

た人の記録映像）雅楽の魅力を推察する。

④ 題材における学習 を総合化す ることので

きる批評文を作成する。

段階的に授業を組み立て，視覚 ・聴覚 ・身体を

動かしながら知覚 ・感受を深めることにより，

生徒は今まで気付かなかったことに気付 くよ

うになり，音楽の深い部分まで聴き取るように

なった。

1研 究主題等

（1）研究主題

個々の生徒の課題 ・実態に合わせたきめ細

かな指導の実践

（2）研究主題設定のね らい

本校では，現在 「学力の向上を目指す個に応

じた指導の確立」を目的として研究活動を進め

ている。これらの目的を達成するためには，個

々の生徒の学習状況を的確に評価 し，効果的に

指導に生かすことが必要である。

音楽においては，音楽科の評価の4観 点に基

づく学力の向上を図 り，評価規準を明確にし，

評価の場面や方法について研究実践に取り組

んできた。今後は，評価活動が学力向上につな

がる指導の改善についての実践的研究が必要

だと考える。

（3）取組体制

以下のよ うな体制で研究に取 り組んでい

る。
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研究に主として取 り組むのは教科担当教員で

ある。

（4）2年 間の主な取組

平

成

19

年

度

表現領域の創作分野において知覚・感受の場

面を大切にした学習活動を展開するなかで，

個に応 じた指導による学力の向上を目指し，

指導と評価の工夫改善を試みた。

平

成

20

年

度

鑑賞領域において，知覚 ・感受の場面を大切

にするとともに，音楽文化の多様性の理解に

かかわる題材構成に基づ く授業実践を試み

た。

2研 究内容及び具体的な研究活動

（1）具体的な研究課題

鑑賞授業において，知覚 ・感受の深まりを

通 して 日本伝統音楽のよさや美しさを，味わ

うことのできる指導方法の開発を行 う。 この

課題については， 「日本の伝統音楽を形作っ

ている様々な要素 とその音楽が醸 し出す雰囲

気などとの関係について，知覚 ・感受する」

活動を通 して学習するだけでなく，対象 とな

る音楽の価値を自分なりに見付けることので

きる指導の方法を導き出すことにある。

（2）取組

鑑賞領域で，現行学習指導要領のB鑑 賞（1）

ア， ウに基づき 「旋律の重なり」及び 「音色

と曲想」を指導内容 とし，雅楽 「越天楽」を

教材 として日本伝統音楽のよさや美 しさを味

わう指導に取 り組んだ。その際，次の①～④

の観点を重視 し，実践 した。

① 西洋のオーケス トラと雅楽の音色を比

較聴取する。

② 篳篥 と竜笛それぞれの旋律の特徴及び

旋律同士のかかわ り合いをとらえる。

（身体の動きやワー クシー トの活用な

ど）

③ 映像情報により （宮内庁楽部の楽生に

なった人の記録映像）雅楽の魅力を推察

する。

④ 題材における学習を総合化することの

できる批評文を作成する。

以下，①～④についての具体的な取組を示す。

①についての実践

雅楽の楽器について学習したのち，オーケス ト

ラの楽器 と雅楽の楽器で演奏 した 「越天楽」を音

色に注 目して比較聴取 した。

ワークシー トへ の生徒の記述 よ り

雅楽の楽器 オー ケス トラの楽器

・一本の線の よ うでつ き

ぬけ るよ うな響 き方。

・かすれ た感 じ。

・一つ一つの音 が独立 し

て いるよ うだ。

・音 にひずみがある。

・音が乾燥 している。

・音のハ リが良い。

・奥があって深 い音が し

た。

・響 き方 がいろん な方向

に 広 が って い る感 じが

す る。

・音 がのび，響 く感 じが

す る。

・色々な音 色が とけ合 っ

ていた。

・全体的 になめ らかな音

色。

・余韻が残 る。

・ソフ トでや わ らかな響

き。

② についての実践

ア ハイ ドン作 曲 「交響曲94番 ト短調 ：驚愕」

と雅楽 「越天楽」を音 と音 とのかかわ り合い

に注 目して比較聴取 した。

生徒は， 「交響曲94番 ト短調」は，一定の

リズムで音 と音 が重 な りハーモニーが尊重 さ

224



れ ているのに対 し， 「雅楽 ：越天楽 」は，個

々の楽器 が重 なってい るのではな く音や リズ

ムを微妙 にず らす ことに より個 々の楽器が 自

己主張 している感 じだ と分析 してい た。

ワー クシー トへの生徒 の記述 よ り

交響曲94番 ト短調 雅楽 「越天楽」

音

と

音

の

か

か

わ

り

合

い

・音 と音 が重 な り合 っ

ていた。

・ハーモ ニーが尊重 さ

れてい る。

・メロデ ィー をベース

が 一定 の リズ ムで 支

えてい る。

・低音の上に高音がの

っている。

・個 々の楽器が 自己主

張 している感 じ。

・音 をそれぞれ微妙に

ず らしている。

・きっち り重な ってい

るので はなく，違 うリ

ズ ムや タ イ ミ ング で

音がな ってい る。

雰

囲

気

・

イ

メ

ー

ジ

・の どか な 牧 場 の 情

景。

・おだや かで昼間のイ

メー ジ。

・教会 に 日の光が差 し

込んでい る。

・動物た ちが春のお と

ず れ を嬉 しが って い

て，新鮮 で さわやか。

・満月のでている夜の

イメージ。

・少 し暗 くぶ きみ。

・ろ うそ くの火が ゆれ

る の をず っ と見 つ め

ている。

・ゆっ くりと人が扇を

持 って舞 っている。

しょ うが

イ 篳篥の唱歌 を し，篳篥 の旋律 を知覚 ・感 受

させた。 竜笛 について篳篥の旋律 との違 いに

着 目 して聴 き，それ を ワー クシー トに線や言

葉 で記入 させ た。

篳篥 と竜笛の微妙なずれを2本 の線 （篳篥の旋

律と竜笛の旋律）によって書き表すことにより，

生徒は音楽を聴 きながら，具体的なずれ方を聴覚

と視覚で確認できた。

ワーク シー トへ の生徒 の記述 よ り

・音の波ができていて情景 が広 がる。

・ずれた後 に音 を重ね ることでよ り統一感 がで

る。

・にぎや かな感 じがす る。

・音 と音 がきわだ って聴 こえる。

・桜が散 るよ うに曲 にあつ みがかか って聴 こえ

る。

・所々で竜笛が高 くな ってい くこ とで他 の動 き

のあ る出来事が起 こった よ うで情景 が広 が り，

自由 さが増す よ うに感 じた。

・ば らば らにす る ところ と，同 じよ うな音 をい

っ しょにす るところを作 るこ とで，強調 したい

ところが分かる。

ウ 左手 を篳篥，右手 を竜笛 と考 え，篳篥 と竜

笛の旋律の特徴 を身体 の動 きで表 し，耳で聴

き，身体で感 じ，友達の発表を見 ることに よ

り，視覚で も感 じさせた。

エ 篳篥 と竜笛 を異なる音色で演奏 し聴かせ

る。

ワークシー トへの生徒の記述より［聴 き取 った旋律 を書 き込むワークシー ト］

［篳篥と竜笛と書いたうちわを使って旋律の動

きの表現］
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越天楽の演奏の通 り 篳篥の旋律だけの場合

・2つ の楽器 が別 々の動

き を して い るの で音 楽

に変化があって面 白い。

・2つ の音がたわむれて

い るみ た い で 自由に演

奏 しつ つ も1つ の音 楽

を奏 でていた。

・曲に重 な りができ厚み

をもってい る。

・た くさん音が入 ってい

て，にぎや かな感 じ。

・それぞれの音の よさが

分 かった。

・1つ の楽器で演奏 して

い るみたいで寂 しく，あ

ま り面 白くない。

・ず らした時にあった 自

由 さが な くて た だ演 奏

して い るだ けの よ うだ

った。

・合 ってい るので音がき

れいで気持 ちいい。

・単調な平べったいイ メ

ージ。

・それ ぞれ の音 のよさが

見 えなか った。

③についての実践

中学3年 生の時に雅楽に魅せ られた人が宮内庁

の楽団の一員となった記録映像を見て，同世代の

人が雅楽の どこに魅力を感 じたのか を考 えさせ

た。

生徒の意見

・他の楽器では演奏できないような独特の音色や，

あいまいな音がいい。

・音が固定 していないからこそ出てくる音色のハ

ーモニーにひきつけられる。

・リズムが決まっていなく
，解放的な感 じがする。

④ につ いての実践

批評文 を書 くときは，感 想文 と違い，単に 「こ

こが良かった」 「ここが きれいだった」だけで は

な く，次の ア ・イの ことを含 めて音楽用語 も用い

て書 かせた。

ア 楽器 の音色 ， リズム，旋律 ，音 と音 とのか

かわ り合い を含 めて書 く。

イ 音楽 をどの よ うに感 じ取 り、 自分に とって

どの よ うな価値 があ るかな どを書 く。

生徒の批評文

・雅 楽はオーケ ス トラ と比較 す る と，一音一音

を重視 した旋 律，独特 な音色 を生かす ためだ と

思 えるズ レ，今では あま り見 かけない， ためる

よ うな リズムな どが特徴 にあげ られ る。 また ，

あま り強弱 はな く，余韻 も感 じられ ない。一音

一音重視 しつつ ズ レで音色 をひ きたたせ る旋律

は，ずれ るこ とによって味を出す模様 を織 り込

んでいってい るよ うに感 じる。何 層 にも曲が感

じられ ，荘厳 さをか も し出 してい る。 想像 でき

るの は，男 の人が神 様 にさ さげる もの を持 って

一人 しず しず と歩 くイメージで あ り
，それは旋

律 の荘厳 さと幽 玄な感 じか らつな がってい ると

思 う。 私は静か さの中か ら荘厳 さを感 じられ ，

心地 よい緊張が支配す るところに雅楽 「越天楽」

の魅力 を感 じる。

・雅楽 は音 がズ レてい る部分 があ るか ら，聞い

ていて飽 きない し，ズ レが あるか ら，1つ1つ

の楽器 の音色 の違 いが分か って，1つ1つ の楽

器 がそれぞれ主張 してい るみた いで良い。笛 で

力強 くかつ優雅 な演奏 の中にス ズの よ うなチ ロ

リン とい う音でかわ い さを，琴の よ うな音で美

しさが表現 されていて 「日本 の美」 をよ く感 じ

るこ とができた。 また，オー ケス トラで用 い ら

れ る楽器 と比べ音 があま り響 いていないの で，

逆に耳に残 り，印象深 くなる。

［音楽を聴きながら批評文を書 く］

226



（3）成果 ・課題

音色や旋律，音 と音 とのかかわ り合いな ど，

的 を絞 っ て音 楽 の比較聴 取 をす る こ とに よ

り，生徒は音楽の要素を意識 して聴 くよ うに

な り， 「音にひずみ があ る」 とか 「音が乾燥

している」 とか 「2つ の音がたわむれてい る

み たいでお も しろい」 とい うよ うに，今まで

気付か なかった ことに気付 くよ うになった。

この よ うな気付 きか ら，音楽の聴 き取 りが深

ま り，音楽を聴 いて思 い浮かぶ情景やイ メー

ジな どもより具体的 に多様になった。しか し，

授 業後 のアンケー トか ら雅楽 のよさを自分 な

りに見つ け るこ とがで きた生徒が95％ いた

の に対 し，雅楽 に興味を もった生徒は77％ だ

ったの で，鑑賞授業において生徒の興味 ・関心

を高め るための指導の工夫 を更に追 究 してい

きたいと思 う。

3研 究成果の普及

研究発表会の公開授業などを通して，普及に努

めたい。また，成果については，研究紀要にまと

め，附属中学校，教育委員会，各研究機関などに

送付する。

4今 後の展望

表現領域 と鑑賞領域において個々の知覚 ・感受

を大切にした授業を行ってきたが，音楽は生涯教

育であり，生活に溶け込んでいるものである。一

生つきあっていく音楽が生徒にとっていかに大切

であり，それに伴 う音楽の能力をはぐくむことの

重要性の認知も含めて，今後 も授業改善に努めて

いきたいと思 う。

生徒のワークシー トより

♪オーケス トラの楽器と雅楽の楽器で演奏 した 「越天楽」を音色に注目して比較聴取 しよう。

音のひずみを聴き取 っている

♪ 「越天楽」の演奏通 りの篳篥と龍笛の旋律 （ず らして演奏）と篳篥だけの旋律 （ず らさないで演奏 した

場合）で演奏 した時の比較聴取をしよう。
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♪篳篥や龍笛の旋律の違いを聴き取 り，言葉や線で記入 しよう。

篳篥と龍笛の旋律から生まれる響きから雰囲気を感 じ取 り情景 を思い浮かべている。

♪ 「交響曲94番 ト短調」 と雅楽 「越天楽」 を音 と音 とのかかわ り合いに注 目 して聴 き比べ よう。
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平成20年 度教育課程研究指定校事業研究成果報告書
ふ り が な

学校名
よこは ま こく りつ だいが くき ょういくにんげんか がくぶ

横浜国立大学教育人間科学部
ふぞ く よこは まちゅ うが っこ う

附属横浜中学校

校 長 名 ：高木 展 郎

所 在 地 ：神奈川 県横 浜市南 区大 岡2－31－3

電話番号 ：045－742－2281

④ 各教科等 にお ける指導の工夫改善に関す る研 究

（平成19・20年 度）

研究対象教科等 美 術

Ⅰ 研究指定校の概要

1学 校 ・地域の特色及び実態

横浜国立大学教育人間科学部の附属中学校 と

して，通常の中学校教育を行っている以外に次

のような三つの特色がある。

・研究推進校 として，教育上の多様な試みを

行っている。

・教育人間科学部の学生が，教育実習生 とし

て生徒の教育に参加 している。

・海外からの帰国生徒を受け入れ，適応指導

及び国際理解教育を推進 している。

本校の学区は，神奈川県内で1時 間程度で通

学できる地域 とい うことになっている。生徒の

多くは横浜市及び近隣市町村に在住 し，大都市

における特色が見られ る。また，文化的なもの

に触れた り，習い事に通ったりする等の環境は

整っている。

2学 校 の概要 （平成20年5月1日 現在）

教員数20名

Ⅱ 研究の内容及び成果等

【研 究成 果 の要 点 】

○材料や用具について深 く考えさせる取組を通

じ，認識や理解 を高め，その後の発想や表現

の効果を高めることができた。

○感 じたことや考えた ことを伝え合い，共有す

る過程をさまざまな場面で試み，学習におけ

る知識的基盤や感覚を研ぎすま し，意欲を高

める活動をに取 り組んだ。また，鑑賞の授業

と表現の授業の相乗効果を考えた授業構成を

言語活動を軸に取 り組み，鑑賞に対する見方

・考え方を持ち，表現に生かす取組 を実践 し

た。

1研 究主題等

（1）学校における研究主題

感性を触発す る言語活動と体験の充実

（2）学校における研究主題設定のねらい

これまで本校では，PISA型 「読解力」の研

究 ・教育を展開してきた。PISA調 査における

「読解力」はいわゆる国語の読解力ではなく，

「自らの目標を達成 し，自らの知識 と可能性

を発達 させ，効果的に社会に参加するために，

書かれたテキス トを理解 し，利用 し，熟考す

る能力」 と定義 されている。美術科において

はPISA型 読解力の定義だけではなく，色彩や

形などの素材から読み取れることをテキス ト

化 し，利用 し熟考することも大切である。新

しい学習指導要領では，【共通事項】として

扱われる，形や色彩などの特徴や性質など，

その基礎 となる感覚を醸成 し，それ らを活用

して課題を解決するために必要な思考力，判

断力，表現力などの能力を育成 し，主体的に

学習に取 り組む態度につながっていく。そこ

で，習得 ・活用 ・探究の授業を通 じてどう展

開するかが今後の大きな課題であり，そのよ

りよい展開を授業を通して検証 しようと考え

ている。

（3）取組体制

学校全体のテーマ設定各教科における言語

活動の充実－新 しい学習指導要領の実践に向

けて－の中で，それぞれ教科の特性を考慮 し

た上で実践内容を検討 した。
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（4）2年 間 の主 な取組

平

成

19

年

度

素材 を 中心 に取 り組 んで きた初年度 は，言

語活動 に よる コ ミュニケー シ ョンか ら発想

や 発見の広 が りがあった。“絵 の具創 り”は，

もの を見 つ める軸 を中心に， 探究す る中か

ら基礎 ・基本 をお さえ，その後 の活用 に大

きな変化 を もた らす授 業 とと らえてい る。

す ぐに成果 として現れ る もの ではな く，絵

画 にお け る表 現 ・鑑 賞，デ ザイ ンや 工芸 の

場面 で効果 を高めて い くこ とを期待 してい

る。

「ものを見 る」 こ とは幅 も広 く， 多面的

に とらえていか なけれ ばな らない。効果的

に取 り入れた。

平

成

20

年

度

◆経験による再発見

竹を使 った授業を試みた。道具に対する

認識 を再確認す るとともに，扱 うことの大

切 さを，道具の便利 さ怖 さをとともに感 じ

取 らせたい。

素材のもつよさや美 しさを感 じ取 り，表

現に生かす こともさせたい。 ものを見つめ

る過程で，道具，素材 を身近に感 じ取 り，

生活の中にある美 しさや工夫 に目を向けさ

せたい。

◆言語 に よる再発 見

伝 えあい，共感 しあ う場面 の設定 をす る

こ とで，様 々 な発想 が理解 され ，発想 の広

が りをもた らす。 一人 ひ と りの感性 を高め

る出発 点 としての位 置付 け とす る ことで，

コ ミュニケ ー シ ョンか ら生 まれ る感性 の広

が りをもた らす と考 える。

◆意識 を高める伝達

制作後の発表な どのでの言語活動は，そ

の後の活動やきっけかに効果的である。制

作途中や素材についての理解などの場面設

定で，その制作過程や活動に影響が出てく

ると考える。

2研 究内容及び具体的な研究活動

（1）感覚の深化

発想を高めるための手だて として，用具，

素材などの理解から表現や鑑賞に深化を導く工

夫を行ってきた。見識を深めることは，生徒の

発想力を高めるためにも必要な取組であると考

えている。当然の存在のように感 じている用具

や素材に触れ，経験としての実感を高めるとと

もに，学習指導要領の総則にある言語活動の充

実を図 り，視野を広げ，感受性 を高める一助と

した。

言語活動を通 じて意欲を高め，経験 としての

創造活動を制作過程の改善のために学習意義を

さらに明確にし，カ リキュラムの中にどのよう

に位置付けていくべきか検討 してい くことが必

要であると思われ る。以上のような理由から，

研究主題を設定した。

素材を中心に取 り組んできた初年度 は，言

語活動によるコミュニケーションから発想や発

見の広が りがあった。“絵の具創 り”は，もの

を見つめる軸を中心に，探究する中か ら基礎基

本をおさえ，その後の活用に大きな変化をもた

らす授業ととらえている。す ぐに成果として現

れるものではなく，絵画における表現 ・鑑賞，

デザインや工芸の場面で効果を高めていくこと

を期待 している。

またその課程でのコミュニケーションからの

広が りを軸に20年 度は取 り組んでいる。言語

活動の充実を図る取組 として，また美術科とし

ての言語についても考え，研究を行ってきた。

豊かな情操を養 うことは美術科の目標 として

とても重要である。

（2）取組事例

① 材料理解と言語活動

絵の具をつくる

絵の具を使 うことは，ごく普通のことと

して普及 している。 しかし実際の色に対す

る感覚を生かす表現を求めるのではなく，
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効率よく便宜的に色を選択するように感 じ

る時がある。感 じ取つた色彩に対する感覚

を生かす ことや，自然の色合いに対 して改

めて見直す ことで表現に生かすことを大切

にさせる。

題材の構成

■ 色彩について考える。

■ 絵 の具をっ くる ことについて考 える。

■ 絵 の具 をつ くる。

■ 絵の具で不足する部分を感 じとり，

市販の絵の具の使用を試みる。

普段チューブから出 し，そのまま使 うことに

慣れ親 しんでいることで，当初は簡単に綺麗な

色がつくれると考えていたようである。色彩の

学習と併せ，好きな色，嫌いな色から色彩の見

え方を知 り，立体の制作を経て，つくりたい色

をグループ （つくりたい色ごと集まった集団）

で検討する。簡単につくれ ると思っていた色が，

実際に はほとんどつ くれない。 ここで古代の

色の価値についても学ぶことになる。

試行錯誤 と妥協か ら，近い色へ と変化 し，と

りあえずつくる。

次にとった行動は，道具の使い方 を無視 した

利用である。ある意味の創意工夫であるものの，

基礎知識の不足 も認められた。

しかしそのままでは思 うようにならないこと

から，加工方法を考え始める。

そ して立体に塗る段階で，発色の違いに改め

て気付く。

写真1材 料採取

写真2材 料加工

写真3加 工

写真4つ くった絵の具で立体を塗る

写真5新 たに必要な絵の具を工夫しつ くる
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過程か らの見 とりとして次 のこ とが あげ られ

る。

・絵の具の色に対する感覚の変化

色彩の感情が豊かになった

（柔 らかみのある色 ・暖かい色など）

（概念の変化）

・道具を扱 う意味の理解

（便利 さとともに正しく扱 う効果）

これ らの発 見や発想 は言語 活動に よるコ ミュ

ニケー シ ョンか ら拡 が りをみせ てい る。 この “

絵の具創 り” は， ものを見つめ る軸を中心に，

活用か ら探究の過程 にある授業 ととらえている。

先述の見 とりは，す ぐに成果 として現れ るも

のではな く，絵画 にお ける表現 ・鑑賞，デザイ

ンや工芸の場面で効果 を高 めてい くこ とを期待

してい る。 以下 は，通年 の中での授業評価ア ン

ケー トか らの一部で ある。

② 素材の理解 と言語活動

竹を使って

素材に対す る新鮮な感覚を感 じ取 り，そ

こか ら生まれ る発想を引き出すことで，創

造性を高めることを試みた。

題材の構成

■ 用具についての理解を深める。

刃物を研 ぐ。

刃物についての理解を通 じ，使い方や加工

方法などを身に付ける。

■ 材料の特性についての考えを深める。

材料に対する新鮮な感覚を大切にし，材料

のよさや特性などを理解する。

■ 材料の加工方法を考える。

■ 割る，削る， さく，等の加工について

■ 編む，曲げる，組む等の加工について

材料を理解 し，特性を生かした制作をする

ことで，これまでの感覚を高め，表現を生活

に生かすことまでを感 じ取ることにつながっ

ている。作業を通 じて用具を大切にするなど

資料1ア ンケー ト結果 よ り

生徒A

生徒B

写真6曲 げる

写真7編 む
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の感覚も身に付き，危険性や利便性なども感

じ取ることにつなぐことが出来た。

これまでの過程ではともに材料に対す る理

解や用具についての感覚なども言語 として伝

え合い，感覚を共有する過程をとっている。

その中では自己の感覚を高めることやその意

識の肯定感，他の考えに対する共感などを通

じ，新た な考 えの構築 をす ることにつ ながっ

ている。

③ 表現と鑑賞の関係

絵画制作と言語活動

題材の構城

〈鑑賞 〉

■ さま ざまな時代 の絵 画 （人物表現部分）

を観 て，論 じあ う。

説 明で はな く，考 えに基づ き調 べ る等 を

行 う。

■ 調べ た こ とや感 じた ことをま とめ，発

表 し批評 し合 う。

表現の よさや特 徴な どを理解す る。

〈表現 〉

■ 人物画 を描 く。

■ 表現の工夫 や表 そ うとす る意 図を説明

し合 う。

■ 人 の表現 のよ さを生 か し表 現す る。

絵画作品において，表現 と鑑賞は一対を

なす部分が大きい。描 くに当たってはその

表現方法や表現意図な どを感 じ取ることに

つながり，また鑑賞に当たっては，ただ一

方的に観るのではなく，その表現 しようと

する意図や 目的，表現方法などを理解する

ために，自分 自身の経験から感 じ得たもの

とを比較する場面 も出てくる。

表現に当た り， さまざまな時代の作品を

鑑賞 し，自分な りの意見や考えを持ち，他

者への説明や批評，論述などを通 じて，自

己の考えをまとめ再確認 している過程がで

てくる。すなわち受信 した内容を自身の中

で熟考 し，改めて発信する過程 とることで

考えの熟考と共有化が図 られてくる。

写真8焼 く

写真9加 工風景

写真10削 る

写真11言 語活動場面
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図1に 示す振 り返 りシー トを使 うことに

よって，自己の感覚や他者 との共有を深め，

確認する場面を入れている。その結果，他

者の考えを聴き，自己に反映 させ考えを深

めることが可能となる。

また，その結果を生かし，制作についての

考えや表現につなぐことで，相乗的な効果に

つながっている。

表現を深めると共に，感 じ取る視点を養

い，感覚の共有を図ることで制作過程での

共感や理解，相互鑑賞等の幅 も広がる。

（3）成果 ・課題

材料や道具など，普通に受け止めているこ

とを改めて見直す ことで，その表現や扱いな

どに多くの工夫が見て取れた。 さまざまなこ

とに触れる機会を得ることは，感受性を高め，

構想を練ることに生きてくる。

それらの感覚を言語として共有し，感 じた

ことや考 えたことを多角的にとらえると共

に，人の感 じ方について理解 し，考えを深め

ることが鑑賞や表現 にもつ なが る。

発想 を生かす手だて として， 自己の感覚 を

言語 と して伝 えあ うこ とで新 たな受信 ，発信

につなが り，それ らの情報 を熟考す ることか

ら自己の再認識へ と経過 してい く。その結果 ，

知識 と して感 じ取 る部分 と共 に，成果 として

の表 現につ ながるこ とにもなってい く。

これらのことを通 じ， 【共通事項】で重視して

いる形や色，材料 に対す る感 じ方や とらえ方

な どの 「体験 」か ら得 る意識 か ら、表現や鑑

賞の能力 を高 めるこ とにつ なが る と考 える。

3研 究成果の普及

（1）研究発表による提案

①平成19年6月23日 本校研究会。

②平成20年2月24日 本校研究会。

③平成20年6月21日 本校研究会。

（2）書籍などによる提案

①平成20年2月 「習得 ・活用 ・探究の授

業をつ くる」横浜国立大学教育人間科学部

附属横浜中学校編

②平成20年10月 「各教科における言語

活動の充実―その方策と実践事例」教職研

修総合特集 （「新学習指導要領」実践指導

の手引きNo．6）

③平成21年2月 「各教科等における 『言

語活動の充実』 とは何か」横浜国立大学教

育人間科学部附属横浜中学校編

4今 後の展望

限 られた時間の中で，目標について身に付

けるためには効率のよい授業構成が必要であ

る。言語活動を通 じて広がる感覚の共有や表

現への新たな発信に対 しても意識が働き，独

自の世界だけではなく，さまざまな視点を持

つことにつながっている。

新たな美術の授業展開や発想の広が りに通

じる部分 として，体験から得られ る感覚と共

に，よさを感 じ取る能力につながると考える。

図1振 り返 りシー ト
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平成20年 度教育課程研究指定校事業研究成果報告書
ふ り が な

