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予測困難な時代を生き抜く子どもたちに必要な資質・能力を育成するべく、新学習指導要領に「主

体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善が示された。本研究会議は、「主体的・対話的で深い

学び」の中でも特にイメージがつかみにくいとされる「深い学び」に着目し、その実現に向けてどのよ

うな手立てが有効か、具体的な授業実践のレベルで検討することを目的に研究を行った。 

「深い学び」に着目して研究を進めるに当たり、まずは育成を目指す「資質・能力」の捉え方を確認

し、「深い学び」の実現を目指す上でのポイントを整理した。そうした整理を踏まえ、研究を通して目

指す子ども像を、「学びを、次の学びに・生活に・社会に・生き方に、つなげる子ども」と設定した。

そして、目指す子ども像の実現に向けて必要と考えられる学びがどの程度できているかについて、検

証授業を行う学級を対象に実態調査を実施した。その結果、既習と関連付けて学習することや、授業

で学んだことを他の学習や生活に生かすこと、話し合う活動を通して自分の考えを深めたり広げたり

することの３点に課題が見られた。これらの課題を改善するためには、授業の中で学びを既習や他の

学習、生活につなぎ、その学びの深まりや広がりを自覚できるよう促す手立てが有効に働くのではな

いかと考えた。以上のような問題意識から研究主題を「『深い学び』の視点からの授業改善に関する考

察―学びの自覚を促し資質・能力の育成を図る―」と設定した。 

 育成を目指す資質・能力を明確にした上で、単元・題材等のまとまりを見通して構想することを重

視し、「学びをつなぐ」と「自覚を促す」の二つを柱に「深い学び」に迫るための手立てを検討した。

小学校では社会・総合的な学習の時間で、中学校では国語・数学・理科・外国語で検証授業を行った。

そして検証の結果、「学びをつなぐ」に関しては、単元を通して追究する課題を設定することで、学び

につながりが生まれ、さらに、既習や学習内容等を関連付けて解決に向かう課題を単元に位置付ける

ことで、学んだことを活用して思考したり表現したりする子どもの姿が見られた。また「自覚を促す」

に関しては、その教科等だからこそできる豊かな学習活動の設定や、教師が様々な場面を捉えて見方・

考え方を働かせている子どもの姿を積極的に価値付けたり子どもに問い返したりすることが、学びの

自覚を促し、その質を高めるということも見えてきた。さらに、「主体的な学び」「対話的な学び」の充

実が「深い学び」の実現に向かう上で必要不可欠であることも改めて分かった。 

要   約 

目  次 
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Ⅰ 主題設定の理由 

１ 研究の目的 

新学習指導要領により、「どのように学ぶか」という視点として、「主体的・対話的で深い学び」の視

点からの授業改善が示された。予測困難な未来を生き抜く子どもたちに、必要な資質・能力をどのよう

に身に付けさせていくかが問われている。現行学習指導要領では、全ての教科等で言語活動の充実が掲

げられ、教室での学びを主体的、協働的な学びへと高めていくために、様々な取組が行われている。し

かしその一方で、「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必

要な方策等について」（以下「答申」）が懸念を示しているように、一見能動的に子どもたちが活動して

いても学習成果につながらないといった課題も浮かび上がってきた。そこで重要な視点として登場した

のが、学びの質に着目する「深い学び」の視点である。ただ、同じく「答申」に「深い学び」は「イメ

ージがつかみにくい」1との指摘があると書かれており、今後その具体的なイメージを議論・共有してい

くことが必要であると考えた。 

そこで本研究会議では、「深い学び」の実現に向けてどのような手立てが有効か、具体的な授業実践の

レベルで検討することを目的に研究を行う。 

 

