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～深い学び～

和歌山大学教育学部附属中学校

今年で和歌山大学教育学部附属中学校は、創立70周年になります。その長い教育
研究のあゆみは、本校の研究紀要である「いとなみ」に、毎年毎年綴られてきました。
熱い情熱を持った附属学校教員達の思いが一杯に詰め込まれた研究紀要であり、そ
の足跡を見つめ直す生徒と教員、そして附属中学校の教育研究の「いとなみ」でした。
平成29年８月末、国立教員養成大学、附属学校の改革に関する有識者会議の最終
報告がありました。その中で、国立大学附属学校における課題の一つに、研究成果
の還元について、附属学校の研究紀要は記述が詳細であるがポイントが端的にわか
りやすくなっていないとの指摘がされています。情熱にあふれる附属学校の教員の
エネルギーの成果が、有効に活用されていないのであるならば、よりわかりやすく
参考にしやすいものにし、教員のエネルギーを有効活用する必要があります。教員
の多忙化や働き方改革などが叫ばれている中、教員の日頃の小さな実践を、大きな
成果となるように、本校教員みんなの取り組みの成果を集約することにしました。
今年度の本校は、「学びをつなぐ」～主体的・対話的で深い学びの授業づくりを
めざして～を研究テーマに掲げて取り組みました。教員の日々の授業の中で、生徒
の深い学びにつながったと思われる授業を厳選し、その取り組みを端的にわかりや
すく伝えるためにこの冊子「とりわけ」を作成しました。本校においてこれまで55
集を数えてきた研究紀要「いとなみ」の熱い情熱の魂を受け継ぎながら、時代のニー
ズに合わせて、各教科見開き１ページにその成果を凝縮した、
「とりわけ～深い学
び～」です。
本校ではひきつづき、
「一人一人の個性を伸ばし、豊かな心とやりぬく力」「国際
社会で生きていくための基礎的な資質や能力」を育みながら、基礎基本を重視した
先導的な研究を続け、地域と全国に発信していきたいと考えています。この冊子に
お目通し下さり、貴重なご意見を頂戴できれば幸いと存じます。

平成30年３月



和歌山大学教育学部附属中学校
学校長

矢野

勝
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今年度の研究について
研究主題「学びをつなぐ（３年次） 主体的・対話的で深い学びの授業づくり」
１

学びをつなぐ

「学びをつなぐ」とは、何と何をつなぐことでしょうか。
「生徒と生徒の学びをつなぐ」
「生徒と教材をつなぐ」
「過
去の学びと今をつなぐ」「今の学びと未来をつなぐ」「学校での学びと生徒の生活をつなぐ」「教員同士の学びをつ
なぐ」など様々な「つなぐ」が連想されます。
本校では、３年前から「学びをつなぐ」を主題として研究に取り組んでいますが、焦点を当てるポイントは毎年
少しずつ変わっています。初めの２年間は、「21世紀型能力の育成をめざして」という副主題で、育成すべき資質・
能力と授業方法とのつながりについて研究しました。特に１年次は、思考のさせ方や学びのゴールを意識した授業
づくりについて、２年次は、総合的な学習の時間に関わるカリキュラムマネジメントを主なテーマとしました。今
年度は、
「主体的・対話的で深い学びの授業づくりをめざして」をテーマとして、生徒たちの深い学びにつながる
授業改善についての研究を行っています。

２

今年度の取り組み

生徒の学びの質を高めるという研究の目的は昨年度までと変わりませんが、研究のアプローチの仕方を変えまし
た。今年度は、
授業を支える教員同士の学びを共有して、お互いの指導力を高め合う取り組みに焦点を当てています。
以下に、春からの具体的な取り組みをいくつか紹介します。
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（１）研修の成果を見える化
これまでは、研修で学んだことをそれぞれの教員の中で消化・吸収して終わりにすることがほとんどでした。そ
れでは教師の学びのつながりは生まれません。今年は研修後すぐにA４横型の１枚ポスターを制作して、職員室前
の廊下に掲示しました。教員の学びの足跡を残し、いつでも振り返られるようにしました。掲示したことで、後日
立ち止まって一人でじっくりながめたり、ポスターを見ながら他の教員と話したりする横のつながりができはじめ
ました。ポスターには、
「見出し」「研修の要約」
「写真」の３つの要素を必ず載せました。以下に、ポスターとと
もにそれぞれの研修の様子を簡単に記します。
・４月初めは、新学習指導要領を使って、
「深い学び」「資質・能力」とはどういうものかを検討しました。さらに
附属小学校との９年間の学びのつながりで、どのような資質・能力を学年に応じて付けさせていくのかについて、
附属小・中学校の教員が合同で協議しました。

・４月中旬には、本校の道徳教育の重点項目を現状に合うように見直し、新しい４つの項目に変更しました。さら
に各学年で道徳教育の年間指導計画を立てました。また、６月には事前に道徳の指導案を各学年で話し合い、研
究授業を行い、ねらいにせまることができていたのか事後検討を行いました。

・５月には毎年、附属小学校とお互いの授業を参観する小中交流週間を設定しています。今年度は、一週間を終えて、
附属小・中学校の教員が教科別のグループに分かれて、参観授業で見られた子どもの様子を話し合い、深い学び
とは何かについて議論をしました。
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・７月初めに、田村学氏（國學院大
學教授）にお越しいただき、１日
授業改善プラン（１限に授業を行
い、その反省を踏まえて、２限目
に改善案を考えて、５限目にその
改善案を基に、研究授業を行い、
６限目に協議会を行うプラン）に
よる理科の研究授業を行いまし
た。改善案では、生徒の思考を焦点化するために、教具と中心課題を大幅に変更して、午後の研究授業を行いま
した。深い学びのためには、思考の焦点化や知識や技能の「つながり」を意識することが大切であることを確認
しました。
・７月末に、附属小・中学校合同で、
いくつかのiPadアプリの使い方を
楽しく遊びながらICT研修を行い
ました。また、今年度本格導入し
たロイロノートの使い方を研修し
ました。

・８月上旬には、
道徳教育についての研修を行いました。日本道徳教育学会に参加した教員からの報告や船越勝氏（和
歌山大学教授）の講演をお聞きし、「考え、議論する道徳」について学びました。８月下旬には、３年生でロー
ルプレイの手法を取り入れた道徳の研究授業を行いました。
木村慶氏（白浜町立三舞中学校長）
にファシリテーターをお願いして、
研究授業の事後検討を行いました。
学びをつなぐ授業とはどのようなも
のかを体験を通して学びました。

（２）授業公開めざせ200回
教員の指導技術を高めることは、研究授業などの特別な日だけではなくて、
普段の授業から客観的に指摘しあえる雰囲気さえあればいつでもできます。
それぞれの教員が月に１回は他の教員に授業を公開する機会を持ち、他の教
員の授業を参観する取り組みを始めました。公開する方法としては、従来の
学習指導案ではなく、簡易な授業公開シートを使用しています。①A４縦置
きの公開シートの上半分に授業者がねらいなどを記入して参観者に渡します。
②下半分を参観者がねらいを達成できていたのか、授業スキルの良い点と悪
い点を書いて授業者に渡し返します。この取り組みのおかげか、他の教師の
意見を参考にして、授業力を向上させようとする意識が高まり、職員室や廊
下で授業づくりに関する話題が増えてきました。授業公開シートは、使いやすさや参観者にとってわかりやすくな
るように、何度か改定して、今ではバージョン10になっています。現在使用しているものは、下半分が授業の流れ
を生徒の活動を中心として書き、裏側に参観者の意見を書くようになっています。
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＜参考＞普段使用している授業公開シート（バージョン10）