学校名
おかや まだいがくき ょういくがくぶふぞ くちゅうがっ こ う

岡山大学教育学部附属中学校

校 長 名 ：山中 芳和

所 在 地 ：岡山県岡山市東 山2丁 目13－80

電話番号 ：086－272－0202

④ 各教科等にお ける指導の工夫改善に関す る研究

（平成19・20年 度）

研究対象教科等 美 術

Ⅰ 研究指定校の概要

1学 校 ・地域の特色及び実態

本校は昭和22年 に岡山大学教育学部の附属校

として開校。岡山市中心部東の閑静な住宅街に

位置 し，同敷地内に附属小学校が併設 されてい

る。 「自主 自律 豊かな心でた くましく」を教

育 目標に，教科学習を通じての人間形成を目指

している。また，岡山大学教育学部 と連携 し，

生徒の将来を見通 した幅広 く社会に寄与する教

育研究を行 うとともに，有能な教員を育成する

ための教育実習に力を入れている。生徒は，県

内より募集 し，附属小からの生徒 と他小か らの

生徒の割合がおよそ3：2。 男女比は同数。生

徒の学習意欲は高く，生活態度 も落ち着いてい

る。また，保護者の本校教育活動への期待は大

きく，PTA活 動等 も盛んである。

2学 校 の概 要 （平成20年5月1日 現在）

教員数27名

Ⅱ 研究の内容及び成果等

【研 究成果の要点】

第1学 年の題材設定において観点ごとの指導

内容に 〔共通事項〕を明確に位置付けた上で関

連性系統性を図った。更に，生徒が主体的に美

術の基礎的能力や態度を身に付けていけるよう

「気付 く」 「試す 」 「確 かめ る」の3段 階の学習

場面 を設定 し，指導の工夫改善 を行 った。その

結果，生徒 は，主体的に造 形要素を介 して思考

・判断 しなが ら表 現や鑑 賞を行 うよ うに なると

ともに，美 術 を学ぶ ことの喜びや価値 を実感 す

るよ うにな ることが確 かめ られ た。

1研 究主題等

（1）学校における研究主題

形 ・色彩 ・材料などを介 して主体的に思

考 ・判断 し，意味や価値をつ くりだす生徒

の育成を目指 して

－ 〔共通事項〕を明確に位置付けた

単元構成からの考察 －

（2）研究主題設定のね らい

本校では平成17年 度か ら19年 度にかけ，

美術科 としての 「学びの本質を追究す る」こ

とをテーマに，「なぜ美術を学ぶのか，美術

の学びの成果 とは何か」を生徒の美術の学び

に対する意識変化をもとに検証する研究を行

ってきた。 この研究では，まず，「題材間の

系統性関連性」を重視 した指導計画作成か ら

着手 した。そ して，現授業時数において効果

的な指導計画の在 り方を模索する過程で見え

てきたのが，「造形要素に関す る理解」と 「造

形要素か らイメージを創出する力の育成」を

この教科の柱にすべきであることである。こ

れらは，平成20年新学習指導要領で示 された

〔共通事項〕の内容に相当するものである。

この 〔共通事項〕は美術の全領域分野にわた

って 「豊かに感 じ取る力，見取る力，思考す

る力」の育成 をめざし，「豊かに発想 し構想

す る能力」 「表 したいものを創意工夫 して創

造的に追究す るための技能」「自分なりの価

値意識 をもって感 じ取る鑑賞の能力」等の資

質や能力を育成する原動力 となるものであ

る。この 〔共通事項〕を各指導内容に明確に

位置付け3年 間を見通した指導計画を構築する
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ことは，指導内容を吟味 ・精選することにな

り，主体的に思考 ・判断 しながら表現及び鑑

賞活動を行い，自分な りの意味や価値をつく

りだすことのできる感性豊かな生徒の育成に

つながるものと考える。そこで，本研究では，

これまでの研究成果を踏まえつつ，特に第1

学年前半に焦点を当てた実践成果について考

察 してい く。

なお，〔共通事項〕は新指導要領において示

された指導事項であるが，現行指導要領におい

ても形や色彩などを豊かにとらえるなどの内容

が指導内容に含まれている。その上で 〔共通

事項〕を内容に位置付けて指導することは現

行指導要領のもとでも可能であるととらえ実践

した。

（3） 取組 体制

（4）2年 間 の主な取組

平

成

19

年

度

6

10

11

12

1

2

研究計画の作成 授業実践

これからの教育の方向性等に関する調査

本校研究発表会 （授業公開，研究協議会）

次年度教育課程の編成

中間報告書作成

中間報告書提出

平

成

20

年

度

4

～

7

8

9

11

12

授業実践

実践発表会

公 開授 業

実践研究の調査 ・分析

最終報告書作成，提出

2具 体的な研究課題

（1）取組

① 指導計画の改善

指導計画の改善において，まず 〔共通事

項〕をどのように位置付けるかを検討 した。

本研究では，〔共通事項〕の内容 「ア 形や

色彩，材料，光などの性質やそれ らがもた

らす感情を理解すること」 と 「イ 形や色彩

の特徴などを基に，対象のイメージをとら

えること」との関係 を，「アとイが相互補

完 し合いながら，豊かにみる力 ・考える力

・感 じ取る力を育成す る」ものととらえ，

題材設定において観点 ごとの指導内容に

〔共通事項〕を明確に位置付けた上で関連性

系統性を図った。特に第1学 年前半におい

て，生徒が主体的に美術を学ぶことの喜び

や価値を実感 しながら，創造的な基礎的能

力を身に付けていけるよう表現と鑑賞を一

体とした，

気付く段階 試す段階 確かめる段階

の3段 階の学習場面を踏む単元構成 を行っ

た。（図1）

② 実践事例

○ 単元1「 形を感 じて」（図2）

美術の学習を積み重ねていく上で最も

基本 となる対象の捉え方とスケッチの基

礎的な技能の習得を図 りながら，形のも

つはたらきを感 じ取ることの楽 しさを味

わわせる。

図13段 階の学習場面

STEP1 気付 く段階

形 ・色 ・材料に性質や感情効果があること

について気付かせ る。

STEP2 試す段階

STEP1の 状態で，形 ・色 ・材料のもつ性質

や感情効果などを意識 させ，試験的な感覚で

発想や構想，表現に取 り組ませる。

STEP3 確かめる段階

STEP2の 表現に使用 されている形 ・色 ・材

料の特徴を基にイメージをとらえテーマを感

じ取る鑑賞活動を通して，互いの考え方，見

方，感 じ方の相違のよさや価値に気付かせる。
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STEP1 気付く段階

身近なものの形態や基本形態の特徴から様
々な情報が得 られ ることに気付かせながら，

形のもつ性質や感情効果への興味関心を引き

出していく。

・題材A「 身近 なもの をみつ めて」 （図3）

発問 「どのヤ カンが欲 しい ？ どうしてそれ

を選 んだの ？」

発問 「お芝居の配役 （若侍 悪代官 娘 父）はど

のヤカンがふ さわしい ？ その理由は ？」

STEP2 試す段階

対象か ら捉 えたイメージを基 に個 々のテー

マを創 出 させ ，単に形を写 し取 らせ るのでは

な く， 自分 の感 じた ことを大切 に させ なが ら

スケッチの基本的な技能の習得 を図ってい く。

・題材B「 スケ ッチ に挑戦」

身のまわ りの形の特徴か ら創 出 したテ ーマ を

基 に鉛 筆の よさを生か して スケ ッチ させ る。

B‐ア 主人公 をスカ ウ ト （図4）

指示 「身のまわ りの もの を見て感 じて，主人公

をスカ ウ トしてキ ャラクターや ス トー リ

ーを設 定 しよ う」

「友情」

赤絵 の具 さんはも う古い絵 の具。

新 しい絵 の具が どん どん使 われ も

う捨 てられ そ う。赤絵 の具 さんは

捨 て られ る前 に 「大きな青空が見

たい」 と思 っている。 そ こで 白絵

の具 さん と水色絵 の具 さんが画用

紙 くん と協力 して大 きな青 空を描

く。それ に感謝 した赤絵 の具 さん

は最後 の絵 の具 で大 きな太 陽を描

く。す ると赤絵 の具 さんは …

B－イ ス ケ ッチ の コ ツ

指示 「手 をモチー フに筆圧，筆勢，筆触 を生 か

してスケ ッチ しよ う。」

B－ウ 物語制作 （図5）

指示 「自分が考えたス トー リー を絵 本に してみ

よ う。 その とき一番 自分が気 に入 ってい

る一場面を選 んで表 してみ よ う。」

STEP3 確かめる段階

互いの作品を鑑賞 し，友達の表現の工夫や

よさを感 じ取らせ，形のもつ性質や感情効果

に対する理解や関心を高めながら見方感 じ方

を広げさせ る。

図2〔 共通事項〕明確に位置付けた単元構成

図3生 徒のクロッキー帳の記述

図4生 徒のク ロッ
キー帳の記述

図5生 徒作品 （アイディアスケッチと作品）
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・題材C「 物語 を伝 えあお う」

指示 「ス ライ ドで 自分 の作品が映 しだ され た

ら，その場面のお話 をみん なに読んで

あげま しょ う。」

生徒感想 ：ヤカ ンの性 格 を考 える とい うときは何で こん

なこ とす るんだ ろ う？不思議 だな と思 っていたが友達の作

品を鑑 賞 して形や色や材質感 か らいろい ろな性格 を描 き出

す こ とができる こと，美術の心 は十人十色で答 えはない と

実感 した。

○ 単元2「 視覚化に挑戦」 （図6）

刺激や感情など非視覚的なものをテー

マ とした抽象表現を，形や色彩の性質や

感情効果を意識 させ試験的な感覚で取 り

組ませることにより造形要素に対する感

覚や価値意識を高めていく。

STEP1 気付く段階

色彩の明度 ・色相 ・彩度の違いがもたらす

感情効果について生徒が気付き発見すること

によって色彩への興味 ・関心を引き出す。

・題材D「 色 を感 じて」 （図7）

同形の品物につい て色彩 の違 いに （明度 ・色

相 ・彩度 ）注 目させ，感 じ方 の違いに気付 かせ

る。

発問 「どっ ちがほ しい ？それは どうして ？」

STEP2 試す段階

刺激や感覚，感情など非視覚的なものをテ

ーマ とし
，抽象的な表現に限定した構想を練ら

せる。更に描画材料 （基本的な混色方法や水

彩技法）や用具の扱い方についてテーマにあ

った表現を創意工夫 しなが ら習得 させていく。

・題材E「 五感 をはた らかせ て」 （図8）

E－ア 刺激や感情に よるテーマ の創 出

発問 「五感 で分 かるこ とは ？」

E－イ アイディアスケ ッチ （色鉛筆 で）

指示 「味覚の視覚化に挑戦 してみよう」

E－ウ 相互鑑賞

指示 「友達の作品 を味わってみ よ う」

生徒感想 ：味の鑑 賞を して，私 と違 う感覚 の発表 を見 て

な るほ ど ！！と思 った。

・題 材F「 あ の 日
， あ の 時 ， あ の 場 所 で 」

F－ア テ ー マ の 創 出

指示 「最 も印象に残 ってい る出来事 を題材 に，

その ときの感 情や気持 ちの変化 な どがわ

か るよ うに作文 してみ よ う。」

図6〔 共通事項〕を明確に位置付けた単元2

図7生 徒のクロッキー帳の記述

色か ら受 け る印象 って不思議 だな と思 った。私 たちは色

か ら受け る印象を 日々感 じている ことに気付 いた。 これ か

らは色 の印象 を理解 して生活 してい きたい と思 う。

図8生 徒のアイディアスケ ッチ
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F－イ 色 づ く り の コ ツ

発問 「1色 でいろい ろな色 をつ くるには ？」

発問 「どうして絵の具セ ッ トには，赤青黄 が

2色 づつ あるの ？」

F－ウ アイデ ィアスケ ッチ 〈色づ く り〉

指示 「テーマにあった色 を工夫 してみ よ う」

F－エ アク リル絵 の具の水彩技法

指示 「塗 り方の コツをつか も う」

・重色 ・に じみ ・ドライブラシ

F・オ アイデ ィアスケ ッチ 〈ア ク リル絵 の具で〉

指示 「塗 り方 を工夫 してみ よ う」

F－カ 制作 （図9）

発問 「画用紙 でできることは ？」

指示 「画用紙の特性 も工夫 してみ よ う」

STEP3 確かめる段階

形 ・色彩や色の塗 り方などを手がか りに し

た分析的 に読み取る鑑賞活動を通 して，互い

の感 じ取ったことを共有させ，相違に気付か

せ形 ・色 ・材料の効果を確かめさせることに

より，造形要素の働きを意識して活用しよう

とする意欲や態度を高める。

・題材G「 私 の感 じ方
，友達 の感 じ方」

指示 「お互 いの作品を，形や色 ，塗 り方，画用

紙 の使 い方 に着 目してテーマ を予想 して

み よ う。」

指示 「コメン トを交換 し，テーマにあった もの

とそ うで ない もの に分類 し， うま く伝 わ

った こ と ．うま く伝 わ らなかった ことの

要因 を考 えてみ よ う。」

生徒感想 ：友達の感 じたこ とや気持 ちな どが表 現 されてい

るものを鑑賞 してみ て， 自分 との価値観の違 いや 表現の方

法な どをを学んだ。 また ， 自分 の感 じ方な ども知 る ことが

できた。 またや ってみ たい。

3成 果 ・課題

（1）成 果

生徒の学びの変化 を以下のア ンケー ト調査

（図10） を入学 時及 び単元1・2の 授 業後

で実施 し，数 量変化 （5段 階）と生徒 の記述

によ り 今回 の実践 の成果 を検証 した。

その結果 （資料参照），生徒は主体的に形

や色彩，材料などを意識 し思考 ・判断 しなが

ら表現や鑑賞を行 うことで，発想や構想が豊

かにな り，自分な りの表現を創意工夫できる

ことや，自分な りの見方を身に付けられたこ

とに喜びや価値を実感 している姿を確かめるこ

とができた。 これは，〔共通事項〕を各指導内

容に明確に位置付けた単元構成のもとで授業

を行 うことによって，生徒自身が美術科の学

びの本質を自覚 しやすくなったもの と思われ

る。 また， 「気付 く」 「試す」 「確かめる」の

3段 階の学習場面を踏ませたことにより，各

段階での学びをつなぎ，形や色彩，材料など

のはたらきを終始意識 して活用 しなが ら，表

現において自分の表 したいのもののイメージ

を納得のい くまで追究するようにな り，鑑賞

においては，作者の表現の工夫や意図を主体

図9生 徒作品 とコメ ン ト

何 もか もム シ ャ ク シャ し

てい る夕 方 ， 日が 落 ちて

い く うちにつ れ ，気 持 ち

も暗 くな っ た。 だ が夕 焼

け の光 が 白 く私 の心 を晴

ら してい く。 暗 い気 持 ち

は さわや かな光へ

図10ア ンケ－ トの内容

A 美術 を学ぶ楽 しさを感 じる。

B 美術 を学ぶ ことの価値や必要感 を感 じる。

C 自分の表 したい感 じの発想 を広げ構想 をま とめてい く力

が身に付いている。

D 自分の表 したい感 じを形や色彩 ，材料 な どを創意 工夫 し

て表現 を追究す る力が身 に付い てい る。

E 身近 な自然や ものの よさ美 しさ， 自他の表現の意図や工

夫 を感 じ取 る力が身 に付いてい る。

回 答5段 階

■5あ てはま る □4概 ねあては まる

□3ど ち らともいえない

■2あ ま りあてはま らない 〓1あ てはま らない
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的に感 じ取 ることがで きるよ うになった もの

と思われ る。

（2）今後の課題

後続の彫刻，デザイン，工芸分野及び3年

間を通 した検証を進めると共に，小学校との

系統性を視野に入れた実践を行っていきたい。

○資料

アンケ ー ト項 目Aグ ラフ

アンケート項目A生徒記述
・小学校 の頃はポス ターを描きま しょ うとか この題 で描 き

ま しょうとかが多かったです。 中学の美術は 自分で選んで

自分で考えて表 現 します。 ち ょっ と難 しい けれ ど自分が表

現 したい と思っている ものを表現でき るととて もうれ しい

です。

アンケ ー ト項 目Bグ ラフ

アンケート項目B生徒記述
・図工なん てや って もためにな るのかな と思った りしてい

ま した。で も楽 しいか らやっていま した。中学の美術 で 「美

術 」 とい うのは ただ描 いた りつ くった りす るこ とだけ じゃ

ない ことがわか りま した。 自分で感 じたことを表現す ると

い うことがわか りま した。

アンケー ト項 目Cグ ラフ

アンケート項目C生 徒記述
・小学校の頃 は 「これ でいいや」 と適 当に色 をつ く り何 も

考えずに塗ってい た。 しか し授 業のおか げで形や色 を意識

す るこ との大切 さを学 んだ。 そ して発想 が とても多 く出て

くるよ うになった。

アンケー ト項 目Dグ ラフ

アンケート項目D生徒記述
・小学校の頃は何 を表 したいか どんな工夫 をすれ ばよいか

な ど一回 も考 えた ことが なかった。 しか し，今 は表 したい

感 じを形や色な どを気に しなが ら塗 る ことがで きた。 もっ

ともっ と表現 を追究 して力 を身 につ けたい。

アンケー ト項 目Eグ ラフ

アンケート項目E生徒記述
・小学校の頃は友達の作品 を見 てもす ごい としか思 ってい

なかった。 しか し，今友達の作品 を見 てみる とどんな こと

を考えて塗ってい るんだ ろ うとか， ど うや ってあんな きれ

い な色 を作れ るんだろ うとか，た くさんのこ とを感 じ取 る

力が身 に付いた。

4研 究成果の普及

本校では，全教科共通の主題で取 り組む研究

とは別に，年に数回，各教科独 自で行 う 「実践

発表会」を開催 している。こうした機会を捉え

本研究で実践 した事例について，公開授業，協

議会などの形で紹介 してい く。

5今 後の展望

今回の実践結果を受け，現在，岡山大学大学

院 と連携 して美術科の役割に対する共通認識を

図 り，カ リキュラムの構築に着手しようとして

いる。3年 間で学びを積み重ねつなぎ活用 しな

がら 「豊かな情操」を備えた生徒の育成を目指

し，大学と附属校が一体となって，現授業時数

における効果的なカ リキュラムを構築し，その

基での検証を重ね一般校の先生方に寄与できる

ことを願 う。
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平成20年 度教育課程研究指定校事業研究成果報告書

ふ りが な

学校名
おお さか きょうい くだいが くふ ぞ くい けだちゅ うがっこう

大阪教 育 大学附属池田中学校

校 長 名 ：三村 寛一

所 在 地 ：大阪府池 田市緑丘1丁 目5番1号

電話番号 ：072－761－8690

④
各教科等における指導の工夫改善に関する研究

（平成19・20年 度）

研究対象教科等 保健体育

Ⅰ 研究指定校の概要

1学 校 ・地域の特色及び実態

池田市は，北部に農地や山地が広がり植木の産

地 として栄え，南部は国道沿線を中心に工業，産

業地となっている。また歴史的な町並がよく保存

されている地域である。

本校は，「自主自立の精神を持ち，国際社会の発

展に貢献できる生徒の育成」を教育目標に掲げ，

創立62年 目を迎える学校である。同時に，教員養

成大学である大阪教育大学の研究校でもある。教

育大学では社会進展の原動力となる教育について

研究しているが，本校はこの研究に基づいて中等

普通教育の実践及び普及に努力 している。一般生

徒，国際枠生徒（帰国生徒，外国籍生徒），学校災

害特別研究生徒からなる混合学級で授業を行い，

新しい教育の開発を目指 している学校である。

保健体育の授業では，運動能力の差が大きい現

状にも関わらず，意欲的に取り組み，自分の力を

出し切ろうとする生徒が多い。特に興味や関心の

ある領域においては，最後まで粘 り強く取 り組み，

楽しみながら授業に参加 している。

2学 校の概要 （平成20年5月1日 現在）

教員数21名

Ⅱ 研究の内容及び成果等

【研 究 成 果 の 要 点 】

個々の生徒の学習状況を的確に評価 し，効果的

に指導に生かすための工夫として，単元途中の中

間評価から 「個に応 じた指導の確立」「学力の向

上」を目指 した。同時に評価規準を見直 したり，

学習カー ドや自己評価表の改善に取り組んだ。

その結果，教師側の教える内容が明確化すると

ともに，生徒側にとっては個々の課題やグループ

内での目標が適切化 され，生徒の 「関心 ・意欲 ・

態度」の高まりが見られた。

1研 究主題等

（1）研究主題

個々の生徒の課題 ・実態に合わせたきめ細か

な指導の実践 ～指導に生きる評価を取 り入れ

た授業改革の工夫～

（2）研究主題設定のねらい

保健体育科では評価規準の見直しを進め，評

価の場面や方法について研究実践に取 り組み，

すみやかに評価を生かすことを行ってきた。今

後の授業では，評価結果をその後の授業に生か

すとい う計画的な評価活動及び，実践的研究が

必要だと考えられる。そこで本研究においては，

評価の方法を工夫 しながら，その結果に基づく

授業づくりや単元計画作成を行い，「個に応じた

指導」につなげていくことをねらいとしている。

（3）取組体制

241



（4）2年 間の主な取組

平

成

19

年

度

○前期

・評価規準の見直し

・年間指導計画の作成及び評価の場面や時

期・方法の計画を盛 り込んだ年間指導計

画の作成

・評価の分析

・指導計画（単元計画）の修正

○後期

・公開授業・研究発表会

・評価の実施 と結果分析

・次年度指導計画作成に向け，課題の確認

―平成19年 度の研究領域―

体育分野…球技 （ハンドボール）

保健分野…心身の機能の発達と心の健康

平

成

20

年

度

○前期

・改善年間指導計画（単元計画）の作成

・授業の改善 ・実施，評価の実施

・公開授業

○後期

・公開授業・研究発表会

・研究成果報告書の作成

・研究の総括 と今後の方向性について検討

―平成20年 度の研究領域―

体育分野…体つくり運動

保健分野…・・健康な生活 と病気の予防

2研 究内容及び具体的な研究活動

（1）具体的な研究課題

本校において，課題を抱えた生徒は，消極的な

傾向が見られる。一方，運動が得意な生徒にとっ

ては自己表現の場であり，活躍の場でもある。こ

の相対する二者 （実際にはもっと複雑）が同時に

活動 している現状がある。そのため，それぞれの

運動に対する欲求を同時に満たすことのできる

授業の工夫が重要な課題の一つ と捉えることが

できる。そのためには，生徒に身に付けさせるべ

き資質や能力を明確にし，今後の指導上の課題解

決に向けての指針 となる指導 と評価の在 り方の

検討が求められている。つまり，生徒の実態を客

観的に捉えることのできる評価方法や適切な評

価時期を検討する必要がある。また，個々の生徒

の関心 ・意欲 ・態度や思考 ・判断，運動の技能，

知識 ・理解を的確に捉え （評価），その結果を今

後の指導に有効に役立てることのできる授業形

態を確立する必要もあると考えられる。

本校保健体育科では，ここ数年 「自分と人と

スポーツ」の関係から，生徒にとっての保健体

育の授業の在 り方を求めてきた。これは，土台

となる基礎的な技能や体力を大切にしながら，

運動の楽 しさを認識 させ，生涯にわたり運動に

親 しむ習慣を身につけることを目的としている。

そのための学び方として，教師側からの一方的

な押しつけ （知識伝達型教育）だけでなく，自

発的 （課題解決型教育）な学び方とのバランス

を考えたり，二項対立を越えた指導方法の検討

が求められている。そのため，授業で指導 した

ことがどのような結果を生みだしたのか，自身

で確かめられる評価が求められる。

一方
，心身の調和のとれた成長 （発育 ・発達）

を考えるとき，保健分野は非常に大きな意味を

持つ。身体面の健康だけにとらわれないために

も，その知識を十分に身に付けさせる必要があ

課題別学習の成果を試す試合 （サッカー）
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る。そ ういった意味においても，何を教えるの

かとい う学習内容を明確にしていくことが求め

られている。同時に具体例の提示や今後の生き

方を考えるなど授業の深まりも求められている。

以上のような実態 （今までの研究の方向性）

と学習指導要領に示された 「自ら運動する意欲

を培い，生涯にわたって積極的に運動に親しむ

資質や能力を育成するとともに基礎的な体力を

高めることを重視する」を踏まえながら，本校

の実態に照らし合わせ，以下の4点 を具体的な

研究課題 とする。

①指導と評価の一体化を目指した評価規準の見

直し （修正）

②自らの課題 と照らし合わせながら，運動に親

しむ習慣を育成するための指導の充実

③豊かなスポーツライフを形成するために必要

な基礎的な資質や能力を系統的に習得させ

ることを目標 とした授業の在 り方

④関心 ・意欲を高めるための教材の工夫及び学

習内容 （何を教えるのか）が明確化された保

健授業の展開

（2）取組

① 「指導と評価の一体化を目指した評価規準の

見直し （修正）」への取組

・年間指導計画を見直し，単元の系統性や指導

内容の精選 （時間配分含む）を図る。

・評価規準の文言を確認するとともに，4観 点

の曖昧な部分について検討する。

・年間シラバスを作成 し，学習内容及び評価の

観点を公表する。

・学習の手引きを作成し，配布する。

② 「自らの課題と照らし合わせながら，運動に

親 しむ習慣を育成するための指導の充実」へ

の取組

・生徒個々の学習状況に応じた課題別学習をハ

ンドボールとサッカーで実施する。

・評価規準に対応 した学習カー ドの見直しをす

る。

・課題解決学習に結びつ く自己評価表を作 る
。

③ 「豊かなスポーツライフ実現」 のための取組

・男女共修 における保健体育の授業の在 り方を

考える。また，互いの人間関係 を高 めるため，

個人的スポーツにおいても，お互いの人間関

係 が高まるよ うチーム対抗にす るな どの授業

展開の工夫 を図る。

・異年齢交流 を目指 した体育授業 （小 ・中 ・高

バ レーボール） を実施す る。

異年齢交流授業 とは，各校種 ご とでのバ レー

ボール の授業の成果 を確認 し合 う場 である。

各校種 ごとでの関心 ・意欲 ・態度，思考 ・判

断，技能，知識 ・理解 の相違 を体感す ること

で，豊かなスポーツライ フの一端を経験 させ

ることにね らいがある。また，各学年段階の

目標や評価の在 り方 を検討す る場で もある。

・助 け合い，共 に成長す るた めのグループ学習

の場を設定す る。 また，競技会 （球技選択）

の企画 ・準備 とその実施 をす る。

④ 「学習内容が明確化された保健授業」への

取組

・視聴覚教材の活用，身近な事例を取 り扱う

など，興味付け （導入）の工夫をする。

・課題解決型学習に結びつく学習カー ドの作

成をするとともに，学習カー ドを生かした

評価の工夫をする。

異年齢交流授業 （小 ・中 ・高バ レーボール）
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（3）成果 ・課題

