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１ 研究の背景

(1) 「主体的・協働的な学びを通した課題解決的な授業」の意義

社会の変化に対応できるような児童生徒を

育成するために21世紀型能力( )という考図１

え方が提示されています。これは，国として

目指している教育の方向を示しています。基

礎力は，言語スキル，数量スキルなど，思考

力は，問題解決・発見力・創造力など，実践

力は自立的活動力，人間関係形成力などで構

成されています。思考力を中核とし，それを

支える基礎力と，使い方を方向付ける実践力

の三層構造で示しています。

また，学習指導要領では，これからの時代

を担う児童生徒に「生きる力」を育むという理念のもと，いわゆる「学力の三要素 ，基」

礎的・基本的な知識及び技能の習得，思考力・判断力・表現力等の育成，主体的に学習に

。 ， ，取り組む態度の育成を重視しています 中でも 思考力・判断力・表現力等を育むことは

我が国の児童生徒の実態を踏まえた喫緊の課題であり，各教科等を貫く改善の視点となっ

ています。中央教育審議会教育課程企画特別部会の『論点整理』では 「基礎的な知識及，

び技能 「こ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，表現力その」，

他の能力」及び「主体的に学習に取り組む態度」の，いわゆる学力の三要素から構成され

る「確かな学力」をバランスよく育むことを目指し，教育目標や内容が見直されるととも

に，習得・活用・探究という学習過程の中で，学級やグループで話し合い，発表し合うな

どの言語活動や，他者，社会，自然・環境と直接的に関わる体験活動等を重視することと

され，今までも取り組まれてきています。これらの成果を踏まえて学力の三要素のバラン

スのとれた育成や，各教科等を貫く改善の視点である言語活動や体験活動の重視等につい

て，引き続き充実を図ることが重要です。

加えて，子ども自身が判断の根拠や理由を示しながら自分の考えを述べたり，実験結果

を分析して解釈・考察し説明したりすることなどについて課題が指摘されていることや，

自己肯定感や主体的に学習に取り組む態度，社会参画の意識等が国際的に見て相対的に低

いことなど，自らの力を引き出し，主体的に判断し行動するまでには必ずしも十分に達し

ているとは言えない状況にあるとされています。

これらの状況を踏まえて，主体的・協働的な学びを通した課題解決的な授業の意義を二

つあげます。

図.「21世紀型能力」の枠組み（出典：国立教育政策研究所編『教育課程の編成に
関する基礎的研究 報告書５』2013）を改変

基礎力
・言語スキル ・数量スキル

・情報スキル

思考力
・問題解決・発見力・創造力など

実践力
・自立的活動力 ・人間関係形成力

など

現在，国として目指している方向

図１ 21世紀型能力
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一つは，自ら“問いを発する子ども”の育成を更に一層推し進めることです。答えが一

つに定まりにくい時代を生きていく，今の子どもには，ただ知識を蓄えるだけでなく，自

ら課題を発見し，設定した課題を一人の力だけではなく，他者と協働しながら解決してい

くことが求められています。自ら課題と関わり合い，課題を解決しようとする態度の育成

に寄与します。

もう一つは，習得した知識を活用する場面を，実生活あるいは実社会で設定することで

す。学んだことが，どのように活用できるのかを実感しながら授業を受けることができれ

ば，子どもの意欲の高まりにつながるでしょう。

本研究においては，今まで秋田県で積み重ねられてきた授業形態，発問，授業展開など

を分析し，自ら問いを発し，他者と協働しながら解決する授業に必要とされる要素を分析

します。

(2) 授業改善の視点について

授業改善の視点について，要素を『論点整

理』の中の「何を学ぶか 「どのように学ぶ」

か 「何ができるようになるか」の三つに分」

けて考えます( 。図２）

は，学習指導要領の次期改訂の視点と図２

して，述べられている三つの視点をまとめた

ものです。

「何を学ぶか」の視点は，育成すべき資質

・能力を踏まえた教科・科目等の新設や目標

。 ，・内容の見直しです 授業を構成するときに

今習得させたいことだけでなく，将来に必要

になるであろう能力を考慮に入れながら考え

る必要があります。子どもが，社会や地域と

つながりながら学んでいけるように，学校も

教育課程を介して，社会や地域とつながって

いくことが求められています 「子どもとは。

こうあるべき」という観念的な理解だけでは

なく，目の前の子どもを育成しようとすると

き，基礎・基本をしっかりと定着させ，子ど

もの学びの履歴を把握することが必要になり

ます。また，社会の要請やカリキュラムへの

対応等といった要素を考え，変化の早い知識

基盤社会への対応，学び続ける姿勢，他と協働できる能力の育成を行う必要があります。

子どもに必要な資質・能力は何かを教師個人が問い直す必要があります( )。図３

教育課程企画特別部会 論点整理 補足資料 Ｈ２７/８/２６より抜粋

何を学ぶか

何ができるようになるか

どのように学ぶか

新しい時代に必要となる資質・能力の育成

アクティブ・ラーニング
の視点からの不断の授
業改善

育成すべき資質・能力
を踏まえた教科・科目
等の新設や目標・内容
の見直し

学習指導要領改訂の視点

図２ 学習指導要領改訂の視点
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図３ 「何を学ぶか」の視点
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「何を学ぶか」で目指すのは，授業を磨い

