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⑤ 教科横断的な課題に関す る研究

（平成19・20年 度）

Ⅰ 研究指定校の概要

1学 校 ・地域の特色及び実態

本校は，岐阜市の北東部に位置 している。校

区の南には鵜飼で有名な長良川が流れ，北には，

緑豊かな山々が立ち並ぶなど自然豊かな地域で

ある。また，本校の近辺には，小学校 ・高等学

校など，多くの教育施設があ り文教地区でもあ

る。

本校は，地域の学校であるとともに，岐阜県

の教育振興のための研修校並びに岐阜大学教育

学部などの教育実習校 としての役割も担ってい

る。そのため，岐阜県の各地か ら多 くの教師が

研修 として赴任 してお り，日々，「生徒 と共に」

をモ ットーに実践を積み上げている。

学校の教育 目標として 「共に自立を目指す生

徒」を掲げ，「自分を見つめ，仲間を見つめて，

願いをもち，仲間とのかかわ りの中で考え，努

力を続け，自分の営みにね うちを見いだす生徒」

を育成 しようと実践を重ねている。

これまで実践を進める中で，日常生活におい

ても，学習においても，課題に直面 した際に，

過去の生活経験や既習事項を生か して見通しを

もって課題解決を図ってい く力を更に身に付け

ることが必要であると感 じている。

このことは，岐阜県独自で実施 している学習

状況調査の結果からも分かる。

例えば，社会科において，「日露戦争」を 「帝

国主義」と 「三国干渉」という事実をもとに説

明する問題の正答率は，県の平均 よりもやや劣

る結果があった。 「日露戦争」 「帝国主義」 「三

国干渉」 とい った用語 につ いての理 解はで きて

いるが， 「日露戦争 」 を 「帝 国主義 」 と 「三国

干渉」 とい う事実 とつ なげた理解 が不十分であ

ったため，事実 と事実 を関連付 けた説 明に弱 さ

が見 られ た。 その背景 と して，普段 の学 習活動

において，「事実 をつ なげて再構 築 してい く力」

の育成が不足 していた ことが考 え られ る。

こ うした力 を生徒 が身に付 けてい くこ とは，

学習指導要領が示す 「確 かな学力」 を身 に付 け

てい くた めに， 「基 礎的 ・基本的 な知識 ・技能

を確実に習得 し， これ らを活用 して課題 を解決

す るための思考力，判断力，表現力等 をは ぐく

む こと」その もので ある ととらえた。

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】

すべての教科において，

○単位時間において生徒が活用すべき内容を明

確にした指導計画を作成 したことにより，教

師の指導意図が明確になってきた。

○豊かな言語活動の促進を意図した授業を行 う

ことにより，「ゆさぶる」，「立ち止まらせ る」

等，教師の指導 ・援助が適切にな り，生徒が

過去の学習や体験 とのかかわりにおいて現

在の学習をとらえ，思考 し表現する力が高

ま り，学習に深ま りが生まれている。

○ 「活用力」の高ま りを生み出す学習集団の育

成の方途が明らかになってきた。

1研 究主題等

（1）学校における研究主題

「確かな学力」につながる 「活用力」の育成

（2）学校における研究主題設定のねらい

本研究主題は，「確かな学力」を身に付け
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た生徒の 育成 のた めに， 「活 用力」 をは ぐく

み，日々の学 びを深 め ることを 目指 している。

前 述の とお り，岐阜 県が実施 してい る学

習状況調査 （平成18鞭実施）に よる と，本校 の生徒

の課題 として，知識や技能 を生 か して，課題

を解決 してい く力 に弱 さが あるこ とが明 らか

になった。 この課題 は，PISA調 査の結果

とも一致す る。

そ こで本校 では，基礎 的 ・基本的な知識 ・

技能，見方や考 え方 を使 って思考 し，判断 し，

表現 しなが ら学 び深 め る力 を 「活用 力」 と定

義 し，研究実践 を積み 重ねてきた。

この 「活用力」 は，特 定教科 のみ でなく，

全 教科 では ぐ くむ べ き力 であ り， 「活用 力」

の育成は全教科に共通す る 「教科横断的な課

題 」であ ると考 えてい る。

（3） 本調 査研 究で取 り組む教科等

全教科

（4） 取組 体制

（5）2年 間の主な取組

平

成

19

年度

○各教科における 「活用力」を明確にする。

○ 「活用力」を伸ばすための指導 ・援助の

在 り方 を単元 ・一単位時間において工夫

する。

平

成

20

年度

○ 「活用」を意図 した単元構成を工夫する。

○豊かな言語活動を促進 し、仲間と共に学

びを深 める学習集団育成の手立てを明確

にする。

○ 「活用力」の高ま りを実感することがで

きる学習活動を創造する。

2研 究内容及び具体的な研究活動

研 究 に当た り， 「活用力 」を育成 してい く

ために，各教科にお ける 「活用力」の とらえ

を明確 に した。 以下は各教科が とらえた 「活

用 力」である。

教科等 各教科がとらえた 「活用力」

国 語 それまでに習得 した読み方や表現

の仕方などを場面や状況に応 じて

総合的に発揮する力

社 会 確かな社会認識を身に付けるため

に，それまでの学習や生活経験で

身に付けた知識及び，培われた社

会的事象に対する見方や考え方，

と新たに獲得 した知識 と培われた

見方や考え方を使 って社会的な思

考を深める力

数 学 それまでの学習で身に付けた知識

・技能，数学的な見方や考え方の

中から，課題解決に必要なものを

見いだし，課題を解決する力

理 科 それまでに養われた科学的な見方

や考え方を生か して課題 を解決す

る力

音 楽 新 しい楽曲に取 り組む中で，それ

まで身に付けてきた音楽の仕組み

や諸要素を使いなが ら，新たな音

楽表現を創造する力

美 術 それまでの造形的な経験を自分の

表現活動の中で生かし，願いをよ

り具体化するために発想，構想 し

て活用する力

保健体育 既習内容や本時の技術ポイン ト・

練習方法を生か して，技術を身に

付けた り，技能を高めた りする力
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技術 ・家庭 身に付けた知識や技術 を経験や体