本校既存の評価規準で課題 となっていた客観

性，妥当性，信頼性を高める評価規準とするため

の表現方法を中心に進めると同時に，その内容に

ついても整理を進めた。それぞれの単元ごとに何

を教えるのか，その目標がはっきりするような表

現に変えるとともに，その評価内容がどの観点に

含まれるのか，明確になるように留意した。

また，年間の授業の流れを理解するとともに，

どのような観点で評価されるのかを周知徹底 さ

せるために年間シラバスを生徒に配布 したり，保

健体育の授業の受け方，授業を受けるときの心構

え，評価の方法，安全面での注意事項などを記載

した学習の手引きを作成 し，生徒に配布 した。こ

れらの取組の結果，保健体育の授業の中で教師側

は何を教えるのか，生徒側は何を学ぶのかとい う

ことが明確になり，互いにその課題を意識した授

業が展開されるようになった。

評価規準の見直しを進める取組と平行して，本

校研究課題の中心である 「個に応 じた指導の確

立」を目指した取組を推進 してきた。具体的には，

共通学習 （一斉学習）を基本にしながら，個々の

課題学習に重点を置く授業を目指した。単元途中

の評価により，個々の生徒の実態に応 じた課題を

与え，主体的に学ぶ姿勢の育成に努めてきた。生

徒の技能の程度に応 じた課題に取り組ませるこ

とにより，興味や関心が増 し，活気のある授業が

展開されることを心がけた。そして，課題解決の

ための自発的な学習態度を喚起させるための学

習カー ドの改善にも力を入れてきた。その結果，

以前に比べ，「関心 ・意欲 ・態度」，「思考 ・判断」

などを評価する手だてとなる資料が多く集めら

れるようになると同時に，生徒 自身が自己評価を

行 うことで，自らが次の課題にチャレンジしてい

くような場面も見られるようになった。

一方
，本校の研究活動を推進 していく中で幾つ

かの課題が浮かび上がってきた。まず一つ目は，

小学校や高等学校の年間指導計画を視野に入れ

た中学校の年間指導計画を早急に完成させる必

要が出てきた とい うことである。中学校3年 間で

はなく，小中9年 間，場合によっては高校 も含 め

た12年 間のカ リキュラムを考えなくては，学年

が上がるにつれての学習内容の質が系統的に高

まらない とい う点，またどの教材 （単元）を何時

間配当す るのか，どの時期 に配当す るのかを長期

的展望 に立って計画 しなけれ ば，生徒 に本当の力

を付 けることができない とい う点か ら，さらに年

間指導計画の見直 しを進める必要がある。

二つ 目は，「関心 ・意欲 ・態度」，「思考 ・判断」，

「運動の技能」， 「知識 ・理解 」の4観 点に評価

についての精度を さらに上げる必要があるとい

う点。観点別評価 を進める中で，ある程度 の妥

当性 ・客観性は出て きてい るが，曖昧 な点も多

い。特に 「思考 ・判断」については， より客観

性 のある評価が求め られている。

三つ 目は， どの ように教えるのかとい う授業

の質の問題である。指導 と評価の一体化 を図 る

上で，いかに効率 よく， しか も効果的 （分か り

やすい）な授業を進めるのか とい う問題である。

質の高い評価規準ができても，それを実現 させ

る授業の工夫がなければ何 もな らない。そ うい

った意味で，教材や学習カー ド工夫，授業形態

の工夫など，さらに研 究を進 めていかなくては

ならない と感 じてい る。

最後に，生徒個々の学習状況に応 じた課題別

学習 を推進 してきたが，今後の課題 として研究

領域以外 の単元 （教材）についてもさらに検討

を進め る必要がある。特に個人的 スポー ツに比

べ，集 団的スポーツにおける課題別学習の難 し

さを感 じた。将来的 には，習得型 ・活用型 ・探

求型のそれ ぞれの特徴 を生か した授業展開が求

められ，豊かなスポーツライフに結び付けると

い う観点か らも，その方法については十分 に考

え直す必要 がある。

3研 究成果の普及

この研究の成果 については，2月 に教育研究会

を開催 し，近隣の中学校 を中心に発表 した。
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また研 究紀要にま とめ，附属中学校，教育委員

会，各研究機 関などに送付す る。

4今 後の展望

指導 と評価 の一体化の研究推進を進めてい くに

当た り，年間指導計画や評価規準の見直 しを進 め

てきた。特 に 「思考 ・判断」の観点については，

具体的でかつ客観性のあるものを求め，その研究

に努力 してきた。 これ らを活用 しなが ら授業内容

の検討を進めてきた ことによ り，授業改善のサイ

クルが徐 々にできつつあ る。今後は小学校や高等

学校 との連携 をさらに深め，小学校か ら高等学校

までの12年 間の中で，中学校の果たすべき役割 を

明確 に していきたい。そ うす ることによって，子

どもたちの運動に対する意欲 を培い，豊かなスポ

ーツライフを営む資質や能力 を育成できるものと

考える。

また，昨年度生徒に配布 した年間シラバスや学

習の手引きについては，非常に有効であることが

分かった。今後 もその内容についての検討 をさら

に進め， より有効なものに していきたい と考えて

い る。

「体つ く り運動 Ⅱ」 （道具を使 って … ）

「体 つ くり運動」学習カー ドの例

学 習活 動 にお け る具 体 の 評価 規 準 例 （2年 ）

「短距離 走 ・リレー」

運動や健康 ・安全への関心 ・意欲 ・態度 運動や健康 ・安全についての思考 ・判断 運 動 の 技 能 運動や健康 ・安全についての知識 ・理解

・全力を出して競争を したり、記録を向上

させるために、積極的に授業に取 り組も

うとする。

・自ら進んで、用具の準備 ・後片付けを し

ようとする。

・互いに協力して
、励まし合いながら、意

欲的に練習に取 り組 もうとする。

・施設用具の安全を確かめるなど
、練習を

する上での健康 ・安全に留意 しようとす

る。

・練習計画や練習後の反省などをもとに、

自分に適 した練習 計画を見つけてい

る。

・自分の測定記録から自分の能力に適 し

た課題を設定している。

・低い姿勢で構え、スター ト後、腿を胸に

引きつけ、素早く飛び出す ことができ

る。

・フィニ ッシュ時、胸を突きだし、素早 く

走 り抜けることができる。

・腕をよく伸ばしてバ トンをパスすること

ができる。

・スピー ドを落とすことなく、テークオー

バーゾーン内でバ トンをパスすること

ができる。

・陸上競技、短距離走 ・リレーに関 して

の用語 ・ルールについて言った り書き

だした りしている。

・学習の進め方、課題の選び方、練習の

仕方 を言った り書きだ した りしてい

る。

「ハ ン ドボール」

運動や健康 ・安全への関心 ・意欲 ・態度 運動や健康 ・安全についての思考 ・判断 運 動 の 技 能 運動や健康 ・安全についての知識 ・理解

・練習やゲームの楽 しさを味わうために、

積極的に授業に取 り組もうとする。

・自ら進んで、コー トや用具の準備、後

片づけをしようとする。

・練習やゲームでは、審判の指示に従い、

勝敗に対して公正な態度 をとろ うとす

る。

・練習やゲームでは、施設や用具の安全に留意

しようとする。

・練習やゲーム後の反省などをもとに、勝

敗の原因を分析 している。

・自分や相手の技能に応 じた作戦を立てて

いる。

・ステップや ドリブルで相手をかわす動き

ができる。

・素早い ドリブルから、狙ったところへシ

ュー トを打つことができる。

・ハンズアップしてパスコースをチェック

し、チャンスがあれば相手のボールを払

い落とすことができる。

・速攻を中心としたゴールエ リアライン付

近での攻防のためのチームの特徴に応

じた動きができる。

・効果的な練習方法を言った り書きだ し

たりしている。

・相手チームの攻撃に対する対応の仕方

を言ったり書きだした りしている。

・有効な攻撃の仕方を言 ったり書きだし

た りしている。
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学 習活 動 にお け る具体 の評 価 規 準例 （3年 保健 分 野）

健康な生活と疾病の予防 「イ、生活行動 ・生活習慣 と健康」

運動や健康 ・安全への関心 ・意欲 ・態度 運動や 健康 ・安全についての思考 ・判断 運動や健康 ・安全についての知識 ・理解
・健康を保持増進 させ るための食生活について、食事の時

間 ・栄養素の質や食事の量 ・消費されるエネルギー など

に着 目し、考えた ことをメモ しなが ら調べようとしてい

る。

・日常的に運動が不足 している原因について調べ、どのよ

うに健康に影響するかなどについて、資料を集めた り、

課題 に取 り組 もうとしている。

・どのよ うに疲 労が現れ るのか
、また適切な休養及び睡眠

の取 り方などについて、仲間と意見交換 をしながら、発

表 しよ うとしている。

・生活習慣の乱れか ら、極端なやせや肥満などを引き起 こ

し、心身に様 々な影響 を及ぼす ことについて、資料など

をもとに調べよ うとしている。

・食生活の乱れ、日常的な運動不足、休養不足及び睡眠不

足などは、健康に悪影響を及ぼすこともあることについ

て、資料などをもとに分析し、課題を見つけている。

・健康の保持増進を図るための生活スタイルの改善につい

て、自分の経験や仲間との意見交換の中で、その解決方

法を予想している。

・生活習慣病にならないための調和のとれた生活とは

どんな生活か、その生活の仕方を見つけている。

・食生活の仕方によって
、大き く健康が左右される

ことについて、言った り書きだ した りしている。

・適度な運動は身体の発達 を促 し、精神的にも良い

効果があることを言 った り、書きだしている。

・適切な休養及び睡眠 によって
、疲労やス トレスが

解消され、健全な生活が送れるようになることを

言った り、書きだ している。

・生活習慣の乱れが、生涯にわたる心身 の健康に様々

な影響 をあたえてい ることを言った り、書きだし

ている。

「体 つ く り 運 動 」 単元の評価規準とその実現状況を判断する際の具体の学びの姿

観点 実現目標 （評価の規準）
十分満足できると判断されるもの

のうち、特に高い程度のもの

十分満足できると

判断されるもの

おおむね満足できると

判断されるもの

運動へ の

関心 ・意欲 ・

態度

①体つくり運動の特性に興味 ・関心を持

ち、進んで学習しようとする

②自分の体に関心を持ち、体を動かす楽 し

さや心地よさを味わおうとする

③仲間と協力して、互いに助け合い、進ん

で運動に取り組もうとする

④お互いの体の状態を意識 したり、気を配

ったりして、運動をする上での安全に留

意 しようとする

⑤自分 と仲間との交流を深め、その関わり

を高め合おうとする

・動きを少しやってみるなど説明に

反応 し、興味を持って体つくり運

動の楽しさを深く味わおうとす

る

・体つくり運動の特性を考慮 し、自

分の体力との調和を考えた効果

的な運動の心地よさを深く味わ

おうする

・積極的に意見交換をし、お互いを

高め合い、楽しさを味わいながら

運動に取り組もうとする

・率先して、自分と仲間の体と心の

健康に留意しようとする

・仲間と積極的に意見交換をし合っ

て、取り組みの結果をその過程も

含めた上で認め合おうとする

・説明を真剣に聞き、体つくり

運動の楽しさを進んで味わお

うとする

・体つくり運動の特性を考慮 し、

自分の体力 との調和を考えな

がら、体を動かすことの心地

よさを進んで味わお うとする

・声をかけ、励まし合って、そ

れぞれの運動に取 り組 もうと

する
・自他の健康に注意を払い、率

先して安全に留意 しようとす

る

・自分や仲間の取り組みの結果

を客観的な立場で認め合お う

とする

・説明を聞き、体つくり運動

の楽しさを味わおうとする

・自分の体力を考えながら、

体を動かすことの心地よさ

を味わおうとする

・励まし合って、それぞれの

運動に取り組 もうとする

・自他の健康に注意を払い、

安全に留意しようとする

・自分や仲間の取 り組みの結

果を認め合お うとする

運動についての

思考 ・判断

①自分と仲間の心や体の状態を比較する

ことにより、個々の心や体の状態の違い

について分析 している

②自分の体力や生活に応 じた課題を持っ

て、目的にあった運動を選び、構成し活

用している

③施設や用具を効果的に利用し、活用して

いる

・他者との関わ りの中で、自分の体

と心の状態に気づき、生活の中で

の生かし方を整理 している

・自分の体力や課題に応 じた効果的

な運動を構成し、行い方を工夫し

た学習計画を立てている

・工夫 して施設、用具を積極的に利

用 し、変化ある効果的な運動の仕

方を見つけている

・仲間との積極的な運動を通 し

て、自分の体や心のプラス面

とマイナス面を整理 している

・各種の運動にはどのような効

果があるのかを考慮 し、目的

に応じた学習計画を立ててい

る

・施設、用具を利用 し、効果的

な運動の仕方を見つけている

・仲間との運動を通して、自

分の体や心の状態を整理 し

ている

・目的に応じた動きを知り、

自己の学習計画を立ててい

る

・教師のア ドバイスのもと、

運動の仕方を見つけている

運動についての

知識 ・理解

①体ほぐし運動、体力を高める運動の意義

を理解 している

②仲間とともに学び合う学習の仕方を理

解している

③体つくり運動の生活での活用の仕方、運

動の構成の仕方について理解している

・体つくり運動には、運動の心地よ

さや楽しさを味わえる特性があ

ることについて、具体例を挙げて

説明している

・体つくり運動を通 して、ともに学

ぶ仲間と励ましあうことで、運動

が楽しくなることについて、具体

例を挙げて説明している

・目的に応 じた運動の仕方につい

て、具体例を挙げて説明している

・体つくり運動には、運動の心

地よさや楽しさを味わえる特

性があることについて、説明

している

・体つくり運動を通して、とも

に学ぶ仲間と励ましあうこと

で、運動が楽 しくなることに

ついて、説明している

・目的に応じた運動の仕方につ

いて、説明している

・体つくり運動には、運動の

心地よさや楽しさを味わえ

る特性があることについ

て、言ったり書きだしたり

している

・体つくり運動を通して、と

もに学ぶ仲間と励ましあう

ことで、運動が楽しくなる

ことについて、言ったり、

書きだしたりしている

・目的に応じた運動の仕方に

ついて、言った り、書きだ

したりしている
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平成20年 度教育課程研究指定校事業研究成果報告書
がっ こ うめい

学校名
おかや まだいが くき ょうい くがくぶふぞ くちゅ うがっこ う

岡山大学教育学部附属中学校

校 長 名 ：山中 芳和

所 在 地 ：岡 山県岡 山市東 山2丁 目13－80

電話番号 ：086－272－0202

④ 各教科等 にお ける指導 の工夫改善 に関す る研究

（平成19・20年 度）

研究対象教科等 保健体育

Ⅰ 研究指定校の概要

1学 校 ・地域の特色及び実態

本校は昭和22年 に岡山大学教育学部の附属校

として開校。岡山市中心部東の閑静な住宅街に

位置 し，同敷地内に附属小学校が併設 されてい

る。「自主自律，豊かな心で，たくましく」を

教育目標に，教科学習を通じての人間形成を目

指 している。また，岡山大学教育学部と連携 し，

生徒の将来を見通 した幅広 く社会に寄与する教

育研究を行 うとともに，有能な教員を育成する

ための教育実習に力を入れている。生徒は，県

内より募集 し，附属小か らの生徒と他小からの

生徒の割合は，およそ3：2， 男女比はほぼ同

数である。生徒の学習意欲は高く，生活態度 も

落ち着いている。また，保護者の本校教育活動

への期待は大きく，PTA活 動等 も盛んである。

2学 校 の概要 （平成20年5月1日 現在）

教員数27名

Ⅱ 研究の内容及び成果等

【研究成果の要点】

学習 （指導）内容の精選を図 りながら，目

指す生徒像を評価の中に具体的に示した。こ

れにより，学習 （指導）内容と評価規準がよ

り明確にな り，相互の整合性を高めることが

できた。 また，生徒の活動や意欲等 の見 取 り

が容易にな り，指 導 と評価の一体化 に近づ く

ことができた。

また，生徒 は学 習の過程や 目標 を確認 しな

が ら学習を進 める ことができ，主体的 に学習

に取 り組む生徒が増 えた。

1研 究主題等

（1）研究主題

学びの本質を主体的に追究する生徒の育成

－指導と評価の一体化を目指 して－

（2）研究主題設定のね らい

これまでの本校の研究主題は，「学びの本

質を追究す る中学校教科教育の在 り方」であ

った。 この研究過程において，保健体育科で

は，『健康 ・運動生活の実践力（「生涯にわた

って運動を生活の中で実践する力」と 「健康

で運動のある生活を価値あるものと判断し，

実践す る力」）』の育成を目指 した授業を実

践 してきた。本研究では，これ らの授業を指

導 と評価の一体化の視点に立ち，単元の学習

内容を明確にし， 目指す生徒像を評価規準と

して具体的に想定する。そ して，その学習の

指導方法の工夫と評価について，授業実践を

通して検討す ることをねらいとした。

（3）取組体制

各教科1名 が主題研究部会に出席
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（4）2年 間 の主 な取組

平

成

19

年

度

〈体育分野の取組 と反省〉

○2・3年 生合同のサ ッカーの授業

○指導内容や評価の規準が不明瞭であった。

〈保健分野の取組 と反省〉

○体育の授業と関連させた 「健康な生活」

○ 「体育に関する知識」の領域に近い内容 とな

った。

〈方針の変更〉

○異学年合同授業の見直 し

○新学習指導要領 も見据えた年間計画の見直し

○研究領域の変更

平

成

20

年

度

〈授業実践〉

○体育分野 「ダンス（創作ダンス）」（1年生）

○保健分野 「健康 と環境」 （2年生）

○体育分野 「体つくり運動」 （1～3年 生）

〈評価活動の検証〉

○上記の授業実践における有用な評価規準の設

定や，実施可能な評価方法について検証した。

2研 究内容及び具体的な研究活動

（1）具体的な取組1－ ダンス（創作ダンス）－

① 年間計画の中での位置づけ

中学校3年 間のダンス学習を，本校では

次のように計画 し，本研究では，第1学 年

の創作ダンスの授業を取 り上げた。

内容 学習形態

第1学 年 「創 作 ダ ン ス」

第2学 年 「現 代 的 な リズ ム の ダ ン ス 」

全 員 履 修 ・

男女共習

第3学 年

「創 作 ダ ン ス 」・「現 代 的 な

リズ ム の ダ ン ス 」 の ど ち ら

か を選 択

（いずれ も作品創 作 を目指す）

「武道」・「ダ

ン ス 」 の ど

ち ら か を 選

択履修

② 単元の評価規準

単元の評価規準を以下の表に示す。

関 心 ・意 欲 ・態 度

い ろい ろ な テ ー マ か らの即 興 表 現 を進 ん で 楽 しも

う と し， 互 い の 動 きの よ さ，感 じ方 や 表 現 の よ さな

どを認 め合 っ て ，誰 とで も楽 しく踊 ろ うとす る。

思 考 ・判 断

テーマから導き出された動 きに， 自分に適 した課

題 を も ち ， 工 夫 して い る。 ま た ， 見せ 合 い や 発 表 で

は ， 成 果 を確 か め合 っ て い る。

運動の技能

体 を大 き く使 っ た動 き で ， 感 じを込 め て 踊 る こ と

が で き る。 ま た ，起 伏 の あ るひ と流 れ の 動 き を， 連

続 させ て踊 る こ とがで き る。

知識 ・理解

創作ダンスは，表現 した り交流 した りす ることが

楽 しい運動であるという特性や，課題を持って取 り

組む学習の進め方を理解 している。また，起伏のあ

るひと流れの動きを導き出す具体例を挙げている。

③ 授業の実際 と評価

授業は，いろいろなテーマに よる即興表

現 を中心に計画 した。指導 と評価 の計画を

資料1に 示す。

単元2時 問 目 （テーマ 「タ ッチ＆エスケ

ー プ」）を例 に，指 導 と評価 につ いて とり

あげる。 この時間 は，単元前 半の時 間であ

るこ とか ら， 「関心 ・意欲 ・態度」 につい

て重点 をおいた評価 を計画 した。

二人組 にな り，一人は逃 げ， も う一人は

逃 げる人の動 きをまね して追いか けるとい

う約束 の中で，走 る以外 のい ろい ろな逃 げ

方 を即興的に見つ けさせ なが ら活動 を行 わ

せ た。 「テーマ か らの即 興表現 を進 んで楽

しも うとす る」 「友だ ち とかか わっ て活動

を行お うとす る」とい う目指す生徒像 （「関

心 ・意欲 ・態度 」の評価規準） にむ けて の

教師の働 きかけ として，逃げ る人が 「走る」

動きか ら急 に 「止 まる」 とい う動 きを行 う

よ うに させ，追いか ける人が，逃げ る人の

動きに注意 を払わな ければいけない状況を

つ くり出す ことな どを行 った。 生徒は，は

じめ鬼 ごっこの よ うな感 覚で この活動を楽

しんでい る様子 だ った が， 「いろい ろな逃

げ方 を見つ けよ う」 と促す と， 「走 る」以

外の動 きで逃 げ よ うとす る姿 が見 られ，各

組が思い思いの動 きで息 を切 らせ るほど活

動を楽 しんでいる様子か ら， ほ とん どの生

徒が 「B満 足 できる」 あるい は 「A十 分満
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足 できる」生徒 であると評価 した。

次に，単元5時 間 目 （テーマ 「もしもの

世界」） を例 に，指導 と評 価 につ いて とり

あげ る。 この時間は，単元後 半の時間で あ

るこ とか ら， 「思考 ・判断 」 と 「運動 の技

能」 に重点 をお いた評価 を計画 した。

即興表現 で見つ けた気に入った 「もしも

の世界」 の動 きを， よ り起伏 のあるひ と流

れの動 きへ と発展 させ る活動 の場面 で，「自

分の課題 にあった方 法を見つ けてい る」 と

い う目指 す生徒像 （「思考 ・判断」 の評価

規 準） を想 定 した。 これ に対 しての教師の

働 きか け として， これ まで経験 して きた起

伏の あるひ と流れの動 きを導 き出すための

視点 を示 し， これ らの中か ら，一つ以 上選

んで 自分た ちの動 きを発展 させ るよ う促 し

た。 （表1）

生徒は，即興表現で見つけた 「もしもの

世界」の動 きの途中にス トップモー シ ョン

を取 り入れた り，ス ローモ ーシ ョンで よ り

その動 きを強調 した りす るな どして，起伏

のあるひ と流れ の動 きへ と動 きを発展 させ

ていた。 また，学習カー ドに 「○○の動 き

を繰 り返 して強調 した」な どの動 きを発展

させ る具体的な視 点の記述 がみ られ た。 こ

れ らの ことか ら，「Bお おむね満足でき る」

生徒 と 「A十 分満足 できる」生徒が約半数

ずつ確認 され た。

④ 成果 と課題

活発 な活動 が毎時間展 開 され， 「関心 ・

意欲 ・態度」の評価 では，ほ とん どの生徒

が 「B満 足で きる」 あるいは 「A十 分満足

で きる」段階に到達 し，授業前 に比べ生徒

の ダ ンスに対 す る好 意 的 な意識 が高 まっ

た。

また，起伏 のあるひ と流れ の動 きを導き

出すた めの視点 を示す ことによって，学習

（指導）内容が整理 され ，評価 の見取 りが

容易になった。

そ して，評価 と リンク した学習カー ドの

内容 の整備 が不 十分であ るとい う今後の課

題 が明 らか になった。

（2）具体的 な取組2－ 保健 （健康 と環境） －

① 単元の 目標

ア 健 康 ・安 全 へ の 関 心 ・意 欲 ・態度

健康 と環境について，積極的に仲間 と意見交換 し

た り教え合ったりしながら，意欲的に取 り組めるよ

うにする。

イ 健康 ・安全についての思考 ・判断

健康 と環境について，自分の考えや経験を基に，

予想 した り考えた りすることができるようにする。

ウ 健康 ・安全についての知識 ・理解

人間の身体には，環境の変化に対 してある程度ま

で適応する機能を有すること，また，環境条件には

人間の生存にとって不可欠なものと有害なものがあ

ること，生活に伴って生 じた廃棄物は，衛生的に，

環境の保全に十分配慮 しつつ，環境を汚染 しないよ

うに処理す る必要があることについて理解 し，知識

を身に付けることができるようにする。

② 学習活動における具体の評価規準

ア 健康 ・安 全 へ の 関 心 ・意 欲 ・態 度

① 健康 と環境 とのかかわ りについて，資料を見た

り， 自分の日常生活を振 り返ったりしながら活動

しようとしている。

② 教師や仲間と共に活動 した り，教科書などの資

料を読んだ りして，課題の解決に取 り組み，課題

について調べようとしている。

③ 教科書などの資料を元に， 自分の考えや意見を

発表 しようとしている。

イ 健康 ・安全についての思考 ・判断

① 健康 と環境について，自分の 日常生活等を振 り

返 り，問題点を見付けている。

（表1）授業で取 り上げた起伏のあるひと流れの動

きを導 き出す主な働 きかけ
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② 健康 と環境について，自分の知識，経験や資料

などを元に，予想 した り選んだ り整理 したりして

いる。

③ 健康 と環境について学習 したことを， 日常生活

に当てはめている。

ウ 健康 ・安全への知識 ・理解

① 人間の健康は環境 と深 くかかわって成立してお

り，身体には環境に対する適応能力があることを

言った り書き出したりしている。

② 人間の生命の維持や健康に密接なかかわりのあ

る空気 ・飲料水の条件について言った り書き出 し

た りしている。

③ 心身の健康 を保持増進するため，生活に伴って

生じる廃棄物を適切に処理 し，環境を衛生的に保

つ必要があることを言った り書き出 した りしてい

る。

③ 授業の実際 （学習指導案 資料2）

ア 本時の学習内容

・ 身体には，環境の変化に対応 した調節機能があ

り，一定の範囲内で環境の変化に適応する能力が

あること。

・ 身体の適応能力には限界があり，その限界を超

えると健康に悪影響が見られること。

イ 学習活動の展開と評価

この授業では，まず導入で 「暑いとき

や寒いときに起こる体の変化」を聞くこ

とで， 日常生活を振 り返 らせた。本時の

授業に対 し関心 ・意欲を持って取 り組む

ためにも生徒にとって身近な課題で想起

しやすい発問を設定す ることが必要であ

ると考えた。その結果，多くの生徒が挙

手をし，発表も活発に行われた。観察に

より，これ らの生徒は，関心 ・意欲 ・態

度の評価規準に照 らし合わせ ると，「B

おおむね満足できる」状況にあると判断

した。

そ して，気温に対する体の変化が 「体

温を一定に保つため」に行われているこ

とを意図的に教師側か ら知 らせ，どのよ

うな仕組み （科学的根拠）で体温が一定

に保たれているのかとい うことについて

考え させ る活動 を重視 した。これ に よ り，

気温 の変化 に対 して体温 を調節す る機能

を例 に，生徒は 自ら考 え適応す る能力 に

ついて理解 す ることがで きた。

次に，学習 した知識 を活用す る場を設

定 した。 ここでは，高 い山に登 った時 の

脈 拍数の変 化の グラ フを示 し， 「どの よ

うな理 由で脈拍 数 の増 減 が 起 こっ たの

か」 とい う発 問 （中心発 問）を した。 こ

れ につ いての生徒 の回答 で は， 「山の気

候 （環境） に体が慣れて きたか ら」 とい

う記述が一番多 く見 られた。思考 ・判断

の評価規準か ら考え ると， これ らは 「B

おおむね満足 できる」段 階 と判断 した。

体温調節 と比較 して、 「酸素 が薄 くな

った環境 に体が適応 したか ら」 とい う記

述 もあ り， これが 「A十 分満足で きる」

段階 に該 当す ると判断 した。

3研 究成果の普及

平成21年2月 初旬に本校が行っている実践発

表会において，県内中学校の先生方に授業を公

開するとともに，本研究の成果を発表する。

4今 後の展 望

ダ ンスの授業では，学習カー ドの充実 ・整理

を行 うこ とと，1年 生での学習をふ ま えた2・

3年 生の授業の取組 を行 いたい。

保健分野では，生徒 の思考 ・判断 が見 とれ る

よ うな ワークシー トの開発や，授業形態 の工夫

を していきたい。

また，他領域について も指 導内容 と指 導方法

の研究 を進 め，カ リキュラム全体 の充実 を図っ

てい きたい。
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第
1学

年
ダ

ン
ス

指
導

と
評

価
の

計
画

（
6時

間
）

【
資

料
1】



第2学 年 保健 （健康と環境）学習指導案 「環境の変化に体はどう対応するか」 【資料2】

学習内容 ・学習活動 指導 ・支援と留意点 評価方法等

導
入
10
分

1暑 いときや寒いときの体
に起こる変化 を発表し，本
時の課題を確認する。

発問
真夏の暑 いときや，真冬の

寒いときに，あなたの体はど
うな りますか？今までの経験
で答えてください。
（予想 される回答）
・汗が出る ・顔が赤くなる
・震える ・鳥肌がたつ
・唇が紫色になる