２ 捉え方 

（１）資質・能力について 

 「深い学び」に着目して研究を進める

に当たり、「深い学び」によって育成を

目指す資質・能力の捉え方について整理

した。新学習指導要領では、各学校が「社

会に開かれた教育課程」の実現に向け、

「必要な学習内容をどのように学び，ど

のような資質・能力を身に付けられるよ

うにするのかを教育課程において明確

に」2することと示されている。その上

で、各学校が教育活動の質の向上を図る

「カリキュラム・マネジメント」に努め

ることも明記されている。 

 ここでいう資質・能力とは、知識基盤

社会の中で子どもたちがよりよく生き

るために必要なものである。各教科等に

おいても育成を目指す資質・能力が示さ

れているが、「主体的・対話的で深い学

び」の実現に向けた授業改善を通して各

                             
1 幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について 文部科学 

省 平成 28年 12月 p.48 
2 中学校学習指導要領 文部科学省 平成 29年 3月 p.17 なお、小学校学習指導要領、高等学校学習指導要領、特別  

支援学校小学部・中学部学習指導要領にも同様の記載がある。 

図１ 学校教育全体で育成を目指す「資質・能力」 
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教科等の資質・能力の育成を図りながら、学校教育全体で育成を目指す資質・能力へとつなげていくこ

とが求められている（図１）。 

（２）「深い学び」とはどのような学びなのか 

次に、「深い学び」とはどのような学びなのかを研究会議で検討した。答申では「深い学び」について、

「習得・活用・探究という学びの過程の中で、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」3学びであると説明している。た

だ、この説明を、例えば「話し合って解決策を発表する活動を設定すればよい」などのように捉えてし

まうことは、「深い学び」の目的から外れてしまうことになる4。なぜなら、活動を通して資質・能力を

育成することが大切なのであり、着目すべきは学びの質であるからだ。そこで研究会議では、「深い学

び」を活動ではなく学びの質として捉えようと検討した。田村（2018）は「深い学び」を、「子供たちが

習得・活用・探究を視野に入れた各教科等固有の学習過程（プロセス）の中で、それまでに身に付けて

いた知識や技能を存分に活用・発揮し、その結果、知識や技能が相互に関連付けられたり組み合わされ

たりして、構造化したり身体化したりしていくこと」5と定義している。また、石井（2015）は学びの深

さ（学力・学習の質）を「知っている・できるレベル」「わかるレベル」「使えるレベル」の三層で捉え、

最も深い「使えるレベル」を「知識の有意味な使用と創造」とし、そのレベルで使用する「知識」は「見

方・考え方（原理・方法論）を軸とした領域固有の知識の複合体」であるという6。こうした「深い学び」

の捉えには、知識や技能を相互に関連付ける（「知識の複合体」）ことを通して子ども自身が「使える」、

つまり学んだことを活用できるようになるというイメージが共通してある。 

こうしたイメージを踏まえ、研究会議で「深い学び」の捉えを話し合った。それぞれの研究員が自身

の実践に即して「深い学び」の要素を出し合ったところ、「既習や学習内容を関連させること」や、「自

分ひとりで考えるだけでなく友達や様々な人と学び合うこと」、「学習活動を通して新たな概念を形成し

たり自分のこととして使えるよう繰り返し学習したりすること（構造化・身体化）」を共通項として整理

することができた。そうした過程を通して、子ども自身が学んだことを活用して新たに問題発見・問題

解決に向かうと考え、本研究会議では「深い学び」を以下のように捉えた。 

 

３ 目指す子ども像と実現に向けた方向性 

（１）目指す子ども像と実態 

本研究会議では、前述した「深い学び」の捉えから、「深い学び」の実現に向かう子どもの姿を検討し

た。研究員からは「既習事項を活用して探究活動を行う中で新たな疑問を生み、解決しようとする」と

                             
3 答申 p.50 
4 答申には、「形式的に対話型を取り入れた授業や特定の指導の型を目指した技術の改善にとどまるものではなく、子供

たちそれぞれの興味や関心を基に、一人一人の個性に応じた多様で質の高い学びを引き出すことを意図するものであ

り、さらに、それを通してどのような資質・能力を育むかという観点から、学習の在り方そのものの問い直しを目指

すもの」とある。答申 p.26 
5 田村学『深い学び』東洋館出版社 2018年 p.36 
6 石井英真『今求められる学力と学びとは ―コンピテンシー・ベースのカリキュラムの光と影―』日本標準 2015年 

p.23 

知識や技能を相互に関連付け、他者との学び合いを通してさらに構造化・身体化し、子ども自身

が学んだことを活用しようとする学び 
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いう意見や「自分なりにできることを考え、実践しよ