ていく視点の共有化を図り，授業改善に全員

で取り組んでいこうとする教師間の同僚性で

す( )。学校全体で，協働しながら取り組図４

むことが求められています。

「どのように学ぶか」については，アクテ

ィブ・ラーニングを重視した授業改善です。

『論点整理』では 「どのように学ぶか」は，

学習プロセスの視点に立って 深い学び 対「 」，「

話的な学び 「主体的な学び」という三つの」，

学びで構成されています。( )。図５

「深い学び」とは，習得・活用・探究とい

う学習プロセスの中で問題発見・解決を念頭

に置いた学びを示しています。新しい知識や

技能を習得したり，それを実際に活用して，

問題解決に向けた探究活動を行ったりする中

で，培った力が総合的に活用・発揮される場

面が設定されることが求められています。

「対話的な学び」とは，他者との協働や外

界との相互作用を通じて，自らの考えを広げ

深める学びを示しています。身に付けた知識

や技能を定着させるとともに，物事の多面的

で深い理解に至るためには，多様な表現を通

じて，教師と子どもや，子ども同士が対話し，思考を広げ深めていくことが求められてい

ます。

「主体的な学び」とは，子どもが見通しをもって粘り強く取り組み，自らの学習活動を

振り返って次につなげる学びを示しています。子ども自身が興味を持って積極的に取り組

むとともに，学習活動を自ら振り返り意味付けたり，獲得された知識・技能や育成された

資質・能力を自覚したり，共有したりすることが求められています。

以上の三つの学びはアクティブ・ラーニングの視点からの授業改善そのものであり，こ

れまで秋田県の全校種で取り組まれてきている 「探究型の授業」が目指している姿とも，

重なります。

当センターとしては 「探究型の授業」への取組ではアクティブ・ラーニングの視点で，

の授業改善は，既に行われていると捉えています。

これまでの秋田県の取組を，カリキュラム・マネジメントなどの視点で捉え直すことに

より，指導技術と授業改善の手法を継承し，今以上に発展させることを目指します。

授業を磨いていく視点の
共有化を図る

目の前の子どもに
必要な資質・能力は何かを

問い続ける教師

同僚性

何を学ぶか

図４ 「何を学ぶか」で目指す同僚性

どのように学ぶか

アクティブ・ラーニングの視点
からの不断の授業改善

深い
学び

対話的
な学び

主体的な
学び

図５ 「どのように学ぶか」と三つの学び
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「何ができるようになるか」については，