（３）日々の授業を自己点検するためのカードを配付
田村学氏から深い学びを実現する
には、学校としての基本的な授業の
型をしっかりと持ち、生徒が主体的
に学ぼうとする風土を根付かせる必
要があるとのご指摘をいただきまし
た。それらを授業前にいつでも確認
できるように、夏休みが終わった９
月に教員に小さなカードを配付しま
した。授業の基本に返り、「主体的・
対話的で深い学びの授業づくりのた
めに押さえておきたい６つのポイン
ト」を挙げて、A５サイズに印刷し
て、ラミネート加工したカードを作
成しました。作成にあたっては、和
歌山県授業づくり３カ条や静岡県総
合教育センター（平成29年度）の
成果物を参考にしました。
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３

本校の考える深い学びとは

深い学びに関して、2017年３月に公示された中学校学習指導要領には、「生徒が各教科等の特質に応じた見方・
考え方を働かせながら、知識を相互に関連付けてより深く理解したり、情報を精査して考えを形成したり、問題を
見いだして解決策を考えたり、思いや考えを基に創造したりすることに向かう過程を重視した学習」と書かれてい
ます。また、11月に本校で行われた教育研究協議会での田村学氏の講演によると、深い学びについて解釈するため
のキーワードになるのが、
「つなぐ・つなげる・つながる」というものでした。様々な知識どうしがつながり、構
造化される過程で学びが深まるのではないかと考えられます。本校の授業実践や研修業等で得られたことを含めて、
「深い学びとはどのようなものか」
「どうすれば深まるか」「深い学びをすることでどうなるか」という３つの視点
で深い学びについて以下のように整理しました。

＜深い学びとはどのようなものか＞
・自分事としてとらえることで、学ぶことに価値を見いだし、その意味を理解できるようなもの。
・科学的な方法で探究していくことで、学問的に深い概念的知識を獲得するようなもの。
・子どもたちが自ら課題に向き合い、対話を通して、その先に見えてくるもの。
・学んでいる時には気づかずに、学んだ後に振り返ってみれば、これは深い学びだったと気づくようなもの。

＜どうすれば深まるか＞
・深い学びに向かうアプローチの仕方は教科によって様々で一概には言えない。
・ただ、共通して言えるのは、学んだことをじっくりと自分の中で解釈して、再びとらえなおすといった、次
へとつながるふりかえりが学びには必要である。
・詳しくは、各教科のページに実践事例がありますので、ご覧ください。

＜深い学びをすることで＞
・生徒自身が学ぶことに価値を見いだし、学びの意味を理解できる。
・時間をかけて考えることで、自身で発見することの喜びや学んだことへの達成感を感じられる。
・学んだことが自分の生活で活用できる。
・生徒同士が関わる中で新しい気づきを持てる。
・根拠をもつことで、自信を持って説明できる。
・これまでの知識と結びつけて納得できる。
・もっと学びたいと生徒が主体的に追い求めていく姿になる。
・自分自身の思いや考えと学んだことが密接につながって、将来的に役に立つという考えに至る。

6

４

これまでの取り組みによって

本校で作成した「主体的・対話的で深い学びの授業づくりのために押さえておきたい６つのポイントカード」を
渡す前後の１ヶ月で教師の意識がどのように変化したかを調査しました。授業の基本となる要素を押さえることの
効果を測るためです。
全体的に、肯定的な意見が多くなりました。ただ、導入の工夫に関しては、１ヶ月で割合が下がりました。これは、
生徒の活動時間を増やすために、教師の話を極力短くしたためだとも考えられます。また、授業のねらいを意識し
て授業を行っている教師がとても増えました。

生徒から見た授業改善の効果を評価するために、４月に行われた３年生対象の全国学力学習状況調査の質問紙の
中からピックアップした５つの質問を10月に行い、その２つを比較しました。全体的に生徒側からとらえた授業に
ついての評価が肯定的になっています。とりわけ興味深いのは、「自分の考えを深めたり広げたりすることができ
ていると思う」の割合が４月と比べてかなり高くなっています。これは、教師が授業の目的やねらいを強く意識し
て授業を行い続けたことで、生徒自身が学習する目的や有用性に対して、メタ認知ができている結果であると考え
られます。

次頁以降で、各教科において、どのような工夫をすれば、深まるのかについての実践事例を掲載しています。


研究主任

矢野充博
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国語

Japanese

深い学びのために
中央教育審議会「国語ワーキンググループにおける
審議の取りまとめ」によると、国語科における「深い

て、国語で正確に理解し適切に表現する資質・能力を
育成することを目指している。

学び」につながる「見方・考え方」は次のように示さ
れている。
国語科は、言葉を通じた理解や表現及びそこで用い

これらをふまえて、本校国語科では、他者とのコミュ
ニケーションを通して、自分の思いや考えを形成し深
めることが「深い学び」につながると捉え、その実現

られる言葉そのものを学習対象とするという特質を有
している。事物、経験、思い、考え等を言葉で理解し
たり表現したりする際には、対象と言葉、言葉と言葉

を目指した授業づくりを行う。特に「書く」単元にお
いて、他者の視点を取り入れることに重点を置いてき
た。自分の思いや考えをはじめに自分なりに表現させ

の関係を、創造的・論理的思考、感性・情緒、他者と
のコミュニケーションの側面から、言葉の意味、働き、
使い方等に着目して捉え、その関係性を問い直して意
味付けるといったことが行われており、これを「言葉

た上で他者とのコミュニケーションの機会をもち、「使
われている言葉や表現は適切か」「書き手の思いが正し
く伝わる内容になっているか」「自分の表現に取り入れ
られるところはないか」という視点をもって交流し、

による見方・考え方」とする。
文部科学省「中学校学習指導要領 国語編」によると、
「言葉による見方・考え方」を働かせ、①社会生活に
必要な国語の特質を理解し適切に使うこと、②人との
関わりの中で伝え合う力、思考力や想像力を養うこと、
③言葉がもつ価値を認識し、言語感覚を豊かにし、我
が国の言語文化に関わり、国語を尊重することを通し

自分の考えの再構成・再構築に生かすというサイクル
を繰り返すようにする。そうして、前に学習したこと
が今回に、今回学習したことが次につながっていると
いう実感をもたせることで、少しずつ「はじめに自分
なりに表現する」段階でのレベルも向上し、良い循環
が生まれることをねらった。

1年 根拠を明確にしてわかりやすく書こう

授業者：石川さゆり

育みたい資質や能力

他者のものの見方・考え方を知り、自分では見つ
けられなかった新しいものの見方・考え方に気付き、
それを広げようとする力。

深い学びになるための工夫や仕掛け

授業内容

絵画作品の鑑賞文を書くという活動に向けた準備
の段階である。自分が選んだ絵画作品に魅力を感じ
たのはどのようなところか、なぜそう感じたのかと
いう根拠を明確にさせることで、わかりやすい鑑賞
文を目指す。本時は、自分と他者の情報を比較・交
流することで、自分のものの見方や考え方を広げる
ための時間である。
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・自分の考えを可視化するツールとして付箋を活用
した。何度も練習しておくことで、安心して使え
るツールだと認識させる。
・文章を書かせる文字数を段階的に増やしたり、観
点別のメモを整理させたりすることで「書くこと」
への抵抗感を減らす。
・鑑賞文の「型」をいくつか示すことで書く材料を
集めたり、進め方を工夫したりしやすいようにす
る。
・美術科担当教員と相談し、鑑賞しやすい作品（人
や動物が題材として扱われている、何通りかの解
釈ができるなど）を提示する。その中から自分で
選ぶことで、根拠を挙げやすいようにする。
・同じ絵画作品を選んだ人、異なる絵画作品を選ん
だ人の両方と交流する機会を持たせることで、
「直
接情報を取り入れやすい状況」と「情報を変換し
て取り入れなければならない状況」を与える。