験と関連付けながら，新たな知識

や技術の習得に結び付けることが

できる力。また，習得 した学習場

面以外の時や場で使 うことができ

る力

外国語 タス クや課題 を解釈 し，既 習のス

トラテ ジーや知識 ・技 能を生か し

て コ ミュニケーシ ョンす る力

特別支援 身に付けた学習内容を社会生活の

中で使 うことができる力

また， 「活用力」をはぐくむために，生徒

が一単位時間の学習活動でどのような学びを

進めていけばよいのかを明確にすることが必

要だと考え，学びの流れを次のようにとらえた。

① どの基礎的 ・基本的な知識 ・技能，見方

や考え方を使 うとよいのか

②選んだ基礎的 ・基本的な知識 ・技能，見

方や考え方をどのように使 うとよいのか

③得た自分の考えをどのよ うに表現 し，伝

えるのか

④基礎的 ・基本的な知識 ・技能，見方や考

え方を使ったことで， どんなことができ

るようになったか

以上を明らかにした上で，学習活動計画，

学習集団，学習活動の3つ の視点か ら研究を

進めた。

（1） 研究内容1【 学習活動計画】

基礎的 ・基本的な知識 ・技能，見方や考え

方を活用できる学習活動計画の作成

① 知識 ・技能，見方や考え方を明確に位置付

けた学習活動計画の作成

生徒が既習内容を活用 しなが ら課題を解決

するためには，活用す るための足場が形成さ

れていなければならない。そこで，どの教科

も，「本単元で身に付ける基礎的 ・基本的な

知識 ・技能，見方や考え方」「本単元におい

て重点とする習得済みの知識 ・技能，見方や

考え方」を整理 し，学習内容の系統性を重視

して単元を構成 し直 した。単元で学習を進め

るに当た り，次の （ア） （イ）を整理 した上

で指導に当たることが必要であると考え，

（ア）（イ）を位置付けた学習活動計画を作成 し

た。

（ア）どのような既習内容が足場 となってい

るのか

（イ）単元で身に付ける基礎的 ・基本的な知

識 ・技能，見方や考え方は何か

【実践例 ：音楽1年 生 「強弱と速度」】

1年 生では，音楽の諸要素の中でも 「強弱

と速度」に重点を置いて学習を進める。そこ

で，身に付けた 「強弱 と速度」の学習を活用

しながら学習できるように学習材を系統的に

配列 した。
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次の文章は， 「千の風 になって」 「カ リブ夢