「何を知っているか，何ができるか 「知っ」

ていること・できることをどう使うか 「ど」

のように社会・世界と関わり，よりよい人生

」 。を送るか が三つの柱であるとされています

「何を知っているか，何ができるか」は，

個別の知識・技能などを示し 「知っている，

こと，できることをどう使うか」は，思考力

・判断力・表現力等を示し 「どのように社，

， 」 ，会 世界と関わりよりよい人生を送るか は

図人間性，学びに向かう力などを示します(

)。６

(3) 言語活動を充実させる上での課題（平成25年度，平成26年度センター研究１より）

平成26年度までの研究では，言語活動を行う際の教師の悩みは共通している部分が多い

ことが分かりました 「言語活動に関する悩み」については，授業に関することが半数を。

占め，次いで指導計画についての悩み，校内研修などに関わるものがありました。主な悩

みとして挙げられたのは，授業については 「練り合いが深まらない 「発言する児童生， 」

徒がいつも同じになってしまう」であり，指導計画については 「話合い活動をしている，

と時間が足りなくなってしまう 「授業の進度が遅れる」というものでした。また，県内」

の指導主事等への聞き取り調査から，言語活動が効果的ではない例として，児童生徒の考

えを生かし切れていないことと，言語活動の目的が不明確であることが密接に結び付いて

いる現状と実態が分かりました。本研究では，言語活動を通した諸活動の重要性は更に高

まると考えており，これらの課題を踏まえつつ，進めていきたいと考えています。

(4) 次世代型教育推進センター研究との関わりについて

情報を収集する際に，国の方向性と次期学習指導要領改訂の方針との整合性を保つため

に，次世代型教育推進センターの研究に参加しました。次世代型教育推進センターとは，

独立行政法人教員研修センターの機関で，全国から10の自治体を選び，情報収集を行って

いる国の機関です。本県もその自治体の一つであり，主にアクティブ・ラーニングの情報

収集を通して主体的・協働的な学びの手立てに関する知見を得ることができました。

２ 研究のねらい

本研究では，県内の各学校における授業を「何を学ぶか 「どのように学ぶか 「何が」 」

できるようになるか」の視点で分析して課題を把握し，その解決に向けた方策を発信する

ことで，授業改善に向けた取組が更に推進され，児童生徒の学びの質が高まることを目指

します。

図６ 「何ができるようになるか」について

①「何を知っているか，何ができるか（個別の
知識・技能）」

②「知っていること・できることをどう使うか（思
考力・判断力・表現力等）」

③「どのように社会・世界と関わり，よりよい人
生を送るか（人間性や学びに向かう力等）」

何ができるようになるか
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３ 研究の内容

(1) 研究主題

研究主題は「主体的・協働的な学びを通した課題解決的な授業モデルの提案」としまし

た。授業モデルは，先に述べた国の新たな方向性である「新しい時代に必要となる資質・

能力の育成」と，秋田県が取り組んできた“ 問い」を発する子どもの育成”に着目し，「

「課題の発見と解決に向けて主体的・協働的に学ぶ学習」を目指すこととしました。

「主体的」という用語のもつ多様性は，主体という用語のもつ不明確さから来ていると

考えられます。教師個々に多様な解釈があるため，どのような子どもの姿が主体的な学び

本研究では，主体的を生み出すのかを考え，協議しながら研究を進める必要があります。

な学びの定義を，子どもが見通しをもって粘り強く取り組み，自らの学習活動を振り返って次

につなげる学びを表しているとしました。

研究では主体的な学びを目的のためにまた 「協働的」という用語の解釈も多様です。本，

力を合わせて行う，教科等におけるグループ学習などでの学びとしました。

各校で現在行われている授業を 「何を学ぶか 「どのように学ぶか 「何ができるよう， 」 」

になるか」という視点で捉え直し，課題解決的な授業を更に充実させることで，アクティ

ブ・ラーニングの視点での授業改善につなげます。

(2) ３年間の研究概要

平成27年度は，小・中・高等学校における実践例を収集し分析します。その中から本県

の継承すべきよさを見いだし，授業モデルを提案します。

平成28年度は，授業モデルに基づいて実践した研究協力校等での授業を分析し，成果と

課題を検証します。

平成29年度は，改善された授業モデルの実践の分析を踏まえ，３年間の研究成果をまと

めたものを「アクティブ・ラーニング（案 」として提案します。）

(3) 本年度の研究

１年目である平成27年度は，全県から授業実践例を収集し 「何を学ぶか 「どのよう， 」

に学ぶか 「何ができるようになるか」という視点に沿って授業分析をしました。」

収集は，二通りの方法で行いました。一つは，国の次世代型教育推進センター( )の図７

研究に参加し，情報を収集しました。もう一つは，秋田県内の『特色ある学校・園』の中

から，特徴的なものを選び，情報を収集しました。
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次世代型教育推進センター( )の実践を図７

通して主体的・協働的な学びの手立てに関す

。 ，る知見を得ることができました 実践校では

思考の広がりを促す活動の明確化，考える視

「 」点の共有化といった 主体的・協働的な学び

を支える手立てが見られました。また，児童

生徒に気付きを与え，自ら学びに向かう状況

を生み出すようにするための様々な手立てが

見られました。

， ，今年度は 由利本荘市立西目小学校で２回

西目中学校で２回の実践が行われました。

『特色ある学校・園』の指導案分析は，県内の優れた教育実践を行った学校から指導案

等を収集し，分析しました。各学校，教科等で地域，あるいは教科の特性を生かした取組

など，学ぶべきところが多い実践が行われていることが再認識できました。その中から，

教科横断的に行われている工夫を三つ見付けることができました。

一つ目は，課題や問題を設定する場面や観察実験の結果から結論を導く場面で，児童生

徒の言葉を引き出し，生かしていること。

二つ目は，授業展開，児童生徒のつぶやきや言葉を踏まえて練り上げる指導が意識され

ていること。

， ， ，三つ目は 課題や問題を設定する場面や予想や仮説を立てる場面 計画を立案する場面

考察をする場面において，言語活動が充実していること。

各学校において明確な研究目標を立て，意欲的な研究がなされていました。これらの実

践を，受け継ぎ，更に発展させるために，次の二つの視点を加えました。

一つ目は，新たに身に付けた知識や技能を活用して他の課題や問題を解決しようとする

点です。

二つ目は，教科・科目で習得したものの見

方，考え方を，更に実生活・実社会と結び付

け，高める点です。

以上の二つの視点を加えて，更に授業を，

「何を学ぶか 「どのように学ぶか 「何がで」 」

きるようになるか」についての視点で分析す

ることによって，次年度以降の授業モデル構

築につなげます( )。図８

図７ 次世代型教育推進センター

アクティブ・ラーニングの視点での授業改善

各校での
授業

何ができるようになるか

どのように学ぶか何を学ぶか

課題の発見と解決に向けて
主体的 ・ 協働的 に学ぶ学習

授業
モデル

図８ 授業モデルの構築

次世代型教育推進センター

自治体

1

地域の大学秋田大学教育センター秋田県総合教育
センター

２

３
４

５６７
８

９

10
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各教科からは，授業モデルの提案を行います。これは，これまでの優れた授業実践の要

素を組み合わせて作成し，それを「何を学ぶか 「どのように学ぶか 「何ができるよう」 」

」 。 「 」 ，になるか の視点で整理して提案するものです 導入の段階では 何を学ぶか の視点で

展開の場面では「どのように学ぶか」の視点，展開からまとめにかけては「何ができるよ

」 。 ， ， ， ，うになるか の視点で記載します 作成したものの中から 小学校では国語 算数 理科

中学校から社会，英語を紹介します。

１ 小学校 国語

単元名は「自分の意見を明確にして書こう 。ねらいは 「新聞の投書を読んで自分の」 ，

意見を伝える文章を書くことができる 」すなわち，書く力を付けることです( )。。 図９

授業モデルに取り入れたい要素の例としては 「何を学ぶか」については，伝えたい内，

容を明確にして表現し，自分と異なる新たな考えに気付き自らの表現に取り入れること。

「どのように学ぶか」については，伝えたい事実や事柄，自分の考えについて根拠を明

確に示して具体的に表現したことを自己評価に加えて相互評価する主体的な学び。

「何ができるようになるか」については，表現を工夫し，自分の考えを発信するなど，

自ら学び課題を解決することです( )。図10

小学校第６学年 国語

単元名 自分の意見を明確にして
書こう

ねらい 新聞の投書を読んで自分
の意見を伝える文章を書く
ことができる。 書く力を付ける

イメージキャラクター
タンキュさん

授業モデルに取り入れたい要素（例）

伝えたい内容を明確にして表現し，自分と異なる新
たな考えに気付き，自らの表現に取り入れたりする
こと

伝えたい事実（事柄），自分の考えについて根拠を

明確に示して具体的に表現したことを自己評価に
加えて相互評価する主体的に学ぶ

表現を工夫し，自分の考えを発信するなど，自ら学び

課題を解決できる

図９ 単元名とねらい 図10 授業モデルに取り入れたい要素(例)

Ⅱ 各教科からの提案
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導入の場面では，教師は 「この新聞の投書を読んで，あなたはどう思いますか。賛成，