1夏 の暑いときや，冬の寒いときに自分の体がどうなった
か発表させる。
○ イメージしやすいように，スライ ドの画面で真夏の太
陽と真冬の雪景色を映す。

○ イメ－ジ しに くい生徒に対 しては，夏の部活動や冬の
体育の授業を思い起 こすよう助言する。

環境の変化 に体は どう対応するか

【関③ 】教科書
などの資料 を元
に， 自分の考え
や意見を発表 し
ようとしている。
（観察，発表）

展
開
35
分

2暑 いときや寒いときに見
られる体の現象は，体温 を
一定に保つ ことと，どのよ
うにかかわ りがあるのか考
え発表する。

発問
「暑いとき」「寒いとき」，

それぞれの体の変化で，なぜ
体温が一定に保たれ るので し
ようか ？

3適 応 に つ いて ワー ク シー

トに ま とめ る。

2巡 回指導 し話 し合いが進んでいないグループには， ヒン
トとして以下ような点をア ドバイスする。

・血液によって熱が運ばれていること
・運動すると熱が発生すること
・皮膚についた水が蒸発するとひんやりと感じること

○ 毛細血管の拡張によ り，血色がよくなる。それによっ
て皮膚からの熱の放出量が増え，体温の上昇が防がれて
いる。逆に収縮させて血流量を減 らし，熱の放散を防い
でいることを押さえる。

○ 気化熱について触れ，夏の暑いときや運動中には大量
の汗を出して夏を放散 し，体温の上昇を防いでいること
を押さえる。

○ 筋肉が動 くと熱を発生する。暑いときには余分な熱を
作らないために筋肉が緩む。逆に，体の震えは筋肉を動
かすことによって熱の生産を高めていることを押さえる。

○ 暑いときや寒いときに見られる体の現象とその意味に
ついてワークシー トにまとめさせる。

3適 応についてワークシー トにまとめさせる。

環境が変化 した時に，体の諸器官を働かせてその変化に対応することを適応

といい，その働 きを適応能力という

4適 応能力が高まる例につ
いて班で考え発表する。

発問
これは，ある人が高い山へ

登 った時の脈拍数の変化のグ
ラフです。 日数の経過にとも
なう，脈拍数の増減の理由を
班で考え発表 してください。

発問
この高地での適応能力をう

ま く利用 している例を知って
いますか？

5適 応能力の限界について
考える．

発問
私たちはどんな環境にも適

応できるわけではありません。
適応能力の限界を超えた例を
出し合ってみましょう。

4登 山中の脈拍数の変化グラフを資料 として，スライ ド提
示する。
○ 補足説明として，山の高さやベースキャンプについて

図示し説明する。
○ 巡回指導 し話し合いが進んでいないグループには， ヒ

ントとして以下ような点をア ドバイスする。
・酸素濃度の違いは ？
・呼吸はしやす くなるのか， しに くくなるか？

○ 登山中の脈拍数の変化グラフを解説 し，以下の点を確
認する。
・初期には，酸素不足に適応するため，脈拍数が増える。
・体が慣れて循環機能が高まると脈拍数が減少してくる。
・下山後も高地に適応 した変化が持続 している。

○ 高橋尚子選手の，コロラ ド州ボールダーや中国昆明で
の高地 トレーニングを紹介する。

5教 科書の課題のイラス トをスライ ド提示し考えさせる。
○ 巡回指導 し話し合いが進んでいないグル－プには，ヒ

ントとして以下ような点をア ドバイスする。
・暑すぎる場合は？
・寒すぎる場合は？
・高地では？
・空気が悪すぎる場合には？

適応能力には限界がある

【思 ② 】 健 康 と

環 境 に つ い て ，

自 分 の 知 識 ， 経

験 や 資 料 な ど を

元 に ， 予 想 した

り， 整 理 し た り

選 ん だ り し て い

る 。

（発 表 ， ワ － ク

シ － ト）

ま
と
め
5
分

6本 時 の ま とめ を す る 。
・適 応 能 力 の 限 界 に つ い て

，
ワー ク シー トに ま と め る 。

6適 応能力の限界についてワークシー トにまとめる。
○ 次時は快適な環境について学習することを伝える。
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平成20年 度教育課程研究指定校事業研究成果報告書

学校名
よこ はまこ くりつだいが くき ょ うい くにん げんか がくぶ

横浜国立大学教育人間科学部
ふぞ く よこは まちゅ うがっこ う

附属横浜中学校

校 長 名 ：高木 展郎

所 在 地 ：神奈川県横 浜市南区大岡2－31－3

電話番号 ：045－742－2281

④ 各教科等 にお ける指導の工夫改善に関す る研究

（平成19・20年 度）

研究対象教科等 技術 ・家庭

Ⅰ 研究指定校の概要

1学 校 ・地域の特色及び実態

本校では，平成19年 度に 『探究型授業探求

Ⅱ 習得 ・活用 ・探究の授業をどうつ くるか

－新 しい学習指導要領に向けて－』
，平成20年

度 に 『各教科における言語活動の充実－新 しい

学習指導要領の実践に向けて－』とい う主題の

もと研究を進めてきた。

新 しい教育課程では，基礎的な知識及び技能

を習得 させ るとともに，これ らを活用し課題解

決を目指すのに必要な思考力，判断力，表現力

等の能力を身に付けさせ，主体的に学習に取 り

組む態度を育成することが求められている。そ

のためには 「習得 ・活用 ・探究」の授業をどう

展開するかが大きな鍵 となる。

そこで本校では新 しい学習指導要領で配慮す

べき重要事項である 「言語活動」 も踏まえ，こ

れまでのPISA型 「読解力」の育成を図る研究の

上に，「習得 ・活用 ・探究」と 「言語活動」を組

み入れた授業について研究を進めている。

2学 校の概要 （平成20年5月1日 現在）

教員数20名

Ⅱ 研究の内容及び成果等

◆ 【技術分野】

【研 究 成 果 の 要 点 】

○ 「生活を工夫し創造す る能力」について，

（1）授業の流れの分析から，この能力の育成に

は，習得→活用→定着の学習手順 を組み入れ

ることが有効で，知識や技能の習得 と，それ

らを活用 して課題 を解決す る過程ではぐくむ

ことが効果的であることが明 らかになった。

（2）言葉がけの記録分析から，生徒の学習状況

を把握 し自分で課題解決を目指せるよ うな言

葉がけが有効であることが明 らかになった。

1研 究主題等

（1）研究主題

「生活を工夫 し創造す る能力」の育成に関

する研究

（2）研究主題設定のねらい

目標準拠評価の下では，学習指導要領の内

容を4観 点の到達を意識 して育て，その育ち

の学習状況をどう読みとるかが重要である。

技術 ・家庭科における観点 「生活を工夫 し

創造する能力」（以下 「工夫 し創造する能力」）

は学習を現在及び将来の生活の場で活用 し課

題の解決を 目指す能力であり技術 ・家庭科の

最終的なねらい といえるものであるが，育て

育った姿が読み とりにくい能力でもある。

そこで本研究では，「工夫し創造する能力」

の学習特性 （学習課題に対 し，既習内容 を活

用 し，制約条件を考慮 して，課題の解決を 目

指す）を参考にこの能力を適正に育成する指

導を目指すこととした。

（3）取組体制

① 本校で行っているPISA型 「読解力」

の研究活動の一つとして位置づけ取 り組む。

② 家庭分野 と連携を図 り研究を進める。

③ 横浜国立大学教育人間科学部附属鎌倉中

学校 と連携 し協議を通 して研究を進める。

④ 公立校数校の技術 ・家庭科教員 と連携 し，
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定期的 な研 究活動 を通 して研 究 を深 める。

⑤ 大学 の附属 中学校 で ある とい う利 点 を生

か し，大学 と連携 しなが ら研究 に取 り組 む。

（4）2年 間の主な取組

平

成

19

年

度

・「工夫 し創造する能力」の学習特性を明ら

かにするための文献調査を行 う。

・学習特性より 「工夫 し創造する能力」を

育てるための指導法を検討 し実践する。

・生徒の記述内容から，研究会の討議を通

して指導法の成果を検討する。

・研究発表会の場で成果を公開する

・「工夫 し創造する能力」を育てるのに有効

な指導法を明確にする。

・授業実践から研究会での討議を進める。

・研究発表会の場で成果を公開する。

平

成

20

年

度

・「工夫 し創造する能力」を育て教科のねら

いが到達できる指導法を実践 しその効果

をはかる。

・授業実践から研究会での討議を進める。

・授業実践をもとに，研究会での討議を進

め指導法の有効性について明らかにする。

・研究発表会の場で成果を公開する。

2研 究内容及 び具体的な研究活動

（1）具体的な研 究課題

本研 究 で は， 「工夫 し創 造す る能力 」の学

習特性 を も とに， この能力 を育て読み とる方

法について明 らかに してい く。

（2）研 究事例1～ ワー クシー トに よる育成～

題 材 の中で， ワー ク シー トを活用 して 「工

夫 し創造す る能力」の育成 につ いて検討 した。

学年 ：第1学 年 題材名 ：本立ての製作

題材 のね らい ：

・身 の回 りにあ る 「材料 の特徴 」や 「工具の

仕組 み」 に関心 を持 ち，調べ た り図に表示

しよ うと してい る。

・「木材 の 特徴 」 と 「工 具 の仕 組み 」 を踏 ま

えて作 業 をす る ことで ，未 知 の材料 を加工

す る場 面で も習 得 した知識 を活用 して適切

な作業 をす るこ とがで きる。

・製作 に必要 な図 をか くことがで きる。

・工具 を正 しく使 用す ることができる。

・製 作に使用す る工具 の仕組 みや材料 の特徴

に関す る知識 を身 に付 けて いる。

・使用 目的や使用 条件 に即 した製作 品の機 能

や構造に関す る知識 を身 に付 けてい る。

題材の指導計画 ：

時数 学 習 内 容

1

～

6

・様々な材料を比較す ることで材料の特

徴に関する知識 を身に付ける

・設計の基本を学び等角図やキャビネ ッ

ト図をかけるようになる

7

～

18

・正確な作業をするため，目的や条件に

応 じて，習得 した材料や工具の知識及

び技能を活用 し，適切な作業ができる

・様々な工具の仕組みを知 り，材料の特

徴を踏まえて工具を正しく使用できる

・簡単な本立ての製作を通 して製作の基

本的な流れを知 り技能を身につける。

19 ・まとめ…完成 された作品や製作工程 を

自己評価 し次の作品製作に生かす

・学んだことがこれか らの生活で どう生

かせ るか考え実行 しようとする

① 指導手順に配慮 した実践

本実践の学習課題は 「木材を正確に切断

（木材の繊維に平行 と直角の2種 類）する」

である。既習内容 としての 「木材は繊維の

束である」「両刃のこぎりの刃の仕組み」を

活用 し，制約条件である 「正確 に」を意識

して課題 を解決する学習活動により，他の

材料や未習の工具の使用方法などの未知の

課題を解決できる 「工夫 し創造する能力」

を育てることができると考えた。

図1の ワークシー トを使用 して，生徒に

以下の手順を意識させながら指導した。

手順1） 既習の知識及び技能を黒板や ワー

クシー トで確認 し確実に習得させる。本

題材では， 「木材 の特徴」は繊維の束で
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あること，「工具の仕組み」としてのこ

ぎ りの縦びき用の刃 と横びき用の刃の仕

組みを知識として確認 させた。

手順2） 習得 した知識をもとに課題の解決

を目指す。木材を正確 に切断す るため，

縦びきと横びきの違いを手順1で 習得 し

た知識を基に考えさせる。思考判断 した

結果 を実際に切断 させる実践的 ・体験的

な学習活動を通 して自分の考えを評価 し

結果を確認させる （図2）。

手順3） 思考判断 した結果を，使用 した工

具や材料などの実物を使 って議論 し （図

3），自分 の考えを修正 した り新たな考

えを取 り入れ，学びに広が りを持たせ る。

習得 した知識を活用 し理論的に考えるこ

とで，習得 した知識 ・技能の定着を促 し，

未習の他の場面 （例えば金属の切断場面

など）に応用できる概念化を促進す る。

手順4） 思考判断 して工夫 し創造 した結果

を振 り返 り，評価を通 して定着を促す。

② 実践の結果

生徒の記述 （図1） や，実践や議論の様

子 （図2・3） で確認すると，手順1で 確

認 した習得された知識 を活用 して課題 を解

決できていた。また，始めに技能を教え込

んでか ら実践 をさせる授業展開 と比べ，技

能の習得状況が良好だった。

③ まとめ

習得→活用 とい う指導手順 を生徒に意識

させるとともに生徒の考えの変化を明確 に

読み取るため，「ワークシー ト」を工夫する

ことは 「工夫 し創造す る能力」の育成に有

効である。 さらに，課題解決について， 自

己評価及び相互評価す ることも考えを広げ

ることに有効である。

加えて，知識を活用す る実践的な学習 と

反省により，知識の定着を促せるとともに，

知識が他の場面でも応用できる概念へ と変

化することで今後の 「工夫 し創造する能力」

の育成に繋がる。また，同 じものがない木

材 とい う材料の切断などの技能の習得にも

有効に働いていると考えられる。

しか し，考えながら実践的な活動を行 う

ため失敗 も考えられ る。予備題材や練習材

を準備 し，失敗 を恐れず考えながら作業で

きる環境づくりが大切である。

図1「 習得→活用」のワー クシー ト例

図2実 践を通 して結果を評価 し判断する

図3材 料を使って議論する
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（3）研 究事例2～ ペーパ ーテス トに よる読 み

と り～

研 究事 例1の 実践 の前 後 で， 「工夫 し創 造

す る能 力」を読 み とるペ ーパ ーテス トを行い，

事 前事後 の比較 か ら育 った姿 を読 み とった。

「工夫 し創造す る能力」の学習特性 を踏 まえ，

生徒 がま だ体験 してい ないが，学 んだ ことを

応用すれば解決で きる問題 を提示 した。

① ペーパーテス ト

授 業 では学習 してい ない金 属のヤ ス リが

けにつ いて，木材 のヤス リが けを元 に考 え

させ る問題 である。 （図4） 。

② 実践 の結果

図5・6は ，学習前 後 にお ける2名 の生

徒の記述の変化で ある。

生徒Aの 記述 の変化 か ら，以下 の事が明

らかになった。

・学習後 には 「材料 の性質 」 とい う記述 が

見 られ ることか ら，木材 と金属の材料 と

しての性質 の違い に着 眼できていた。

・「材 料 の性 質 を調 べ てか ら加 工 を行 うべ

き」 とい う記 述か ら， この生徒 は今 後，

材料 の特徴 に着 目して加 工 に取 り組 む こ

とが予測 され る。

続 い て生徒Bの 記述か らも読み取 った。

・「せ ん い の集 ま り」 の記 述 か ら 「材料 の

性質」に着 目 して問題 に取 り組 んでいた。

・や わ らかいか ら割れ る と考 えていたのが

木材や金属の材料 としての特徴の違いに

着 目して問題の解決を目指 していた。

③ まとめ

図4「 工夫 し創造」の問題例

図5生 徒Aの 記述の変化

図6生 徒Bの 記述の変化
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ABど ちらの生徒 も，学習後に 「材料の

性質」に着 目して課題を解決 しようとする

姿が読み とれたことから，このようなペー

パーテス トで 「工夫 し創造する能力」の育

成状況を把握することができると考えられ

る。また，この記述内容から，知識の概念

化を促すことで，未知 ・未習の課題の解決

策を考え出せ ることも明らかとなった。

ただ し，一部には記述内容が一定せず，

評価 しにくい生徒 も存在 したことか ら，よ

り適切な評価方法をさらに検討 していくこ

とも必要である。

（4）研究事例3～ 言葉がけによる育成～

授業における教師の意図的な指導につい

て検討するために，研究事例1・2の 生徒

を対象に以下のような題材の中で， どのよ

うな言葉かけが 「工夫 し創造する能力」の

育成に有効かについて研究を進めた。

学年 ：第2学 年 題材名 ：自由製作

題材のねらい ：

・製品の昨 日や構造に関心を持ち，設計図で

表示 しようとしている。

・加工の技術に関心を持ち，進んで調べた り

実践 しようとしている。

・生活で見つけた課題 を解決するため，1年

次での経験や習得 された知識及び技能を活

用 し，製作に関わる諸条件を考慮 して，設

計から製作を通 して作品を完成できる。

・生活上の課題 を解決できる作品を，機能や

構造，材料の選択などを踏まえ製作品とし

て構想できる。

・加工の 目的などに応 じて適切な工具を選択

し，工具の仕組みと材料の性質をもとに正

しく使用することができる。

題材の指導計画 ：

時数 学 習 内 容

1

～

6

・生活の課題 を技術的に解決するため，

設計に関す る知識や技能を活用 し，材

料や製作時間などの条件 を踏まえて，

作品を考え図で表現す る

7

～

21

・作品を完成させるため，工具など加工

に関する知識及び技能を活用 し，製作

時間な どの制約条件 を考慮 して，正確

な加工ができる

22・

23

・作品 を振 り返 り自己評価す る ととも

に，生活で使われている加工の技術に

ついて自分な りに考え評価 し判断する

① 言葉がけの実践

「工夫 し創造す る能力」の育成には学習

特性に着目した働 きかけが有効であると考

え，以下のような流れて言葉かけを行った。

ア つまずいている生徒を発見する。

イ 生徒に言葉をかけ，何 を迷っている

のか尋ねる。

ウ 生徒の反応 から，「工夫 し創造す る

能力」の どの部分でつまずいているの

か原因を明らかにする （①課題が不明

確 ②既習内容の習得が不十分 ③制約

条件を考慮 していない ④課題解決され

た状況がイメージできない）。

エ 生徒のつまずきの原因に応 じて情報

を提供 した り賞賛や激励 をする。

既習内容の習得が不十分な時の言葉がけ

の例 （図7） と，制約条件を考慮 していな

い時の言葉がけの例 （図8） を挙げる。

これ ら授業中の言葉がけを記録 し生徒の

ワークシー トへの記載 と比較 ・分析 した。

② 実践の結果

以下の二点が明らかになった。一点 目は，

この言葉がけでヒン トを与え解決できた生

徒はその後同じ様な間違いを しなかった り，

別の （似たような）状況でも思考 ・判断 し

て課題の解決を目指せた。二点 目は，教師

自身の発言の記録か ら言葉がけのほとんど

が知識及び技能を直接指導 した り答えを言

ってしまってお り，「工夫 し創造する能力」

を育てる言葉がけが少なかった。
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③ まとめ

「工夫 し創造する能力」を育てるには，

学習特性のどの部分でつまずいているのか

判断 し，そこに合わせた言葉がけをするこ

とが有効である。それにより生徒は工夫 し

創造 して課題 を解決する思考の流れを理解

す る。 さらに， 自ら解決に取 り組む意欲を

失 うこともなく，新たな問題でも課題の解

決を目指すことができる。

教師側の問題 として，答えを直接伝えて

しま うケースが多 く見られた。生徒の意見

や発想 を引き出すためにもす ぐに答えを言

わず， ヒン トを与え自分で考え解決を目指

せるような言葉がけを心がける必要がある。

（5）成果 ・課題

① 成果

「工夫 し創造する能力」の育成には，「学

習課題 に対 し，既習内容を活用し，制約条

件を考慮 して，課題の解決を目指す」とい

う指導の手順が有効である。

その際，この流れを生徒に意識 させ ると

ともに，生徒の考えの変化を明確に読み取

るために 「ワークシー ト」を工夫 した り，

解決策について 自己評価 ・相互評価 させ る

ことも大切である。また，課題解決の場面

において，①課題が不明確 ②既習内容の習

得が不十分 ③制約条件 を考慮 していない

④課題解決 された状況がイメージできない

といった生徒の状況に応 じた言葉かけが必

要である。

育成された 「工夫 し創造す る能力」は，

生徒 にとって未知 ・未習の課題ではあるが

学んだことを応用すれば解決できる 「ペー

パーテス ト」により評価できる。

② 課題

「工夫 し創造す る能力」 は，「知識 ・理

解」や 「技能」を活用する能力である。ま

た生活上の問題を発見 し解決 しよ うとする

には 「関心 ・意欲 ・態度」が必要不可欠で

ある。そこで，「工夫 し創造す る能力」 を

育てるためには他の3観 点 とのかかわ りを

考慮 したカ リキュラムが必要 となる。4観

点が有機的にかかわるカ リキュラム案を提

案していきたい。

また，この能力の評価方法についても継

続 して検討 していきたい。

3研 究成果の普及

本校では年1～2回 研究発表会 を行 ってい

る。研究発表会を生か し，本研究の成果 を発表

し普及を図っていく。また，技術 ・家庭科の教

員で組織される研究会においても同様に成果を

発表 していきたい。

4今 後の展望

・「工夫 し創造する能力」の 「評価方法」につい

て検討する。

・4観 点が有機的にかかわる 「カリキュラム案」

を作成するとともに，授業における 「指導法」

について検討を進め，その有用性について，

検討 した 「評価方法」により検証 したい。

図7既 習内容の習得が不十分な生徒に

図8制 約条件を考慮 していない生徒に
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Ⅲ 家庭分野における研究の内容及び成果等

【研 究成 果 の 要 点 】

○新学習指導要領の視点を具体化 し，確かな

学力を育み実践につなげる指導の在 り方を以下

の視点から探る。

①新学習指導要領に沿った，3年 間を見通 し

たカ リキュラム案作 り

②効果的なガイダンスの工夫

③確かな学力の育成のための実践的 ・体験的

な学習活動の充実

〈成果 〉

実践的 ・体験的な学習活動の充実により，学

習への興味 ・関心が高ま り，学習内容への理解

が深まった。

1研 究主題等

（1）研究主題

「確かな学力を身に付け，実践につなげる指導の

工夫」―実践的 ・体験的な学習活動の充実を目指

して―

（2）研究主題設定のね らい

技術 ・家庭科 （家庭分野）の学習指導要領 に示

された学習内容の基礎的 ・基本的な知識 ・技能の

習得，思考力 ・判断力 ・表現力等の育成及び学習

意欲の向上を図ることが確かな学力を身に付 ける

ことにつながる。また，学習 したことを実生活に

生かす力をつけるにはどうした らよいかも課題で

ある。そこで，今までのカ リキュラムを見直し，

新学習指導要領に沿った教育課程の構造化を図る。

また，学習後に生活に生かす ことができるよ うに

す るには どのような実践的 ・体験的な学習活動が

効果的か，その在 り方についての研究を行 う。

（3）取組体制

技術 ・家庭科においては，本学の研究発表会で

の研究授業 とタイア ップ させながら，研究を進め

ている。

また，本学の准教授 との共同研究体制をとり，

教科の指導内容や指導方法について指導を仰いで

いる。また，公立中学校の技術 ・家庭科の教師 と

交流 し情報交換を行っている。

（4）2年 間の主な取組

平

成

19

年

度

①カ リキュラム案をま とめ，生徒の課題に

沿った学習計画を立て授業実践 した。

② 「習得 ・活用 ・探究」を意識 した授業を

展開 し，全国に向け研究発表大会で発信

した。

平

成

20

年

度

①新学習指導要領に沿った教育課程の構造

化を図る。

・効果的なガイダンスの設定と実践

・3年 間を見通したカリキュラム考案

・家庭分野における言語活動の充実

②確かな学力の育成のため，実践的 ・体験

的な学習活動の充実を図る。

2研 究内容及び具体的な研究活動

（1）具体的な研究課題

確かな学力の育成のため，新学習指導要領に沿

って新たなカリキュラムを再構想する必要がある。

この視点から，以下のような研究を進めた。

①今までのカ リキュラムを見直 し，新学習指導要

領の内容 と照 らし合わせ，改善をする。

②ガイダンスでは，生徒の先行経験 と小学校の家

庭科で学習 したことを振 り返 らせ，中学校におけ

る技術 ・家庭科での学びにつなげ，見通 しをもっ

て学べるような工夫が必要である。

③生徒自身がそれぞれの生活の中で課題を見つけ，

切 り開く力を身に付けるには，日頃の学習の中で，

特に実践的 ・体験的な学習活動の充実を図ること

が有効であろ う。生徒が 「知っていること」を 「で

きること」や 「実感を伴って理解すること」につ

なげるための指導の工夫が課題である。

（2）研究内容

①3年 間を見通 した年間指導計画の作成

新学習指導要領では，現行の2つ の内容に代わ

り，「A家族 ・家庭 と子 どもの成長」「B食生活 と

自立」「C衣 生活 ・住生活 と自立」 「D身近な消費

生活 と環境」の4つ の内容 となり，小校家庭科の

内容 と中学校技術 ・家庭科 （家庭分野）の内容の

体系化が図られ，小 ・中5年 間で効果的な指導を

行 うことが強調された。そこで，小学校における
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指導内容を踏まえ，中学校の技術 ・家庭科におけ

る題材の構成や配列を検討 し，3年 間を見通 した

年間指導計画を作成 した。

3年 間を見通 した年間指導計画を立てるに当た

っては，次のポイン トを明確にした。

○生徒の実態をつかむ。

例えば，アンケー トを行って，「生徒のもってい

る技術 ・家庭科観」や 「できること」「これからで

きるようにな りたいこと」「今までに作った料理や

作品」「楽 しかった家庭科の思い出」等を調査 し，

生徒の実態を大まかに把握 した。それにより，小

学生で充分に身に付けられなかった内容や，中学

校の学習指導要領に示 されている内容から生徒に

教科で付けたい力を明 らかにすることができた。

○効果的な指導 とするために，実践的 ・体験的な

学習活動を充実させる。

例えば，基礎的な知識及び技術を身に付けさせ

るためには，意図的に繰 り返し行える題材を工夫

したり，段階を追って積み重ねて指導できる題材

配列にした りす る。また，体験 を振 り返 り言語活

動等を充実させ る等，3年 間にわたる題材の構成

や配列を検討 し，実践的 ・体験的な学習活動の充

実を図る。

○教科の 目標 を踏まえ，ス トー リー性のある年間

指導計画とする。

今回は以下の3つ の視点か ら指導計画を作成 し

た。

ア ：「環境に優 しい生き方を探る」

イ ：「人とのかかわりを大切に し生き方に学ぶ」

ウ ：「生活の自立を目指 した生き方を創 る」

この中から，本校で実践を行ったウ ：「生活の自

立を目指 した生き方を創 る」の指導計画 （図1）

を以下に示 した。この指導計画では，1年 生で 「食

と衣」の生活の自立のための基礎的 ・基本的な知

識 ・技術を習得 し，2年 生，3年 生で自己の生活

の自立が家族や地域 ・環境等 との関わりの中にあ

ることを意識 して 「家族や地域」を軸にして 「幼

児」や 「住生活」や 「環境 と消費」の題材を組み

立てた。また，生活に必要な基礎的 ・基本的な知

識や技術の定着を図るために，基礎的な技術につ

いて繰 り返し学習できるように，「食 と衣」の題材

を2年 生と3年 生にも配置 した。

○ 「生活の課題と実践」をどの時期に配置するか。

3年 間を通 して課題をもたせて行 うこともでき

るが， この指導計画では生活の 自立にとって重要

な食生活に的を絞 り，2年 生の夏休みを挟み課題

を設定 し計画を立てて最終的に発表ができるよう

にした。前後で合わせて4時 間の計画である。

図1「 生活の自立を目指 した生き方を創る」指導計画
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○学習内容の時間の配分はどうするか。