の旅 」 を学習 し終 えたAさ んの感想 で ある。

【「千の風 になって」学習後の感 想】

サ ビの部分の2回 目を強 くす ることで， さら

に 「千の風 になっていつまで もあなたのそば

にいます」 とい う強 いメ ッセー ジを表現でき

ま した。楽譜 にはfの 記号 しか示 されていな

か ったけれ ど，2回 目を強 く した ことで気持

ちを豊か に表現で きるこ とが分 か りま した。

サ ビの部分は高い音ばか りで， 「魔王」の中で

子どもが叫ぶ部分は音が高かったから，音が

高い部分は強く表現することが多いように思

います。 （傍線引用者）

【「カ リブ夢 の旅」学習後 の感想 】

「千 の 風 に な っ て 」 のmeno mossoの 時 は

ゆっ くりに しなが らデ ク レシェン ドした けれ

ど ， ア ッチ ェ レ ラ ン ドの と き は ， ク レ シ ェ ン

ドす る方が合 うと感 じま した．テ ンポが速 く

な った部分は，ffで 歌 う方が よ り思いが強

く表現で きると思いま した。 （傍 線引用者 ）

学習後の感想からは，生徒が既習内容を活

用すれば課題が解決できる，とい う認識のも

と，追究活動を行っていることが分かる。ま

た， どの時間に学習 した，どの内容を活用 し

ているのかを，はっきりと自覚 している様子

も分かる。

このよ うに，「活用力」をは くぐむ視点か

ら学習材 を系統的に配列 した学習活動計画を

作成 して指導に当たった結果，生徒は音楽の

諸要素や仕組みについて習得 し，それらを新

たな楽曲で活用 しながら，表現を工夫するこ

とができるようになった。

② 活用す ることの高まりを確 かめる場の位置

付け

生徒が既習内容を活用 したことで，学習課

題が解決できた，理解が深まった，見方や考

え方が広がったなど，学んだことが さらに定

着するように，単元の中に 「活用することの

高まりを確かめる場」を位置付けた。

【実践例 ：理科】

「動物のくらしとなかま」の単元の中で，

だ液の働きを調べる学習 （第15時 ）を 「活

用することの高まりを確かめる場」 として位

置付け，単元の導入か ら系統性を考慮 して意

図的 ・計画的に指導を進めた。第15時 に活

用できる見方や考え方を以下に示す （図1）。

次の文章は，第15時 にだ液 の働 きを調べ

る学習を終 えたBさ んの振 り返 りで ある。

前回の実験で，デンプンは噛んだだけでは

糖に変化 しないことが分か りま した。私は，

だ液のはたらきで糖になると予想 して実験を

したら，そのとお りの結果にな りま した。

（明確な目的意識）

デンプンが糖に変わるのは，小腸の毛細血

管か ら吸収できるように小 さくするためだと

【図1「 第15時 に活用できる見方や考え方」】

300



思 います。それ に，植物 と同 じでデ ンプ ンを

糖 に変 えて血液 の中を運びやす く しているの

だ と思い ます。

（消化 ・吸収 と関連付 けた考 え方）

次回の学習で は，デ ンプ ンよ りも糖 の粒が

小 さいのか確 かめてみたいです。

（連続 した 目的意識 ）

この振 り返 りから，生徒が必然性のある学

習課題を設定し，明確な目的意識をもって追

究活動を行っていること，前時までの既習内

容を活用 して考えることで理解が深まってい

る様子が分かる。

（2） 研究内容2【 学習集団 】

仲間と共に学びを深める学習集団の育成

① 豊かな言語活動を促す，聴 く力 ・話す力を

高め合 う手だての工夫

仲間に自分の考えを正 しく伝 えるために

は，根拠を明らかにす ることが必要であり，

また，仲間の考えを理解するために，これま

での学習 とどうつながっているのかを考える

必要がある。つまり，活用することを意識 し

た豊かな言語活動を，これまで本校が大切に

してきた仲間 との学び合いの中で繰 り広げて

いくことで，「活用力」の育成を図ることが

できると考えた。そこで，各教科において，

活用することを意識 した聴き方 ・話 し方を明

らかにし，その定着のための指導方法を明 ら

かにす ることにした。

まず，学習委員会を中心にして，基本的な聴

き方 ・話 し方ができるようにするために，段階

的に指導を行ってきた。具体的には，毎月の聴

き方 ・話し方の重点項目を決め，全校共通の目

標をもって学習活動に取 り組んできた。

〈5月 〉 話 し手に体を素早く向けて聴こ う

聴き手に伝わる声の大 きさで話そ う
〈6月 〉 話 し手の言いたい ことは何かを意識 して聴 こう

聴き手を意識し，目線や立ち位置を考えて話そ う

〈7月 〉 自分の考えと比べなが ら聴こう

この取組 と並行 して，全校教科係 会では，

各教科の特性に応 じた聴 き方 ・話 し方 を明確に

して指導に当たってきた。全校教科係会は，縦

割 りで各教科係 を集め るため，上級生の姿や他

学級の姿か らも学ぶ ことができる。学習活動の

場面を具体的に示 しなが ら，どこで， どのよ う

な聴 き方や話 し方がで きる とよいのか を交流

し， 自分たちの学級 に生かす よ うに してきた。

こ うした取組によ り，生徒は係を中心 として，

聴き方 ・話 し方 を意識 した学習活動を行 うこと

ができるようになってきた。

【全校教科係会 を中心 とした，基本的な聴 き方 ・話 し方の

具体例】

〈聴き方〉
・聴 く姿勢の徹底 （顔や体 を発表者に向ける，手や足の位

置）
・メモを とりながら聴 く

・自分の考えと比べながら聴 く （同 じ点，違 う点）
・発表者が伝えたい内容 を要約 しながら聴 く

・理解 できなかった ところを聴 き直す （理解できるまで聴

く）

〈話 し方〉
・端的に，結論から話す
・そのよ うに考えた根拠を話す

・事実や具体例を挙げて話す

・比較 しながら話す

・図や表 を用いなが ら話す

このような指導により，自分の考えをより明

確に表現し，仲間と共に学びを深める生徒が生

まれつつある。

【実践例 ：数学】

数学科では，豊かな言語活動を行 う具体的

な生徒の姿として，簡潔 ・明瞭を視点として，

仲間の考えと自分の考えを比較 して聴き取る姿

（聴き方），数学の用語や数学的な表現を用い

て，論理的に自分の考えを説明する姿 （話し方）

と考えた。そして，以下のような聴き方 ・話し

方に重点を置いて指導に当たった。

〈聴き方〉

○根拠がはっき りしているか
・どんな既習内容 を使 っているか

○論理的であるか
・筋道立てた説明であったか

・疑問点はないか

○自分の考えとの相違点はどこか
・方法，内容の面から比べる

〈話 し方〉

○順序性 を意識 して話す
・「まず」「次に」

・「ここまではいいですか」と，確認 を取 りなが ら

○簡潔 ・明瞭を意識 して話す
・「簡単に言 うと」 「まとめると」

・端的に
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また，学習活動における学び合いにおいては，

生徒が 自分の考 えの根拠 を明確 に して話 した

り，聴 いた りすることが行 いやすい ような環境

を創 り出す ことが大切であると考えた。そ して，

根拠 となることを確認 しやすいよ うに，既習内

容を簡潔な文でま とめたカー ドを教室の前面に

掲示 し，それを利用 して発言 した り，見ながら

理解 して聴 いた りす るように した。

T：Aさ ん， 困っ てい た ことが あっ たね。

A： （前 に来 て， カー ドを受 け取 っ た後 ）

私 は この公 式Iを 使 っ て考 えた けれ ど，

（5x＋1） （5x－3） ＝25x2－2x－3

で も，1つ ず つ展 開す る と

（5x＋1） （5x－3） ＝25x2－10x－3

となっ て違 って しま いま した。

B： （前 に来 て， カー ドを指差 しなが ら）

今 までは ，xは1xな ので， （1－3）1xだ け ど，

この 問題 は5xだ か ら， （1－3）5xと な るの で，

公 式 の使 い方 が違 って いた の だ と思 い ます。

このよ うな指導 を行 う中で，生徒は既習内容

を使い なが ら，根拠をもって話 した り，聴いた

りす ることができるようになってきた。

② 「活用力 」の高 ま りを生み 出 し，実感 し合

え る学 習集 団の在 り方

「活用 力」 は，言葉や技能 な ど，生徒の内

面 だけではな く外部 に表 出 され るもので もあ

る。その点か ら考え ると，生徒 が安心 して 「活

用力」を表出で きる環境 を整 えねばな らない。

その際，大切 とな るのは，安心感 のある学習

集 団の育成 である。生徒 が仲間 と共 に 「活用

力」 の高 ま りを 目指す とともに，仲 間か らそ

の高 ま りを認 めても らえれ ば，追究 の意欲 が

向上 し， さらに 「活用力」 を高 めることがで

きると考 えた。

そ こで，以下の よ うに生徒の組織 を生か し

た学習集 団づ く りに力 を入れて きた。

【学習活動創造 会 ・全校教科係 会の位置付 け】

各学級 に学習委員 と呼ばれ る生徒がい る。

彼 らは，学習活動 を向上 させ る リー ダーであ

る。 また，各学級 に9教 科 にわた る教科係 が

い る。彼 らもまた，教科 にお ける リーダー で

ある。学習委員 と教科係が集ま り，学習活動

を全校規模で向上させていこ うとする組織が

学習活動創造会である。特に，全校研究会の

前後にこの会は開かれる。さらに，全校研究

会の公開学習活動にも参加 し，自分が所属す

る学級の学習活動 と比較 しながら，学習活動

を参観する。そして，公開学級の学習活動の

よさを自分たちの学級に取 り入れた りするな

どして，学習集団を向上させている。

また，教科係 も全校教科係会を開催 し，全

校的に共通 して取 り組む内容を明確にして，

自分達の学習活動が向上す るよう，努力して

いる。

（3） 研究内容3【 学習活動 】

「活用力」の高まりを実感できる学習活動

① 「活用力」育成の視点に立った課題づくり

の工夫

既習内容を駆使 しながら，学び進める力を

はぐくむためには，課題づ くりの段階で，こ

れまで学習 してきた既習内容のどれを使えば

よいのか，選択 ・判断することが必要である。

そこで，これまでの既習内容を活用すれば，

課題解決ができそ うだとい う解決の見通しま

でもつことができる素材提示や願いのもたせ

方の工夫など，活用することを意図 した課題

づくりの工夫を進めることとした。

今年度は，特に本時の課題解決に活用でき

る既習内容を指導者が明確にした上で，課題

学習活動創造会を行っている生徒達
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づ くりに臨んだ。課題づ くりのポイン トは

以下のよ うに考 えてい る。

①既習内容で解決，または，途中までは解決できる問

題の提示

②既習内容から気付く相違点や疑問点がある事象や作

品の提示

③あこがれをもつことができ，既習内容の生かし方が

明確な鑑賞や教師の示範

【実践例 ：数学科 「平方根」】

既習内容を明らかにし，それらを用いて本

時の課題に関連 した問題を解 くようにするこ

とで，既習内容を用いれば，本時の課題解決

ができることに気付くことができるように指

導してきた。

このよ うに， どの既習内容 を活用すれ ばで

きそ うかの見通 しをもて るよ うに したこ とに

よ り，生徒 たちが既 習内容 を選択 ・判断 して

活用 しよ うとする態度 が育 ってきてい る。

② 教師に よる働 きか けの明確 化

生徒た ちは，既 習内容 を駆使 しなが ら課題

解決 を進 め る中で， 自分の考 えをもつ。その

考 えを出 し合 うだけでな く，教師が意図的に

立 ち止 ま らせ た り，問い返 した り， も う一度

確か め させ た りす る ことで，活用 しなが ら，

学び深 める力 を高 めたい。

そ こで，いつ， どの場面で， どんな言葉 を

か けるのか，具体的 な働 きかけを明 らかに し

て学習活動 を進 め るこ ととした。 働 きかける

視点は，『「活用力」をはぐくむ視点 と手だて』

として，学習活動案 に示す ように した。

教師 が 「ゆ さぶ り」，「立ち止 ま らせ る」働

きか けを行 う上 で，大切に して きた こ とは，

以下の点である。

③ 「活用 力」の高ま りを実感 できる振 り返 り

の在 り方

本 時， どんな既 習内容 を， どの よ うに活用

したか ら， どんな ことがで きるよ うになった

か，活用 して学 んだ ことを確 かめ ることで，

活用 しなが ら学び に 自信 を もち，主体的に学

ぶ生徒 を育て るこ とにつ ながる と考 えた。

そ こで，学んだ ことを生か して新た な問題

に取 り組 んだ り，活用 した ことを基 に振 り返

りを書 いた りす るな ど，活 用 して学んだ こと

を確 かめる場 を設 定 した。

振 り返 りにお いては，以下の よ うな視点 を

大切に して きた。

既習内容の

①何を用いたのか

② どうして用いたのか

③ どうやって用いたのか （伝えたのか）

④用いることで，何ができるようになった
のか

こ うした内容 での振 り返 りを行 うことで，

ゆ さぶ る ・立 ち止ま らせ る

・根拠や工夫，発想 を明 らか にできるよ うにする。

・事 象 と事象 ，資料 と資料 のつな が りを考 えるよ う

にす る。

・生徒 の考 えを整理 して，共 通点や 対立 点を明確 に

す る。

・よ り簡潔 で明瞭 な考 え方 ・進 め方 を求 める よ うに

す る。

・どんな既習 内容 の何 を使 ったのかを明確 にす る
。
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既 習内容の駆使 と課題解決 のつなが りに気付