か，反対か，自分の立場を決めて，その理由を書きましょう 」と指示します。このこと。

によって，自分の考えを明確に他者に伝えるという本時の目標を示します( )。図11

ここでのポイントは「自分はこう考える」ということを表明させることです。書くとい

う行為には，書くべき内容と，伝えたい，分かってほしいといった，思いや目的が伴いま

す。今までの学びをもとに，自分の立場を明確にし，書きたいことを自覚し，書きたいこ

とが伝わる表現を選んで書きます( )。図12

何を学ぶか導入

この新聞の投書を読んで，
あなたはどう思いますか。

賛成か，反対か，自分の

立場を決めて，その理由を
書きましょう。

新聞の投書を読んで，思った
ことを，分かりやすく書くの
ですね。

何を学ぶか導入

自分の
立場を
明確に
する

書きた
いこと
を自覚
する

書きたい
ことが伝
わる表現
を選ぶ

ポイント 自分はこう考える 主体的

図12 自分はこう考える図11 導入の場面

どのように学ぶか展開

これからみなさんが書いた

ものを，グループに分かれて
発表し合いましょう。

発表を聞き終わった後に最も
説得力のあると思った文章を
選びましょう。

どのように学ぶか展開

どんな文章が説得力がある
のか，表現の工夫を見付け
るとよいのですね。

引用をもとに自分の意見を
書いているか確かめながら
聞くのですね。

ポイント 交流による気付き 主体的

どのように学ぶか展開

互いの工夫を確かめ合う

「もし～だとしたら」は自分の
意見をまとめる上で効果的
だと思います。

「確かに～しかし・・・」は相手
を認めた上で反対する表現
なので，受け入れられやすい
と思います。

どのように学ぶか展開 相互評価

新聞の投書を根拠に自分の
意見を述べていますか。

自分の意見を効果的に述べ
るための，表現や構成の工
夫がありましたか。

ポイント 評価の観点の整理 協働的

図13 展開の場面
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次に展開の場面では 「書いたものを，グループに分かれて発表し合い，最も説得力の，

あると思った文章を選びましょう 」と指示します。ここでは 「説得力のある書き方」。 ，

とはどういうものなのかを，交流によって児童に気付かせることが重要です。

効果的な表現の工夫を見付けたり，新聞の投書から引用して書いているか確かめたりす

， ， 。るなど 友達の文章を読み 説得力のある文章を構成する要素を意識することになります

その際には書かれたものを読み合いながら，表現の工夫があると思った箇所にラインマー

カーなどで印を付けていきます。気付きを視覚的にも明らかにすることは，学んだことを

意識化しやすくなると考えます。

また，適宜，教師が各グループから出された評価の観点を整理し，児童に示します。さ

らに，相互評価することは，読み手の立場から自らの文章を客観的に見直すことになりま

す( )。図13

最後に，まとめでは，自分の書いた文章，グループの他の人が書いた文章を振り返りま

す 「推敲」を重視することで振り返りの質を高めます。。

ここでのポイントは，推敲の過程に相互評価を取り入れることによって，協働的に学ん

だことを再確認し，それを活用させることです。このことで相手に「伝わる文章」の要点

が明らかになり，それに基づいて自分の文章を書き直すことで，以前よりよいものになっ

ていくという実感が，児童の学習活動に対する意欲の向上につながると考えます。相手に

「伝わる文章」とはどういうものかを知識として「覚える」だけでなく，児童が交流を通

して「考える」ことによって課題を解決する過程を意識した授業が 「書くこと」の学び，

を一層深めることになります( )。図14

何ができるようになるかまとめ

自分の書いた文章に，根拠
があるか，表現や構成の

工夫があるかどうか確かめ
てみましょう。

グループの他の人の文章も
同じように確かめてみましょ
う。

推敲

推敲

他の人に評価してもらったこ
とで，伝わる文章の要点が
はっきりしました。

伝わる文章になるよう書き
直しましょう。

推敲

相互評価

何ができるようになるかまとめ

ポイント 再確認・活用 協働的

図14 まとめの場面
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２ 小学校 算数

本時は，前時までの学習内容を活用する時間を想定しています。授業のねらいは 「図，

形を，対称というキーワードで観察し，見直し，整理し，共有することで，図形の見方や

感じ方を豊かにする 」です( )。。 図15

授業モデルに取り入れたい要素の例として

，「 」 ， ，は 何を学ぶか については 既習事項と

本時の習得をつなぐ，系統的な図形の見方や

考え方。

「どのように学ぶか」については，児童の

捉え方や，考え方の多様性を生かし，発展的

・応用的に考える深い学び。

「何ができるようになるか」については，

図形に関する様々な数学的な概念を結び付

け，他と協働しつつ活用して新たな課題に

取り組むことです( )。図16

小学校第６学年 算数

単元名

対称な形

「形の特ちょう
を調べよう」

イメージキャラクター
センタさん

本時のねらい

図形を，対称というキー
ワードで観察し，見直し，
整理し，共有することで，
図形の見方や感じ方を豊
かにする。

図15 単元名とねらい

図16 授業モデルに取り入れたい要素(例)

授業モデルに取り入れたい要素（例）

既習事項と，本時の習得をつなぐ，系統的な
図形の見方や考え方

児童の捉え方や，考え方の多様性を生かし，
発展的・応用的に考える深い学び

図形に関する様々な数学的な概念を結び付け，
他と協働しつつ活用して新たな課題に取り組む
こと
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導入の場面で，教師は「ものの形に着目してみましょう。そして，グループで相談して