2年 読みたくなるタイトルを考えよう

授業者：辻村奈美

育みたい資質や能力

・言葉と言葉の関係を、思考・感性・情緒や他者と
のコミュニケーションの側面から、言葉の意味や
働き、使い方等に着目して捉える力。
・言葉の関係性を問い直して意味付けることを通し
て、自分の思いや考えを形成する力。

深い学びになるための工夫や仕掛け

授業内容

単語が記されたカードが複数あり、そのうちから
２枚を選択して、偶然出た組み合わせから、読みた
いと思わせる本のタイトルを考えさせる。本のタイ
トルは普段何気なく読んでいるが、そのタイトルが
いかに内容に沿っているか。また購入を誘うものに
なっているかに注目させ、言葉の使い方や働きを考
えさせる。

・自分の考えた構成が他者（班員）からもらったア
ドバイスや意見により変化して、再構成しやすい
ように付箋を用いる。
・タイトルを創作させる時、自由な発想が生まれる
ように、字数制限を設けたり、編集者がタイトル
を作成する時に気をつけることを提示したりす
る。
・創作することで短いタイトルの中に、作者の意図
がどれだけ込められているのか、内容とリンクし
ているのか等の視点をもたせる。

3年 説得力のある文の構成を考えよう

授業者：坂田麻紀

育みたい資質や能力

他者の構成やアドバイス・意見を参考にして、自
分の構成が結論に向けて論理的につながっているの
か考え、再構築していく力。

深い学びになるための工夫や仕掛け

授業内容

過去の漢検のポスターのうち自分が選んだものに
ついての批評文を書く。書いた批評文を説得力のあ
るものにするために、ポスターをどんな観点で捉え
て分析し、また、どの分析内容を取り上げ、どのよ
うな構成でつなげていくと良いのかを考える。

・批評文の構成内容には、４つの事柄（引用文・ポ
スターの弱い点・自分の考え・根拠など）を設定
する。
・
「このポスターは○○なポスター（作品）である。」
という自分なりの捉え方を結論に据え置かせた。
そして、結論に向けてどのような順で事柄をつな
げていくと、読み手を説得させられるのか、また、
決められた事柄以外にどのような事柄を足してい
くと良いのかを考えさせる。
・自分の考えた構成が他者（班員）からもらったア
ドバイスや意見により変化して、再構成しやすい
ように付箋を用いる。
・批評文を相互評価した後に再々構築をさせてから、
ルーブリックを基にリライトをさせる。
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社会

Social studies

深い学びのために
中央教育審議会「審議のまとめ」添付資料（平成28
年８月）において示された社会科における「深い学び」

会的事象の特色や意味などを考えたり、②社会に見ら
れる課題を把握して、社会への関わり方を選択・判断

の要点をまとめると、およそ次のような内容である。
「社会的な見方・考え方」を用いた考察、構想や説明、
議論等を組み込んで課題を追究したり解決したりする

したりすることが、深い学びにするための鍵とされて
いる。
これらをふまえて、本校社会科では「見方・考え方」

活動を行う。社会科の特質に根差した追究の視点と、
それを生かした課題（問い）の設定、諸資料を基にし
た多面的・多角的な考察、社会に見られる課題の解決

を働かせながら、これまで身に付けた知識や技能を活
用した学習活動を通して、概念やより高度な技能の獲
得・習熟をはかる授業づくりをめざす。そのために、

に向けた広い視野からの構想（選択・判断）
、論理的な
説明、合意形成や社会参画を視野に入れながらの議論
を通し、個別の事案等に関する知識のみならず、社会
の中で汎用的に使うことのできる概念等に関わる知識

以下を授業づくりのポイントとした。
① 問いの構成を工夫する。
② 社会的事象の意味が分かるように時間・空間・相
互関係の視点を意識した教材を開発する

を獲得するように学習を設計すること。
また、
「中学校学習指導要領社会編」
（平成29年６月）
では、
「社会的な見方・考え方」とは「社会的事象を、
位置や空間的な広がり、時期や時間の経過、事象や人々
の相互関係に着目して捉え、比較・分類、総合したり、
地域の人々や国民の生活と関連付けること」と示され
た。こうした「社会的な見方・考え方」を用いて①社

③

④

比較・分類、総合、関連付けなどの思考を働かせ、
課題解決に取り組めるような資料の加工や提示を
工夫する。
思考・判断したことの可視化・共有化・焦点化を
工夫し、生徒が対話的に学習を進められるように
する。

2年 中世から近世への転換をとらえよう！

授業者：山口康平

育みたい資質や能力

社会の何が変化し、何が変わっていないのか（「変
化と継続性」）という歴史の見方・考え方を働かせて、
時代の転換をとらえること。

深い学びになるための工夫や仕掛け

授業内容

本時では、時代の特色を大観するために「変化と
継続性」の視点から振り返りを行わせる。そして、
日本における中世から近世への変化の中で最も重要
だと考える変化を選び、その変化した要因として、
特に関係していることがらを３つ選び、その理由や
歴史解釈を交流して、最終的に自分が捉えた中世か
ら近世への転換を論述させる。
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・
「分裂（地域自治）から天下統一へ」
「武装独立から、
武器を持たない百姓の国へ」「神仏の時代から天
下人の時代へ」「強大な幕府権力の確立」等の視
点から、時代の転換をとらえる諸史料を読んで考
察し、転換の具体をとらえる学習活動を、単元を
通して設定する。
・議論に必要な資料や知識を確実に使える状態にし
ていくための１枚の「振り返りシート（中世から
近世への転換をとらえる構造図）」を作成し、授
業毎のまとめに使用する。
・自分の思考をまとめるワークシートと、班の意見
をまとめるミニホワイトボード及び板書によって
思考の可視化・共有化をはかるとともに、中世か
ら近世への転換として〈争乱から天下泰平へ〉
〈権
力分散から権力集中へ〉〈身分流動から身分固定
へ〉の３つに論点を焦点化する。

3年 きみならどうする？ 臓器移植

授業者：西岡宗昭

で、視点の違いを踏まえた自分の意見を構築し、さ
らに合意に至る意見を導き出す力。

深い学びになるための工夫や仕掛け

授業内容

科学技術の進歩による「新しい人権」の題材とし
て「臓器移植」を扱う。「本人の承諾なしの臓器移
植は賛成ですか？反対ですか？」という問いについ
て、賛成派と反対派に分かれてグループでディベー
トを行う。最終的に「日本の移植事情をより良くす
る条件を考えよう。
」という問いを提示し、班で合
意づくりを行う。

育みたい資質や能力

臓器移植についての問題点を多面的に捉えること

⑴ 社会問題を自分事として解決方法を探る。
本人の意思が不明確なのに家族として臓器提供の
意思決定をしなければならないという状況を設定
することで、自分事として解決方法を考えられる
ようにする。
⑵ 社会問題をディベート形式で多面的に捉える。
グループでのディベートを用いて、対立する双方
の意見を次のような流れで主張させ、多面的に事
例の問題点を捉えさせ、合意形成を促す。
①一方（賛成または反対）の立場から主張する。
②立場を入れ替えて主張する。
③双方の視点を踏まえ自分の意見を再構築する。
④賛成派と反対派で討論し、意見の違いを再び把
握する。
⑶ 意見を擦り合わせ、合意形成を行う。
お互いの意見を擦り合わせ、納得できる条件（合
意点）を考える事で、自分の意見を深化させ、社
会問題に対して多面的に考えるようにする。