くことができた。

さらに，既 習内容 を駆使す ることの高ま り

が実感 できる ようにす るために，学習活動終

末の振 り返 りにお いて は，本時 の学習が生か

せ る問題 を出 した り， レポー トにま とめ る活

動 を行 った り，生徒の意見交流 を うなが した

り，生活 につ ながる問いかけを行 った りす る

工夫 を各教科で行 ってきた。

【実践例 ：技術 ・家庭科】

以下の3点 か ら振 り返 りを行 い， ノー トに

自分 の言葉や 図でま とめた り，全体の場 で発

表 した りして，生活につ なが るよ うに した。

①本時学習 して分かったこと

②既習内容とつなげて考えたこと

（材料 ・道具の使い方 ・身体の使い方）

③生活の中にある技術・家庭科 とつなげて考
えたこと

生徒 の振 り返 りは以下の よ うなものがある。

今 日は，ね じ山 を作 るね じ切 りの作業 を行 っ

た。最初 はなかなか うま くね じ山を作 ること

が できなかったんだ けど，ペアのBさ んの横

か ら覗 き込 んでいる姿を見て，① ね じ切 りが

削 る金属 と直角 になっているかを確認 して，

取 り組んでみた ら作ることができた。②道具

と材料を直角にするのは，くぎ打ちなどでも

経験 した ことがあるのです ぐにで きた。

ね じ切 りで直角 に回す こ とも分 かった。前

に，③買ってきた棚などを組み立てる時ね じ

山がつぶれ て うま くいかなか った ことがあっ

たので，木材 とね じを直角の状態でね じを回

す ことで うま くい くと思 うので，次の時には，

横か ら見て確認 して作ってみたい。

この よ うに，実生活で は， どの よ うに活用

できるのかを考え るよ うにす ることで，生活

へのつ なが りを もたせ ることができた。生徒

は本 時の学習 内容 を既習 内容 として，これか

らの学習や生活 に生かす こ とができることに

気付いた と考えることができる。

（4）成果と課題 （○ ：成果 ● ：課題）

○既習内容を用いて課題解決を図る喜びを繰

り返 し味わ うことができる単元構成をした

ことで，既習内容を意識 して課題解決 しよ

うとする生徒が増えた。

○聴く力 ・話す力を身に付けた生徒の姿を具

体的にして指導に当たったことで，理解を

促す話 し方，理解 しようとする聴き方が身

に付きつつある。

○学習集団を高め，学習活動を充実させたい

とい う生徒の高い意識が生まれ，仲間と共

に高め合 う学習集団になりつつある。

○既習内容を活用すれば解決できそ うだとい

う見通 しをもてる課題化を進めたことによ

り，活用することを意識 した学習活動を展

開することができた。

● 「活用することの高ま りを自覚できる場」

の内容の工夫 ・改善

●聴き手と話 し手の一体感がある学習活動の

具現

3研 究成果の普及

・毎年行われる研究報告会で研究の成果を
，

生徒の姿を通 して具体的に報告 した。

・学校への訪問者に対 して
，プレゼンテーシ

ョン等で取組を説明するとともに，生徒の

学習活動を公開 して，生徒の姿と教師の姿

で成果を示 した。

・本校からの訪問先に資料提供を行った
。

4今 後の展望

活用力を高めようとする生徒の意識の高ま

りは，その発言や考え方等に具体的な成果と

して現れるようになった。岐阜県が行ってい

る学習状況調査か らも，「知識や技能を生か

して問題を解決する力」の伸びが見 られる。

さらに，「活用力」の高ま りを生徒が自覚

できていることの検証を，評価の在 り方と併

せて検討する必要がある。
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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
やまぐちだいがくきょういくが くぶ ふ ぞ くひかりちゅうがっこう