うとする」という意見、「学習したことを他の分野（単

元）や日常生活につなげられる」といった意見が出さ

れた。それらを踏まえ、目指す子ども像を「学びを、

次の学びに・生活に・社会に・生き方に、つなげる子

ども」と設定した。学びをつなげるとは、既習や学習

内容を関連付けることや、身に付けたことをさらに新

しい何かに活用していくことを意味している。 

次に、目指す子ども像の具体的な姿に沿ってアンケ

ート項目を作成し、検証授業を行う学級を対象に実態

調査を実施した7。その結果、既習と関連させて学習す

ること（図２）や、授業で学んだことを他の学習や生

活に生かすこと（図３）、話し合う活動を通して自分

の考えを広げたり深めたりすること(図４)の３点に

課題が見られた。既習と関連させて学習することに関

しては、中学校で約４割の子どもが否定的な回答をし

ている。また、授業で学んだことを他の学習や生活に

生かすことに関しては、小学校は８割を超える子ども

が肯定的な回答をしているのに対して中学校では肯

定的な回答が６割と減少している。こうした実態か

ら、今学習していることを、既習とつなげて考えたり

他の学習や生活につなげて考えたりする態度が育ま

れるよう、手立てをとる必要があることが分かった。 

さらに、話し合う活動を通して自分の考えを広げた

り深めたりすることに関しては、小中学校ともに約３

割の子どもが否定的な回答をしている。このことか

ら、話し合う活動において、その活動の目的や、その

活動で何を学んだのかを自覚できていない子どもがある程度いるのではないかと考えられる。 

（２）学びをつなげるには 

そもそも、既習と関連させて学習したり、授業で学んだことを他の学習や生活に生かしたりすること

がなぜ必要なのだろうか。 

森（1997）によれば、新しい概念や原理を学習する際には、既有の知識と関連付けて理解すると学習

が促進されるため、理解力と応用力（転移力）を高め、柔軟な思考力を育てるためにも「常に子どもた

ちが他の単元や他の教科で学んだ知識と関連付けるように指導することが重要」8という。子ども自身が

今学んでいることを、他の学習や生活に関連付けて考える学習を繰り返すことで、獲得された概念や原

理はさらに洗練されていくと考えられる。つまり、子どもたちの学びを深めるためには、既習や子ども

がもっている知識と学習内容とを、まずは教師が意図的に関連付けていく必要があるといえる。 

                             
7 小学生 236名、中学生 215名を対象に実施。 
8 森敏昭「第 1章 学びのメカニズムをめぐって～学習論」 鹿毛雅治・奈須正裕編著『学ぶこと・教えること―  

学校教育の心理学』所収 金子書房 1997年 p.35 

図４ 学びの広がりや深まりの自覚 

図２ 既習とつなげて学ぶ 

図３ 学んだことを次につなげる 
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しかし、図２・３にある通り、既習を活用して学習することや学んだことを他の学習や生活に生かす