コラム 今年度の研究をふりかえって

副校長：福田修武

今年度の研究を進めるにあたっては、2018年度
から移行実施となる新学習指導要領をガイドブック
としました。学校教育の要となる道徳科の授業づく

た。また、研修や実践をもとに作成した「授業で押
さえておきたい６つのポイント・カード」を授業づ
くりや実践の振り返りで活用するようになりまし

り、授業づくりの基盤である生徒理解・生徒支援、
そして、生徒の学び合い充実のためのICT機器やソ
フトウェア活用等に関する研修を研究の一環として
取り入れました。

た。
研究の成果は、教師と生徒を対象としたアンケー
ト結果に現れています。しかし、生徒が考え表現す
る場面や振り返りをする場面の時間確保など改善す

200回を目標とする授業公開は、学校全体で研究
を推進するための方策です。夏季休業前には、教科

べき重要な課題があります。学校全体で生徒の学ぶ
力を計画的に向上させるという視点に立った授業づ

の壁を超えて授業公開を実施し、教員が意見交換す
る様子が日常的な学校の風景として定着してきまし

くりが必要だと考えています。
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数学

Mathematics

深い学びのために
中央教育審議会答申では、算数科・数学科の指導内
容の示し方の改善について、次のように示されている。

返すことで、数学科における深い学びを追求できたと
言える。

「内容」の系統性、
「内容」と育成される資質・能力
とのつながり及びこれまでに明らかになっている課題
などを意識した「内容」の構成、配列にすることが求

また、
「中学校学習指導要領数学編」
（平成29年７月）
には、『数学的な見方・考え方を働かせながら、日常の
事象や社会の事象を数理的に捉え、数学の問題を見い

められる。
このように、算数科・数学科の系統性を重要視する
ことが、深い学びにつながると示されている。本校第

だし、問題を自立的、協働的に解決し、学習の過程を
振り返り、概念を形成するなどの学習の充実を図るこ
と。』とある。数学科の学習は日常や社会の事象を数理

一学年における取り組みはその実践例である。「図形」
の領域において小学校算数科で学習した作図の手法を
学び直し、それらを学習の素地として、タイムカプセ
ルの場所を探し当てるという学習を行った。本実践で

的に捉え、数学的に解決することが前提となる。この
ことから第二学年の取り組みでは、折り紙で作られた
図形が正三角形であることを数理的に捉え、様々な図
形の性質を用いてそれを数学的に証明するという学習

は、小学校での学習内容を活用し、中学校数学科にお
ける角の二等分線・垂直二等分線の作図の学習にスムー
ズに移行する様子が見られた。また第三学年における
取り組みでは、パラボラアンテナの仕組みを学習する
中で、学年の目標をおさえた上で、高校数学科で扱う
放物線の焦点についての学習の素地を形成できたとい
える。このように教科の系統性を重視した学習を繰り

をした。
本年度は、以下のねらいを意識して、授業づくりの
ポイントとした。
① 教科の系統性を意識した授業実践を行う。
② 事象を数理的に捉え課題を見いだし、数学的に解
決させる。

1年 平面図形「タイムカプセルはどこ？」

授業者：谷口英治

育みたい資質や能力

・ペアと協力し、与えられた作図方法を参考に、課
題解決に向け、粘り強く考える能力。
・解決までの過程を言葉で表す能力。

深い学びになるための工夫や仕掛け

授業内容

単元「平面図形」の作図方法についての導入の１
時間目の授業である。指令書をもとに、地図上のど
こにタイムカプセルが埋まっているかをペアで考
え、発見し、その手順を記述して、全体の場で発表
を行う。
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・教科書の１節「直線図形と移動」だけでなく、２
節「基本の作図」の内容にもつながるように工夫
する。また、これから学ぶ作図方法を取り入れる
ことで、「なぜ、この方法でこのような作図がで
きるのか」といった興味・関心をもたせ、次時以
降の学びにつなげる。
・ペアに１台ずつiPadを渡し、協力しやすい雰囲気
づくりをした。また、ロイロノートを用い、ヒン
トカード（作図方法）を送信し、完成した作図を
写真データで提出させる。
・作図による発見だけでなく、タイムカプセルを発
見するまでの手順を自分の言葉で記述させ、全体
の場でそれをもとに発表を行い、教室全体の理解
を図ることで、証明の手順に沿って記述する力も
高める。

2年 折り紙で正方形を作ろう！

授業者：伊藤

誠

育みたい資質や能力

与えられた図形から証明に必要な情報を見つけ出
し、それらを用いて課題を論理的に証明する能力。

深い学びになるための工夫や仕掛け

授業内容

本時は、単元「図形の性質と証明」の中の小単元『二
等辺三角形』のまとめとして、折り紙で作った図形
が正三角形であることを証明する。情報を整理し、
証明する過程で、体験的な活動を通して図形の性質
を見つけ出すことをねらいとした。途中iPadを用い
て情報を共有したり、課題のデータを提出したりす
る。

・小学校で習った二等辺三角形や正三角形の定義を
改めて確認し、それらを用いて証明を進めること
で、既習事項とのつながりを意識した学びにする。
・折り紙を配布し、折り方を示して正三角形を作ら
せる。体験的な学習を踏まえることで、事象を数
理的に捉え、主体的に証明する姿勢を身に付けさ
せる。
・ペアに１台ずつiPadを渡し、ペア学習を取り入れ
ることで、自然と対話が行われ、見つけたことや
疑問などを共有する姿勢が生まれる。
・本時ではアプリ「ストップモーションスタジオ」
で折り方の手順をコマ撮り動画にしたり、証明の
過程を「keynote」を用いて動的に提示したりす
ることで、生徒が図形の扱い方を容易に理解でき
るようにする。

3年 関数ｙ＝ａｘ２

授業者：新谷雅紀

育みたい資質や能力

・関数ｙ＝ａｘ２の知識・技能を活用して、課題に
取り組み、解決する態度。
・できあがった反射面が放物線であることを、表や
式・グラフを用いて確かめるには、どうすれば良
いかを考える能力。

深い学びになるための工夫や仕掛け

授業内容

反射により光を一点に集めるときの、反射面の形
を考える。光は目に見えないので、光をワークシー
ト上の矢印とし、実際にワークシートを切り貼りし
て矢印の先を一点に集める。授業の後半では視聴覚
教材を用いることで、ボールが、放物線（面）で、
一点に集まるように反射することを知り、放物線
（面）の焦点の存在を理解する。

・ワークシートの矢印の先を一点に集めるとき、折
り目が光の反射面となっていることに気付き、折
り目をつなげたものが、どのような形状になるか
考え、その確認の仕方を班活動で考える。（対話・
協働）
・それらを確認するための数学的な方法を発表し、
クラス全体で考え、確認をする。また、この一点
に集める性質が利用されている物はないかを考え
る。（説明し、表現する）
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理科