山口大学教 育学部附属 光 中学校

校 長 名 ：吉川幸 男

所 在 地 ：山 口県光 市室積8丁 目4－1

電話番号 ：0833－78－0007

⑤
教科横 断的 な課題 に関す る研 究

（平成19・20年度）

Ⅰ 研究指定校の概要

1学 校 ・地域の特色及び実態

本校は，山口大学教育学部の附属学校の一つ

であり学部 と協力 しながら多様な実践的研究に

取 り組んでいる。 これまでに，授業づ くりに関

する研究を中心に，評価やカ リキュラムに関す

る研究に取 り組んできた。最近では，同一敷地

内にある小学校 と共同で小中連携に関す る研究

に取 り組んでいる。

2学 校 の 概 要 （平成20年5月1日 現在）

教師数14名

Ⅱ 研究の内容及び成果等

【研究成果の要点】 各教科で学んだことを他

の教科でも活用できるよ うにすることで，各教

科の目標をよ りよく達成できるとともに，より

幅の広い能力が身 に付 くのではないか と考 え

た。

そのために，各教科等での学びを，個別の知

識や技能だけでなく，「何 を取 り上げ， どこに

着目し， どのように考え，活動 してい くのか」

とい う手法 （本校では 「学びの進め方」と名付

けた）に整理することで，他の教科における活

用が図 られることが分かった。

さらに，「学びの進 め方」を他教科で活用す

ることで，それぞれ教科 目標の達成を目指 した

効果的な授業が行えるようになるとともに，生

活上の課題 など，特定の教科だけでは扱 うこと

のできない課題 を扱 うこともできるようにな

り，学習す る必要性 を実感 できるよ うになっ

た。

1研 究主題等

（1）研究主題

活用の場を広げる教科横断的な授業の在 り

方

② 学校における研究主題のね らい

次期学習指導要領の総則には 「思考力 ・判

断力 ・表現力その他の能力」の育成が掲げら

れている。そ して，これ らの能力をはぐくむ

ために，各教科等において基礎的，基本的な

知識 ・技能な どを活用する学習活動を充実 さ

せ ることが求め られている。思考力 ・判断

力 ・表現力 を育成す るとい う観 点に立てば，

活用の場面は多種多様 に準備 され るべきで

あり，その場面は，各教科等を越 えることに

よって，格段に広がってい くことになる。そ

こで，各教科等で学習 した内容 を，教科等を

越えて生かす ための授 業の在 り方を明 らか

にすることを 目的 として，上記の研究主題を

設定 した。

（3）本調査研究で取 り組む教科等

すべての教科，道徳，特別活動，総合的な

学習の時間を研究の対象 とする。

（4）取組体制
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（5）2年 間 の主な取組

年度 月 主な取組

平

成

19

年

度

4 1研 究仮 説，研究 の視 点の設定

7 2各 教科から提案された授業計画の検討

9

～

2

3研 究授業 の公開 と研 究協議

（1）他 教科 の 「学びの進 め方」を活用す る授 業
・「柔道 一武道 と しての柔道

，スポー ツ とし

てのJUDO」 （保 健体育 ，国語）
・「快 適な室 内空間」 （技術 ・家庭

，音楽）
・「小型家 具 の組 み立 て」 （技 術 ・家庭

，数

学）

（2）総合的 な学習の時 間で教科 の「学びの進 め

方 」 を活用 す る授業
・「日本 が直面す る危機 ～水道 が抱 える リス

ク」 （総合 的な学習 の時 間，数学，理科）
・「日本が 直面す る危機 ～アスベ ス トの危 険

性 」 （総合的 な学習 の時 間，社会，英語）

③ 特別 活動の 中で教科の 「学 びの進 め方」を

活用す る授 業
・「学級 の成長 を確 か める～学級 文集づ く り

を通 して 私た ちの学級 ら しさ」 （特別活

動，社会 ，理科）
・「学級 の成 長 を確 かめ る～学級文集 づ くり

を通 して 表 紙 に 込 め る思 い 」 （特別 活

動 ，国語，美術）

3 4中 間報告書作成

平

成

20

年

度

4
1研 究仮説 ，研究 の視 点の見 直 し

2授 業検討 のため の研 究 グルー プの編成

3研 究授業 の公開 と研 究協議

（1）生活 の中の課題 を取 り上げ た授 業
・「掃除 ～きれい に使 って くれ てあ りが と う」

（道徳，総合 的な学習 の時間，特別活動）

5

② 現代社会 の問題 を取 り上げた授業
・「日本 が直面す る危機 ～航 空会社 の リス ク

マネ ジメ ン ト」 （国語 ，社会 ，総合的 な学

習の時間）
・「オ リン ピックの諸 問題 を探 る～ス ポー ツ

と男女平 等」 （保 健体育 ，総合的 な学習 の

時 間）

8 4総 論作成 と研 究発表 会準備

5教 科横断的 な学習 に関す る研究発表会

（1）全体発表

（2）授 業公開

【教科 間連的授業 】
・「テーマ ソングを歌 いあげ よう～強弱の割

合 」 （音楽 ，数 学）
・「電流 と磁界 ～現象 のイメー ジ化」 （理科

，

美術）

9

【間教科的授 業】
・「俳句 か らHAIKUへ ～つ まだちて見るふ

るさ とは喜雨 の中」 （国語，英 語）
・「オ リン ピックの諸 問題 を探 る～オ リン ピ

ックの決勝戦 」 （社会 ，保 健体育，総合 的

な学 習の時間）

【多 教科 的授業 】
・「掃 除をつ くる～きれい にす る ことの必要

性」 （教科，道徳 ，総合的な学習 の時 間）
・「リスクマネ ジメン ト～附 中祭 の リス クマ

ネ ジメン トの評価」

（3）シンポジ ウム

（4） 「ちゃぶ 台方式」 に よる分科会

（5）指導講評

10
6各 研 究 グル ープ ごとの成 果のま とめ

7研 究の総括

2 8研 究協議会 での発表

3 9研 究成果報告書作成

2研 究内容

（1）活用の場

何 らかの課題に直面 したときに，生徒は，

これ までの学 びの 中で身 に付 けて きた知

識 ・技能を駆使 してその解決に取 り組もうと

する。 しかし，い くら豊かな知識 ・技能を身

に付けていたとしても，その課題の解決にふ

さわ しい知識 ・技能が選び出され活用 され る

とは限らない。授業において，生徒がこれま

での学びの中で身に付けてきた知識 ・技能を

最大限に活用 させるには，そのための場づ く

りが必要 となる。ただし，限 られた授業時間

の中では，活用す る場面を安易に増やす こと

はできない。そこで，より効果的な活用場面

を設定す る考え方が必要と考えられる。

② 「学びの進め方」

より効果的な活用場面 として，他の教科等

を考えるためには，各教科の学びを共通の形

で整理 しなければな らない。このことにより，

初めて教科の指導場面で，他の教科の学びが

活用できるか どうかを検討できるのである。

これまで知識や技能についてはこのような検

討はなされてきた。 しか し，それぞれの教科

の学習には，授業の中で課題を追究 し解決す

るために用いる様々な手法がある。例えば，

社会科で 「なぜあのタイ ミングで江戸幕府は

開国 したのか」 とい う課題に出会ったとき，

次のような手法を用いて自分な りの意見を作

り上げてい く。

A開 国 に至 る政策 決定過程 に着 目 して，開 国が幕藩

体制の維持 にプ ラス に働 いたのか吟 味す る。

B日 本 の置 かれ た状況 を，欧米諸 国 との交渉結果 に

着 目 して，イ ン ドや中国 の置かれた状況 と比較す る。

C開 国の， 日本 の経済 に与 え る影響 に着 目して，幕

府の思惑 を想 像す る。

Aの 手 法は，開国 とい う政 治の一局面 の変

化 が， 江戸時代 の政 治体制全体 に どの よ うな

変化 をもた らすのか とい うこ とを結 び付 けて

考 えて いる。 つま り，部 分 と全体 との関係 を
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とらえようとする手法である。