ことに対して否定的な回答をしている子どもは一定数いる。特に中学生にその傾向が強くなるのは、学

習内容が難しくなるにつれて学んでいることのつながりが見えづらくなってしまうことが要因の一つ

と考えられる。 

奈須（2017）は、「一切の文脈や状況を捨象した学び、子供が所有する既有知識と切り離された学び」

ではなく、「個々の内容について子供の世界との緊密な関連付けを図り、現実世界で展開されている本

物の社会的実践という文脈や状況の中で主体的・対話的に深く学ぶことにより、学びは生きて働くもの

となる」という9。既習を活用して学習することや学んだことを他の学習や生活に生かすことを通して、

子どもたちが学ぶ意義や有用性を実感できると考え、子どもたちの実態や発達段階に応じて、各教科等

の学びを、次の学びに・生活に・社会に・ひいては将来の生き方にとつなげていくための手立てを講じ

ていく必要がある。 

（３）子どもが学びを自覚するには 

 実態調査から浮かび上がってきた課題の中に、話し合う活動

を通して自分の考えを深めたり広げたりすること(図４)があ

った。たとえ考えを広げたり深めたりする経験が実際にあった

としても、アンケートに対して控えめな回答をしてしまったと

いう可能性もあるだろう。また、教師にとって「深い学び」が

イメージしづらいように、子どももまた日々の学びの中でどの

ようなものが広がりや深まりに当てはまるのか分かりにくい

のかも知れない。そのため、学びを深めるためにとった手立てが、子どもにとって学びの深まりを実感

することに結びついていないのではないかと考えた。いずれにせよ、子ども自身が学んだことを語れる

ようになるためには、まず自分が何を学んだのかということを自覚できるよう促すことが必要である。 

 では、単元や題材（以下「単元」という。）の中で子どもたちにどのような自覚を促していくか。田村

（2018）が示した振り返りの三つの機能がその示唆を与えてくれると考えた。それは、「①学習内容を確

認する振り返り、②学習内容を現在や過去の学習内容と関係付けたり、一般化したりする振り返り、③

学習内容を自らとつなげ自己変容を自覚する振り返り」10というもので、振り返りを書くことによって

熟考が生まれ、結果として「深い学び」の実現に向かうという。ただ、後述するように、子どもが学び

を自覚する場面は振り返りだけではないと考え、田村が示した振り返りの三つの機能を踏まえ、単元を

通して子どもたちに促す自覚を三つの要素に置き換えた（図５）。１つ目は学習内容の理解で、子ども自

身が何を学んだのかが分かっている状態を指す。２つ目が関係性や汎用性の認識で、学習内容と既習と

の関連や、他の学習・生活との関連に気付いている状態を指す。最後に自己変容の自覚で、学んだこと

の意味や価値、自身の成長を実感している状態を指す。この三つの要素は、単元の中で計画的、意図的

に子どもに促すものとする。自覚を促す場面としては、まとめや振り返り11を書くことだけでなく、例

えば見通しをもったり既習を想起したりすること、探究活動の成果を表現したりすることなどが想定さ

れる。また、ただ自覚を促せばよいのではなく、子どもたちが学んだことを自然と語りたくなるような、

考えを広げたり深めたりできるような学習活動を充実させていくことと、学んだことを言語化する機会

                             
9 奈須正裕『「資質・能力」と学びのメカニズム』東洋館出版社 2017年 p.207 
10 田村学『深い学び』東洋館出版社 2018年 p.209 
11 ここでは「まとめ」を主に学習内容を自分の言葉で記述すること、「振り返り」は学習内容と自分の考えをつなげて    

記述することとして区別している。 

図５ 学びの自覚の要素 

関係性や汎用性

の認識 

自己変容の自覚 

学習内容の理解 
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を適切に設けることの両方が重要であると考える。 

 

４ 主題設定 

以上のことより、本研究会議では、研究主題、副主題を次のように設定した。 

 

Ⅱ 研究の内容 

１ 研究の進め方 

（１）育成を目指す資質・能力を明確にして

単元等を構想する 

本研究会議は、小学校では社会と総合的な

学習の時間で、中学校では国語・数学・理科・

外国語で検証授業を行った。各教科等の特質

を踏まえ、どの教科等の授業でも「深い学び」

を実現させる上で大切にしたい手立てを「学

びをつなぐ」と「自覚を促す」の２点で整理

し、単元を構想した（図６）。 

①学びをつなぐ 

 １回目の検証授業を通して、子どもたちが学びをつなげて「深い学び」に向かうために必要であると

考えた手立ては以下の二つである。１つ目は、単元を通して追究する課題12を明確にすることであり、

これによって子どもが学習内容をまとまりとして捉えやすくなるのではないかと考えた。２つ目は、既

習や学習内容等を相互に関連付けて解決に向かう課題を設定することであり、「深い学び」の鍵とされ

る見方・考え方を働かせる上で有効であると考えた。 

②自覚を促す 

子どもが何を学んだのか自覚できるようにする手立てとして振り返りを設定することは重要である。

しかし、１回目の検証授業を通して、教科等の特質によっては学んだことを活用して表現したり自力で

問題を解決したりすることも自覚を促す働きがあるのではないかということが見えてきた。重要なのは、

前述した自覚の三つの要素が単元の中で偏りなく生まれるよう促すことと、自覚の質を高めることだと

考える。振り返り等の自覚を促す場面や学び合える場を意図的に単元の中に設定し、子どもが見方・考

え方を働かせた際に適切に価値付けることで、自覚が生まれるかどうか検証したいと考えた。 

（２）検証の視点 

 「深い学び」を実現するために、まとまりを見通して単元を構想するという手立てをとる中で、子ど

もの学びが「深い学び」になっていれば次のような姿が見られるだろうと仮定し、検証の視点とする。 

ア 既習や学習内容を相互に関連付け、学んだことを活用している 

Ⅰ－２－（２）で述べた、本研究会議の「深い学び」の捉えに基づき、「①学びをつなぐ」の手立てを

とることで、既習や学習内容等を活用して課題・問題解決をしているかということに着目する。 

                             
12 教科等や校種によっては「問い」という用語が使われるが、本研究では「課題」に統一している。 

「深い学び」の視点からの授業改善に関する考察 

―学びの自覚を促し資質・能力の育成を図る― 

～ 

図６ 研究構想図 
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イ 子どもが学んだことを自分の言葉で表現したり、自らの学びを意味付けしたりしている 