Science

深い学びのために
中央教育審議会「理科ワーキンググループにおける
審議の取りまとめ」によると、理科における「深い学び」

理科の学習においては、「理科の見方・考え方」を働か
せながら、知識及び技能を習得したり、思考、判断、

につながる本教科の「見方・考え方」は次のように示
されている。
見方については、
「自然の事物・現象を、質的・量的

表現したりしていくものであると同時に、学習を通し
て、「理科の見方・考え方」が豊かで確かなものとなっ
ていくと示されている。

な関係や時間的・空間的な関係などの科学的な視点で
捉え」のように、科学的な視点の例示として主なもの
を掲げることが適当と考えられる。考え方については、

これらをふまえて、本校理科では、以下を授業づく
りのポイントとした。
① 事象を比較することで問題を見いださせる。

課題の把握（発見）
、課題の探究（追究）
、課題の解決
という探究の過程を通じた学習活動の中で、比較した
り、関係付けたりするなどの科学的に探究する方法を
用いて、事象の中に何らかの関連性や規則性、因果関

②
③

既習の内容などと関係付けて根拠を示すことで、
課題の解決につなげる。
原因と結果の関係といった観点から探究の過程を
振り返る。

係等が見いだせるかなどについて考えることであると
思われる。以上を踏まえ、「理科の見方・考え方」につ
いては、
「自然の事物・現象を、質的・量的な関係や時
間的・空間的な関係などの科学的な視点で捉え、比較
したり、関係付けたりするなどの科学的に探究する方
法を用いて考えること」と示されている。
文部科学省「中学校学習指導要領 理科編」によると、

1年 植物のなかま分け

授業者：境原周太郎

育みたい資質や能力

・植物をよく観察して特徴を捉える力。
・植物の特徴から名前を調べるという科学的根拠に
基づき判断する態度。

深い学びになるための工夫や仕掛け

授業内容

校内にある５種類の植物の写真を手がかりに、そ
れらの植物の名前を調べる。植物の名前は、iPadを
用い、指定されたWebサイトに植物の特徴を入力す
ることで検索する。５種類の植物のうち、よく似た
植物については実物をよく観察し、Webページに書
かれている特徴と比較することで名前を特定する。
千葉県立中央博物館Webページ
http://chiba-muse.jp/yasou2010/
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・今回使用したWebサイトでは、植物の特徴を表し
たアイコンを選択していくことで絞り込むことが
でき、難しい専門用語を知らなくても、観察の視
点を身に付けていけるようになっている。
・植物の特徴をよく観察させるために、５種類の植
物のなかに、ウラジロチチコグサとチチコグサモ
ドキという一見同じに見える植物を用意する。ま
た、この２つの植物についてはさらに詳細に観察
したいという生徒の思いに応えられるように、事
前に実物を用意しておき、授業の後半で配布する。
・４人１組のグループで課題に取り組ませ、机間指
導では生徒同士が科学的根拠をもとに対話をする
ように促す。

2年 回路に加わる電圧

授業者：佐武

昇

育みたい資質や能力

直列回路、並列回路の各部に加わる電圧を測定し、
他者の結果と比較することで出てきた共通点、相違
点に基づいて規則性を見いだす力。

深い学びになるための工夫や仕掛け

授業内容

直列回路、並列回路の豆電球に加わる電圧の測定
実験を行う。実験では、班員一人ひとりが異なる回
路で実験を行う。測定結果を班に持ち帰り、自分の
結果と他者の結果を比較して各回路における電圧に
関する規則性を考える。各自で電圧の規則性を利用
した問題をつくり、班内で解き、電圧の規則性への
理解を深める。

・規格が同じ豆電球を用いてつくる直列回路と並列
回路、規格が異なる豆電球を用いてつくる直列回
路と並列回路の４種類について実験を行う。
・電圧に関する規則を見つけるために、ジグソー法
を用いて、班員がそれぞれ異なる回路の電圧を測
定する。
・実験内容と結果を班に持ち帰り、お互いに説明し
合う。そして、自分の結果や班員から得られた知
識を活用して直列回路、並列回路における電圧の
規則性を考える。
・３つの豆電球を用いた回路図を描き、各豆電球に
加わる電圧の大きさを求める問題を作成させ、電
圧の規則性を活用して、お互いに問題を解き合う。

3年 ネギの成長点の細胞分裂の観察

授業者：矢野充博

育みたい資質や能力

・染色体を観察するための染色や顕微鏡操作などの
基礎的な実験技能。
・細胞ごとの染色体のわずかな違いに気づいて、細
胞の段階を見極められる観察力。

深い学びになるための工夫や仕掛け

授業内容

発芽したネギの成長点付近の細胞を顕微鏡で観察
する。ペアに１台ずつiPadを渡して、iBooksの指
示に従い自分たちで観察を進める。細胞分裂の段階
（間期、前期、中期、後期、終期）を判別した後、
ス ケ ッ チ す る。ま た、細 胞 をiPadで 撮 影 し て、
AirPlayを用いてモニタに映す。

・時間内に細胞分裂の５つの段階を全て見つけると
いう少し難しい課題を設定する。
・事前に自作のパラパラ漫画を繰り返し見させてお
き、目を慣らせる。
・観察力を高めるために、染色している待ち時間に、
iBooksで染色体の様子から何期であるかを考え
るクイズを解かせる。
授 業 で 活 用 し た iBooks は 右 の
QR コードを iPad などで読み込
むとご覧いただける。

詳しくは…理科の教育2017年９月号（東洋館出版）
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音楽

Music

深い学びのために
中央教育審議会「審議のまとめ」において示された
音楽科における「深い学び」の要点をまとめると、次

社会、伝統や文化などと関連付けること。」と示されて
いる。

のような内容である。
中学校音楽科における学習を基礎として、生徒が音
や音楽と出会う場面を大切にし、一人一人が「音楽的

これらをふまえて、本校の音楽科の歌唱の単元おい
ては、これまでに学んできた音楽の基礎を活用した学
習活動を通して、表現力や歌詞と旋律の関係などを理

な見方・考え方」を働かせて、音楽と主体的に関わる
ことが大切である。その際、知覚・感受したことを言
葉や体の動きなどで表現・比較・関連付け、要素の働

解しより良いものにするための授業づくりを目指す。
そのために、教科書に載っている記号の意味だけで歌
唱するのではなく、以下を授業づくりのポイントとし

きや音楽の特徴について他者と共有・共感したりする
活動を行う。このことが、曲想と音楽の構造や文化的・
歴史的背景との関わり及び表現方法、音楽様式、伝承
方法の多様性などの音楽文化について理解や、表現・

た。
① 記号の意味を違う言葉で表現する。
② 歌詞の大切さ・意味を音楽の特徴（音色・リズム・
旋律・フレーズ・音の重なりなど）・音楽の仕組み

意図を持つこと、楽曲の特徴や演奏のよさや美しさ、
音楽の意味や価値判断をすることに関する思考・判断
を促すことにつながる。
また、
「中学校学習指導要領解説 音楽編」によると、
「音楽的な見方・考え方」とは「音楽に対する感性を
働かせ、音や音楽を、音楽を形づくっている要素とそ
の働きの視点で捉え、自己のイメージや感情、生活や