形の特徴を発表しましょう 」と発問します。児童は，どこに着目すればよいか，どのよ。

うに仲間分けをするか悩むはずです。そこで，教師は，これまでの学習を振り返って考え

させ，観察する方法として児童から「対称性」という観点を引き出します。

内容のポイントとしては，学習内容の系統性です。本単元の学習内容は，図形の性質と

図形の合同から続いています。対称性という新たな図形に対する感覚を豊かにした後で，

中学校以降での図形の学習につながることを意識することです( )。図17

次に，身の回りにある物の形の特徴を，対称性という観点で見付けさせます。児童は絵

やイラストなど２次元的な平面図形の特徴は比較的簡単に分かりますが，３次元の具体物

等については空間図形の特徴を捉えづらい傾向があります。そのため一人だけの見方では

十分とは言えず，協働，交流での学びの必要感が生まれます。留意点としては，児童が一

つの図形を解釈しようとするとき，既習事項とのつながりを意識しつつ，多様な解釈が存

在することを理解し，そのよさを感じ取れるように配慮することです( )。図18

導入 何を学ぶか

今日はものの形に着目して
みましょう。そして、グループ
で相談して形の特徴を発表し
ましょう。

対称性

ポイント
学習内容の系統性

図形の
性質

図形の
合同

第５学年

縮図や
拡大図

対称な
図形

第６学年

一般的
な平面
図形

中学校
以降

導入 何を学ぶか

図17 導入の場面

身の回りにある物の形の
特徴を見付けましょう。

どのように学ぶか展開

図18 展開の場面

どのように学ぶか展開

協働、交流の必要感

具体的なものは，見方を

工夫しないと対称が分かり
にくいね。

身の回りにある物の形の
特徴を見付けましょう。
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さらに，児童は工夫しながら，具体物の対称性を見付け出そうとします。具体物は，写

真やイラストのように平面にすれば説明しやすいことを見付け出し，対称性のある図形の

もつ安定性などに気付きます。自由に意見交換させることで，多様な見方を引き出すこと

ができるでしょう。

ここでの留意点は対称性という図形の見方の理解を深め，他教科や科目との連携も視野

に入れて活用できるように配慮することです( )。図19

さらに，学んだことを活用できるように 「身の回りの物の中からいろいろな対称性を，

見付けることができるかな 」と発問します。。

児童は，線対称で，かつ点対称な図形があることなどに気付き，他にはどのような対称

性があるのか知りたいという思いを抱くでしょう。このように，発展的に学ぶ場面となる

ように配慮します。

ここでの留意点は知っている，あるいはできるなどの段階で終わらせずに，それらを活

用できるようにカリキュラムを工夫することです。

この授業を通して，児童は実生活や実社会で使われている対称性について，気付きを得

ることができます。具体部の中にある対称性への気付きは，児童が他者と協働しながら新

たな価値を生み出すことにつながるのではないか考えました( )。図20

どのように学ぶか展開

写真やイラストのように平面に
すれば説明しやすいな。

どのように学ぶか展開

対称性のある図形は，バランス
がとれ，安定して見えるぞ！

多様な見方を引き出す

図19 多様な見方を引き出す

線対称で，かつ点対称な
図形もあるんだ。他には，
どんな対称性があるのだろう。

何ができるようになるかまとめ

身の回りの物の中から色々
な対称性を見付けることがで
きるかな？

発展的

実生活や実社会で，どのように使
われるか

対称性への気付き

新しい性質
の発見

幾何的な

性質を見い
だす力

幾何的な
性質に感じ
る美しさ

何ができるようになるかまとめ

図20 まとめの場面
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３ 小学校 理科

本時は，前時までの既習事項を活用する時間を想定しています。授業のねらいは 「て，

このきまりを利用し，10個のおもりを使って長さの異なる３本の棒をつり合わせることが

できる 」ことです( )。。 図21

授業モデルに取り入れたい要素の例とし

ては 「何を学ぶか」については，既習概念，

を組み合わせると様々な問題を解決できるこ

と。

「どのように学ぶか」については，児童一

人一人が役割を果たすことで問題が解決でき

る深い学び。

「何ができるようになるか」については，

既習概念を活用し協働して新たな問題解決に

取り組むことです( )。図22

小学校第６学年 理科

単元名

てこのはたらき

タンキュさん

１２３４５６ １ ２ ３ ４ ５ ６

本時のねらい

てこのきまりを利用し，
７個のおもりを使って
長さの異なる３本の棒を
つり合わせることが
できる。

図21 単元名とねらい

授業モデルに取り入れたい要素（例）

既習概念を組み合わせると様々な問題を
解決できること

児童一人一人が役割を果たすことで問題
が解決できる深い学び

既習概念を活用し協働して新たな
問題解決に取り組むこと

図22 授業モデルに取り入れたい要素(例)

吊り橋は、重い橋げたを

多くのワイヤーでつるしてい
ますが，３つ以上の力が働
いてもつり合うのかな？

何を学ぶか導入

・傾いていないから
つり合っていると思う。
・でも支点はどこかな？

・右のうでと左のうではどこ
なの？

何を学ぶか導入

図23 導入の場面
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教師は 「つり橋は，重い橋げたを多くのワイヤーでつるしていますが，三つ以上の力，