 子どもが学んだことを自分の言葉で表現したり、自らの学びを意味付けしたりする場面を設けた。そ

の際に、子どもが自らの学びをどのように自覚しているか、また自覚した内容がその単元の中で育成を

目指す資質・能力につながっているかどうかを検証する。 

 

２ 授業の実際 

実践を構想する際に、授業者は各教科等の新学習指導要領に示されている学年の目標や内容等を具体

化し、育成を目指す資質・能力を設定した。そして、①学びをつなぐ、②自覚を促すの二つの柱から「深

い学び」に迫る手立てを考えて授業を行った。 

（１）中学校２年生・国語   

単元名：筆者の工夫を捉えよう ～「君は『最後の晩餐』を知っているか」（光村図書・２年）～ 

【育成を目指す資質・能力を明確にして単元等を構想する】 

①学びをつなぐ 

単元を通して追究する課題を「意見や思い

を読み手に伝えるために、筆者はどのような

工夫をしているか」と設定し、全７時間の学

習活動がこの課題の解決に向かっていくよ

う単元を構想した（図７）。本単元で子どもた

ちは中学生になって初めて評論文を読むこ

とになる。そこで、単元の最初に「君は『最

後の晩餐』を知っているか」（光村図書）を読

み、これまで学習してきた説明的な文章との

違いから文章の特徴を考えられるようにし

た。さらに、小学６年生で学習した評論文

「『鳥獣戯画』を読む」（光村図書）との比べ

読みにより、筆者が事柄の価値を伝えるためにどのように根拠を示

しているか考えることで、評論文の特徴を捉えられるようにした。

次に、比べ読みによって分かった評論文の特徴や筆者が行っている

工夫を活用して実際に評論文を書く活動を取り入れた。検証授業は

単元の終末に位置付けた授業で、これまで学んできたことを生かし

て筆者が行っている工夫について話し合い、考えを共有して単元全

体を振り返る機会を設けた（図８）。 

また、本単元は読むことの資質・能力を育成するものだが、学習

活動の中に書く活動を取り入れ、読むことと書くことを往還できるようにした。書く活動に関しては、

あくまでも読む力を育成するための単元であることを考慮し、できるだけ子どもに負荷がかからず、か

つ意欲的に書きたいと思えるよう、「来年度入学してくる小学６年生にＡ中学校のよさや価値を伝える

知識及び技能 思考力、判断力、表現力等 学びに向かう力、人間性等 

意見と根拠、具体と抽象など情

報と情報との関係について理解

する。 

比べ読みや評論文を書くことを通して

評論文の特徴を捉え、文章の構成や論理の

展開、表現の効果について考える。 

文章の構成や論理の展開、表現の効果に

ついて考えをもち、生活に生かそうとして

いる。 

図７ 単元構想図（国語・簡略版） 

図８ 検証授業の流れ（国語） 
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評論文を書く」と提示した。 