Bの 手法は，日本 と同時代の他国の様子 を

比較す ることによって，共通点や差異を見出

そ うとす る手法である。

Cの 手法は，幕府の立場に立って，開国と

い う政治的決断をした背景にある意図を予想

してみるとい う手法である。

このよ うな，手法も含めたものが各教科の

学びであ り，これによ り各教科固有の知識や

技能を課題の解決のために活用できるのであ

る。

このような手法は，一般的に 「何を取 り上

げ，どこに着 目し， どのように考え，活動 し

ていくのか」 とい う形で表現することができ

る。そ して， このような手法のことを，本研

究では 「学びの進め方」 と呼び，この 「学び

の進め方」を活用する場面を検討す ることで，

より効果的な 「知識 ・技能を活用す る」場面

が明 らかになると考えている。

（3） 「学びの進 め方」をもとにした活用場面

各教科には，それぞれ固有のね らいがある。

そ して授業者は，そのねらいを達成するため

に，各教科独 自の教材や活動そ して 「学びの

進め方」を組み合わせて授業を展開 している

が，今回の研究では，より効果的な活用の場

を設定するために，ある教科の 「学びの進め

方」を他の教科で活用できる 「教科横断的な

授業」を検討 した。

様々な授業を実施する中で，「学びの進め方」

を基本に した 「教科横断的な授業」を以下の

ような3種 類に整理することができる。

① 教科関連的授業

② 間教科的授業

③ 多教科的授業

① 教科関連的授業

この授業では，よ り効果的に教科のね ら

いを達成す るために，他教科の教材や活動

そ して 「学びの進め方」を活用 して授業を

展開する。

これにより，教科の目標の達成が図 られ

るとともに，「学びの進 め方」の定着が図 ら

れる。

さらに，ある教科の 「学びの進め方」が

他教科の課題 の解決にも有効であることを

実感 し，その教科を学ぶことの意義を理解

できることが期待 され る。

② 間教科的授業

生徒の身の回 りには地球温暖化や食の安

全など現代的な諸課題があふれている。 し

か し，教科の学習がこれ らの課題に対応で

きるとは限らない。 この授業は，既存の教

科間の境界または隙間になっている複合的

領域に学習主題 を設定 し，それを関連する

既存教科の 「学びの進め方」を活用 して追

究する授業である。

この授業により，「学びの進め方」の定着

が図られる。さらに，それぞれの教科の 「学

びの進め方」が 日常生活や社会生活上の課

題の解決にも有効であることを実感 し，そ

の教科を学ぶことの意義を理解できること

が期待される。

③ 多教科的授業

多教科的授業とは，教科外の学校生活上

の指導の脈絡から学習主題が設定され，そ

れぞれの教科の 「学びの進め方」を活用 し

て追究するとい う授業である。総合的な学

習の時間や特別活動などの教科外の学習が

基盤にあ り，そ こに随時各教科の学習の要

素を加えてい くのである。

この授業でも，「学びの進め方」の定着が

図 られ，教科を学ぶ ことの意義を理解でき

ることが期待 される。 さらに，複数の教科

の 「学びの進め方」を自ら選択 して活用 し

た り，複数の 「学びの進 め方」を組み合わ

せた りして， より適切な課題の解決策 を検

討できるようになることも期待できる。

3実 践例

（1）教科関連的授業
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実施 日 平成20年9月27日

実施学年 第2学 年

単元の軸とな

る教科等
理科

単元 電流と磁界

単元の

ね らい

磁石や 電流 の回 りに でき る次回 の様

子 を観 察す る とともに ，導線 を流 れ る

電 流が磁 界 の中で受 け る力や，磁 界の

変 化 によっ て コイル に発生 す る電 流の

性 質 を調 べ る ことを通 して，モー ター
の しくみ や電磁 誘導 につ いて理解 させ

る。

本時の
題材

電磁誘 導～現象 のイ メージ化 ～

授業者 金 田隆史 （理科 ），原 田敦 史 （美術）

本 時の
ね らい

1円 玉 の近 くで磁石 を動 か した とき

に1円 玉 が動 くしくみ を描画 を用 いて

考 察，説 明す る ことを通 して，金属 の

回 りで磁 界 を変 化 させ た ときに電流 が

発生す る ことを見出す こ とがで きる。

授業の型 教科関連型授業

本 時 で 活
用 さ れ る
「学 び の

進 め方」

○理科
・1円 玉 が磁石 に引 き付 け られ た り磁

石 と反 発 した りす る現 象 と類似 す る現

象 に着 目 して，1円 玉が動 く しくみ と

関連付 ける
・磁 力線 で表 した磁石や1円 玉の周囲

の磁界 の様子 に着 目 して，1円 玉の動

きと関連付 ける
○美術科
・色や 形 の もつ性 格 に着 目 して，1円
玉 と磁 石の反 応 の説明 として共 有で き

るイ メー ジを用 いる
・構成 の基本 に着 目 して，図の色 や形
の組 み合 わせ を考 える

本 実践で は，まず小 グル ープ ご とに，1円

玉 の近 くで磁 石 を動 かす と1円 玉 が動 く と

い う現 象 を体験 させ た。 これ まで の学習で ，

磁石 と反応す る金 属 は主 と して鉄 であ り， ア

ル ミニ ウム をは じめ とす る多 くの金 属 は反

応 しない ことを学 んで きた生徒 は， この現象

に高 い関心 を示 した。 その上 で 「1円 玉が動

くとき，1円 玉で は どの よ うな ことが起 こっ

てい るの か」 とい う問い を投 げかけた。 グル

ープ内の意見 をま とめる際の道具 として
，各

グル ー プ ご とに 検討 用 と発 表 用 の2枚 の ホ

ワイ トボー ドと3色 のマー カー を配布 した。

この現象 を他 のグルー プに分か りやす く説

明す るには，力や電 流，磁 界な ど 目に見 えな

い 抽象 的 な要 素 につ い て 図示 す る必 要 が あ

る。当初，各 グルー プ ごとに発表 させ た上で，

美 術科 の教 師 が矢 印 の 色遣 い や形 につ いて

ア ドバイ スを し，集 団で思考 を深 めてい く際

には，抽象 的な概念 を視 覚的 に共有す る こと

が有 効 で あ る こ とに気 付 か せ る とい う予 定

であ った。 ところが ，生 徒 は前 時までの授業

で学んだ，金属線に電流を流す と磁界ができ

磁石 と反応するとい う内容 と，本時の現象を

結び付けて考えることができずにいた。そこ

で美術科の教師は，個別に各グループを回 り

なが ら表現方法 の工夫 に関す るア ドバイス

を行った。結局本時の中で美術科教師が描画

表現を工夫す ることの有効性 について説 明

する時間をもつことができなかったので，次

の時間に，生徒が作成 した図と美術科教師が

作成 した図を比較させた。

このとき，生徒か らは 「矢印の前後関係が

はっき りとしていて分か りやすい」「磁界や

電流，力を表す矢印が色 と形ではっきりと書

き分けられていて分か りやすい」 といった意

見が聞かれた。

まとめとして美術科教師の支援により，美

術の授業で学習 した遠近法や，シンメ トリー

な どの技法 を用いることで誰 か ら見ても分

か りやすい図になるとい うことと，矢印のよ

うな記号にどのよ うな意味 をもたせ るかを

はっきりとさせ ることが重要であることの

学習が行われた。

② 間教科的授業

実施 日 平成20年9月27日

実施学年 第1学 年

単元の軸とな
る教科等

総合的な学習の時間

単元
オ リンピ ックの諸問題 を探 る～オ リン
ピックを学ぶ， オ リンピ ックで学ぶ～

単元 の

ね らい

オ リンピ ックが抱 える諸問題 の 中か

ら追究すべ き課題 を見 出 し，調査， 追

究 を行い ，その解 決策 をま とめ る活動

を通 して， オ リン ピ ックの もつ魅力 と

諸 問題 につ いて理解 す る とともに，生

徒 自身を と りま く様 々 な事象 を多角的

に とらえ る力 を養 い， 自己の生 き方 に
ついて考 え させ る。

本時の
題材 オ リンピックの決勝戦

授業者 吉岡智昭 （社 会）吉中孝志 （保健 体育）

本 時の
ね らい

北京オ リン ピ ックの種 目の中で ，競

泳 と体操 団体 のみが 午前 中に決勝 戦が

行 われ た背景 につい て考 える ことを通

して，オ リンピ ックには莫 大な費用 が

美術科教師作成の見本 生徒が作成した図
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かか り， メデ ィアや企 業の協 力な しに