が働いてもつり合うのかな 」と発問します。現実にある橋を考えさせます。これに対し。

て児童は，身に付けたてこのきまりに基づいて自分の考えを述べます( )。図23

教師は，三つ以上の力が働いてもつり合いそうであるという見通しをもたせます。そし

て，７個のおもりと長さの異なる３本の棒を使った新たな問題を設定します。その問題に

対して，児童は班の中で互いに対話しながら予想を考えます( )。図24

ここでの留意点は，既習のてこのきまりでは，簡単に説明できない事象ではあるが，工

夫次第で解決できる問題であることを児童に伝えることです。

さらに，教師は「成功した班は教卓でつり

合いの状態を再現してください。教卓でも成

功したら皆さんにつり合いの秘密を紹介して

もらいます( ) 」と話し，自分たちが見図25 。

付けた条件でつり合うことを教師の前で証明

させます。

ここでの留意点は，理科で大切にしたい再

現性という科学的な見方・考え方を実感さ

せ，中学校で学習する力の合成の概念を疑似

体験させることです。

図24 展開の場面

三つ以上の力が働いてもつり
合わせることができるのです
ね。

どのように学ぶか展開

７個のおもりと長さの異なる
３本の棒がありますが，これ
もてこのきまりを使うと

つり合わせることができるの
でしょうか？

見通し

・２本ならてこのきまり
を使えるけど，３本で
も使えるかな？
・おもりが７個なので
３で割り切れないよ。
つり合うかな？

どのように学ぶか展開
予想

成功した班は条件を記録
して，教卓でつり合いの
状態を再現してください。

教卓でも成功したら皆さん
につり合いの秘密を紹介
してもらいます。

どのように学ぶか展開

図25 対話的に学ぶ
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このように学習を進めると，児童は，互いに知恵を出し合い，協力してつり合わせよう

とするでしょう。教師は，適切なタイミングで，成功した班に工夫したことを紹介させま

す。なかなかつり合わない児童は，成功した班の工夫を参考にしながら，粘り強く問題解

決に取り組むことが期待できます( )。図26

ここでのポイントは，成功した班の児童の発表をてこのきまりの有用性の視点から意味

付けし，既習のてこのきまりをより深く理解させることです。

教師は，成功した班の工夫を参考にさせ，残った時間で更に取り組ませ，問題を解決し

た達成感を味わわせるようにします( )。図27

ここでの留意点は，成功した班の児童がヒントを与えることで，協力して学級全体で問

題解決に取り組んでいる雰囲気を醸成することです。このことで児童は，学習意欲が高ま

り，てこのきまりを活用して推論する力や，協働的に問題解決を図る能力が身に付くこと

が期待できます。

てこのきまりで考えると，
長い棒にはおもりの数を
少なく，短い棒には
おもりの数を多くつるすと
つり合うんじゃないかな？

どのように学ぶか展開

挑戦中の班もありますが，
ここで成功した班に成功
の秘密を紹介してもらいま
しょう。

おもりは短い棒に２個、
長い棒に２個，中間の
棒に３個つけました。

何ができるようになるかまとめ

図26 協働的に学ぶ

ポイント

児童の発表を，てこのきまりの
有用性の視点から意味付けする。

てこのきまりを～のように
使ったわけですね。

何ができるようになるかまとめ

成功した班の工夫を参考
にして残った時間でつり合
うように頑張りましょう。

何ができるようになるかまとめ

図27 まとめの場面
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４ 中学校 社会

単元名は，経済成長と都市の繁栄～花開く町人文化～です。本時のねらいは 「上方に，

町人を担い手とする文化が生まれ，地方にも広がった理由を，産業や交通の発達と関連付

けて説明できる 」ことです( )。。 図28

授業モデルに取り入れたい要素の例とし

ては 「何を学ぶか」は，見える事実を根拠，

に見えない概念を学ぶ。

「どのように学ぶか」は，予想を生かし，

視点を明確にした対話的な学び。

「何ができるようになるか」は，複数の事

象を解釈し，関連付けて考察することです

( )。図29

本時は，前時までに，上方に町人中心の文

化が栄えたことを学習済みであることを想定

しています。本時で学ぶことは，その理由で

す。まだ，生徒に見えていない概念です。

教師は 「これまでは，どのような人が文，

化を生み出してきましたか 」と問います。。

生徒は 「国風文化は貴族，桃山文化は大，

名や大商人だったね 」とか 「つまり，文化。 ，

は心やお金に余裕がある人たちが生み出して

きたんだね 」と振り返ります。。

そこで，予想です。例えば 「江戸時代，，

町人の心とお金に余裕が出てきたんじゃない

。」 。かな といった予想が考えられます( )図30

中学校第２学年 社会

単元名

経済成長と都市の繁栄
～花開く町人文化～

センタさん

上方に町人を担い手とする文化が
生まれ，地方にも広がった理由を，
産業や交通の発達と関連付けて
説明できる。

本時のねらい

図28 単元名とねらい

授業モデルに取り入れたい要素（例）

見える事実を根拠に見えない概念を学ぶ

予想を生かし，視点を明確にした、主体的・
協働的な学び

複数の事象を解釈し，関連付けて考察する
こと

図29 授業モデルに取り入れたい要素(例)

これまでは，どのような人が文化を
生み出してきましたか。

例えば，国風文化は貴族‥
桃山文化は大名や大商人だったね。

つまり，文化は心やお金に余裕がある人
たちが生み出してきたんだね。

なぜ上方に町人文化が栄え，地方に広がったのか

江戸時代，町人の心とお金に余裕
が出てきたんじゃないかな。

予
想

何を学ぶか導入 見えない概念

図30 導入の場面
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このように，課題が生まれたら，予想させ