この指導計画では 「A家族 ・家庭 と子どもの成

長」を20時 間，「B食生活 と自立」を30時 間，

「C衣生活 ・住生活 と自立」を24．5時 間，「D

身近な消費生活 と環境」8時 間とし，「生活の課題

と実践」を 「B食生活 と自立」で行い4時 間とし

た。

○ 「D身 近な消費生活 と環境」の題材構成をどう

考えるか。

Dの 内容 とA～Cの 内容を関連 させ，実践的な

学びにするために以下の工夫をした。

・1年 生では，「B食生活と自立」 と 「D身近な消

費生活 と環境」を関連させた題材 として，「イチゴ

ジャム作 りか らみえるもの」を設定 した。イチゴ

ジャムを作るための食品の選択 と購入の体験的な

学習を通 して，物資の選択 ・購入の指導を行った。

また，「B食生活 と自立」 と 「D身近な消費生活

と環境」を関連 させた題材 として，「環境に優 しい

調理をしよう」を設定 した。調理実習での洗剤の

使い方や生 ゴミの減量化について環境に配慮 した

工夫の指導を行った。

・2年 生では，「C衣生活 ・住生活と自立」 と 「D

身近な消費生活 と環境」を関連 させた題材 として，

「日本手ぬ ぐいのかぶ り物の製作」を設定した。

製作を通 して，1年 生で学習 した並縫いとまつ り

縫いの定着を図ることが主な目的であるが，環境

の視点か らみると日本手ぬぐいは多様な用途があ

り，昔か ら資源の有効活用の一つとして使われて

きたことを意識 させ指導を行った。

○3年 間を見通 した指導計画は状況に応 じて修正

できる柔軟 さをもつ。

例えば，調理実習等は，食品の旬の時期や気候

等の影響を受けることもある。また，食に関する

時事問題を うま く取 り入れることもできる。最初

に決めて3年 間そのまま進むのでなく，世の中の

流れや生徒の実態をつかみつつ修正をしながら実

践 していきたい。

②学習意欲につながる効果的なガイダンスの実践

「A（1） 自分の成長と家族」の項 目はガイダ

ンスの扱い としての内容をもってお り，家庭分野

の最初の授業で行 う。 このガイダンスは，生徒 自

身が自分の成長を振 り返 りつつ，自分の経験や学

びを家庭分野の学習につなげて，意欲をもって学

習に取 り組ませるねらいがある。今 まで小学校家

庭科で学習 してきたことがこれからの学習にどう

つながるのかを生徒たちが個々にイメージできる

ように したい。ガイダンスを行 うには次のような

方法が考えられる。

ア ：これから学ぶ内容を教師が具体例をあげて

説明していく。

イ ：今までの技術 ・家庭科 （家庭分野）学習の

成果や上級生等の作品や活動の写真等を見せ

る。

ウ ：生徒 自身がこれか らの学習について，ワー

クシー トに自分の考えを書き， 自分の 目標を

明らかにし，これからの学習を創っていく。

［本校でのガイダンスの実践事例］

本校では上記のア～ウの3つ の方法を組み合わ

せてガイダンスを実施 した。ガイダンスを通 して

教科の目標や どんな学び方をす るのか，どんな力

を付けたいか等教科の取組の心構 えや学習意欲 を

養いたいと考えた。そこで，生徒が 自分の実態を

確認するためのアンケー ト，学習内容を理解 しや

す くす るための資料 （図2パ ワーポイン トによる

提示），「自立度チェックと目標設定」のワークシ

ー ト （図4） を準備 した。

ガイダンスの展開は下記の通 りである。

【導入 】 ・小学校家庭科で学んだことやできる

こと等の確認を行 う。 （アンケー ト）

【展 開】 ・技術 ・家庭科 （家庭分野） の学習内

容 をパ ワー ポイ ン トを使 って，具体的

にイメー ジで きるよ うに説明す る。

【ま とめ】 ・家庭分野の内容 について 自分のでき

るこ とをワー クシー トでチ ェック し

これか ら3年 間の学習の 目標 を決 め

発表す る。
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具体 的には次 のよ うに展 開 した。

【導入 】ア ンケー トに よる実態確認

生徒 が学ん だ ことやで きる こと等 を確認す るた

めの質問項 目として，

Q1： 家庭科 の学習 で楽 しか った ことは何 です か。

Q2： 家庭科 でできるよ うにな った こ とは何ですか。

Q3： 家庭分 野で身 に付 く力は どの よ うな力だ と思

いますか。

Q4： 技術 ・家庭 科は どん な教 科 だ と思いますか。

Q5： これか らや ってみた い学 習 は何 です か。

の5つ を設 定 した。

生徒 は この アンケー トに答 え るこ とに よって，

小学校家庭科 で学習 した こ とや 自分が身 に付 けて

きた こ と，技 術 ・家庭 科観等 を明確 に し自分 自身

の実態 を確認す ることがで きた。

参考 までに，以下 の よ うな生徒 の実態が見 えて

きたので紹介す る。

・学習 で楽 しか った ことについては， 「グループで

調理実習 を した こ と」 「料理 し終わったあ と食べ る

こと」 「バ ンダナに刺繍 をし3年 生へプ レゼ ン トし

た こと」 「色々 なもの を作った こと」等 が挙 げ られ

てお り，最 も多かった内容 は調理実習 でその次に

製作 となっていた。

・家庭 分野で身に付 く力 としては，「生活に必要 な

力」， 「指 を器 用 にす る力」， 「料 理す る力」，「日常

使 う力」， 「一人暮 らしにな った時の生活 の知恵」

等の記述が あった。

・調 理の内容 につい ては小学校 の家庭 科 と総合的

な学習の時 間で作 った ものが 区分 されていない。

【展 開】家庭分 野の学習 をイ メー ジす る。

これ か らの学習内容 を理解 しやす くす るために

パ ワーポイ ン ト （図2） を使 っ て，教科 の 目標や

学 習 内 容 ，3年 間 の 学

習 の 流 れ につ い て 説 明

した。

ま た ，生 徒 が具 体 的

なイ メー ジ を もて るよ

うに，実習 中の生徒 の

様子や生徒作品の写真 （図3） 等を提示 した。ま

た， 自分 自身の成長 に

引き寄せて考 えること

が出来 るよ うな言葉 か

けを工夫 した。 その結

果，家庭分野の 目標等

1年 生 にはやや難 しい言葉 もあったが， とて も熱

心 に聞 き，学習意欲 を高 め るた めの効果的 な授 業

となった。

【ま とめ】学習 目標 を決 め発表 を行 う。

「自立度チ ェ ックと 目標設 定」の ワー クシー ト

（図4） を用 いて， 自分の 自立度 を数値化 し，そ

の結果 か ら目標 が設定 でき るよ うに した。

この ワー クシー トは，家庭分野 の学習 の概 要 を

大 まか に把握 した後 に活用 す る もの と して作成 し

た。学習 の全 体像が把握 で き，それ に沿 って 自分

の 自立度 がチェ ックで きるよ うに なってい る。

これ を も

とに ， 技 術

・家庭科 （家

庭 分 野 ）3

年 間 で 自分

は具 体 的 に

どん な 力 を

付 け て い き

た い か ， 目

標 を立 て さ

せ る よ うに

し た 。

その結果，3年 間の家庭分野の学習に見通 しを

もって，自分の目標を明確にす ることができた。

さらに，これか ら学ぶ家庭分野の学習への意欲に

もつながった。

この授業での具体的な発表内容としては，「小学

校の家庭科学習で学んだことをさらに深め専門的

な学習になるので楽 しみである」「家の人からセン

スが悪いといわれたので家庭分野の学習で衣服に

ついて学んでコーディネイ トできるようになりた

い」「自分一人で料理がつ くれるようにな りたい」

図2プ レゼンテー ション

図3生 徒作品の写真

図4「 自立度チェックと目標設定」ワークシー ト
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等と意欲的な意見が多かった。

③実践的 ・体験的な学習活動の充実

生活に必要な基礎的 ・基本的な知識及び技術は，

実習や体験等の活動を通 して生徒が習得するもの

であることから，生徒の実態に沿った効果的な学

習活動を工夫 し充実させた り、言語活動の充実を

図り体験の質を高める工夫をした りすることによ

り、確かな学力を身に付けることができる。

そこで，本校では，確かな学力を習得 させるた

めの実践的 ・体験的な学習活動の在 り方について

検討を行ってきた。以下にその結果を示す。

○実践的 ・体験的な学習活動を多 く取 り入れる工

夫

図1の 指導計画で示 したように，限られた時間

の中に実践的 ・体験的な学習活動 を効果的に配置

し，数多 くの実践や体験ができるように工夫を行

った。例えば，1年 生 「バランスのとれた食生活

をエンジ ョイ しよう」では消費の学習 と調理室の

オリエンテーションを兼ねて 「イチゴジャム作 り

か らみえるもの」の学習を行った。この題材は，

講義だけで授業を行 うこともできるが，消費の学

習 としてジャムをつ くるためのイチゴの購入体験

や，生鮮食品の選択の仕方 と加工食品を作る体験

ができる複数の体験を入れて題材 を設定する工夫

をした。

調理実習の展開の工夫 としては，魚の調理実習

で魚料理の経験が少 なく苦手な生徒が多かった。

そこで，調理実習を2時 間続きでなく，1時 間づ

つにし2回 の実習に分け，魚を 「焼 く」，「煮 る」

等の技術を確実に身に付けられるよう指導した。

魚に触れる回数が増えることで，魚の調理の苦手

な生徒が魚料理を克服できようになった。回数を

増やすことで，準備や片づけの手順も良くなった。

題材 「快適な衣生活」で，「簡単な補修の仕方」の

あとに 「生活を豊かにする物作 り」の製作を入れ，

2年 生では 「日本手ぬぐいのかぶ り物製作」，3年

生では 「安全に住まうための物の製作」を入れた。

基礎的 ・基本的な技術を身に付け，それを応用 し

てできる製作を数回入れる工夫である。

○基礎的 ・基本的な知識や技術を習得するために

学習活動を繰 り返 し行 う工夫

食生活や衣生活に必要な基本的 ・基礎的な知識

や技術の習得は，題材の中に既習内容を盛 り込ん

で繰 り返 し行 う工夫を行っている （図1参 照）。例

えば，2年 生の題材 「地域の食文化を知ろう」，「日

本手ぬぐいのかぶ り物の製作」，「食品開発で試作

品の計画と商品作 り」，3年 生の 「安全に住まうた

めの物の製作」は，すべて1年 生の既習内容であ

る知識や技術を繰 り返 し学習す ることを意識 し，

既習内容を復習 した り応用 した りできる題材 とな

るように工夫 した。

○効果的な体験とする工夫

実践的 ・体験的な学習活動を効果的なものとす

るために，

・学習の必要感を高める

・食生活に関連 させて身近な消費 と環境の内容

を体験的に学ばせる

・幼児の触れ合い体験を充実させる

・体験を振 り返る等の言語活動を充実させ，体

験学習の質を高める，等の工夫を行った。以下

にその実践を紹介する。

・学習の必要感を高

める工夫

本校 では，2年 生

の特別活動で農村体

験を行った。その時

期 に合 わせ て題 材

「日本手ぬぐいでか

ぶ り物 を製 作 しよ

う」 （図4参 照） を

設定 した。1年 生で

既習済みの並縫いや

まつ り縫い （図5参

照）やアイロンかけ

の定着のための繰 り

返 しの学 習で あるが，農 家の高齢者 にプ レゼ ン ト

し，縫 い方 を評価 して もら うの で，製 作す る必要

図5ま つり縫いをしている様子
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感を高めて学習できた。

・「B食生活 と自立」 と関連 させて 「D身 近な消

費生活と環境」の内容を体験的に学ばせた事例

「B食生活と自立」と 「D身近な消費生活と環

境」を組み合わせ，題材を考え消費を体験的に学

習する実践例題材 「イチゴジャム作 りか ら見える

もの」を実施 した。

調理実習で使 う食材を学校の近 くの商店街で購

入する体験を通 して，生鮮食品のよりよい選択に

ついて学習を行った。班毎に買ってきた生鮮食品

（イチゴ）が良いものであるかの点検は，値段 と

重量や糖度を比較 して検証 した。また，ジャムの

ラベル作 りを通 して加工食品の表示の学習も行っ

た。生鮮食品 と加工食品の選択や購入について体

験的に学習するとともに，調理室の使い方のオ リエ

ンテーションを兼ねた実習ができた。

・幼児との触れ合い体験を充実 させる工夫

新学習指導要領における幼児 との触れ合い体験

については，従前の選択項 目から必修事項 として

の取扱いとなった。つま り，すべての学校におい

て，幼児触れ合い体験の工夫が求められている。

そこで，本校では，必修になったことを踏まえ，

どのような触れ合い体験が効果的なのか，その在

り方について検討を行った。

ここでは，中学校 に幼児を招いて実施す る触れ

合い体験について2事 例を紹介す る。

ひ とつは，幼児のいる

家族を何組か学校 に招待

して行 う体験である。 こ

の体験では，幼児 と触れ

合 うだけでなく，家族が

幼児をどのように育てて

い るか を観 察 し

た り，インタビュー した りすることができる。こ

の活動を通 して，生徒は幼児を体験的に理解する

とともに，家族の幼児に対するかかわ りや家族の

役割についても理解を深めることができた。

もうひ とつは，近隣の保育園の散歩の時間に学

校を訪問 してもらい，幼児の 日常的な様子を観察

しながら一緒に遊ぶ体験である （図6）。当初は幼

児 と遊べなかった生徒 もいたが，時間とともに触

れ合 うことができるようになった。

配慮事項 としては，夏場は待機場所の準備や幼

児の安全面で教室等の環境整備が必要である。

・体験学習を振 り返る等の言語活動を充実させ，

体験の質を高める事例

観察や実習等で得 られた情報や知識を，比較し

た り関連づけた りして記入できるワークシー トを

工夫 した。そ して、学習内容に応 じた言語活動 （記

録、要約、説明、論述、討論、発表）等を充実さ

せ，体験を効果的に振 り返ることができるように

した。

（3）成果 ・課題

本研究の成果として，ガイダンスの実施により，

3年 間の学習に見通 しをもち，取組への意欲が高

まった。また，体験的 ・実践的な学習活動 を充実

させたことで学習に対する興味 ・関心が高ま り，

実生活で生かそ うとす る姿が見 られ るようになっ

た。例えば，自分の課題 をもって取 り組む学習活

動では，長期休業を利用 し，学習 したことを発展

させ家庭で実践 した レポー ト等の提出が増えた。

生徒の生活での実践化の実態，知識 ・技術等の

習得状況の検証については，今後の課題である。

3研 究成果の普及

本校の研究発表会 （年2回 ）を通 して，研究授

業を行い，全国からの参加者に普及するように し

ている。また，神奈川県の技術 ・家庭科 （家庭分

野）の研究会等で事例を紹介 してきた。 さらに，

様々な機会に実践事例の執筆を行い，研究内容の

普及を行っている。今後 も引き続き，技術 ・家庭

科研究会等において発表を続けていきたい。

4今 後の展望

2年 間の研究を踏まえ，引き続 き実践を行 う。

新学習指導要領の全面実施にむけて，生徒が学習

内容に興味 ・関心をもち，より確かな力を身に付

けることのできる学習活動の検討やカ リキュラム

改善を行 う予定である。

図6幼 児との触れ合いの様子
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平成20年度教育課程研究指定校事業研究成果報告書
ふ りが な

学校名
おかや まだいが くきょういくが くぶふぞ くちゅ うがっこ う

岡山大学教育学部附属中学校

校 長 名 ：山中 芳和

所 在 地 ：岡山県岡山市東 山2丁 目13－80

電話番号 ：086－272－0202

④ 各教科等におけ る指導の工夫改善に関す る研究

（平成19・20年 度）

研究対象教科等 技術 ・家庭

Ⅰ 研究指定校の概要

1学 校 ・地域の特色及び実態

本校は昭和22年 に岡山大学教育学部の附属校

として開校。岡山市中心部東の閑静な住宅街に

位置し，同敷地内に附属小学校が併設されてい

る。 「自主 自律 豊かな心でた くましく」を教

育目標に，教科学習を通じての人間形成を目指

している。また，岡山大学教育学部 と連携 し，

生徒の未来を見通 した幅広 く将来に役立つ教育

の実践研究を行 うとともに，有能な教員を育成

するための教育実習や地域貢献に力を入れてい

る。生徒は，県内より募集 し，附属小からの生

徒 と他小か らの生徒の割合がおよそ3：2。 男

女比は同数。生徒の学習意欲は高 く，生活態度

も落ち着いている。また，保護者の本校教育活

動への期待は大きく，PTA活 動等も盛んであ

る。

2学 校 の概 要 （平成20年5月1日 現在）

教員数27名

Ⅱ 研究の内容及び成果等

本校の学校研究では，今まで，「主体的な学習」

についての取組を進めてきた。今回は，これまで

の研究を踏まえながらも，改めて教科の学びの本

質を考え直 し，技術 ・家庭科で何を教えるべきか，

どの よ うな生徒 を育てるかを考 えよ うとした。そ

して，技術 ・家庭科 の 目標 を再確認す る とともに，

授業を見直 し，教科教 育課程 上の今 日的課題 に取

り組 んだ。分野別 に紹介す る。

◆ 【技術分野】

【研 究 成 果 の 要 点 】

技術分野の学習をよ り適切に進めるために，

内容 「A技術 とものづくり」 と 「B情報 とコン

ピュータ」を連携 させた指導計画を検討 した。

またその際，情報機器の特質を生か した評価の

場面を設定することで，限られた時間の中でそ

れぞれの目標が達成 された。特に内容Aの 製作

に要 した実質時間は減っているものの，製作技

能への影響 もあまりないことが確かめられた。

1研 究主題等

（1）研 究主題

生徒 自らが学 びの本質を追究 し，学ぶ意欲

が高まる技術分野指 導の在 り方

― 「情報 とコン ピュー タ」 と 「技 術 とものづ

く り」の学習内容 を結び つ けた教 科指導 の実

践 を通 して ―

（2）研究主題設定 のね らい

技術 ・家庭科 （技術） では，時間，及び指

導 内容の削減 によって，技術 に関す る理論 ，

原理 の応用 ・工夫 の指導 を座学 で教授 して終

わって しま うこ とといった授業 も見 られ るよ

うにな った。

一方
， コンピュー タを用いた学習指導 が全

国的 に行われ るよ うにな って随分 と経 ち，情

報教育の実践 も進 んで きてい る。 小学校 では

アプ リケーシ ョンソフ トの利 用な どを中心 と

した コン ピュー タの操 作に慣れ親 しむ活動が

行 われ ，中学校入学段 階での コンピュー タの

操作 に関す るスキル は決 して低 い ものではな

い。 しか しなが ら，技術分 野の内容 「B情 報

とコン ピュー タ」 では，依然 としてアプ リケ

ー シ ョンの操作習得 に時間 がかけ られ てい る
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実践も見 られることや，アプ リケーションソ

フ トを適切に使用することの有用性 を実感で

きず，この学習が他の学習内容と分離 したも

のにな りがちとい う課題 もある。

そこで，「情報 とコンピュータ」の学習を

単独で行わずに，「技術 とものづ くり」の内

容 と結び付けて学習 させるとともに，情報機

器の特徴を生かすことでより効果的な学習が

進められると考えた。

（3）取組体制

本研究の内容や方法については，岡山大学

教育学部や他大学の教員との連携を取 りなが

ら，年3回 予定されている実践発表会で県内

の教員 と情報交換を進めていく。また，県内

の中学校教員に研究協力委員を委嘱 し，調査

・実践について協力のもと研究を進める。

（4）2年間の主な取組

平

成

19

年

度

6月 実態調査

7月 研究計画の作成，研究協力員の委嘱

9月 新学習指導要領に関する調査 ・研究

11月 授業公開，研究協議会

12月 新学習指導要領の趣 旨，研究成果を生

かした次年度教育課程の編成

2月 報告書作成

平

成

20

年

度

4～7

月

授業実践

8月 授業報告 ・研究協議会開催

11月 成果の調査 ・分析

12月 報告書作成

2研 究内容及び具体 的な研究活動

第1学 年 「技術 とものづ く り」の学習 に合わ

せ て，情報 をデ ィジタル 化す ることでネ ッ トワ

ークを含 めて様 々な場 面で利 用で きる とい う長

所 を実感 させ る場 を設 定 した。 具体的 には，製

作過程 をコン ピュー タを活用 して「製作 の記録」

としてま とめ させ る とともに，ネ ッ トワー クを

利 用 させ ることとした。

（1）指導計画の検討

アル ミ薄板 を加 工 しなが ら学習 を進 める題

材 「マ グネ ッ トク リップの製作」での製作の

ま とめ と 「情報 とコンピュー タ」の学習を結

びつ けて，合計10単 位 時間での実践 を行った。

単 にコンピュータ及 び情報機器 を活用す るだ

けで はな く， 「技 術 とものづ く り」での学 び

をま とめ させ なが ら，それ らに関す る 「情報

とコンピュー タ」の学習内容 について扱 える

よ うに，指導内容 を分析 し，体系的 に配列 し，

指 導 計画 の工夫 改 善 を図 って い く こと と し

た。今回の研 究では，図1の 網掛け部分を製

作学習 と融合 して行 うことと した。

（2）取組

材料や加工技術について学習 しなが ら，製

作 工程 の区切 りごとに，その様 子を画像に撮

影 させ，授業時間 ごとの 「製 作の記録 」を コ

ン ピュー タを活用 して行 わせ た。 その時，入

力装置 と してのデ ィジタル カメラ，デ ィジタ

ル化の しくみ ， コン ピュー タネ ッ トワー クの

しくみ，認証の しくみ，携帯情報端末 の利用，

校内電子掲示板の活用等 に関す る情報活用の

基礎 的 な理 論や 方法 につ い て扱 うこ と とし

た。

「製作 の記録」は，無線LANで ネ ッ トワ

図1指 導内容配列
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ー クに接 続 され た ノー トパ ソコンで行 わせ

た。 生徒 一人一人のデー タを保存す るこ とが

できる個 人フォル ダを準備 し，サーバ上 にデ

ータを保存 させ る
。 クライ アン トサーバネ ッ

トワー クを活 用す る ことの便利 さを体験 さ

せ，デー タ保存場所 を意識 させ ることで， ク

ライ アン トとサーバ の関係 を理解 させ る。 ま

た，ネ ッ トワー ク利用での ログオ ンや ログオ

フの必要性 にも気付かせ ることとした。

各種情 報機 器 の扱 い に慣れ て きた とこ ろ

で，製作活動場所で手軽に使 える小 さな コン

ピュー タと して，携 帯情報 端末 も利 用 した。

具体的にはデ ィジ タル カメラの代わ りに，デ

ィジ タル カメ ラの機 能を持 ってい る携 帯情報

端 末 を使用 して撮影 させ た （図2） 。

また，撮影 後，気付 いたこ とな どメモ程度

の簡 単な文 を，手書き入力や キーボー ド入力

を選 択 して入力 させ （図3） ，そ の後 ノー ト

パ ソコン上で ま とめ させ た。 手書 き入力か キ

ー ボー ド入力かや ，携帯情報端 末か ノー トパ

ソコンかは，それぞれ の特徴 と各 自の使 用感

で選択 させ てい る。 コン ピュータ とい うもの

について，パ ソコンだ けが コン ピュー タでは

ない こと，適 した コンピュー タの使 い分 けを

す ることで情報 を加 工 してい くこ とを，先 に

学習 したデ ィジ タルカ メラ と関連付 けて意識

させ るよ うに した。

ノー トパ ソコンでま とめた各 自の 「製作の

記録 」は校 内電子掲示板 に提示 し，相互に閲

覧 させ ，意見交換 させ た。 これ は情 報通信 ネ

ッ トワー クを利用 した情報伝 達の特徴 につい

て，体験的 な活動 を通 して考え ることがで き

る ようにす る とい うこ ととともに，各 自の 「製

作 の記録」 を相互評価 し， 自らの学 習の成果

を 自覚 させ るとい うこ とも 目的 としてい る。

図4に 各 自の 「製作 の記録」 を，図5に 校 内

図2携 帯情報端末で撮影している様子

図3携 帯情報端末で手書き入力 している様子

図4各 自の 「製作の記録」の画面 （例）

図5校 内電子掲示板への掲示 （例）
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電子掲 示板 を示す。校 内電子掲 示板 は， 「製

作の記録」の掲示位 置 を各 自で決 めることが

で きるよ うになってお り，製作技能 を自己評

価 しなが ら掲示場所 を決め させた。 また，他

者 の 「製作 の記録」は閲覧す るだ けではな く，

そのま とめ方 につ いて コメン トを付 け させ る

こ とで，製作 に関 して他者 の学 びか ら学ぶ こ

とと，デ ィジタル作 品へ の他者評価 を同時 に

行 った。図6に 他者 の 「製作 の記録」 に対 し

ての コメン トを示す。

ノー トに鉛筆で記入 した り，コン ピュー タ

を使 った りし，それぞれの 「製作の記録」 を

各 自で記 入 した りす るだ けの従来のや り方 と

は違 う。 ネ ッ トワー クを利 用す ることで可能

となる相 互閲覧や コメ ン トの追加な どは，情

報 のデ ィジタル化や ネ ッ トワー ク利用 の利便

性 を実感 させ る とともに，各 自の学 びを深 め

るこ とにも繋が った。

（3）成果 ・課題

生徒 の 「製作の記録」 には図7の よ うに，

材料や加 工技術 についての学習 を整理 し， 自

分 の体験 に基づいた気 付 きと一緒にま とめた

ものが多 く見 られ た。相 互閲覧す ることを意

識 しなが ら，各 自の学 びを振 り返っているこ

とが伺 える。他者 に分 か りやす くま とめるこ

とで各 自の学び を深 めている と考え られ る。

この活動 は，改訂 され た学習指導要領 に「各

分野の指導 につ いては，衣食住や ものづ く り

な どに関す る実習等の結果 を整理 し考察す る

学 習活動 〈略 〉が充実す るよ う配慮す るもの

とす る。」 と示 され た 「言語活 動」 その もの

であ り， この活動の効果 が明確 に現れた とい

うこ とがで きると思われ る。

また， 「製作 の記録 」につい て他 者評価 す

るこ とで， じょ うず なま とめ方の知恵 を自ら

見つけ出 し，各 自の 「製作 の記録 」にいか し

てい る様子 を伺 うこ とが できた。

製作技能へ の影響 を調べ るために，平成19

年度 の同題材で の実践 と，今回 の実践 との技

能評価 を製作工程 ごとに比較 した。 なお，平

成19年 度 の実践では10単 位 時間内で 「情報 と

コン ピュー タ」の学習は行 っていない。

A，B，Cの3段 階で評価 した技能評価の

内，Aの 占めた割合 を図8に 示す。切 断では

99．3％か ら96．3％ に，やす りがけでは47，2％

か ら42．5％ に， ばね巻 きで は83．2％ か ら76．3

図6他 者 の 「製作の記録 」への コメ ン ト （例 ）

図7気 付きをまとめた 「製作の記録」（例）

図8技 能評価Aの 割合の比較
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％に，組み立てでは68．9％ か ら71，9％ に，調