運 営で きな いこ とに気 付 くことが でき

る。

授 業の型 間教科的授業

本 時 で 活

用 さ れ る
「学 び の

進 め方」

○社会 科
・オ リン ピックの

，中国 国内 に与 える

影響 に着 目して ，オ リン ピック とオ リ
ンピ ックを支 える産 業 とを関連付 ける
・オ リン ピックを運 営す るのに必 要な

業務 に携 わって いる人 々の仕 事 か ら，
オ リン ピ ックの運営 に従事す る人 々の

思いや願 いを想像す る

○保健体 育科
・北京 オ リン ピックの，各種 競技 日程
に着 目し， よ りよいコ ンデ ィシ ョン と

の関係 を分析 す る
・スポ ー ツの 競技性 と平等性 の関係 に

着 目 し， よ りよいオ リンピック競技 の

在 り方 をさぐる

本 実践 で は， まず 「なぜ競 泳 と体操 だ け ，

午前 中に決勝が行 われたのだ ろ う」 と問いか

けた。これ に対 して，「昼食 を とる前の方 が，

体 が動 きや す いか ら」 「夜 や る と眠 くな るか

ら」 といった競泳 に注 目 した意見が 多 く表 出

した。 そ こで ，保健 体育科 教師 が， 「競泳や

体操の決勝戦 が行われ ていた時間帯 とTVの

ゴー ル デ ン タイ ム の時 間 帯 が重 な る国 は ど

こか」 と問いか けた。生徒 は，地図帳 を用 い

た り時差 の 計 算 を した りしなが らア メ リカ

がそれ に当た るこ とを突 き止 めた。 さらに授

業者が 「なぜ ア メ リカの ゴールデ ンタイム に

合わせ る必 要が あったのか」 と問 いかけた と

ころ， 「ア メ リカ で水 泳 や体操 が人気 が あ る

か ら」 「中国 がア メ リカに対 して， 中国選 手

の活躍 をみせ つ けよ うとしたか ら」 といった

意見が出 され た。

ここで授業者 が社会科教師 に交代 し，北京

オ リン ピ ックの運 営 費 の 半分 は ア メ リカ の

テ レビ局 が 負 担 してい る とい うデ ー タを提

示 し，オ リン ピック とテ レビ局 との関係 につ

いて説 明 した。 生徒 の多 くは，驚 きを隠せ な

か った。 当初 この後 「オ リン ピックはだれ の

ものか」 と問 う予定 であ ったが， ここで授業

が終了 して しま った。

授 業後 にプ リン トに，授 業を振 り返 っての

感想 を書かせ た ところ， 「オ リン ピ ックは選

手の もの なのに，お金 によって競 技の時間が

左右 され るのは おか しい」 「も ともとオ リン

ピ ックは平 和 の祭 典 と して 始 ま った もの だ

け ど，運営には 巨額 のお 金が必要 なので仕方

がない と思 う」 といった意 見 と ともに 「オ リ

ン ピックの 裏側 を知 るこ とが で きて よか っ

た」 といった意見 も見 られ た。

（3）多教科的授業

実施 日 平成20年9月27日

実施学年 第3学 年

単元の軸とな

る教科等
総合的な学習の時間

単元 リス クマ ネ ジ メ ン ト

単元の

ね らい

リスクマネ シメ ン トを身近 な附 中祭

の 企画 に適 用す る こ とを通 して， リス

クマネ ジメ ン トを実生活 に生 かせ る よ

うにな る とともに， リス クマ ネ ジメ ン

トの評 価がで きるよ うにす る

本時の
題材

附中祭のリスクマネジメン トの評価

授業者 稲垣宏 美 （社会）藤 田哲彦 （理 科）

本 時の

ねらい

附 中祭 で ゴ ミ箱 を設置 しない とい う
リス ク対応 の評価 を検討 す る活 動 を通

して， リスク対応 を評価す る場合 には，

集 団や 行事 の 目的 に注 目す るこ とが必

要で あるこ とに気付 くこ とが できる

授業の型 多教科型授業

本 時 で 活

用 さ れ る
「学 び の

進 め方」

○社会科
・ゴ ミ箱 に関わ る リス ク対 応 に関係す

る人 の立場 に着 目 して， その人 の心情

を推 測す る

○理 科
・ゴ ミ箱撤去 に対す るア ンケー トに よ

って定 量化 して とらえた現 象に着 目 し

て，立場に よる意見 を比較す る

本校 の3年 生 は，2年 生 の ときか ら，総合

的 な学習 の 時 間 にお い て リス クマネ ジ メ ン

トを取 り上 げた追 究活動 に取 り組 ん で きた。

今年度 ，その集 大成 として，生徒 に とって最

大 の行事 であ る附 中祭 （本校 の学 園祭）の リ

スクマネ ジメ ン トを行 った。 そ の中で，附 中

祭の成功の妨 げ とな るハ ザー ド （障 害） と し

て，附 中祭本番 中に排 出 され るゴ ミに注 目 し

た。 い く らステ ー ジ発表や展 示がす ば らしい

もので も，バザー で販 売 され た ジュー スや ア

イ スク リームの ゴ ミが散乱 していて は，参会

者 の附 中祭 に対 す る評価 は きわ め て低 くな

る と想定 したので ある。 そ こで ， ゴミに よる

イ メー ジの悪 化 とい うリス クへ の対応 策 を

話 し合 った結果 ，附 中祭 当 日に ゴ ミ箱 を設置

しない とい う方針 を とるこ とにな った。本 実

践は，その リスク対応 が機能 したか どうかを

評価 した もので ある。

まず，社会科 教師が 「『ゴ ミ箱 を置か ない』
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とい うリス ク対応 は成 功だ った といえ るか」