③

（反復・変化など）を関連づける。
思考・判断したことを可視化・共有化することに
よって、生徒が対話的に活動を進める。

2年 曲想を考えて、合唱を作ろう

授業者：馬場美加

育みたい資質や能力

強弱記号や歌詞の意味などを考えて歌うことに
よって、歌唱の表現力を高める。

深い学びになるための工夫や仕掛け

授業内容

校内音楽会に向けて合唱練習が始まり、音取りや
強弱・速度記号などの意味を理解したうえで、歌う
表現を考える授業である。課題曲の「心の中にきら
めいて」を、強弱記号・歌詞・旋律などからどういっ
た風に歌うと良いのかを考え、グループで意見を出
し合い、自分たちのクラスに適した曲想をさらに考
えていく。
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・強弱記号の意味を「強い」「弱い」ではなく、「大
きく」や「優しく」といった違う言葉で提示する。
・歌詞や旋律の動きなどに注目するように、これま
でに学習した曲を例題で使う。
・ベートーヴェンのピアノソナタが使用されている
ので、原曲を聴かせ、楽譜についている強弱と聴
き比べ違いなどを考えさせる。
・グループでお互いの意見を話し合い、曲想を決め
るときに、強弱記号を自由につけても良いことを
伝える。
・グループ毎に練習用のCDとデッキを渡し歌う練
習をさせる。歌ってみて、歌いにくいところなど
がないか考えさせる。

美術

Art

深い学びのために
中央教育審議会「次期学習指導要領等に向けたこれ
までの審議のまとめ」において示された、中学校美術

及び鑑賞の幅広い活動を通して、造形的な見方・考え
方を働かせ、生活や社会の中の美術や美術文化と豊か

における「深い学び」につながる本教科の「見方・考
え方」について、次の様な記述がある。
感性や想像力を働かせ、対象や事象を、造形的な視

に関わることで自分としての意味や価値をつくりだせ
る工夫が必要だと考える。
具体的には、対象や事象を捉える造形的な視点につ

点で捉え、自分としての意味や価値をつくりだすこと。
また文部科学省「中学校学習指導要領解説 美術編」
によると美術科における「見方・考え方」とは、対象

いて実感的に理解するとともに、表現方法を工夫し、
創造的に表すことができるようにすること。また、造
形的なよさや美しさ、意図と表現の工夫などについて

や事象を捉える造形的な視点について理解するととも
に、表現方法を創意工夫し、創造的に表すことができ
るようにする。また、造形的なよさや美しさ、表現の
意図と工夫、美術の働きなどについて考え、主題を生

考え、豊かに発想し創造的な表現の構想を練ったり、
自分の見方や感じ方を深め、味わったりする力を育て
ること。そして、美術の創造活動の喜びを味わい、美
術を愛好する心情をはぐくみ、感性を豊かにし、心豊

み出し豊かに発想し構想を練ったり、美術や美術文化
に対する見方や感じ方を深めたりすることができるよ
うにする。また、美術の創造活動の喜びを味わい、美
術を愛好する心情を育み、感性を豊かにし、心豊かな
生活を創造していく態度を養い、豊かな情操を培う。
と示されている。
これらをふまえて、本校の美術科においては、表現

かな生活を創造する態度と豊かな情操を養うことであ
る。
これらを通して、表現及び鑑賞の幅広い活動の中で
美術や美術文化と豊かに関わることで、深い学びが実
現できると思われる。

1年 対話による鑑賞（川口軌外／少女と貝殻）

授業者：飯村浩晃

育みたい資質や能力

作者の心情や意図、表現の工夫などを、絵画から
読み取り、考える。鑑賞活動を対話を通しておこな
う事で、見方や感じ方を広げる。

深い学びになるための工夫や仕掛け

授業内容

和歌山県立近代美術館に足を運び、実物の作品「川
口軌外／少女と貝殻」の前で、作品の解説を聞いて
いない状態で、対話による鑑賞を行う。
その後、改めて作品や作家に関する解説を聞き、
また自分たちで調べた上で、
「川口軌外／少女と貝
殻」を未だ鑑賞していない人に作品を紹介するため
のシートを作る。

・地元の美術文化に触れさせるため、和歌山県出身
作家の作品で県民文化会館大ホールの緞帳のデザ
インにも起用されている「川口軌外／少女と貝殻」
の実物を目の前に鑑賞活動を行う。
・豊かに発想させるため、作品の解説を一切行わず、
たっぷりと時間をかけて生徒一人一人から自分の
意見を発信できるようにする。
・自分の見方や感じ方を素直に発信できるよう、否
定は一切せず、何を話しても良い雰囲気づくりに
心がける。また、自分の見方や感じ方を「深め・
味わう」ため、他者の意見を受けて発想したイメー
ジを発表する場を大切にする。
・生徒への作品解説の後、自分たちで調べさせる際
に、作家の事、時代背景の事、構図の事、題材に
使われた神話の事など、その作品を紐解くための
手がかりとなる「切り口」を提示する。
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保健体育

Health and Physical Education

深い学びのために
中央教育審議会「体育・保健体育、健康、安全ワー
キンググループにおける審議の取りまとめ」によると、
体育科・保健体育科等の特質に応じた見方・考え方は
次のように示されている。
「体育の見方・考え方」については、生涯にわたる豊
かなスポーツライフを実現する観点を踏まえ、運動や
スポーツを、その価値や特性に着目して、楽しさや喜
びとともに体力の向上に果たす役割の視点から捉え、
自己の適性等に応じた「する・みる・支える・知る」
の多様な関わり方と関連付けること。
「保健の見方・考
え方」については、疾病や傷害を防止するとともに、
生活の質や生きがいを重視した健康に関する観点を踏

意識して授業づくりを行っている。
① 本時の目標と自己のめあてを明確にして、全員が
②

問題意識を持てる導入の工夫。
知識と技能を往還させることで解決が可能な課題
や、チームやグループなど対話や協働が必要な課

③

題の設定。
体育ノートや班会議など、それぞれの思考を可視
化・共有化するための手立てと時間を確保する。

④

全体会（振り返り）で自分の学びや仲間の学びを
価値づけて、学びに向かう姿勢を整える場を設定
する。

まえ、個人及び社会生活における課題や情報を、健康
や安全に関する原則や概念に着目して捉え、疾病等の
リスクの軽減や生活の質の向上、健康を支える環境づ
くりと関連付けること。
これらの趣旨を踏まえ、本校保健体育科では「見方・
考え方」を効果的に働かせながら、資質・能力をバラ
ンスよく育むことが大切であると考え、以下のことを

1年 球技「ベースボール型」

授業者：溝渕俊二
安全に留意するために、声かけやバットを放らな
いような工夫を考える。

育みたい資質や能力

・自分の動きを分析することを通し、運動への興味
関心を高め、基本的な動きを論理的に捉える。
・状況を踏まえた上で考える力を養わせる。
・様々な局面での課題を解決する力を育む。
・仲間と協力しながら目的を達成しようとする協調
性を身に付ける。

深い学びになるための工夫や仕掛け
授業内容

ベースボール型の授業として、ティーボールを行
う。こ の 授 業 は、「投 げ る」「捕 る」「打 つ」「走 る」
などの多様な動きが経験でき、身体全体を動かすこ
との楽しみや喜びを味わえる。
守備と攻撃の間の時間でチームの課題を見つけ、
課題を解決するためのミーティングを行う。
相手の動きを予測して瞬時に適切な動きを判断で
きる力を身につけるために、ミーティングでは、事
前に連係プレイを想定している。
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・個々のプレイヤーが瞬時に状況を判断し、適切な
行動を選択する力（戦術的状況判断力）を養うた
めに、反復練習やタブレット端末の映像を確認し
ながら授業を進める。
・本 単 元 の 中 心 課 題 と し て は 個 人 の 気 づ き か ら、
チームの課題を出し合い、チームミーティングを
通して課題解決に向けて練習や作戦を立て修正し
ながら、意図的な攻防を楽しませる。
・各種スキルについてタブレット端末を活用し、映
像の中で自分の動きに着目させることで、動きの
チェックや分析など運動への興味関心を持たせ、
動きについて論理的に捉えさせる。