整 では91，9％ か ら82．5％に変化 した。 また，

ね じき りでは99．4％ で変わ らなかった。今回

の実践では 「技術 とものづ く り」の学習 に要

した実質時間は減 っている ものの，製作技能

へ の影響 は あま りない こ とが伺 える。 「製作

の記録」をま とめるこ とを通 して，技術が果

たす役割 について理解 を深 め，知識や技術を

適切 に活用す る能力や態度が育 った ことで，

製作 時間減 の製作技能への影響が補われ てい

る と考 え られ る。

「情報 とコンピュータ」の学習 について も，

生徒 の学習が， よ り主体的な ものにな り，情

報手段の特性 を生か した適切 な コン ピュー タ

利用 もできていた。 しか し，1単 位時間 の授

業の 中で製 作学習 と同時に行 ったこ とで，学

習 目標 が多数 にな ること，また，製作す る場

に コンピュータを持 ち込む こ との問題点 もあ

った。

3研 究成果の普及

本校 では，学校全体で共通の研 究主題 に取 り

組 む学校研究 とは別 に，年数回，教科独 自で行

う 「実践発表会」 を開催 してい る。 こうした機

会 を捉 え，本研 究で実践 した事例について紹介

し， ご意見を聞きなが ら研 究 している。

4今 後の展 望

本研究 では， 「情 報 とコン ピュー タ」 の学習

を単独 で行 わず に，材料や加工技術 に関す る内

容 と結 びつ けて学習 させ る実践 を提案 した。

新学 習指 導要 領 にお け る技 術分 野 の学習 で

は，実践的 ・体験的 な学習 を積み上げてい くこ

とが今 まで以上 に求 め られて くる。今後 は，本

研究 に基づいて，新学習指導要領 にお ける各内

容 を連携 させ た学習について も検討 を進 めてい

きたい。

◆ 【家庭分野】

【研 究 成 果 の 要 点 】

これまでの本校の家庭分野での研究 と新学習

指導要領の方向性の重な り合 う部分に焦点をあ

てて研究に取 り組んだ。すなわち，生徒自らが

学びの本質を追究する家庭分野の在 り方は，充

実 したガイダンスやス トー リー性のある3年 間

の学びの展開にあるとした。また，家庭分野で

の学びが今の実生活 と結び付 くために生活の中

に課題を見つけ，その解決に向けた実践に取 り

組むための指導の手だても必要であるとした。

研究実践の成果 として，生徒は家庭分野の学び

を知識 ・技術を身に付けるだけにとどまらない

ものとしてとらえ，生活者としての自立を目指

し，生活を見つめて改善した り工夫 した りする

ための学びとしてとらえようとしているとい う

一応の成果を得た．

1研 究主題等

（1）研究主題

「生徒 自ら学びの本質を追究 し，学ぶ意欲

が高まる家庭分野の在 り方」

―家庭分野の学びの本質を追究できる教材

による学習活動の実践を通して―

（2）研究主題設定のねらい

本校の家庭分野では，これまで小中高の系

統性 と教科間の連携を視野に入れ，主体的に

学びをつなぐ生徒の育成をめざして，学びの

本質を追究する3年 間のカリキュラム開発や

指導方法の在 り方について研究 してきた。

平成20年3月 に示 された新学習指導要領の

方向性を踏まえて，生徒自らが学びの本質を

さらに追究 し，学習意欲が高まる家庭分野の

学びが 「生きる力」に結び付くととらえて，

本研究に取 り組んだ。

（3）取組体制

本研究の内容や方法については，これまで

継続して取り組んできた本教科の数々の研究

の成果を踏まえつつ，新たな研究 として取 り
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組んだものである。また，本校主催の研究会

や実践発表会において県内の教員との研究協

議や情報交換の場で，研究の取組を見つめ直

す作業を繰 り返 しなが ら進めてきたものでも

ある。

（4）2年 間の主 な取組

平

成

19

年

度

6月 実態調査

7月 研究計画の作成，研究協力員の委嘱

月9 新学習指導要領に関する調査 ・研究

11月 授業公開，研究協議会

12月 新学習指導要領の趣旨，研究成果を

生か した次年度教育課程の編成

2月 実践発表会

報告書作成

平

成

20

年

度

4～7月 授業実践

8月 授業報告 ・研究協議会開催

11月 実践発表会，授業公開，研究協議会

成果の調査 ・分析

12月 報告書作成

2研 究内容及び具体的な研究活動

（1）具体的な研究課題

今回の新学習指導要領の方向性は，これま

での本教科の研究 と重な り合 うところもあ

り，この学習指導要領の改訂を新たな契機 と

とらえ，これまでの研究成果を踏まえなが ら，

家庭分野の在 り方をさらに追究する視点で研

究に取 り組むこととした。

（2）取組

ア ス トー リー性のある年間指導計画作成

学習指導要領に示 されている技術 ・家庭

科の内容は，系統別に整理されている。家

庭分野の学びは，それを並べて構成すると

い うより，それをどのように して組み合わ

せれば学びがつなが り合いながら生活の中

における実践に結び付いて発展 していくか

とい う視点で構成す ることが重要である。

そのために，具体的にどのような視点で

どのような学びの場を設定 していけばよい

のかを授業実践を通 して研究 していくこと

と した。 図9は ，本年度 の本校の年間指導

計画 の ス トー リー性 を図示 した もので あ

る。

生活者 として自立するという視点で3年

間の学びが貫かれ，各々の学びがつなが り

合 うように組み立てを工夫 した。

また，生活空間 ・生活時間の学びで生活

のとらえ方を学び，生活空間 ・生活時間の

軸で学びがつながってい くことを意図 し

た。（写真1）

さらに，生徒の生活と結び付 く実践的 ・

体験的な学習活動により学びSが より確かな

もの とな り，それが次の学びにつながるた

めに，生徒にとって身近で現在の生活 と結

び付き実践につながる魅力的な題材 を計画

的に組み立ててス トー リー性のある3年 間

の学びの実現を目指 した。（写真2・3）

図9ス トー リー性 のある3年 間の学び

写真1生 活空間 ・生活時間を見つめる授業の学習プリン ト
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イ ガイダンスの見直 しと充実

ガイダンスは3年 間の学びを支えるもの

となるべきである。本校では，これまでも

年度初めに生徒配布用シラバスを用いてガ

イダンスを行ってきた。

これまでのガイダンスは，学ぶ内容を知

ることにより学びを楽しみにし，そこか ら

学ぶ意欲が生まれ るといった色合いの濃い

ものであった。 このガイダンス機能の有効

性の向上を目指 して，家庭分野を学ぶ意味

を生徒 自らが考え，その目的を達成するた

めの3年 間の学びの展望をもつことができ

るガイダンスこそが，生徒の学ぶ意欲を真

の意味で育むことができるととらえた。

つまり，家庭分野の題材や学習内容に対

する魅力のみでなく，家庭分野の必要性や

学ぶ意味を理解することを意図した。

具体的には，ガイダンス自体をひとつの

題材として，年間指導計画の最初に位置付

けて家庭分野の学びを見つめる場面を設定

した。今回の実践では，表1に 示すように

授業を組み立てた。

写真4は ，第2時 の③の授業プ リン トを

示 した ものであ る。 限 られ た時間の 中で，

一人一 人が課題 意識 を持ってア ンケー ト調

査 ・集計 ・分析 ができ，次の学びにつなが

るよ うに工夫 した ものであ る。

第2時 の④ で， これ までの学びが生活に

生か され ていない理 由 と して，生徒か らは

次 のよ うな意見 が出た。

○ 勉強が忙 しくて時間がな い
→時間はつ くれ る →生活デザイ ンを学 ぼ う

○ や り方 を忘れて しまった
→継続すれば忘れ ない→新たな学び で復習 しよ う

○ 自分が しよ うとい う意志がない
→家族の一員 としての 自覚が足 りない

→ これか らの生活 を考 えていない

○ 家族 に感 謝の気持ちがない
→する ことの大変 さを理 解できていない

→家族 の思いに気付 いていない

第2時 の⑤の場面でさらなる知識や技術

や家族への理解等が必要と考え，⑥で生活

のとらえ方を考え始めた生徒は，自分の言

葉で家庭分野の学ぶ意義をノー トに綴るよ

うになった。

ウ 実践的な態度をはぐくむ指導の工夫

家庭での実践は，自主 レポー トにまとめ

る学習活動を継続 して行ってきた。授業や

掲示板で他の生徒に紹介を行い，学びを深

め合 うことができるように関わってきた。

生徒の自主レポー トの中で多いのは，岡

山県版 「クッキングカー ド」を活用 した調

理実践に関す るものである。 これまでは，

家庭実践が自主レポー トにまとめられない

で，口頭による報告にとどまるものもあり

実践内容を共有 したり振 り返る機会を設定

できないこともあった。そこで，自主 レポ

ー トに取 り組む環境を整える工夫をした。

写真2・3ス トー リー性 を踏まえて実践 した ，ゲス トティーチャー

による標 準服の着 こな しを考 えさせ る授 業 ・調理実習 でつ くっ

た りん ごジャム にオ リジナルの ラベルを作成する授業

表1ガ イ ダ ン ス の 例

写真4学 びを生か してで きそ うな ことのア ンケー ト集計例
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a学 習 に合 わせ た 自主 レポー ト用紙作成

bB6版 の ミニ レポー ト用紙の作成

cマ イ レポー ト掲示 スペー スの設置

d実 践記録プ リン ト作成

この手だてに よ り自主 レポー トや ミニ レ

ポー トの取組 は よ り活性化 された。

また，授業で学んだことを家庭新聞とし

てまとめて家族に伝え，家庭での実践の動

機づけを行った。

（3）成果 ・課題

これ らの取組 に よ り，生徒 は学び を 「一週

間に一度 の 「技術 ・家庭科」か ら 「生活が技

術 ・家庭科 （生活 実践 をよ りよい ものにす る

ための技術 ・家庭 科）」 と とらえ直 して いる

こ とが，生徒 の 自主 レポー トや授 業 ノー トや

自己評価か らうかがえ る。

また， 中学校の家庭分野 の学習のイ メージ

は，半年間の学習 を重ね た後 は，大 きく変化

してお り，料理 ・裁縫 の技術 が生活 に役立つ

とい うとらえ方か ら， 自立 を 目指 して よりよ

い生活 をデザイ ンす る とらえ方 に深まった と

と ら え て い る 。

さらに，生活実践 の自主 レポー トや ミニ レ

ポー トの取組 もよ り充実 し，夏休み の レポー

トの取組では，様 々な内容 の レポー トの取組

が見受 け られた。

3研 究成果の普及

これまで，以下に示す場面において，研究の成

果や実践内容を発表 ・紹介 してきた。

（1） 「第30回 岡山大学教育学部附 属中学校研究 発表会」 にお ける

授業公開お よび研究協議会 （平成19年12月 ）

（2） 「岡山大学教育学部附属 中学校 技術 ・家庭科 （家庭分 野）実践

発表会にお ける」授業公 開お よび研究協議 会 （平成19年2月 ，

平成20年11月 ）

（3） 「平成21年 度岡山県技術 ・家庭科研 究大会研 究部会」にお け

る研究実践紹介，授業公 開お よび研究協議 会 （平 成20年8月 ，

平成20年11月 ）

（4） 「平成20年 度 初任者研修講座 （中学校） ―技術 ・家庭 （家庭分

野） の指導 ―」におけ る研究実践紹介 （平成20年6月 ）

（5） 岡 山市の技術 ・家庭 科初任者 による学校訪問 における研 究実

践紹介 （平成20年7月 ）

（6） 岡 山大学教 育学 部の技術 ・家庭科免 許取得の学 生に対する講

義お よび教育実習生への指導 における研 究実践紹介 （平成19年

6月～11月 ，平成20年6月 ～11月 ）

（7） 就実短期大学 の技術 ・家庭科免許取得 の学生 に対す る講義に

おけ る研 究実践紹介 （平成19年2月 ，平成20年2月 ）

今後も，学校での研究や実践発表会を通 して

研究の成果を実践 ・検討 しながら，研究実践 ・

研究成果等の情報の発信にとどまらず，家庭分

野の教育に携わる方々からのご指導や ご示唆を

真摯に受け止めて，交流を図 りながら中学校技

術 ・家庭科の家庭分野の在 り方をさらに追究 し

ていきたいと考えている。

4今 後の展望

さらなる年間指導計画の検討やそれを支える

方法の明確化，ガイダンスの有効性の再検証，

実践的な態度をはぐくむための指導の全体的整

理などが必要であるととらえてお り，引き続き

研究に取 り組みたい。

写真5・6自 主 レポー トや ミニ レポー トを掲 示 している様子

写真7こ れまでの学習内

容をまとめたオリジナル新

聞づくり

図10家 庭分野 の学びのイメージ （学習前）

図11家 庭分野 の学 びのとらえ方 （学習後）

表2夏 休みの レポー ト内容
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平成20年度教育課程研究指定校事業研究成果報告書
り が な

学校名
は つか い ち しりつは つ かいち ちゅ うが っ こ う

廿 日市市立廿日市中学校

校 長 名 ：佐伯 陽

所 在 地 ：広島県廿 日市市桜尾三丁 目9－1

電話番号 ：0829－32－3191

④ 各教科等 における指導の工夫 改善に関す る研 究

（平成19・20年 度）

研究対象教科等名 外国語

Ⅰ 研究指定校の概要

1学 校 ・地域の特色及び実態

本校 は，平成20年 に創立62年 を迎えた廿

日市市で一番古い伝統のある中学校である。

廿 日市市では市の教育方針 として，平成16

年度9月 か ら全小学校で全学年週一時間程度の

英語活動が開始 されている。そのため，中学校

入学当初か ら生徒の音声に対する反応はよい。

また，本校英語科では平成18年 度 より全学

年において，習熟度別指導を行 う等の指導方法

の工夫改善に取 り組んできている。

2学 校の概要 （平成20年5月1日 現在）

教員数29名

Ⅱ 研究の内容及び成果等

【研究成果の要点】

「書 くこと」の習熟の程度 に応 じて「基礎」，「発

展」コース （1学級2展 開）を編成 した。また，

本校英語科具体的到達 目標 を設定 し，到達 目標

に向けて，コースに適 した指導方法の工夫や教

材 開発等 を行 った。

「書 くこと」の具体的 目標 として，ま とま りの

ある英文 （各学年毎に目標英文数を設定）を書

くことを設定 した。 また，他 の技能への取組 を

通 して も書 く力 をつけてい くことに取 り組 ん

だ。その結果，各種調査の 「書 くこと」の領域

において，正答率や通過率が県平均な どを上回

っているだけでな く，各問題 における無答 率が

全国平均や県平均 と比較す ると非常に低い とい

う結果が出た。

1研 究主題等

（1）研究主題

英語科における実践的コミュニケーシ ョン

能力を高めるための指導方法の在 り方

～習熟度別指導を通 して～

（2）研究主題設定のねらい

平成18年 度 より英語科において全学年で

習熟度別指導を実施 してきた。その結果徐々

にではあるが，生徒の学習に対する関心 ・意

欲等が高ま り，授業に前向きに取 り組む よう

になってきた。 しかし，広島県が毎年中学2

年生を対象 として実施 している 「基礎 ・基本」

定着状況調査等の分析により，生徒 自らが主

体的に学習をす るとい う点においては課題が

明らかになり，また，4技 能の うち，「聞くこ

と」「話す こと」に比べて 「読むこと」「書 く

こと」が弱いことが分かった。

そこで，研究主題 を 「英語科における実践

的コミュニケーシ ョン能力を高めるための指

導方法の在 り方」 とし，習熟度別指導を継続

し，基礎的 ・基本的内容の定着のための工夫

や教材開発等を通 して，実践的 コミュニケー

ション能力の育成 を目指 した。その中でも，

特に 「書くこと」に焦点を当て，書 く力を伸

ばすための具体的な取組を模索 した。さらに，

生徒の学習に対する意欲 を喚起 し，自主的 ・

主体的に学習する生徒の育成を目指 した。

（3）取組体制

本校における取組体制は，次の図に示す と
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お りで あ る 。

英語部を中心とした取組としては，広島大

学教授，県教委担当指導主事や県エキスパー

ト教員等の指導を積極的に仰ぎながら，指導

方法について研究を進めた。

（4）2年間の主な取組

【平成19年 度 】

時期 主な取組

4月 ○研究の概要の作成

○中学校3年 間を見通した各学年年間指導計画

の作成

5月 ○教科研修会 （研究の具体的プランの作成）

6月 ○校内研修会 ・講師招聘 （1学年）：指導方法

の検討等

7月 ○校内研修会 ・講師招聘 （2学年）：指導方法

の検討等

○生徒の実態把握 （アンケー ト等）

○習熟度別クラス分けのためのアンケー ト

8月 ○教科研修会

○習熟度別クラス分けのためのアンケー ト

9月 ○校内研修会 ・講師招聘 （3学年）：指導方法

の検討等

10月 ○校内研修会 ・講師招聘 （1学年）：指導方法

の検討等

○廿 日市中学校英語科具体的到達 目標設定

○習熟度別クラス分けのためのアンケー ト

11月 ○市教育研究会授業提案 （1学 年）：指導方法

の検討等

○校内研修会 ・講師招聘 （2学年）：指導方法

の検討等

12月 ○公開研究会 （研究の中間発表）

2月 ○校内英単語検定 ・英文検定実施 （1学年）

○生徒の実態把握 （アンケー ト等）

3月 ○校内英語暗唱大会実施 （1・2学 年）

○各学年具体的到達目標達成状況把握

○一年次の研究のまとめ

【平成20年 度】（予定含む）

時期 主な取組

4月 ○研究の方向性の再確認

○生徒の実態把握 （アンケー ト，校内検定等）

5月 ○教科研修会 （研究の具体的プランの修正 ・検

討）

○校内研修会 ・講師招聘 （3学年）：指導方法

の検討等

6月 ○校内研修会 ・講師招聘 （2学年）：指導方法

の検討等

7月 ○生徒の実態把握 （アンケー ト，校内検定等）

9月 ○校内研修会 ・講師招聘 （1学年）：指導方法

の検討等

10月 ○教育実践発表会 （2年間の研究のまとめ ・発

表）

12月 ○研究のまとめ

○生徒の実態把握 （アンケー ト等）

1月 ○校内英語暗唱 ・弁論大会実施 （1・2学 年）

2月 ○2年 間の研究のまとめ ・報告書の作成

○生徒の実態把握 （アンケー ト等）

2研 究内容及び具体的な研究活動

（1）具体的な研究課題

習熟度別指導を生か した，コースに適 した

指導方法の在 り方と教材の工夫 ・開発
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（2）取組

① 本校英語科 具体的到達 目標の設定

平成19年 度 に3年 間の ゴール ，つ ま り

「3年 間 で こ うい う生徒 に育ってほ しい」

とい う共通理解 を英語科で行い，「廿 日市 中

学校英 語科具 体的到達 目標 」 を設 定 した。

そ こには4技 能 に加 え，廿 日市 中学校 オ リ

ジナル と して 「関心 ・意欲 ・態度」 を含 め

た5項 目に分 けて記述 した。 この到達 目標

は調査官等 か らの指導 を取 り入 れ，少 しず

つ 改良 を加 えた。本校 で は，全 学年で1学

級2展 開の習 熟度別指 導 に取 り組 んでい る

が ，両 コー スで個 に応 じた指導 を工夫 しな

が ら， 目標 達成 を図ってい る。

基礎 コースで は，本時 の学習内容 に入 る

前に，既 習事項 の復習 に取 り組み，基礎的 ・

基本 的内容 の繰 り返 しで定着 を図 り，習得 ・

活用 を させ てい く。発展 コースでは，基礎的

・基本的内容の定着 ・習得の上に，更に発展

的 な学習に取 り組 み，活用の充実を図る。 こ

の よ うな コー スに適 した指 導 を展 開 しなが

ら， 目標 達成 を図 る。

② 習熟 の測 定

平成19年 度 当初 ，習熟度別 クラスに分

ける際 に，何 を 「習熟」 の基準 とす るか悩

んだ。 小学校 の英語 活動 の大 きな成果 とし

て，入学 当初か ら英語 に興味 を もち，「聞 く

こと」 「話す こと」に慣れ親 しん でい る生徒

が非 常に多い ことが分 か った。 しか し，定

期試験 をは じめ とす る各種テス ト， 「基礎 ・

基本 」定着状況調査等 を分析 してい く中で，

他 の技能 に比べ ，「書 くこと」において個々

の生徒の定 着状況 の差 が一 番大 きい こ とが

分 かった。 そ こで本校 で は，習熟 の程度 を

「書 くこ と」 の定着 の度合 いで判 断す るこ

とに した。

③ コース編成

コース編成 は，平成19年 度 当初 ，定期

試 験等 を参考 に しなが らも，本 人 の希望 を

尊重 し， コー スを編 成 してい た。 しか し，

授 業 を進 めてい く うち，生徒 の希 望 を尊重

す るあま り， コー スに適 した指導 が生か さ

れ ない場面 が多 く見 受 け られ て きた。 そ こ

で， コー スに適 した指 導方法 を実践 してい

くた め，生徒 の希望 には耳を傾 けなが らも，

「書 くこと」 の習熟 の程度 に応 じて コース

を編成す る こととした。

例 えば，本年度 の1年 生 の第1期 コー ス

編成 では，定期 テス トにお ける 「書 くこ と」

の うち，「言語や文化 につい ての知識 ・理解」

の得点 で分 け，65％ 以 上を発 展 コースに，

65％ 未満 を基礎 コース と した。その際に，

基礎 コース の生徒 が多 くな りす ぎない よ う

に配慮 した。 コース間 の入 れ替 えは，学期

に1回 行 った。

④ 生徒 の意識調査分析

平成19年 度 よ り，全学年 で英語 学習 に

対す る生徒 の変容 をみ るた めに，各 学期 毎

に全 学年 を対象 に意識調 査 を実施 した。 意

識調査の項 目は， 「基礎 ・基本」定着状況調

査 の 「教科の学 習 に関す る調査 」項 目に，コー ス と到達 目標 との関連

275



い くつ かの質 問項 目を加 えた ものであ る。

習熟度別 指導 につい ては，2年 生を例 に

とると89．7％ の生徒が 習熟度別 指導 を肯

定的 に評価 （回答 は4段 階 で，「よ くあては

まる」 「やや あてはまる」 を肯定的評価 とす

る。） している。 同一 の質問項 目はないが，

類似す る項 目の県平均 と比べてみて も高 く，

コー ス に適 した指導方 法の 工夫の成果 が生

徒の意識調査結果か らも分か る。

⑤ 「適切 に書 くこ と」の実態把握

「書 くこ と」の到達 目標 であ る 「1つ の

テー マにつ いて ま とま りの あ る英文 （1年

生 は3文 ，2年 生 は5文 ，3年 生は8文 ）

を書 くことがで きる」の到 達度 を測 るた め，

定期 テ ス トで は，全 学年 で 「目標 英文数以

上で， ま とま りのあ る英文 を書かせ る」設

問を必 ず取 り入れ た。

例 えば，平成20年12月 に行 った1年

生 の期末 テス トで は，「I have a friend. で書

き始 め， ま とま りの ある英 文3文 以 上を書

く」 とい うもので あった。

この設問 に対す る結 果 を4つ に分類す る

と下の表 のよ うになった。

無回答 だった生徒 （175名 中8名 ）の

理 由は， 「何の単語で文 を始 めた らいいか分

か らなかった」 （3名 ）， 「仲の良い特定の友

達がいな いので，誰 の ことを書い ていいか

分 か らなか った」 （3名 ）， 「時間が足 りな く

て書 けなか った」 （1名 ）， 「彼 の， とい う単

語 が分 か らなかったの で，あ とが続か なか

った」 （1名 ） とい うものであった。 テス ト

返却 の際，つ まず きに応 じた補足 説明 を し

た後， 上の8名 の生徒 に 日本 語 で3文 作 ら

せてみ る と，全員 が言 えた。8名 に共通 し

ていた こ とは，英文 を作 る際，最初 の1文

目でつ まず いて しま うと， あ との2文 目，

3文 目が書 けない とい うことで ある。

これ らの結果 か ら， ま とま りの ある英 文

を書かせ る際 には，最初 の1文 目の書 き方

の指 導が特 に大 切 になって くる ことが分 か

る。

書 く力 を支 える もの として，1年 生の入

門期 か ら語順や文構 造 の理解 に力 を入れ て

い るが，更に各 々の コー スに適 した指導方

法を追究 してい く必要が ある。

⑥ 「書 く」時間 の確保

基礎 コー ス，発展 コース共に，授 業時間

の中で 「書 く」活動 を必ず 取 り入れ た。

基礎 コースでは， 「書 く」 量を意識 し， ド

リル学習，基本 文音 読筆写等 の繰 り返 し学

習 の時間を十分確保 した。 「正 しく書 く」 こ

とを十分練習 した後 に， 自己表現へ とつ な

げた。

発展 コース では， コ ミュニケー シ ョン活

動 とリンク させ る等， 「書 く」活動の質的な

充実 を図 った。 語彙 について は， 当該学年

の教 科書 に出ていない もの であって も，表

現 させ る上で必要 であればそ の都度 取 り上

げた。

3年 生では，基礎 コー ス ・発展 コース に

おいて，新 文型導入時 に毎時間，新文型 を

用いてま とま りのある3文 以上の英文を書

平成20年 度 「基礎 ・基本」定着状況調査より

現2年 生 平成20年6月 実施

1学 年設問 「適切に書 く」に対する結果

A： ま とま りの ある英 文で，3文 以上書 けた

B：3文 以 上書いた が，文法 の ミスがあ った

C：3文 未 満であった

D： 無 回答
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かせ るな ど，学年 の到達 目標 である 「ま と

ま りのある8文 の英文」 を書かせ るための

スモール ステ ップ を設 けた。基礎 コースで

は，3文 書かせ るまでの ドリル練習や ， ワ

ー クシー トの 工夫等 の更 に細か なステ ップ

を設 け， 目標達成の手だてを図 った。

⑦ 「書 く」量の確保

家庭 学習で は，授 業 との連 動 を図 った。

全学年が共 通 して 「毎 日ノー ト」 を実施

した。 ノー トには1日1ペ ージ以上英語 を

書 く。例 え ば，1年 生の発展 コースで は，

学習 メニュー表 を与 え，一人 一人が 自分 の

実態 に応 じた学習 がで きる よ うな工夫 を行

った。 ノー トに個別 に学習 のア ドバイス を

与 える ことに よ り，生徒が学習 の方 法が分

か り， 自立 した学習者 になれ る ように支援

した。

2，3年 生で は 「毎 日ノー ト」 に加 え，

ま とま りのあ る英文 を書 かせ る取組 の1つ

として 「自己表 現 ノー ト」 を実施 した。 毎

月指定 されたテーマ （3年 生 では， 「日本紹

介」 「旅行の思い出」 「わた しの詩」 「絵本 の

作成 」な ど） について，2年 生では5文 以

上 ，3年 生で は8文 以上書 く取組 を行 って

い る。更 に3年 生には 「テス ト直 しノー ト」

もあ る。

このよ うに学年 が上が るにつれ て，書 く

量が増 えるよ うな取組 を模索 した。

⑧ 「話す こ と」 との関連付 け

学年 や コース によって取 り組 んでいる内

容 は同 じで はない が，毎時間の授業 で学習

した ことが繰 り返 し使 え るよ う， ス ピーキ

ング活動 も取 り入れた。

Q＆Aや90秒 クイ ズは主 に基本文型 の応

答 の仕方 の定着 を図 るこ とを 目的 と してい

る。基礎 コー スは発 展 コー スに比べ，繰 り

返 しの練 習量 を多 く し，確実 に習得 させ る

よ うに した。

small talk は，教師か ら与えられた英文で

話 し始め，ペ アで1分 間会 話 を続 け る。基

礎 コー スで は，Q＆Aの ステ ップをふ み ，

small talk へ とつなげてい る。

授業 で話 した会話 文 を生徒 に家庭 で 「毎

日ノー ト」に書 く取組 を行わせ ，「書 くこ と」

と 「話す こ と」 の関連 を図 った。

⑨ 評価基準の明確化 による生徒の意識の変化

広 島県では，県 が毎年行 ってい る 「基礎

・基本」定着状況調 査において，「書 くこ と」

の領域 の無答 率が高 い とい うことが何年 も

前か ら課題 と して挙げ られ ていた。

その課題 を うけて，現2年 生 では，1年

生の最初 の定期 テス トよ り，表 現問題 で1

文 につ き1点 （例 えば，3文 書 けた ら3点

の意欲 点） を与 えた。教員 も，到 達 目標 を

昨年度 設定 した ことで ，常に 「何 文以上書

く」 とい うこ とを意識 し， 目標英 文数 を生

徒 に伝 えた。生徒 は，テ ス ト，宿題 ，授 業

中の英作文 にお いて， 「ここまで書 けばA評

価が もらえる，何 点 もらえる」かを理解 し，

意欲的 に書 いた。教 師の指導 が変 わる こと

に よ り，生徒 の書 く英文の量が増 えた。

（3）成果 ・課題

① 本校 英語科具体 的到 達 目標 を設定す るこ

とで，両 コー スの指 導の違 いを生か しなが

ら， 目標 に向 けて取 り組 む こ とがで きた。

② 「基礎 ・基本」 定着状況調査 の 「教科の

学習 に関す る調査」 の項 目を見 ても， 「書 く

こと」 に対す る意識が 高まって いる ことが

分か る。

平成20年 度 「基礎 ・基本」定着状況調査より

現2年 生 平成20年6月 実施
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③ 現2年 生が1年 生の3学 期に実施 した国