ましょう。予想とは，習得している知識や経

験を活用して，考える活動です。それを説明

することは，知識や概念の確実な習得につな

がります。また，予想することで，それが合

っているのか知りたくなります。さらに，予

想を聞き合うことで，複数の見方や考え方が

あることに気付き，関心が高まります。これ

らが，生徒の解決意欲を高め，主体的な学び

につながります( )。図31

次に教師は，本時のねらいに照らし，課題

を更に三つに絞り込みます。

①なぜ江戸でなく上方なのか。

②なぜ町人が力を付けたのか。

③なぜ文化が地方に広がったのか。

です。

生徒はこの中から，課題を選択し，協働的

に追究していきます。( )図32

なぜ上方かを考えた生徒は，

「米や特産品が運び込まれ，商業の中心地と

なったからだね 」。

などと答えるでしょう。

なぜ町人かを考えた生徒は，

「米や特産品の取引で町人が利益を上げたか

らだね 」。

なぜ地方に広がったのかを考えた生徒は，

「北前船が大阪と地方を盛んに行き来したか

らだね 」。

などと，班ごとに対話的に学びます( )。図33

解決意欲の高まり

②予想した通りか，知りたい！

③複数の見方や考え方

予想

①知識や概念の確実な習得に

知っていることを，どう使わせるか

習得 活用

させましょう

＝主体的解決意欲の高まり

②予想した通りか、知りたい！

③複数の見方や考え方

予想

①知識や概念の確実な習得に

知っていることを、どう使わせるか

習得 活用

させましょう

＝主体的

①なぜ江戸でなく上方なのか

②なぜ町人が力を付けたのか

③文化が地方に広がった理由

なぜ上方に町人中心の文化が栄え，地方
に広がったのだろう

私たちは①を調べよう。

私の班は②を調べるよ。

課題を三つ
に絞る！

協働的

どのように学ぶか展開

米や特産品が運び込
まれ，商業の中心地
となったから。

米や特産品の取り引き
で町人が利益を上げた
から。

北前船が大阪と各地を盛んに行き来したから。

なぜ
上方？

なぜ
町人？

なぜ
地方？

対話的な学び

どのように学ぶか展開

図32 協働的に学ぶ

図33 対話的に学ぶ

図31 予想の意義
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まとめです。黒板には，班ごとに調べて分

かったことが並んでいます。これが見える事

実です。教師は 「これらを関連付けてまと，

めましょう 」と指示し，生徒は，自分の力。

で考えます。例えば 「商業で力を付けた町，

人によって文化が栄え，それが船で地方に広

がったから 」のように，見えない概念を自。

分の言葉で獲得することが本時のゴールで

す。みんなで調べたことが，各自の自力解決

に結び付くことで，本当の意味の 「協働」，

になります。このような学習の積み重ねによ

って 「複数の事象を関連付けて考えること」，

ができるようになります( )。図34

商業で力を付けた町人によって，文化が
栄え，それが船で地方に広がったから。

これらを関連付けてまとめましょう

見えない概念

見える事実

何ができるようになるかまとめ

①大阪は商業の中心だった

②町人が取引で力を付けた

③船の行き来が盛んだった

複数の事象を関連付けて考えること

図34 まとめの場面
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５ 中学校 英語

題材名は 町紹介 で 題材のねらいは 自「 」 ， 「

分の住む地域について，紹介したい話題を絞

って外国の人に向けた紹介文を書くことがで

きる」です( )。図35

授業モデルに取り入れたい要素の例として

は 「何を学ぶか」については，教科書題材，

を話題に，伝え合う活動を通して，相手や状

況に応じた表現。

「どのように学ぶか」については，友達の

作文を参考にして推敲し，グループで発表し

合い，友達のよさにふれ多様性を尊重する態

度と互いのよさを生かして協働する力を養う

対話的な学び。

「何ができるようになるか」については，

生活や体験から得た知識と，既習の英語や初

見の英語から得られたことを活用して発信す

ることです( )。図36

英語による言語活動の充実を図るポイントとして，

中学校第２学年 英語

題材名

町紹介—Presentation 2
ねらい

自分の住む地域について，紹介したい
話題を絞って外国の人に向けた紹介
文を書くことができる。

タンキュさん

図35 題材名とねらい

授業モデルに取り入れたい要素（例）

教科書題材を話題に，伝え合う活動を通して，伝える
相手や状況に応じた表現

推敲しグループで発表し合い，友達のよさにふれ，
多様性を尊重する態度と互いのよさを生かして協働
する力を養う対話的な学び

生活や体験から得た知識と既習の英語や初見の
英語から得られたことを活用して発信すること

図36 授業モデルに取り入れたい要素(例)

言語活動の充実を図るポイント

・知識・技能を実際に活用しながら習得を図る。

・生徒が主体的に話題や使う英語を決め，
協働的で自由度の高い活動を展開する。

・初見の英文を基に目標を達成することで，
自分の成長を実感させ、達成感を得させる。

・発表後に質問し合う活動を設定することで，
相手意識の向上と複数の技能の統合を図る。

「ふるさと英語教材」
県内全市町村の観光，
産業などについて，
中学英語で記述され
ている。

・教科書題材を話題の中心にしな
がら「ふるさと英語教材(仮題)」
パンフレットを活用する。

言語活動の一層の充実を図るポイント

図37 言語活動の充実を図る視点から
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・知識・技能を実際に活用しながら習得を図る