とい う問 いを投 げか けた。これ に対 して，「結

局，後 日ゴ ミが捨て られ ていた事実 が発 覚 し

たか ら失敗」 であ った とい う意見が大勢 を 占

めた。 次 に理科 の教師が ，附中祭後 のアンケ

ー ト調 査 によって得 られ たデ ー タを公表 した。

担 当 した係 によってば らつ きはあ るもの の，

実際 に放 置 され た ゴ ミが出 て しまった ことに

対 して は厳 しい評価 であ ったが ， ゴミ箱 を撤

去 した とい う方法 を とった こ とについては好

意 的な評価 が多か った。 ここで授業者 が，生

徒 会長 が作 成 した附 中祭 の基 本 方針 の中 の

「附 中生 と してのプ ライ ド」 とい う言葉 を提

示 し「行事 の リス クマネ ジメ ン トをす る場合 ，

気 を付 けな けれ ばいけない こ とは何か」 と問

いか けた。 これ に対 して 「リスクへの対応 を

考 えるあま り，行事本 来の 目的 を見失 わない

ことが大切。」 「附 中生 として のプライ ドを も

つ とい うこ とと実際 の行 動 とが結 び付 かな け

れ ばな らない。」 とい った意 見が出 された。

4成 果 と課題

（1）総合的 な学 習の時間 に対 す る生徒の感想

3年 生 に対 して，3年 間の総合的 な学習 の

時間を振 り返 るア ンケー トを実施 した。 各学

年 末 と調 査 を行 った 時 点 で総 合 的な 学習 が

好 きだったか を問 う質問 に対 して，80％ 以上

の生 徒が 「好 き」 「どち らか とい えば好 き」

と回答 した。 この こ とか ら，本 校3年 生が ，

総合 的 な学習 の時 間 を肯 定 的 に受 け止 めて

い るこ とが分 か る。本校 が教科横断的 な授業

を取 り入れ たのは昨年度 か らで あるが，その

ことによる変化 は見 られ ない。

次 に，「総合的 な学 習の時間 の どの ような点

が好きか」 とい う質問に対 しては， どの時点

も 「自分の興味に応 じて課題 をつ くる」「自

分たちで計画を立てて活動す る」 「仲間と話

し合 う時間がた くさんある」 といった，課題

追究に関わる活動をあげる生徒が多かった。

これに対 して， 「いろんな教科で学んだ知識

を活用する」「いろいろな教科で学んだ 「学

びの進め方」を活用す る」 「複数の先生が一

緒に授業をやる」 といった教科横断的な側面

をあげる生徒はほとんどいなかった。一方で

ごく少数ではあるが，「どちらか とい うと嫌

い」「嫌い」と答えた生徒の中に，「いろいろ

な教科で学んだ 「学びの進め方」を活用する」

を嫌いな理由 としてあげている生徒がいた。

これは，「総合的な学習の時間で，新 しい こ

とを発見できたか」「総合的な学習の時間で

学習したことは，普段の生活や社会に出た と

きに役に立つ と思 うか」といった質問に対 し

ても同様に傾 向が見 られた。本研究において，

総合的な学習の時間の中で 「学びの進め方」

を用いた教科横断的な授業を実施 した回数

は2年 から3年 の11月 までの間で4回 と少

なく，生徒が総合的な学習の時間全体を肯定

的にとらえる上で，教科横断的な授業や 「学

びの進め方」が大きく影響 したとは言い難い。

しかし，教科横断的な授業が総合的な学習

の時間の課題 を追究する上で有効であった

かとい う問いに対 しては90％ 近い生徒が 「有

効であった」 「どちらかといえば有効であっ

た」と肯定的な反応であった。

同様に，総合的な学習の時間に実施 した教

科横断的な授業に対す る感想 を自由記述で

描かせた ところほ とん どの生徒が肯定的な

意見を書いていたのであるが，問題は教科横
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断 的授 業 の どの よ うな側 面 を評 価 したか と

い うこ とで あ る。 下の グラフが生徒の感想 を

内容 ごとに整理 した ものであ る。

34．3％の生徒 が 「他 の授業で学んだ こ とが

生か され た」 「新 たな視 点の獲得 」 とい った

教 科 横断 的 な授 業 の側 面 を と らえて 評価 し

ていた。 同時 に， これ らの授 業で扱 った水道

や ア スベ ス トに対 す る興 味 の高 さや それ ら

に関す る知識 の獲得 といった，教材 の魅 力 を

評価す る意 見が34．3％ ，また，いつ もと違 っ

た 雰 囲気 の授 業 で あ った とい う感想 を書 い

ていた生徒 が25．7％ いた。

② 学年による教科横断的な授業の効果の違い

授業の前半部分で投げかけられた 「なぜ競

泳 と体操だけ，決勝が午前中に行われたのか」

とい う問いに対す る自分な りの意見を考 え

る際に，どのよ うな点に注 目したのか，また，

どのような考え方を用いたのかとい う 「学び

の進め方」に関する質問では，社会科の 「学

びの進め方」よりも，保健体育科の 「学びの

進め方」を多く用いた という結果が出た。

一方で
，授業の中で，小学校や中学校の授

業で学んだ知識 が生か され たか とい う質問

に対 して，1年 生，3年 生 ともに保健体育科

で学んだ知識 よ りも社会科で学んだ知識 が

生か され た とい う結果がでた。具体的には

「時差」をあげた生徒が多かった。

この授業の構想段階では，「なぜ競泳 と体操

だけ，午前中に決勝が行われたのだろ う」と

い う問いに対 して，生徒が社会科 と保健体育

科の両方の 「学びの進め方」を用いて，多面

的に自分な りの意見を作 り上 げてい くこと

を想定 していた。 しか し，実際には，この問

いに対 しては主に保健体育科の 「学びの進め

方」を活用 し，授業の中盤の 「競泳や体操の

決勝戦の時間は， どこの国のゴールデンタイ

ムに当たるのか」 とい う問いが発せ られたと

きに，「時差」とい う社会科で学んだ知識 を

活用す るとい う展開となった。なお，3年 生

については，1年 生 よりも社会科の 「学びの

進め方」を用いているが，これは，より柔軟

に発想す る トレーニ ングが積 まれているた

めであると考えられる。

また，これ らの質問に対 しては明 らかに3

年生の方が，授業で学んだ知識が生か された

と感 じているとい う結果が出た。保健体育科

に関 しては，「アップにどれ くらい時間がか

かるか」といった，実技を通 して学んだ知識

をあげている生徒が多かった。また，社会科

では，1年 生，3年 生ともに 「時差」をあげ

ている生徒が多かった。3年 生 については，

直接公 民的分野の授 業で学んだ知識 とい う

よりも，「聖火 リレーの問題」や 「国と国 と

の事情」 といった，時事問題に関わる意見が
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見 られた。これは，3年 間の社会科の授業で

得た知識によって，これまであま り気にとめ

ていなか った世 の中の動 きに対す る関心が

高まってきたこ との現れ であろ うと考え ら

れる。

以上のよ うな結果か ら，「学びの進め方」を

基本 とした，教科横断的な授業を検討するこ

とで，効果的な知識 ・技能を含 めた教科固有

の手法を効果的に活用できる場を設定す る

ことができるよ うになってきている。このこ

とは、「学びの進め方」によって教科と教科、

教科 と総合的な学習の時間な どの関連性 を

明 らかにす る可能性が示 されただけでなく、

各教科の固有性について再認識す る機会 と

なった。

さらに，「学びの進め方」を活用することで

生活上の課題など，特定の教科だけでは扱 う

ことのできない課題 を扱 うこともできるよ

うになり，学習する必要性を実感できるよう

になってきている。

5研 究成果の普及

本校では毎年6月 下旬に小中合同の研究発表

会を実施 しているが，それ とは別に教科横断的

な学習に関する研究発表会を9月25日 に実施

した。近隣の公立中学校教師を中心に70名 の参

会者を集めた。午前は全体発表 と公開授業，午

後か らは山口大学から3名 の教授を招いてのシ

ンポジウム，そ して分科会と盛 りだくさんのプ

ログラムで，参会者の反応 もおおむね好評であ

った。

アンケー トで は81％ の参 会者が，教科横断的

な授業 をや ってみ よ うと思 った と回答 し，その

理 由 としては 「思考力 ，判 断力，表現 力の育成

に有効だ と思ったか ら」「習得 した知識 ・技能 を

活用す るこ とに有効 だ と思 った か ら」 をあげた

参会者が 多かった。一方 でや ろ うと思わなか っ

た と回答 した参 会者の多 くは，理 由 として 「提

案内容に は納得 できたが，学校 の現状 を考 える

と難 しいか ら」 をあげた。 なお，発表会 の様 子

については，本校 のHPで も公 開 した。

また、2月25日 に実施 された研究協議会にお

いて、全体会 と分科会で研究成果の発表を行い、

分科会では、本校の取組について活発な質疑応

答が行われた。この中で、小学校 と中学校の授

業の特性の違いが浮き彫 りにな り、改めて、中

学校において教科横断的な授業に取 り組む意義

が確認 された。

6今 後の展望

各教科で学んだ知識・技能や「学びの進め方」

をより柔軟に活用 させるためには，生徒がこれ

までに学んできた知識 ・技能をふまえるだけで

なく，どのような教材 を通 して学んできたかを

把握する必要があると考える。また，教科横断

的な授業によって生み出された新たな 「学びの

進め方」を活用させるための授業の在 り方につ

いても研究を進めていきたい。

なお，指導者である教師の立場から考えると，

本研究を実施することで，他の教科への理解が

深ま り，子供たちをみんなで育てていくという

意識がより高まったとい う効果もある。「言語活

動の充実」といった 「学びの進め方」におおき

く影響す る事項が強調 された新 しい学習指導要

領においても，全校一丸 となって検討 していき

たい と考えている。

312


	岐阜市立東長良中学校
	山口大学教育学部附属光中学校