研の調査 と同 じ設問に対す る正答率や，今

年6月 に実施 した 「基礎 ・基本」定着状況

調査の 「書くこと」の通過率を見てみると，

単に全国平均や県平均を上回っているだけ

でなく，各問題における無答率が非常に低

いとい う結果が出た。これは，各コースで

書く時間の確保をしていったことや，一人

の生徒が書いたものにしっか りと目を配る

ことができた習熟度別指導のよさが出たも

のと考えられる。

④ 現3年 生 を対象 に平成20年2月 に行 った

CRTを 見 てみ る と，4技 能の うち 「書 くこ

と」が全国 との比較で も122と 一番 高 くな っ

てい る。特 に，4技 能の11あ る内容の 中で

も， 「書 くこ と」の 「伝 えたい内容 を考え正 し

く書 くこと」が一番高 く，127と なっている。

⑤ コース間の入れ替 えを学期 に1回 行 うこと

は，意欲 を もって英語学習 に取 り組む上で有

効であった。

⑥ 課題 として，特 に基礎 コースにおいて 「書

くこ と」の指導 に重点 を置 きす ぎると，生徒

の英語学習への興味や意欲 を無 くしがちな面

も見 られた。 また，基礎 コー スにお いて 「書

くこと」 「読む こと」が中心 となった活動が

多 くな り，話す活動 はパ ター ン ・プラクテ ィ

ス等に とどまったため，発展 した表現 になか

なかつなが らなかった。授業時間の 中で，4

技能のバラ ンスをいか に図って指導 してい く

かに課題 が残 った。

3研 究成果 の普及

研 究に基づいた習熟度別 指導の授業発 表や，

研 究の概要 について リー フ レッ トを作成 し，紹

介 す るな どして公表 に努 め，研 究成果 の共有化

を図った。今後 は，広島県 の 「学力向上 のため

の実践 交流会」等 で実践 発表 し，習熟度別指 導

の在 り方や 実践 内容 な どの更な る共有化 を図る。

4今 後の展望

特に 「書 くこと」 に焦点 を当て，書 く力 を伸

ばすた めの具 体的な取組 を考 えて きた。今 後は

他 技能 も含 め，更な るコー スに適 した指導 を し

てい くた め，指 導方法の在 り方 ，教材 の工夫 ・

開発 を継続 して行ってい く。

平 成15年 度 教 育 課 程 実 施 状 況 調 査 よ り

現2年 生 平成20年1月 （休み明けテス トにて）実施

平成20年 度 「基礎 ・基本」定着状況調査より

現2年生 平成20年6月 実施

平 成20年 度CRT調 査 よ り 全国比 （全国 ＝100）

現3年 生 平成20年2月 実施
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平成20年 度教育課程研究指定校事業研究成果報告書
ふ りが な

学校名
よこはま こくりつだいが くきょ うい くにん げんかか くぶ

横浜国立大学教育人間科学部
ふぞ くかま くらちゅ うがっこ う

附属鎌倉中学校

校 長 名 ： 種 田 保穂

所 在 地 ： 神奈川県鎌 倉市雪 ノ下3－5－10

電話番号 ：0467－22－2033

④ 各教科等における指 導の工夫改善 に関す る研究

（平成19・20年 度）

研究対象教科等 外国語 （英語）

Ⅰ 研究指定校の概要

1学 校 ・地域の特色及び実態

横浜国立大学教育人間科学部と連携 して，教

育の理論 と実践の研究を行っている。学校教育

法に示された学力の要素に着 目し，「知識 ・技

能」「能力」「態度」を関連付けて養 う授業づ く

りに取 り組んでいる。

授業では，体験的 ・問題解決的な学習を積極

的に取 り入れながら，生徒の知識や技能を活用

しなが ら確実に習得 させ，関心 ・意欲 ・態度や

思考力 ・判断力 ・表現力等を育てる指導法を工

夫している。

2学 校 の概要 （平成20年5月1日 現在）

教員数24名

Ⅱ 研究の内容及び成果等

【研 究 成 果 の要 点 】

○3年 間 を見通 して，パ フォーマ ンステ ス トの

評価項 目を統一す ることで，具体 的な 目標 を

設定す ることができ るよ うになった。

○生徒の 自己評価 （振 り返 り） を充実 させ るこ

とに よ り， 自分の育ちを実感す ることがで き

るよ うにな り， 目標 を持 って授業 に臨む こと

がで きるよ うになった。

○生徒 が振 り返 りの中で気付 くこ とがで きた課

題や 参考にな る点を教師 が取 りあげて，全体

に返 しなが ら指導がで きるよ うになった。

1研 究主題等

（1）学校における研究主題

「表現する意欲」を高める学習指導

～磨き合 う言語活動を通して～

（2）研究主題設定のねらい

本校では平成13年 度から平成16年 度にかけ

て，中学校3年 間の英語学習における学習目

標を 「実践的コミュニケーション能力の基礎

を 養 う こ と」 と し ， ALT(Assitant Language

Teachers) とのテ ィー ムテ ィー チ ングの授業

を見直 したり，各学年で実施 している音声に

よるパフォーマンステス トの評価項 目を検討

したりして，研究を進めてきた。その結果，

学年が進むにつれて英語の音声に慣れ，受容

できる語彙サイズを確実に増やすことができ

た。 しか し，自分が考えていることを伝える

発表の場になると，場面に適 した語を使 うこ

とができない，用いる語に正確 さがなく，誤

解を生じてしま うなどの理由で，学年があが

るにつれて，コミュニケーションをとること

に消極的な生徒が増えてしま う実態が浮かび

上がった。

平成17年 度 から本校全体の研究テーマが

「学びの質を問 う～今求められている学校で

の学びとは」 となった。そこで本校英語科で

は，生徒にとって興味 ・関心のある身近な場

面や状況を設定 し，学校ならではの 「お互い

の表現を磨き合 う言語活動」を段階的 ・計画

的に行 うことで，生徒の 「表現する意欲」を

高める指導の工夫 ・改善に関する研究に取 り

組むことにした。

（3）取組体制

英語科教員で授業を見合ったり，大学の先

生から指導 ・助言をもらった りしなが ら研究

を進めている。年度当初には，校内授業研究

を行い，全職員による協議会をもち，授業実

践等に関する情報交換を行い，授業改善につ

なげている。
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（4）2年 間の主な取組

平

成

19

年

度

○ 「表現す る意欲」を高めるための学習

指導法の開発 （生徒同士の磨き合い ・身

近な話題や場面の設定 ・意図的な言葉か

け）

○パフォーマンステス トの取組の検討

平

成

20

年

度

○ 「表現する意欲」の向上の見取り方 と評

価方法の研究 ・開発

○ 「表現する意欲」をさらに高めるための

指導法の開発 （全体に対 して，生徒個々

が授業や振 り返 り等で気付いた課題や成

果の効果的なフィー ドバ ック）

2研 究内容及び具体的な研究活動

（1）具体的な研究課題

生徒にとって興味 ・関心のもてる身近な場

面や状況を設定し，仲間とかかわり合 う活動

を行い， さらに生徒へ意図的な働きかけを加

えることで，生徒は相手をより意識 して表現

しようとする意欲をもち，積極的にコミュニ

ケーションを図ろうとする。それにより，英

語における基本 （言語材料についての確かな

知識 ・理解に支えられた4技 能）を高めるこ

とができるようにする。

また，場面に応 じた教師による適切な評価

と，生徒 自身による日常的な振 り返り活動は，

生徒の自己評価力を高め，学習活動の効果を

上げる。その結果，「表現する意欲」をさら

に高めることができると考えた。

（2）取組

① 「表現する意欲」を高める自己紹介をベ

ースに した磨き合 う活動 （1年生の活動）

今回の取組では，今までALTやJTEに ア ドバ

イスをもらっていた受動的な取組から発展さ

せ，自分たちの中で会話の表現をより充実さ

せ るにはどうしたらいいのか考えさせるとい

う能動的な取組をさせた。また，仲間同士で

磨き合 う活動を行 うことでお互いの知識や技

能を共有 し，さらに，「よりよい会話をする」

とい う意欲 と態度を伸長 させるため，教師が

意図的な言葉かけを行った。教師は次の点に

注意を して授業 を展開 した。

◇ コミュニケー シ ョンを図ろ うとす る態度

の育成 （声の大 き さ ・アイ コンタク ト・ジ

ェスチ ャー ・話者の 「伝 えよ う」 とい う気

持 ち ・聞 き手の 「理解 しよ う」 とい う気持

ち等）

◇ 既習表現 を生か した表現の工夫

◇ 文字 に頼 らず音 を大切 に した学習

② パ フォーマ ンステ ス トを見通 した評価

計画 の工夫

パ フォーマ ンステ ス ト （会話テ ス ト）に向

けた基準や指標 作 りを 目指 し，パ フォーマン

ステス トでの評価項 目を全学年で統一 し，そ

の基礎 と した。 そ うする ことで，各学年 によ

って，評価 の観 点を共有す る ことができ，学

年の習熟段階 に よる変化 を見取 る ことができ

る と考 えてい る。 全学年 共通 して， 「発 問 に

対する応答 のス ピー ド」， 「正確 さ」， 「全体の

印象」 で評価 し，そ の学年の習熟段階やテス

トの 目的 によって， どの項 目を最重要視す る

のかを調整す るこ ともで きる。

本校では，第1学 年では態度 面 （アイ コン

タク ト・話を聞 く姿勢 ・あいづち等） を，第

2学 年では表 現す る技能 面 （リー ディングで

のスムーズ さ ・イ ン トネー シ ョン ・表現の適

切 さ）を，第3学 年 では，表現 の内容面 （臨

機応 変な場面 での対応 ・表現 の豊か さ） を重

視 するこ とによ り，学年が上が る毎に異な る

課題 を意識 させ ることをさらに加 える。

そ うす ることに よ り，生徒 が明確 な 目標 を

もって授業や練 習に取 り組 む ことができ，表

現す る意欲 が高 ま ることが期待 できる。

資料1単 元の 目標 を示 したパ フォーマ ンス

テス トの評価 シー ト
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③ 「表現する意欲」を高める生徒の自己

評価方法の開発

自分の現在の力を正確に知 り，実力を試す

ことができる振 り返 り活動 として，様々なテ

ス トは有効である。それに加え，日常的に自

分の現在の位置を知 り，進むべき方向を見定

めていく手立てとして，生徒自身による振 り

返 り （自己評価）が有効 と考えている。

また，生徒が どのようなつまずきを感 じて

いるのか， どのような欲求が挙がっているの

かを教師が知ることができ，今後の授業改善

に役立てることができると考える。

本校では，3学 年共通で振 り返 り活動を実

践 し，生徒の記述から表現する意欲を読み取

るための方法を模索している。1年 では主に

コミュニケーシ ョンや授業に対する態度面に

関す る振 り返 り，2年 では，英語の運用に関

する振 り返 り，3年 では，英語で記述 し，そ

の変容を見取る試みを継続 している。

④ 授業での振 り返 りや，生徒の活動から見

い出すことができた課題 を生かした効果的

な実践

本校がこれまでに重ねてきた 「生徒同士の

磨き合い」活動からさらに発展 させ，生徒が

授業で気付 くことができた課題や振 り返 りか

らの課題を，授業で効果的にフィー ドバック

させ る実践を行った。ひとりの生徒が持って

いる課題を全体の課題 として捉え，共通して

扱 う。そうすることで， 自分の考えた良い意

見を取 り上げてもらうことで自己を前向きに

捉えることができる。

また，共通 して生徒が抱く英語に対する疑

問や，起こりやすい誤 りに気付くことができ

る。この実践を重ねることにより，より生徒

が授 業に対 して積極 的に参加 し， 自分 が表現

したい とい う意欲 につ ながる と考 え る。

（3）成果 と課題

① 成果

自己紹介 をベ ー ス に した磨 き合 う活動 で

は，グループ活動 による磨 き合い によって，

生徒た ちが 自分に足 りない もの を補 って， 自

分 でも使 ってみて，今後 に生かそ うとす る意

欲 の高ま りを感 じる場面が多 く見 られた。次

に示すあ る生徒 の振 り返 りの推移 は， グルー

プ活動を通 して，仲 間 と学び合 い，高め合 う

ことができた例 の一部であ る。

また，パフォーマンステス トを同 じ評価項

目で3年 間を通 して実践 していくことを確認

し，英語科の教員が明確な目標をもって日々

の授業や評価が行えるようになった。また，

指導 と評価を循環させる中で，生徒 自身から

の生の声に触れながら，授業で積極的に表現

資料2第1学 年での振 り返 りの記述

資料3生 徒の振 り返 り記述例

グループでの会話練習 を して

英語 の授業で も，固ま らず に友 達 ど うしで，

教 え合 った りす る こ とが できた。 み ん なが間

違い に気 づ いて くれて ，教 えて くれ た のが と

て もいい と思 った。

他のグループの発表を見て

言葉をなめらかに話せてす ごい と思った。

本当に会話 しているよ うに見えてす ごいと思

った。質問された人がまた質問をす るとい う

のが本当の会話 に近い ととても思いました。

その後再び会話練習をして

教え合 うことが英語の授業で もで きるとい

うことが実感できて良かった。他の人の 目を

見て，話す ことが，今回の授業でできるよ う

になってとてもうれ しかった。
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する意欲 を高めることができた。

② 課題

生徒同士による磨き合い活動が 「表現の意

欲」を高めるのに有効であることは前述した

が，その一方で，ジェスチャーやアイコンタ

ク トなどの態度面を重視 し過ぎて，その場面

にあった表現方法の獲得が不十分であった。

教師が活動のねらいをしっか りとおさえ，的

確なア ドバイスを与えることが大切であると

感 じた。

また， 「表現す る意欲」から続 く 「表現す

る力」に関する見取 りが不十分であり，評価

に関 して客観的な見取 りができていないこと

が挙げられる。

今後は，3年 間を見通 したテーマの中に，

どういった規準で評価するのか，より詳細に

渡った具体的な評価項目を組み込んで整理 し

ていきたい。

3研 究成果の普及

（1）授業の提案

これまで本校英語科では，研究発表会，公開

授業研究会等において，「表現する意欲」を高

めるために今まで行ってきた授業での指導上の

留意点を示 し，ワークシー トの活用法などを紹

介するなど，実際の学校現場で実践できるもの

を提案してきた。今後 も引き続き，研究発表会

や研修会などの機会あるごとに提案 していきた

い。

（2）パフォーマンステス ト実施の手順 とそれ

にいたる授業実践の紹介

本校が実際に行っているパフォーマンステス

トの一連の流れを紹介する。そ して，パフォー

マンステス トにいたるまでの授業実践について

も紹介 し，実際に学校現場で役立ててもらいた

い。

（3）評価規準の作成 と普及

今後は，どの学校にも合 う評価規準を作成し，

発表会や研究冊子等の作成を通じて，成果の普

及に努めたい。

4今 後の展望

「表現する意欲」を高める指導法，評価規準

の開発を，今後も積極的に行っていきたい。ま

た，本校で現在行っているパフォーマンステス

トの評価項 目 ・評価規準を整理 し，パフォーマ

ンステス トにいたる授業実践をまとめていきた

い。

また，評価を行 う際に，到達 目標に基づいて

設定 された評価規準に対する実現状況を判断す

るための評価基準が必要であると考えている。

それと同時に，生徒の現在の状況 （文法事項

の習得状況や現在表現できる内容面の範囲な

ど）を把握するための評価規準をより具体的に

設定していきたい。

現在，「表現する意欲」の高ま りが 「表現す

る力」を高めることにつながるのか，また，双

方が どのように関係 していくのか，その相関関

係に関する研究や検証が不十分である。「表現

する意欲」が高まったことを見取っていく具体

的な評価方法の確立と並行 して，「表現する力」

に関する評価規準をどうするのか，また，「表

現する意欲」はどのような 「表現する力」を高

めていくのかに関 して，具体的なデータを基に，

その変容や相関関係 を明らかに していくことが

今後の課題であると考えている。
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平成20年度教育課程研究指定校事業研究成果報告書

ふ り が な

学校名
や わたはま し りつまつかや ちゅうがっ こう

八幡浜市立松柏中 学 校

校 長 名 ： 上田 純子

所 在 地 ： 愛媛県八幡浜市松 柏甲734－1

電話番号 ：0894－22－1208

④ 各教 科等 におけ る指 導の工夫 改善 に関

す る研究 （平成19・20年度）

研究対象教科等 特別活動

Ⅰ 研究指定校の概要

1学 校 ・地域の特色及び実態

本校 は，生徒数159名 の小規模校 であ る。 校 区

には4校 の小 学校 があ る。以前 は校 区の大部分に

田園風景が広 がっていたが，近年，急速に住宅化

が進 んでいる。

教職員 は，男性10名 ，女性10名 ，計20名 である。

平成9年 度か ら学担 ・副担に よるティー ム ・テ ィ

ーチ ング （以下T・T） を学級経 営に導入 してい

る。多 くの場 面で二人の教員 が生徒 とかかわ りな

が ら，「ふ る さとを愛す る心や 誠実 な心 を もち，

た くま しく活動す る松 中生」の育成 を目指 して取

り組 んでいる。

2学 校の概要 （平成20年5月1日 現在）

教員数18名

Ⅱ 研究の内容及び成果等

【研 究 成 果 の 要 点 】

「学級活動」「生徒会活動」「学校行事」におけ

る活動や行事な どの内容 ・時期の見直 しを行っ

た。関連のあるものや関連 させた方がよいもの

を検討 し，これまで独立して行っていた活動や

行事を統合 した り，重複する部分を削除 した り

した。その結果，行事や活動の意義や目的が明

確にな り，生徒 が積 極的に活動す る場面が多 く

なった。 さらに，生徒一人一人に活躍 の場 を設

定 し，活動や行 事に意 図的，計画的にかかわ ら

せ る ことで，協力 しよ うとす る態度 が育ち，責

任 をもって活動す る場面が増 えて きた。

1研 究主題等

（1）研究主題

自主的，実践的な態度の育成を目指す特別

活動の研究

―各内容相互の関連を図った活動場面の

設定―

（2）研究主題設定のね らい

学級活動，生徒会活動，学校行事などにつ

いては毎年反省 と見直 しを行い，精選 ・重点

化を図ってきているものの，各内容相互の関

連の検討が不十分なために，ややもす ると時

間に追われてしまい，活動のねらいを十分達

成できない場面が見受けられた。

そこで，各内容のねらいの見直 しを行い，

各内容相互の関連 ・統合 を図った全体計画，

年間指導計画を作成 し，生徒の内面で高めら

れた道徳的実践力を具現化できる場を設定す

れば，生徒の自主的，実践的な態度や能力の

育成を図ることができるのではないか と考え，

本研究主題を設定 した。

（3）取組 体制

（4）2年 間の主な取組

平

成

19

年

度

○研究構想の検討 ・全体計画の見直 し

○年間指導計画の重点項 目の検討

○評価方法の検討

・自己向上支援検査の実施→検査結果の

分析
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○行事の精選

・生徒会活動の重点的な取組

・生徒会活動と連携 を図った学級活動の

推進

○研究方向の見直し（次年度に向けて）

平

成

20

年

度

○研究課題の焦点化

・研究の仮説，研究内容の再検討

○ 自己向上支援検査の実施

○具体的な実践活動の反省 と考察

○研究の中間まとめ

○研究紀要の作成

○研究発表会 （研究成果の公開）

○研究の修正，研究課題の見直 し

○研究の評価

○研究のまとめ

○研究の反省 と次年度への志向

2研 究内容及び具体的な研究活動

（1）特別活動の計画の見直し

① 学校行事の精選と活動内容の見直し

個々の学校行事のねらいを明確にし，地

域 とのつなが りを維持 しつつ，学校の教育

目標に沿ったものとなるよう検討 した。ま

た，生徒の実態から離れて形式的なものと

なり，教育効果を十分に発揮 していない行

事がないか検討 した。その結果，時間の確

保，保護者の負担の軽減のために，いくつ

かの行事や活動を統合し，指導計画の見直

しを行った。一部生徒への負担の偏 りにつ

いては，より多くの生徒が リーダーとして活躍

できる場面を設定することで改善できると考え

た。

例年行われている各種発表会については，そ

の内容を精選 し，縮小を図った。

② 特別活動学年計画の作成

特別活動年間指導計画を基に，行事との関連

を考慮 した各学年の計画を作成 した。その際に，

特別活動だけでなく，道徳，各教科，総合的な

学習の時間 との関連 も考慮 した。行事や活動の

関連性が分か りやす くな り，特に全校生徒が参

加する大きな行事の前後に，生徒への意欲付け

や系統的な指導が行いやす くなった。

【各種発表会 （内容）の比較】

 

平

成

18

年

度

① 文 化 祭 （ミュージカル・人権劇・ライブ・マーケット）

② 人 権 参 観 日（道 徳 ・学 活 ）

③ 参 観 日（合 唱 コ ン クー ル ）

④ 参 観 日（き らめ き タイ ム 、選 択 教 科 発 表 会）

⑤ 参 観 日（体 験 活 動 発 表 会 ）

平

成

19

年

度

① 文化祭（ミュージカル・ライブ・きらめきタイム、

選択教科発表会）

② 人権参観 日（道徳・学活・人権劇）

③ 参観 日（合唱コンクール）

④ 参観 日（選択教科、体験活動発表会）

平

成

20
年

度

① 文化祭（ミュージカル・きらめきタイム、選択教

科発表会・合唱コンクール）

② 人権参観 日（学活・人権劇）

③ 参観 日（選択教科、体験活動発表会） 【平成20年 度 特別活動学年計画〈第1学 年〉】

●数字は関連する内容
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（2）学級活動の工夫

① 学校行事との関連を図った取組

ア 合唱コンクールにおける取組

合唱コンクールは，生徒の心に強く残 る

行事の一つであ り，特別活動学年計画に，

各学年ともに合唱コンクール と関連付けて

学級活動の時間を位置付け，計画的に取り

組んだ。学級活動の中では，実行委員を選

出 した り自由曲の選曲を行った りすること

を通して，行事に対する意欲を高めた。そ

して，合唱 コンクールに向け，朝の会や終

わ りの会，休み時間を利用 して学級 ごとに

練習を積み重ねた。また，学年集会で練習

の成果を披露 したほか，生徒会の音楽集会

では課題曲のパー ト練習などを行った。そ

れぞれの学級の合唱を聴き合い，生徒はま

すます意欲的に練習に取 り組み，文化祭で

その歌声を披露することができた。

イ 人権劇 と関連を図った取組

全校生徒の人権意識の向上を目指 して，

人権サークル 「プログレス」が身近な内容

を取 り上げて，毎年人権劇を上演 している。

昨年度の劇は 「自分の都合 しか考えない生

徒」「素直になれずに親にあたってしま う

生徒」 な どの3部 構成 であった。今年 度 は，

「戦争」 「食育」 「ネ ッ トモ ラル」 な ど複数 の

主題 を含んだ 内容 であった。 毎年11月 の 「差

別 をな くす る強調月 間」 には，ほ とん どの学

級が学級活動 で人権劇の 内容 を取 り上 げて話

合い を行 ってい る。

②T・Tを 生か した取組

本校では，学級活動や道徳 の時間 ，朝 の会，

終わ りの会 において，学級担任 と副担任 のT・

Tに よる指導 を行 って いる。T・Tは6つ の指

導形態 を指導方法 に応 じて使い分 けてい る。

③ 学級独自の活動の工夫

各学級では， 「一人一役」を意識 して生徒会

の専門委員会，学級の係や当番 を決めている。

一人に必ず一つ以上の役割を分担させ，責任を

もたせている。それぞれの役割は，学級活動で

の話合い活動やグループ活動にも生かしている。

また，修学旅行や 自然教室においても，「一

人一役」を意識 して役割を設定 した。その際に
【学級活動の展開 （一部）】

本 時 の 指導

ね らい
○ 身近な出来事の中の差別に気付かせる。
○ 自分の意見を発表し、仲間の意見を聞き、意見

を交換する中で、人権について真剣に考えさせる。

過程 時間 活 動 内容 指導上の留意点

活

動

の

展

開

20 ○ 人 権 劇 「前 へ ～第3

話 ～」の ように、1年 生

の中 に、いつも一 人で

過 ごす 人 が いた らどう

すれ ば いいか 考える。

◎ 意 見 交 換 を行 い 、

学級 や 学校 の 中で 「ひ

とりぼっち」を作 らない

ため に必 要 なことを考

える。

○ 自 由 に発 言 で きる雰 囲

気 をつくる。

○ 同 じような意 見 でも自分

の言葉で発表するよう促 す。

○ 劇 の 中 の一 人 で いる人

は、心の中で「助けてほしい」

と言っていることを確認す る。

○ 勇気 を出して行 動で きな

い ことが差別 や いじめ につ

なることに気づかせ る。

ま

と

め

5 ○ 「本 当の○ ○ とは」

の ○ ○ に 当て は ま る

言葉 を知 る。

○ ふ だ んか らの友 達づ く

りの 大切 さに つい て確 認

させ る。

研 究の
視点

○ 人権劇の内容を取 り上げた授業展開は適当であ
ったか。

【T・Tでの学級活動（V型 ）】

【T・Tの 類型表】

『心に響 き、共 に未来 を拓 く道徳教育 の展開』 （文部科学省）

を参考に作成 したもの
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は，特定の生徒ばか りが リーダーに選ばれな

いように，気を付けた。

このようにして，生徒の役割に応 じて様々

な場面で声をかけ，意欲付けを行った結果，

責任をもって活動する姿が多 く見 られるよう

になった。

（3）生徒会活動の工夫

① 委員会活動の充実

平成18年度までは7つ の委員会が活発に活

動していたために，活動の焦点が絞れなくな

り，充実感や達成感が味わえないとい う矛盾

が生まれていた。そこで，平成19年 度は重点

委員会を設定するとともに，重点委員会以外

の委員会の活動を縮小することにした。 さら

に，平成20年度は，重点活動期間についても

検討 し，月ごとではなく，委員会にとって活

動のしやすい時期で区切るように改善 した。

② 集会活動の工夫

ア 学級活動 との関連を図った取組

年に数回行っている話合い集会は，単発

で行 うのではなく，学校行事 と関連させた

り，生徒に活動の目的や意義を明確にさせ

たりして，行事への参加意欲を高められる

ように取 り組んでいる。話合い集会の前に

は，各学級で学級活動を行い，問題点を整

理 した り，自分の意見をまとめたりする時

間を設けている。昨年度は，生徒会アンケ

ー トによる松中生の自己評価だけでなく
，

総合的な学習の時間 （情報コース）に実施 し

た 「松中生に関する街頭アンケー ト」の結果

を使 って，「生活態度を見直そ う」をテーマ

に集会活動を行った。地域の人の意見を知っ

たり，卒業生のビデオを視聴 した りすること

で，生徒は客観的に自分たちの姿を振 り返 る

ことができ，よりよくなろ うとす る意欲が高

まった。

イ 地域行事 との関連を図った取組

生徒会で毎年参加 している地域のイベン ト

「てやてや ウェーブ」を題材にした話合い集

会の前にも，学級で話合いの時間を持ち，一

人一人が自分の考えを持って集会に臨めるよ

う工夫 した。その結果，活発に話合いが行わ

れ，「てやてや リーダー」に立候補 した生徒

を中心に計画が立てられ，8月12日 の本番で

も全校のほとんどの生徒が参加 し，充実感を

味わ うことができた。

③ 特色ある生徒会活動

本校では平成8年 度に生徒の主体的な組織で

ある人権サークル「プログレス （＝前進）」が誕生

し，集会，人権劇，啓発の3つ の部会に分かれ

て活発に活動 している。毎月25日 の 「人権の

日」に集会を行った り，人権参観 日に人権劇を

上演 した り，毎月生徒にアンケー トを実施 し，

人権意識を啓発する広報紙や掲示物を作ったり

している。

【街頭アンケート】

【広報誌 「Don't Be Alone 」】
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（4）地域 ・保護者 との交流を図った学校行事