2年 柔道

授業者：橋本大地

育みたい資質や能力

攻防を通じて課題を見つけ、その解決に向けて、
学んだことや考えたこと、仲間に教えてもらったこ
となどを活用して課題を解決する力を育む。

深い学びになるための工夫や仕掛け

授業内容

初心者でも柔道で一本を取る楽しさが味わえるよ
うな授業とするために、単元の初めから、試合を中
心に授業を展開する。教える技能や試合のルールを
厳選・工夫し、体育ノートによる振り返りや、対話
を通して技能を高める。単元が進むに従い、教師が
教える割合を下げて、生徒同士の学びの時間を増や
す。

・技能を確実に定着させるために、習得-活用を双方
向に働かせ、一単位時間及び単元全体でもスパイ
ラル的に展開する。
・初心者にとって相手の技をかわしたり防いだりす
るだけでも難しいため、教える技は「大内刈り」
と「体落とし」の二つに絞る。また、攻防におけ
る判断を半減し、どちらか一方に集中できるよう
に攻防交代型試合を用いる。
・攻め方を授業で教え、それを友達との練習や試合
を通して自由に組み合わせて攻めるよう促した。
また、オリジナルの攻め方を考える時間も設ける。
・技のかわし方を教えることで、攻撃と防御の技能
が相互に高まるようにする。また、習得が難しい
返し技のために、かわし方から返し技へ単元を通
してつなげる。

3年 バスケットボール ～本気でバスケットボールを楽しもう～

授業者：流川鎌語

育みたい資質や能力

セットオフェンスを練習する過程で、自己はもち
ろん仲間の動きにも注目し、アドバイスや要求を通
して課題解決する力を高める。

深い学びになるための工夫や仕掛け

授業内容

ゴールを決める（得点にかかわる）楽しさを味わ
えるよう、３対３からゲームを展開し、ゴール前の
攻防をみんなが経験したうえで、５対５のゲームで
相手が守備を固める厳しい状況を打開する。ゴール
に近い場所からシュートするために必要な要素を考
える。

・全体会やチームミーティングの進め方を整理し、
本時のねらい・チームや個人の課題を意識して学
習に取り組めるようにする。
・「ゴール前を崩す攻撃方法」という単元を通した
課題を設定することで、３対３ゲームから５対５
ゲームへと変容する中において、これまでの学習
内容をもとに、対話や協働を繰り返しながら、よ
り困難な課題を解決していく状況を設定する。
・学習ノートを活用し、自己のめあてのつながりを
意識したり、考えをまとめたりするなど、生徒そ
れぞれが振り返りを行い、自己の学びを可視化で
きる手立てをする。

19

技術・家庭

Technology and Home Economics

深い学びのために
中央教育審議会「家庭、技術・家庭ワーキンググルー
プにおける審議の取りまとめ」において示された、家
庭科、技術・家庭科における「深い学び」につながる、
本教科の「見方・考え方」について次の様な記述がある。
（下線引用者）
家庭科、技術・家庭科家庭分野においては、生涯に
わたって自立し共に生きる生活を創造することを重視
しており、家族や家庭、衣食住、消費や環境など、多
様な生活事象を学習対象としている。これらの生活事
象に係る問題を解決するために、知識・技能を身に付け、
それらを活用する学習過程において、教科ならではの
「見方・考え方」を働かせて思考・判断・表現するこ
とが求められる。
文部科学省「中学校学習指導要領解説 技術・家庭編」
によると、技術分野においては、技術の見方・考え方
を働かせ、ものづくりなどの技術に関する実践的・体
験的な活動を通して、技術によってよりよい生活や持
続可能な社会を構築する資質・能力の育成を目指し、
家庭分野においては、生活の営みに係る見方・考え方
を働かせ、衣食住などに関する実践的・体験的な活動

コラム 道徳と深い学び

校内教頭：上原一弥

私たちは生徒に「考えて」と言いますが、
「考えて」
だけで生徒は深い学びに至るでしょうか。深い学び
へ至る上で大切なのは「どのように」ということで

となく合わず漠然とした学びになりがちで、後者は
道徳など意味がなく、あるいは悪意に満ちた行動を
これも道徳だと言い張りかねません。もちろん、そ

す。道徳では、生徒が自分のこととして考え、議論
をする方向性を与えるために「○○について～のよ
うに考える」という示し方が必要だと思います。道
徳教材には、主たる内容項目と関連項目があります。

れはその場限りのものでありますが、深い学びを意
識した道徳とは言えないでしょう。
「考えて」は万能の言葉ですが、全能の言葉では
ありません。ほんの少し「どのように」と言う視点

「どのように」を考えていない発問では、関連項目
で考えることもあります。また、ネガティブな行動

を「考えて」に加えるだけで、「深い学び」をつな
いだ道徳ができると思います。

思考へいってしまうこともあります。前者は話が何
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を通して、よりよい生活の実現に向けて、生活を工夫
し創造する資質・能力を育成することを目指すとある。
これらをふまえ、本校の技術・家庭科においては、
今回実践事例として、共に生きる生活を創造すること
を意識し、技術科においては、生活の安心・安全を考
えるホームセキュリティについてのプログラミングに
ついて、家庭科においては、食生活に目をむけた調理
実習を提案した。ともに、家族や家庭、衣食住を意識
した実践になっている。多様な生活事象を学習対象と
して、技術科のプログラミングに関して例をあげると、
ホームセキュリティを考える場の設定において、家庭
科においては、それぞれの好みに応じた調理、味付け
を設定している。ともに、家族や家庭、衣食住を意識
した実践となっている。
授業実践の際には、体験・実習を設定し、モノ・コ
トとの対話、そして班での活動を取り入れることで、
人との対話が生まれるようにしている。人・モノ・コ
トとの関わりの中で、深い学びが実現できると思われ
る。

3年 ＭＥＳＨを使ってホームセキュリティを考えよう（プログラムによる計測・制御）

授業者：一色秀之

育みたい資質や能力

プ ロ グ ラ ミ ン グ を 通 し て、社 会 に お け る コ ン
ピュータの役割や影響を理解するとともに、簡単な
プログラムを作成することができる資質・能力を養
う。

深い学びになるための工夫や仕掛け

授業内容

Sonyの電子情報ブロックMESHを利用して、ホー
ムセキュリティシステムを構想し、そのプログラム
を考える。iPadを用いて、MESHアプリでホームセ
キュリティのプログラムを制作する。最後に、新製
品発表会と称して各班発表を行う。発表する班は、
考えたプログラムをプロジェクタに投影し、製品を
実演する。

1年 魚を調理しよう（調理実習

・プログラミング作業に入る前に、どのような安全・
安心対策を考えようとしているのか、使用目的や
使用条件、ホームセキュリティシステムがもつ機
能について、シンキングツールを用いて、整理し
アイデアを可視化し、班員で共有する。
・整理したアイデアをもとに、MESHデザインカー
ド（ http://blog.meshprj.com/entry/
designpatterncard）を使い、ホームセキュリティ
シ ス テ ム の ア ル ゴ リ ズ ム を 整 理 す る。そ し て、
iPadを用いて、MESHアプリでホームセキュリ
ティのプログラムを制作する。
・段階をおってプログラミング作業にすすめるよう、
スモールステップに区切って作業をする。