②自覚を促す 

単元の導入で「学びのプラン」という、学習内容や付けたい力、大まかな単元の流れを示したプリン

トを配付し、見通しをもつことや振り返ることができるよう手立てをとった。また、実際に評論文を書

く活動を取り入れ、筆者の行っている工夫について実感をもって理解できるようにした。 

比べ読みをして二つの文章の共通点について考える場面や、筆者が行っている工夫について話し合う

場面では、見方・考え方を働かせている子どもの姿を価値付け、自覚できるよう手立てをとった。 

【検証の視点】 

ア 既習や学習内容を相互に関連付け、学んだことを活用している 

本単元の中で学んだことを活用する場面とし

て、二つの文章を読み比べて分かったこと（情報の

種類、評価の書き方、根拠の示し方等）を使って評

論文を書く活動と、単元の最後に筆者の工夫を話

し合う活動を設定した。全ての子どもが意見と根

拠の示し方の分析や比べ読みから分かった特徴を

生かして評論文を書くことができた。 

今回は、学んだことを使って考える、考えて分か

ったことを使って書く、書いて分かったことを使

って考える、というように学習活動がつながって

いくよう単元を構想した。検証授業では、筆者が行

っている工夫がどのような効果をもたらすのかと

いうことについて全体で話し合う場面を設定した

が、自分が体験したことをもとに効果について発

言する姿が見られた。話し合いの後に「意見や思い

を読み手に伝えるために、筆者はどのような工夫

をしているか」についての自分の考えや、単元を通

して学んだことを書く振り返りの時間を設けた。図９のように、33 名中 31 名の子どもが、学んできた

ことをつなげて構成や論理の展開、表現の効果等について考えることができていた。 

イ 子どもが学んだことを自分の言葉で表現したり、自らの学びを意味付けしたりしている 

 子どもの気付きに対し、それがどのような観点に着目した気付きなのかを価値付けて自覚できるよう

に手立てをとった。例えば、書き終えた評論文を読み直しながら「何だか違う」とつぶやいた子どもに

対して、具体的にどの部分に対して違和感があるのかを問い返し、根拠の書き方に違和感を抱いている

ことを把握して、うまく言葉に表現できなくても、意見と根拠の関係に気付いていること自体を価値付

けた。そして一緒に教材文に立ち返り、筆者が根拠をどう示しているかを読み取っていくことができた。 

図９の振り返りでは、文章の最初に意見を簡潔に述べることの効果について考えが書かれている。頭

括法や双括法は２年生の書くことの学習の中で既に学んでいる内容だが、構成に着目し、言葉による見

方・考え方を働かせて評論文を書いたことで、その有効性に気付くことができたのではないだろうか。

つまり、筆者の工夫を模倣して実際に書いたからこそ、その効果を実感し、自身の文章の書き方を振り

返ったり、話し方にも生かしていけるという見通しをもったりすることができたのだと考えられる。 

（２）小学校 5年生 社会  

図９ 子どもが書いた単元の振り返り 
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単元名：食料生産を支える人々 ～これからの日本の食料生産について考えよう 