・生徒が主体的に話題や使う英語を決め，協働的で自由度の高い活動を展開する

・初見の英文を基に目標を達成することで，自分の成長を実感させ，達成感を得させる

・発表後に質問し合う活動を設定することで，相手意識の向上と複数の技能の統合を図る

これらの要素を学習活動に意図的に盛り込みます。

また，言語活動の一層の充実を図るために，教科書題材を話題の中心にしながら「ふる

さと英語教材(仮題)」パンフレットを活用します 「ふるさと英語教材」とは中学校第２。

学年の生徒全員に配布するパンフレットで，秋田県教育委員会が作成中です。県内全市町

村の観光や産業などについて中学英語で記述されているのが特徴です( )。図37

第１時の導入において「外国人の友達にこの町を紹介しよう」と目標を示します。

教科書のモデル文を読み取らせ，さらにふるさとパンフレットで自分の町のところを読

ませます。そして，グループでどこを紹介したいかを出し合い，キーワードでメモを取ら

せます。次に，ふるさとパンフレットを参考にしながら，自分の町の紹介文を書かせ，必

要に応じてグループで相談させます( )。第１時の留意点は話題を具体的に絞り，キー図38

ワードでメモを取らせることによって内容を整理させることと，既習の英語と初見の英文

から得たことを活用して相手に伝わるように書くように指導することです。

第１時

あなたは外国人の友達に
何を紹介したいですか。
グループで話し合いましょう。

外国人の友達に紹介するこ
とを一つ決めたら，

キーワードでメモをつくりま
しょう。

何を学ぶか導入

「ふるさとパンフレット」を
参考にしましょう。
では，外国人の友達に
私たちの町を紹介する
原稿を書きましょう。

もちろん，グループで相談
してもいいですよ。

どのように学ぶか展開

図38 第１時

第２時（本時）

シートを集めて隣の班と

交換してください。よかった
ところにはアンダーラインを
引きましょう。

どのように学ぶか展開

これ，伝わりやすそう！

そうか！その言い方をす
ればよかったんだ。

１番の人から立って発表を

始めます。２～４番は発表後
に質問かコメントをしましょう。
１番はそれに返しましょう。

グループ内で発表会をします。
発表に向けて練習をしましょ
う。 clear voice と eye contact 
と・・・を意識しましょう。

どのように学ぶか展開

図39 第２時 展開の場面
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第１時の授業を受けて，第２時です。

生徒は未完成の紹介文を持っています。教師は 「シートを集めて隣の班と交換してく，

ださい。良かったところにはアンダーラインを引きましょう」と指示します。回覧が終わ

ったらシートを返却し，各自に推敲させます。

紹介文が完成したら発表会をします。まずグループ内で発表会をすることを告げ，練習

させます。発表会では立って発表させ，座って聞いている生徒に質問かコメントをさせま

す。教師は生徒の発表を見取り，グループでのやり取りを支援します。

ここでの留意点は，相手を意識しながら発表するためのポイントを明確に示すことと，

聞き手にも課題を与え，手掛かりを教科書以外にも与えることです( )。図39

発表と質問を繰り返し，全員の発表を見取った後で，何人かに全体の前で発表させ，ク

ラスから質問やコメントを募ります。自分の書いた紹介文や，グループ内でのやりとりを

基にして，即興的に話す活動につなげていくことがポイントです。

ここでの留意点は 「内容」をより重視した評価をすることです( )。， 図40

授業改善プランは，英語で授業を進める支援となるよう，英語で書いてあります。ふる

さとパンフレットと併せて活用してください。

★全体の前で発表させ，クラスから
質問やコメントを募る。

(１番の評価を終えたら)１番
は座って，２番が立って
発表を始めてください。
(以下同様に３～４番に発表
させる)

何ができるようになるかまとめ

I think ○○’s idea is very 
good because ・・・．
I hope your friend will want 
to go there and enjoy ・・・．

ポイント

「内容」をより重視した評価をする。

何ができるようになるかまとめ

図40 第２時 まとめの場面
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１ 授業改善プランⅠ

授業モデルを作成する際に，イメージしやすいように各校種・教科の提案の形でまとめ

ました。Ａ４判見開き，Ａ３判１枚相当で，１単位時間分の授業展開を基本として作成し

ました。初年度の平成27年度は，作成した授業モデルを授業改善プランⅠとして連携予定

の学校に提案しました。連携は，小学校，中学校，高等学校を予定しており，実施教科等

については平成28年度に決定します。授業改善プランⅠを作成する際に意識したのは，ま

ずは学習する子どもの視点に立つことです。そして，全く新しいことを提案するのではな

く，今までの取組を，次期学習指導要領改訂の視点である「何を学ぶか 「どのように学」

ぶか 「何ができるようになるか」という三つで捉え直すことです。当センターから提案」

する授業モデルについては，必ずこの形で実施すべき「型」を示しているわけではありま

せん。本研究では，導入の場面で「何を学ぶか ，展開の場面で「どのように学ぶか ，」 」

展開から終末までの場面で「何ができるようになるか」を想定しています。しかし，研究

が進んでいけば，これらの順番が変わる場合もあるだろうと考えています。教育課程全体

や各教科等の学びを通じて「何ができるようになるのか」という観点から，育成すべき資

。 ， 「 」質・能力を整理します その上で 整理された資質・能力を育成するために 何を学ぶか

という視点で目標と指導内容を検討し，それを「どのように学ぶか」という視点で子ども

たちの具体的な学びの姿に照らしながら作成していきます。

２ 研究発表のイメージキャラクター

今回の研究発表のイメージキャラクターのセ

ンタさんとタンキュさんです( )。図41

センタさん タンキュさん

図41 イメージキャラクター

Ⅲ 授業改善プラン
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３ アキタラクティブ

授業改善プランを通して，アキタラクティブの具現化を目指します( )。図42

アキタラクティブは，秋田県のこれまでの優れた授業実践を継承することを目指します。

秋田県では，間もなく教員等の大量退職による急速な世代交代が始まります。秋田県の優

れた授業実践が失われることなく，授業改善プランの中に記されて，後の世代の授業改善

の指針となるような研究を目指します。また，アクティブ・ラーニングとカリキュラム・

マネジメント等を連動させた新しい教育実践を検証し，よいところは積極的に取り入れて

研究を進めます。そして，これらの研究と，これまで培ってきた主体的な学び，協働的な

学びの知見とを結び付けることが，アキタラクティブです。

秋田県の子どもたちのために，オール秋田で頑張りましょう。

授業改善プランを通して

＝Akitaractive（アキタラクティブ）

秋田の今までの優れた授業実践

Akita  Method 

＋アクティブ・ラーニング

+ Active Learning 

＋主体的・協働的な学び

+ Interactive ＆ Collaborative

図42 アキタラクティブ
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