鮭のホイル焼き）

授業者：川嶋径代

育みたい資質や能力

調理実習を行うことで、安全で衛生的な魚の調理
方法の習得を目指すとともに、実生活で活用し、工
夫しながら調理をする実践的な態度を育む。

深い学びになるための工夫や仕掛け

授業内容

調理手順や役割分担を確認し、班で協力しながら
「鮭のホイル焼き」を調理することで、安全で衛生
的な魚の調理方法の習得を目指す。
また、調理・試食時に生徒それぞれの味付けの違
いにより、食材の組み合わせや味付けの工夫によっ
て魚のホイル焼きのバリエーションが豊かになるこ
とに気づかせ、興味関心を持たせる。

・「魚の調理」の前に「肉の調理」として煮込みハ
ンバーグとしょうが焼きの実習を行い、「焼く・
煮る」の基本的な調理方法を習得しているので、
「焼く・蒸す」の応用として、魚のホイル焼きを
行う。
・魚の調理上の性質や蒸し焼きの汎用性を理解させ、
味付けの工夫や食材の応用ができる題材にする。
・事後に外部講師（地域の漁協女性部の方々）から
鯵の３枚おろしを指導していただき、鯵のフライ
を作る実習する。魚の切り身から一尾の調理に発
展させることで、新鮮な魚の選び方を理解させる。
・地域で獲れる魚に詳しい異年齢の方々と対話する
ことで、魚に興味関心を持ち、積極的に調理しよ
うとする態度も養う。
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英語

English

深い学びのために
本校英語科において深い学びとは、生徒が互いのア
ウトプットを評価し高め合うことのできる学習環境下
で、
「相手に伝える力を高めていくこと」だと捉える。
本年度に実施した研究授業・公開授業において、１
年生では教科書の内容を自分の言葉で説明する、２年
生では京都での外国人へのインタビューで得た成果を
発表する、３年生ではアメリカからやって来る留学生
に日本のことを伝える、と「伝えること」を共通のテー
マとして研究に取り組んだ。
生徒は、自分たちの内にある伝えたいことをどのよ
うにすれば相手に十分理解してもらえるのかを思考し、
頭の中で何度も会話をシミュレーションした。どのよ
うな英語で表現すればよいか、その表現で本当に相手
に伝わるのか。どの順序で話せばうまく伝わるのか。
どんな写真や絵を見せながら話せば効果的に伝えるこ
とができるのか。
「伝える」という課題について試行錯
誤を繰り返した成果が本研究であった。伝える技術を
高めるためには、聴者からのまちがいの指摘と話者に
よるrecast（言い直し）という過程が重要となってく
る。そのためにも学習者同士が良い影響を与えられる

環境の構築が求められる。
全学年とも英語科教員の役割が従来型の「黒板を使っ
て一方的に何かを教える。」というものから、「生徒同
士が高めあうことのできる場を設定する。」という主体
的で対話的な学習者を育成することを目指したものに
なっていた。この変化は、「教師は学習者の前面に立っ
て管理・指示をするのではなく、ファシリテータとし
て学習者の自律を促すような環境を整備することが求
められる（津田2013）。」で述べられているように、授
業者には教えるスキルよりも、生徒の自律的な活動を
適切に支援するスキルがこのような学び方では必要に
なってくることを意味する。そのような環境下では、
生徒は互いの英語について、良いと思う部分は自分の
ものとして取り入れ、間違えている部分は指摘し訂正
し合うことで相互に英語運用能力を向上させることが
可能である。相手に伝える力を高めていくには、お互
いを高め合える環境を築くことが重要である。
【参考文献】津田ひろみ（2013）『学習者の自立をめざす協
働学習 中学校英語授業における実践と分析』ひつじ書房

1年 Round Systemを取り入れた授業実践

授業者：大野

傑

育みたい資質や能力

・既習の英文法の知識を活用して相手に教科書本文
を自分の言葉で伝える力。
・生徒自らが授業を作りお互いを高め合うことので
きる力。

深い学びになるための工夫や仕掛け

授業内容

教科書を何度も繰り返し学ぶ「Round System」
を取り入れた授業を、第１学年では４月から行って
おり、11月の時点で教科書全体を３回以上学習して
いる。本授業では、その「Round system」に本校
第一学年社会科の藤井氏が実践している「主体的で
対 話 的 な 学 び」を 取 り 入 れ、教 科 書 本 文（『NEW
CROWN１』
（三省堂）のLesson３）のリテリング（内
容伝達）を行う。
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・Round Systemを用いることで、これまで教科書
の内容理解だけで完結していた授業内容を理解し
た上でリテリングする。
・生徒たちに主体的に授業をつくらせるために、一
つのRound内で似た活動パターンを繰り返す。
・生徒に授業の司会進行を行わせ、教員は生徒の活
動をパフォーマンス評価する。
・仲間と協同して同時にリスニングに取り組ませる
ために、iPadにイヤホン端子を複数に分配できる
マルチイヤホンスプリッタを使用する。
横浜５Round System・・横浜市立南高等学校附属
中学校が開発。１年間に教科書を５回繰り返す学習
方法
１R たくさん聞く ２R 音と文字を関連づける
３R 目で読む ４R 声に出して読む ５R 書く

2年 Group Presentation about Foreigners

授業者：高瀬麻美子

育みたい資質や能力

・外国人の異なる見方や考え方に関して、班で考え
たことを聴き手にわかりやすく工夫して伝える
力。
・発表を聴いて自分の意見や質問を英語で伝える力。

深い学びになるための工夫や仕掛け

授業内容

京都での外国人へのインタビューで得た結果から
考えられることをプレゼンテーションソフト
（Keynote）を用いてグループで発表する。
一方的に発表するだけではなく、視聴者から質問・
感想・意見を述べさせ、インタラクティブな発表会
を目指す。アメリカの留学生も参加しての全体発表
会前に小グループ毎のプレ発表会を行うことで、互
いに発表の仕方を学び、より良い発表会に近づける。

・学習へのモチベーションを高めるために、各班で
テーマを設定し、インタビューをした日本への旅
行者について他者に伝えるというオーセンティッ
クな活動内容にする。
・画像や表、グラフなどを用いて視覚的にも説得力
があり、すべての聴き手にわかりやすい発表にす
る。
・自分たちで設定したテーマに関する考えを、視聴
者に語りかけるように話すよう意識させる。
・３つの班による小グループでのプレ発表会を行い、
より多くの生徒が意見を交換できる雰囲気と環境
を作る。

3年 日本の伝統文化歴史について海外留学生に伝えよう

授業者：元岡未薫

育みたい資質や能力

・発表内容の構造を意識し、既習の英文法の知識を
活用し英語で情報を相手にわかりやすく伝える
力。
・課題に対し、聞き手の評価やグループの振り返り
を通して課題解決に向かわせる力。

深い学びになるための工夫や仕掛け

授業内容

本時の授業では留学生に日本のことを伝えるプレ
ゼンテーションのリハーサルを行う。アメリカから
やってくる留学生に向けて日本の伝統文化を伝え
る。その際ルーブリックをあらかじめ生徒に示して
おき、教師と生徒が共通した認識のもとで活動に取
り組む。また生徒はこれまでに何回かプレゼンテー
ションを行ってきたが今回は聞き手も意識させたプ
レゼンテーション活動にする。

・どのような相手にプレゼンテーションを行うのか
を強く意識させる。
・ロイロノートを使用して、グループで練習や相互
評価を行わせる。
・ゴールを明確化するために、生徒にルーブリック
（評価基準）と３つの構成を事前に提示する。
①定義のように述べる文
②詳しく説明する文＜目的、特徴、語意、語源、
起源について＞
③自分との関連を述べる文
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