【育成を目指す資質・能力を明確にして単元等を構想する】 

①学びをつなぐ 

社会的事象の特色や相互の関連、意味を多角的

に考えるための問いとして、単元を通して追究す

る課題を「日本は食料を確保していくためにはど

うすればよいのだろう」と設定し、学んだことを

活用して課題解決に向かえるよう、単元の中で学

習問題の位置付けを明確にした（図 10）。 

 検証授業前の授業では、課題解決に向けて、こ

れまで学習してきたことを活用して「消費者・生

産者・国や企業」の三つの立場からできることを

考えられるよう、調べたり振り返ったりする機会

を設けた。そして検証授業では、それぞれの立場

の考えを明確にした後にそれらがどのように関

わり合っているかを考えることができるような

発問や資料の提示、板書の工夫を行った。そうした手立てをとるこ

とで、多角的に考え、比較・関連・総合して学習問題に対して自分

の結論を述べることができると考えた（図 11）。 

②自覚を促す 

子どもが学習問題に対して根拠を明確にして、見方・考え方を働

かせて思考している際に具体的に価値付けを行うようにした。ま

た、個人に対してだけでなく、全体に対しても発言の何がよかった

かを問い返すことで、子どもたち自身が何がよかったのかを自覚で

きるようにし、今後活用できる概念としての知識を育んでいきたいと考えた。さらに検証授業の終末で

は、社会に見られる課題について考え続けていくことが大切であるという意識を自覚できるようにする

ため、単元全体を振り返る機会を設定した。 

【検証の視点】 

ア 既習や学習内容を相互に関連付け、学んだことを活用している 

検証授業では、子どもたちの教科書や資料集にはたくさんの付箋が貼ってあり、根拠をいくつも探し

て課題に対する自分の考えを組み立てようとしていた。このように、子どもが既習を関連付けて考えら

れるよう、これまで学んだことを各自で振り返る機会を前時に設定していた。発表や全体で話し合う場

面でも、子どもたちは以前に学習した事例を使ったり資料から根拠を示したりしながら具体的に説明す

知識及び技能 思考力、判断力、表現力等 学びに向かう力、人間性等 

・日本の地理的環境の特色や食

料生産の現状について国民

生活との関連を踏まえて理

解する。 

・地図や統計などの資料を通し

て、必要な情報を選び、調べ

てまとめる技能を身に付け

る。 

・日本の米作り、水産業の盛んな地域や、

日本の食料生産の現状について、社会的

事象の見方・考え方（位置や空間的な広

がり、事象や人々の相互関係における見

方・考え方）を働かせて考える。 

・これからの食料生産について、生産者や

消費者、国や外国、そこに関わる人など

の立場になって考える。 

・自ら資料を選択し調べるなどして課題や問

題の解決に向けて粘り強く学習に取り組

み、日本が抱える食料生産の問題点につい

て知り、今後のよりよい日本の食料生産の

姿について考える。 

・多角的な思考や理解を通して、日本の食料

生産の発展を願い、日本のこれからを担う

国民としての自覚をもつ。 

図 10 単元構想図（社会・簡略版） 

図 11 検証授業の流れ（社会） 
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ることができており、

学んだことを活用し、

新たに意味付けしてい

く姿が見られた。授業

者は、立場ごとに子ど

もたちが学びをつない

で考えたことを構造的

に板書で表現すること

に努めた（図 12）。そう

することで、「生産者は

～」「消費者にできるこ

とは～」と思考していた子どもたちが、三つの立場をつなげて総合的に「日本は～」と考えを広げ深め

ていけるようにと考えたためである。 

また、単元を通して追究する課題「日本は食料を確保していくためにはどうすればよいのだろう」は、

社会の在り方や自分たちの関わり方について、学んできたことをつなげて総合的に判断することを促し、

子どもなりに社会に関わるための問いとして効果的であったと考えられる。 

イ 子どもが学んだことを自分の言葉で表現したり、自らの学びを意味付けしたりしている 

 検証授業の後半、「私たちにできることは何か」を話し合う中で、ある子どもが「今から農家になると

かでっかいことじゃなくて、小さいこと、日本産の物をなるべく食べるとかそういうことが大事だと思

います。」と発言し、授業者が「みなさんができる小さいことって何だろう」と問い返した際に、給食が

地元や国産の食材を使って作られていることが話題になった。図 13 の振り返りからは、消費者として

の実感をもち始めたばかりの子どもが、「一人一人が給食を残さないで食べたりすれば生産者は、喜ぶ

かもしれない」と、普段食べている給食の中に生産者との接点を見いだし、自分なりにできることを発

見したことが伝わってくる。見方・考え方を

働かせて、米づくりや漁業に携わる人々の

工夫や努力について学んできたからこそ、

身近な食べ物の向こうにいる生産者の存在

をイメージすることができるようになり、

「ラベルを見」たり「少しでもむきあう努力」

をしたりするこれからの自分の姿を思い描

くことができたのではないかと考えられる。 

（３）中学校１年生 数学  単元名：空間図形 

【育成を目指す資質・能力を明確にして単元等を構想する】 

①学びをつなぐ 

本単元のねらいは、空間図形を多面的に捉えて分析したり、体積や表面積を正確に求めたりすること

知識及び技能 思考力、判断力、表現力等 学びに向かう力、人間性等 

・図形の計量や求積の仕方を

理解し、数学的に表現・処

理する技能を身に付ける。 

・空間図形を直線や平面図形の運動によって構成さ

れるものと捉えたり、空間図形を平面上に表現し

て空間図形の性質を見いだしたりして考察する。 

・立体図形の表面積や体積の求め方を考察し表現す

る。 

数学的活動の楽しさや数学のよさ

に気付いて粘り強く考え、数学を生

活や学習に生かそうとしたり、多面

的に捉え考えようとしたりする。 

図 13 子どもが書いた授業の振り返り 

図 12 子どもたちの考えを共有・整理した板書 
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ができるようになることである。一つの課題を追究してい