① 生徒と地域の積極的な交流
うしお に

ア 牛鬼巡行
うしお に

牛鬼は愛媛県南予地方の祭 りを代表する

ものである。毎年地方祭の 日に，日ごろお

世話になっている校区の人々に感謝の気持

ちをこめて，生徒全員で校区全域を牛鬼を

担いで巡行 している。生徒が来るのを道路

まで出て待ってくださる方や，牛鬼に手を

合わせ る方もいて，本校の牛鬼巡行が，こ

の時期の行事として地域にとっても大切な

ものとなっていると感 じている。

イ 地域美化活動

数年前よ り校区の 「国道197号 線沿いを

花できれいにする会」 と連携して，校外に

出て地域の方や小学生と共に草花の苗植え

や除草作業，清掃活動などの奉仕体験活動

に励んでいる。この活動を通して，生徒は

地域の美 しさに目を向けたり，地域の方へ

の感謝の気持を強くしたりしている。

② 地域の伝統行事に学ぶ

地域の伝統芸能を 「もっとよく知 りたい。

体験もしてみたい。」 とい う生徒が，総合的

な学習の時間 「きらめきタイム」の 「伝統芸

能コース」で学習に取り組んでいる。隔年で
からしし

行 ってい る神 楽，唐獅子 コースでは，実際に

地域 で調べ 学習を行 った り，学校で地元の方

に教 えていただきなが ら，練習 に取 り組 んだ

りしている。学習 の成果は，地域 の方 もお招

きして，文化祭の中で発表 している。文化祭

は，参加 した全校生徒が地域の伝統文化の良

さを再確認する機会となっている。

③ 保護者を巻き込んだ取組

愛媛県では，青少年育成協議会の主唱で立

春の 日を 「少年の 日」と定め，中学2年 生を

祝っている。本校では，2月4日 の 「少年

式」に先立ち，記念行事を行っている。標高
いず しやま

812mの 出石山を目指 して40kmの 道程を踏

破 しようとするものである。生徒の安全面，

健康面を考慮す ると，教員の配置だけでは不

十分なため，保護者の協力を仰いでいる。生

徒の姿を間近で見守 ることにな り，生徒にと

っては安心感や励ましが得 られ，保護者にと

っては感動の大きい行事 となっている。今年

度は，保護者 ・地域の方を合わせて30名 が，

定点ポイン トや出石山で手伝ったり一緒に歩

いた りして，感動を共有することができた。

（5）生徒の変容

生徒の学校生活に関する意識 を把握するため

に，昨年度 と今年度，全学年で 「自己向上支援

検査」を実施 した。 この検査は，学習面と社会

生活面について，自己を向上 させようとする意

志や態度が身に付いているかを把握 し，支援す

るための手がか りを得ようとするものである。

検査の結果から，全学年において，ほとんどの

項 目で向上が見 られた。また，全学年とも，ほ

とん どの項 目で全国平均を上回るとい う結果が

得 られた。

【地域美化活動の様子】

【定点ポイントでの保護者の支援】
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（6）成果

○ 学級活動 と学校行事，道徳の時間，総合的

な学習の時間，各教科などとの関連を図って

取り組んだ結果，行事や活動の意義や 目的を，

生徒がより深 く理解 して活動することができ

た。

○ 学級活動 と学校行事を関連付け，さらに生

徒を意図的，計画的にかかわ らせることで学

校行事が活発になり，代表となった生徒にも

リーダーとしての成長が見られた。

○ 生徒一人一人に学級の係や仕事を分担 して

取 り組ませ ることで，協力性が育ち，責任を

持って活動する場面が増えた。

○ 学級活動において，T・Tを 行 うことで，

生徒の活動場面や発言が増えた。また，教師

は生徒の活動の様子や反応を細かく観察する

ことができ，生徒理解が深まった。

○ 生徒会活動において，学校行事の実施時期

に合わせて重点委員会を設けて活動を行った

結果，全校生徒が共通の目標に向かって，意

欲的に取 り組めた。

○ 実施時期や各内容相互の関連を見直すこと

で，学校行事を精選することができた。

○ 学校行事の中で，地域の方 と一緒に活動 し

たり，地域行事に積極的にかかわった りする

取組を続けてい く中で，生徒は，みんなで活

動する大切さや地域の人たちのありがたさを

実感することができた。

（7）課題

○T・Tを 生かして学級活動をより効果的に

進めていくために，T・Tの 打合せの時間を

どう確保するか。

○ 学校行事や生徒会活動の中に，一人一人の

生徒が自信をもって活躍できるような場面を

どのようにして組み込んでいくか。

○ 今後の生徒数の減少や学校の実態を考慮 し

て，学校行事や生徒会行事の内容をどのよう

に精選 していくか。

3研 究成果の普及

平成20年11月 に，人権参観 日に合わせて，研

究発表会を行った。当日は，全学級の学級活動

を公開し，プログレスが 「人権劇」を上演した。

その際に，作成 した研究紀要を配布した。また，

毎年実施 されている，八幡浜市の教育研究集会

の各部会で，研究の成果や課題を発表 した。

4今 後の展望

次の点について検討が必要である。

○ 生徒会組織 と生徒会行事の在 り方

○ 行事や活動における生徒の活動場面の設定

の仕方

○ 企画や運営に携わる生徒の活動時間の確保

○ 地域行事への参加方法

○ 地域への情報発信の方法

○ 他の中学校 との交流の在 り方

また，来年度から特別活動については新学習

指導要領の規定に沿って，全体計画や年間指導

計画を見直し，改善，検討する必要がある。こ

れらのことを踏まえて，今後も，生徒の自主的，

実践的な態度の育成を目指 して，特別活動の研

究に取り組んでいきたい。

【自己向上支援検査結果（2年生）】
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平成20年度教育課程研究指定校事業研究成果報告書
ふ り が な

学校名
よ こは まこ くりつだいが くきょ うい くにん げんかが くぶ

横浜国立大学教育人間科学部
ふ ぞくかまくらちゅ うがっ こう

附属鎌倉中学校

校 長 名 ： 種 田 保 穂

所 在 地 ： 神 奈川 県鎌倉市雪 ノ下3－5－10

電話番号 ：0467－22－2033

④ 各教科等 にお ける指導 の工夫改善 に関す る研究

（平成19・20年 度）

研究対象教科等 総合的な学習の時間

Ⅰ 研究指定校の概要

1学 校 ・地域の特色及び実態

横浜国立大学教育人間科学部と連携 して，教

育の理論と実践の研究を行っている。また，学

校教育法第30条2項 に示された学力の要素に着

目し，「知識 ・技能」「能力」「態度」を関連付

けて養 う授業づくりに取組んでいる。

授業では，体験的 ・問題解決的な学習を積極

的に取 り入れ，生徒の知識や技能を活用 しなが

ら確実に習得 させ，関心 ・意欲 ・態度や思考力

・判断力 ・表現力等を育てる指導法を工夫 して

いる。

2学 校の概要 （平成20年5月1日現在）

教員数24名

Ⅱ 研究の内容及び成果等

【研 究成 果 の要 点 】

○各教科等での学びを総合的な学習の時間に結

び付けるためには，生徒の知的好奇心を喚起

し，関心 ・意欲 ・態度を育てる学習を組み込

むとよい。

○各教科等の学習で学んだ知識や技能，考え方

等を総合的な学習の時間で生かすためには，

国語科を中心にした言語活動や，社会科を中

心に した思考力 ・判断力 ・表現力等を育成す

る学習活動が重要である。

○探究的な学習において，単元初発に個人課題

を設定 させ，その課題に沿って単元末にまと

めさせるよう指導することで，生徒一人一人

の学びの質を高めることができる。

○探究的な学習の過程で生 じた興味 ・関心を，

次の単元の個人課題につなげるように働きか

けることで，生徒の学習意欲や 目的意識が高

まり，学びの質を高めることができる。

○学習計画を立案 させ る際に，活動できる授業

時数や活動上の制約等を考慮 させ ることと，

学習の過程で，その計画に基づき見通 しを持

たせるよう継続的に指導することで，生徒の

学びの質が高まる。

○以上のように，課題の設定や，計画の立案に

おける指導を工夫することで，生徒が学習の

目的を明確にもち，主体的に活動する姿が生

まれ，本校が 目指す問題解決能力の育成を う

ながすことができる。

1研 究主題等

（1）研究主題

各教科等での学び と総合的な学習の時間で

の学びを有機的に関連付ける指導法の開発

（2）研究主題設定のね らい

本校では，探究的な学習において，グルー

プ活動を核に した問題解決的な学習を展開し

ていた。 しか し，生徒一人一人が課題を明確

にもてないため意欲が継続 しない，教科での

学びを生かせずに学習成果の質が高まらない

等の問題が生まれてきた。

そこで本研究では，各教科等での学びと総

合的な学習の時間での学びを有機的に関連付

け，生徒の学びの質を高める指導法を研究し

実践することにした。各教科等での学びを基

盤にした探究的な学習を通 して，本校がね ら

289



う情報活用能力 と問題解決能力の育成や，将

来の生き方に対する態度を育成 したいと考え

た。

（3）取組体制

研究推進委員会が授業実施上の基本方針や

全体計画を作成 し，これに基づいて各学年が

年間指導計画の作成と授業実践に取組む。学

年 ごとに総合的な学習の時間に関する会議を

随時開催 し，授業実施上の問題点を修正 しな

がら実践に取組む。研究推進委員会では，こ

ういった問題点や修正点，授業者の意見等を

集約 してまとめ，基本方針や全体計画の修正

を行 う。また，研究推進委員会では生徒への

事後調査 とその集計 ・分析を行 う。

（4）2年 間の主 な取組

平

成

19

年

度

○教科 との関連 を明確にした全体計画 と年

間指導計画の立案

○授業実践

1年 生 ：鎌倉学習 と ［LIFE］

2年 生 ：職場訪問 と ［LIFE］

3年 生 ：京都自主研究 と ［LIFE］

○生徒アンケー トの実施 ・分析

○再編成計画立案，来年度課題の整理

平

成

20

年

度

○基本方針の設定，全体計画 と年間指導計

画の見直 し

○授業実践

1年 生 ：鎌倉学習 → 探究学習

2年 生 ：職業学習 → 生き方探究学習

3年 生 ：発展型 自主研究

○生徒アンケー トの実施 ・分析

○次年度に向けた，全体計画 と年間指導計

画の見直 し ・修正

○ ミニ研究発表会の開催 と成果普及

2研 究内容及び具体的な研究活動

（1）2年 間の取組の概要

本校では，総合的な学習の時間を ［LIF

E］ と呼 んでい る。 これ は， 「直接 体験 と交

流を通 した学び」を表す 《Learning through

Interaction and First-hand Experience 》

の頭文字をとっている。授業では交流や直接

経験を重視 し，生徒一人一人の興味 ・関心に

基づ く課題や，職業 ・経済等の今 日的な課題

を，探究的な学習の課題として設定 し，その

課題解決を目指 して学習を進めている。

平成19年 度は，本校における授業実践上の

問題点を整理 し，改善の方針をたてた。

平成20年 度は，新学習指導要領の趣 旨を踏

まえ，授業実践上の問題点を解決するよう，

総合的な学習の時間の再編成 と全体計画の見

直しを行い，新 しい形の授業実践に取組んだ。

このような経過から，本稿では主に平成20

年度の取組やその成果についてまとめる。

（2）本校における授業改善の視点

平成19年 度までの取組をふ り返 り，新学習

指導要領の趣旨に近付けるための授業改善の

視点 として，次の点が挙げ られた。

◇ 本校における総合的な学習の時間を，「探

究的な学習を通 して，生涯学習の基盤とな

る態度や応用 ・活用力を育成す る中核授

業」と位置付けたい。

◇ 新たに学習指導要領に例示 された 「職業

や自己の将来」に関する学習については，

キャリア教育や職場体験学習など，本校の

生徒実態に合 うとともに，学校教育 目標に

も合致すると考えられるため，是非取 り入

れたい。

◇ 探究的な学習を充実させるため，生徒の

知的好奇心を喚起する等，各教科等での種

まきを工夫 したい。

◇ 教員の指導力や専門性を更に発揮 しやす

いシステムにしたい。

◇ 本校で10年 間実践 してきた，総合的な学

習の時間のノウハ ウを生かし，生徒の問題

解決能力の育成に重点化 したい。

290



以上の点を総合 し，職場体験学習を核にし

た 「自己の生き方を探究する総合的な学習の

時間」として，3年 間を見通 した学習を展開

するよう，総合的な学習の時間を再編成 した。

この再編成により，従来の総合的な学習の

時間の良さや教師の専門性を生か しやすくし

て，各教科等 と総合的な学習の時間との機能

分担を明らかにして，両者が有機的に絡み合

う豊かな学びを実現 しようと考えた。

（3）各教科等 との有機的な関連付け

各教科等での学びと総合的な学習の時間で

の学びの有機的な関連付けについて，生徒ア

ンケー トを実施 ・分析 し，両者の結びつきの

実態を調査 した結果，次のことが分かった。

① 言語活動による関連付け

国語科を中心に，読む ・書く ・聞く ・話

す能力の育成 とその基礎 となる知識及び技

能の習得をうながす学習 （言語活動）を展

開することで，総合的な学習の時間におけ

る学びの質を高めることができる。又社会

科において思考力 ・判断力の育成 と，その

基礎 となる知識及び技能の習得も同様に大

切であることが分かった。

② 「関心 ・意欲 ・態度」の育成

各教科の学習では，教科で扱 う具体的事

象に対する 「関心 ・意欲 ・態度」を育てる

学習を展開 し，生徒の問題発見の目を養 う

ことが，探究活動を深めるために必要であ

ることが分かった。

③ 各教科等における学習の工夫

各教科等との関連を強めるため，次のよ

うな手だてが大切であると分かった。

ア 探究的な学習における，課題の設定を

支援するため，各教科等からの視点で，

興味 ・関心を向けさせたい事柄等をヒン

トとして紹介する。

イ 探究的な学習の過程で活用できる学習

内容として，国語科における情報のまと

め方，理科における実験 ・分析の手順や，

社会科における現地調査の方法，美術科

におけるレタ リングの技術，技術 ・家庭

科における情報機器の活用方法や問題解

決の手順等を扱 うとよい。

ウ 総合的な学習の時間における単元の終

末で活動を振 り返 りながら，各教科等と

の関連を考えさせる学習を取 り入れる。

これは，学校で学んだことを実生活に生

かすための動機付けにもなる。

（4）再編成の具体的な内容

（2）や （3）で整理 した事柄に基づき，総合的

な学習の時間を再編成する上で，主に次の3

点について取組んだ。

① ［地域学習］と［LIFE］ の一本化

これまでは，班単位で鎌倉の歴史や職業

調べに取組む［地域学習］と，個人課題に取

組む［LIFE］ が並行 して進め られ てい

た。そのため生徒に複雑な印象を与え，教

師の負担を大きくする原因 となっていた。

そこで，一つ一つの学習にじっくり取組

める環境をつ くることが，学びの質を高め

るために重要であると考え，両者 を一本化

することにした。

②3日 間の職場体験学習の実施

これまで第2学 年で実施 していた 「職場

訪問学習」は，鎌倉市内の職場に2時 間程

度訪問 し，グループ課題 に基づ くインタビ

ュー活動 （情報の収集活動）を行 う内容だ

った。 しかし，生徒の直接体験を更に充実

総合的な学習の時間 再編成案

学年 単 元 主な活動内容
1 鎌倉学習 地域の歴史や伝統を調査

研究
探究学習 各教科等の学習で関心を

もった事柄を調査研究
2 職業学習 職場体験学習を通して自

己探究
生き方探究学習 職業学習で関心をもった

事柄を調査研究
3 自主研究 京都の歴史 ・伝統 ・文化

等について調査研究
自己の生き方を考える
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させ，将来の生き方について一人一人に考

えさせ る機会に したいと考え，3日 間の職

場体験学習を核に した 「職業学習」へと拡

大す ることにした

これに伴い，3年 間を通 して 「学びを自

己の将来につなげる」とい う視点をもちや

す くするよう，各単元のねらいを見直す こ

とにした。

③ 課題を設定する学習の充実

改善の視点でも挙げた探究的な学習の充

実については，特に 「課題の設定」が不十

分であると指摘されていた。

そこで，再編成に伴い，「課題の設定」

に重点をおき，生徒一人一人が自分の興味

・関心に基づき，授業の範囲で取組むとい

う制約を考慮 しながら課題 を設定できるよ

う，授業の進め方や学習ノー トを工夫 ・改

善することにした。

更に，生徒の知的好奇心を膨 らませるこ

とが大切であると考え，各教科等において

興味 ・関心を喚起す る種まきを行い，学習

ノー トの中に 「各教科からのヒン ト」を載

せる等，生徒の学習活動を支援するしかけ

づくりに取組んだ。

（5）育てたい学力の整理

年度初めに，全体計画に関連させ，総合的

な学習の時間を通して育てたい学力を，次の

ように整理 した。

◇ 将来自立した社会人 ・職業人として生き

ていくために必要な能力を形成す る。

◇ 本校では，これまでの経過を踏まえ，キ

ャリア教育の考え方を参考にして，「人間

関係形成能力」「情報活用能力」「広義の問

題解決能力」を育てる。

◇ 職業観 ・勤労観をはぐくみ，将来の生き

方を主体的に考え選択する態度を養 う。

（6）年間指導計画の見直し

全体計画に基づき，年間指導計画を次の視

点から見直した。

① 探究的な学習の過程の整理

本校では，問題解決的な学習の過程を4

段階に整理 して取組んできた。 これを学習

指導要領解説にある探究的な学習の過程に

対応させ，「つかむ」「さぐる」「みがく」「ひ

らく」の4段 階に整理 した。

特に，今年度の指導の重点を 「つかむ」

段階における個人課題の設定，「さぐる」

段階における体験的な活動（実験 ・観察や，

現地調査等），「ひらく」段階における相互

評価活動やまとめ活動と位置付け，各活動

では言語活動を適度に取 り入れた丁寧な学

習になるよう心がけた。

② 題材の設定

基本的には，従前の［地域学習］をベース

に，［LIFE］ の良さを組み込んで生かす

方向で内容を決定 した。そのため，第1学

年では鎌倉の歴史や伝統の学習，第2学 年

では職業学習，第3学 年では生き方探究学

習としての自主研究をメインに据えた。

又，鎌倉学習と職業学習をもう一段掘 り

下げるよう，続きとなる探究的な学習を設

定し，生徒が生き方を考えるきっかけにし

やすいように考えた。

③ 指導イメージの共有

総合的な学習の時間は，全職員で授業を

担当することか ら，指導イメージを共有す

るよう，具体例を挙げた。

指導のイメージ

・基礎学習を核に して，必要な知識や考え方等

を習得させる。

本校における探究的な学習の流れ

探究的な学習の過程 本校［LIFE］ の学習過程

課題の設定 「つか む」 課題設定，計画立案

情報の収集 「さぐる」 事前調査

体験活動（現地調査等）

整理 ・分析 「み が く」 学習発表会やレポー

ト作成に向けた準備

ま とめ ・表 現 「ひ ら く」 発表や冊子配付
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・探 究的な学習 を通 して，制約 条件 を考慮 させ

る よ う働 きか けなが ら，少 しずつ 思考力 ・判

断力 ・表現力 （特に問題 解決能力）を育て る。

・シ ミュ レー シ ョン学習や ，ガイ ドブ ックを活

用 した 「考え る学 習」 を通 して，思考力 ・判

断力 ・表現力 を育て る。

・実践的，体験的な学習 を通 して，職業への興

味 ・関心 を膨 らませなが ら，長期スパ ンで職

業観 ・勤労観 を醸成 させ る。

・振 り返 り，感想 文， レポー ト課題 等を通 して

学力3要 素をバ ランス よく育て る。

（7）実践の様子 と結果

① 第1学 年 鎌倉学習

従来の［地域学習］を焦点化 し，鎌倉の歴

史や伝統について追究するとともに，探究

の基礎力を養 う学習 と位置付けた。

相互評価活動を取 り入れた 「ひらく」活

動に重点を置き，発表練習を兼ねて，お互

いの探究内容や発表の仕方について質問

し，それを受けて改善していく学習を2回

繰 り返 した。その結果，発表内容の質は大

きく高まった。相互評価活動 とそれを受け

た修正活動を取 り入れたことで，学びの質

の向上が見 られた。

② 第1学 年 探究学習

各教科等での学習や鎌倉学習を通 して興

味 ・関心をもったことか ら，個人課題を設

定 し，教科系の8講 座 （国語系，社会系，

数学系，理科系，音楽系，技術系，家庭系，

英語系）に分かれて探究的な学習を進める。

教科系の講座 にす ることで，教師の専門性

を生か しやす くな り，探究的な学習の質が

高まると考えた。

③ 第2学 年 職業学習

従来の［地域学習］を拡張 し，3日 間の職

場体験学習を取 り入れて実施 した。又，個

人課題の設定から職場体験 ・個人 レポー ト

作成までの一連の学習を 「職業学習」 と呼

ぶことにした。職場体験学習を素材に，働

く意義や 自己の生き方を探究する学習とし

て位置付けた。

学習の流れは次のようにした。各 自が職

場体験学習を通して学びたいことか ら，個

人の追究課題を設定し，3日 間の職場体験

学習を通 して探究的な学習を進めた。

職業学習の流れ

○課題の設定

個人課題は， 「職場体験を通 して，『… 』

を学ぶ」とい う表現で設定させる。

○情報の収集

課題達成に必要な調査項 目を各自で設定 さ

せ，事前に調査できるものと，体験時に調査

するものに分ける。

○整理 ・分析

自分の体験や経験に基づき，気持ちの変化

をたどらせ る。又 自分の考えを具体化させる。

○まとめ ・表現

個人課題に基づき，具体的な結論をまとめ

させ る。学習発表会では職場ごとのグループ

発表で，その後は個人レポー トでまとめる。

個人課題は，次のようなものが設定 され

た。生徒が自分 自身を見つめ，自分の学び

たいことを設定 した今回の方法は，学習意

欲を継続させ，職場体験学習における課題

意識を明確にすることができた。

個人課題 の例

働 くことの大切 さ，計画性 の大切 さ，TPO

のわきまえ方 ，礼儀 ， 自分の適性， 自分 に必要

な こと，人 との付 き合 い方 ，整 理整 とん，言葉

の大切 さ，社会 のルールや マナー な ど

④ 第2学 年 生き方探究学習

職業学習で新たに生まれた疑問や関心を

追究 し，自己磨きに取組む学習 として新た

に位置付けた。

職業学習での気付きから個人課題を設定

し，5講 座 （職業や仕事，流通や経済，コ

ミュニケーションやマナー，文化や芸術，
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科学や 技術）に分 かれ て，探 究的 な学習 を

進め る。 この5講 座は，職業学習の振 り返

りを分析 して設定 した。

第1学 年で も同様 だが， この よ うに探 究

的な学 習で生 じた興味 ・関心や気付 きを次

の探 究的な学習 の入 り口にす ることで， こ

れ までの ［LIFE］ よりも課題 の質 が高 ま

り，生徒 の学習活動 が活発 になるこ とが分

かった。

⑤ 第3学 年 自主研究

従来の ［地域学習］と，個人 の興味や関心

を追究す る［LIFE］ を融合 させ，個人課

題 に基 づ く現地調 査 を中心 に据 えた探究的

な学習 として実施 した。 本学習は，修 学旅

行 に関連 させ，班別 自主行動 中に現地調査

に取組 む。 この 自主研 究での出会いを通 し

て， 日本 の伝統文化 に触れ ，今 後の 自分 の

生 き方 を考 える学習 として位 置付 けた。

学習 は，各 自が，京都 での現地訪 問を通

して学び たいこ とか ら個人 の追 究課題 を設

定 し，10コ ー ス （食文化 ，伝統 工芸，自社，

歴史，伝説 ・風水 ，芸能 ・芸事 ，こ とば，

観 光，庭園，その他） に分 かれ， グループ

研 究 と して探究学習 を進 めた。

生徒 の感想 では， グループ課題 の設定に

苦 労 した とい うものが多い一方， 自分の将

来 の生 き方について考 え られてい る記述 が

多か った。個 人課題 を設 定 した ことで，学

びの質 が高まった といえ る。

生徒の感想例

○和傘 に限 らず， 日本独 自の工夫 を私 たちが伝

えていか なければい けない こ とが分 かった。

古 き良 き 日本文化 を貴重 な もの として伝 える

ことが今後大切だ と思 った。

○重 くて，大 きな伝統 を背負 った仕事 に就 く人

た ちの固い決心 と，新 たな道 を開拓 しよ うと

す る意志 を感 じた。昔 と今 と未来 を大切に し，

つ く りあげてい けるよ うな生 き方 がで きれば

いい と思 った。

○世 の中に対す る考 えが広 げ られ た と思 う。今

後の 自分は，世の 中を広い視野 で見 られ るよ

うにな りたい と思った。

（8）成果 ・課題

個人課題 を軸 にす ることで， グルー プ活動

を中心 に して も，生徒 が 「テーマか らそれて

しま うこ ともな く，テーマ に迫 る研 究ができ

た」と感 じる学習 につ ながる ことが分 かった。

「課題 を設定す る前 に， 自分 で下調 べ をして

お くこ と」が大切 と感 じた生徒 もいた。

各教科等 との関連付 けにつ いて，各教科等

での学び と，総合的 な学習 の時間 での学びが

往復す るために，教師が専門性 を生 か しやす

い環境づ く り，課題設 定の ヒン ト，学習活動

を進め るのに必要な考え方等の習得 と活用が

大切である ことが分かった。

また，探 究的な学 習で生 じた興味 ・関心 を，

次の探究的 な学習 の入 り口にす ることで，探

究の質が高 ま り，3年 間 の学 びにつなが り（ス

トー リー）が できる ことも分 かった。

一方で
，授業時数が変 わるため，現在行 っ

て いるすべての学習の質 を確保す るこ とは難

しい とい う反省 もあった。授業時数 と探究的

な学習の質のバ ランスを検討 し，全体計画 を

更に練 り上げる ことが，今後の課題 で ある。

3研 究成果 の普及

本研 究で作成 した全体計画等 は，研 究紀 要に

掲載す る形 で，各機 関に公 開 ・普及す る。また，

学習 ノー トは，希望者への配付 によ り普及 させ

てい く。今年度は2月28日 （土）に ミニ研究発表

会 を開催 し，授 業公開や資料配付 を行 つた。

4今 後の展望

教員全員で話 し合 いなが ら，3年 間を見通 し

た 「自己の生き方 を探 究す る学習」 として確 立

す るよ う，少 しずつ改 善を進 めていきたい。
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