くというよりも、既習を積み重ねていくイメージで授業を

行っているため、単元を通して追究する課題は単元を構想

する柱としつつ、既習をつなげながら大きく分けて三つの

段階を経て立体図形への理解を深められるようデザイン

した（図 14）。 

子どもたちは初めて投影図を学習するため、技術の授業

で学んだ正投影図と数学における投影図との違いを検証

授業の導入で扱った。まず見取図から投影図をかき、その

後、投影図から見取図をかく活動を設定することで、子ど

も自身が立体のもつ性質を見いだしたり平面図形で学ん

だこととつなげて立体図形を理解したりできると考えた

（図 15）。 

②自覚を促す 

 子ども同士が学び合える場の設定を重視し、子どもたちの学びの

状況を把握して気付きやつまずきを取り上げ、子ども同士で解決で

きるよう支援した。また、問い返しや価値付けによって子どもが自ら

の学びを自覚できるよう手立てをとった。 

検証授業では、子どもの思考の流れを見通して意図的に三つの問

題を提示している。２つ目の問題で子どもの思考を揺さぶり、３つ目

の問題で平面図形と関連付けて思考したり立体を多面的に捉える面

白さに気付いたりして学びを深めていけるよう

に設定した。 

 授業のねらいによっては振り返りの問題を自

力で解けるようになることで学びの自覚を促す

こともあるが、検証授業はその空間図形のもつ

性質を考察する力を身に付けることがねらいで

あるため、終末で振り返りを書き、その後、友

達と何を学んだのかを伝え合って交流する時間

を設けた。 

【検証の視点】 

ア 既習や学習内容を相互に関連付け、学んだ

ことを活用している 

２つ目の問題、見取図から投影図にかき換え

る問題を考えている際に、立面図と平面図だけ

では立体を確定できないことに気付いた班があ

った。そこで授業者は「どうしたら確定できる

だろうか」と全体に問い返した。子どもたちは

側面図があれば確定できるということに気付

き、３つ目の問題では逆に特定できないからこ
図 16 子どものプリント 

図 14 単元構想図（数学・簡略版） 

図 15 検証授業の流れ（数学） 
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そ様々な立体が考えられることを生かして作図に取り組んだ（図 16）。 

このように、問題の提示の仕方を工夫することも、子どもたちが自然と見方・考え方を働かせて解決

に向かう上で重要であることがわかった。検証授業では、立体のもつ性質を見いだしたり、一つの方向

からだけでなく視点を決めて観察したりして数学的な見方・考え方を働かせ、投影図を通して立体を分

析的に考察することができていた。 

イ 子どもが学んだことを自分の言葉で表現したり、自らの学びを意味付けしたりしている 

検証授業では、「一つの平面を決めて平行移動さ

せたり積み重ねたりすることで立体が構成される」

という既習とつなげて考えた子どもの投影図と見

取図を取り上げて価値付けした。図 17 の子どもの

まとめを見ると、立体を考える際には、たとえ投影

図の学習であっても平面を捉えて分析できることを自分たちで発見し、共有することができたことがわ

かる。 

（４）中学校１年生・理科  単元名：光による現象 

【育成を目指す資質・能力を明確にして単元等を構想する】 

①学びをつなぐ 

 既習や生活経験を通して、そ

うなることは分かっていても、

なぜと問われると十分に答えら

れない現象、「望遠鏡や顕微鏡は

なぜ大きく見えるのだろうか」

と「昼と夜で窓の景色に違いが

表れるのはなぜだろうか」の二

つを、単元を通して追究する課

題として設定して単元を構想し

た（図 18）。これにより、１時間

１時間の授業につながりが生ま

れ、単元の終末では、これまで学

んだ知識を活用して二つの問い

の解決に向かうことできると考

えた。検証授業の流れについて

は図 19の通りである。 

②自覚を促す 

単元のはじめに、二つの現象

が起こる理由について既習や生

活経験と関連付けて予想する中で、子どもたちは十分に説明できない自分を自覚することになる。それ

知識及び技能 思考力、判断力、表現力等 学びに向かう力、人間性等 

身近な物理現象を日常生活や社会と

関連付けながら、光の反射・屈折、凸レ

ンズの働きなどを理解するとともに、そ

れらの観察、実験などに関する技能を身

に付ける。 

身近な物理現象について問題を見い

だし、見通しをもって観察、実験など行

い、光の反射・屈折、凸レンズの働きの

規則性や関係性を見いだして表現し、問

題を解決する。 

身近な物理現象に進んで関わり、科学

的に探究しようとする。またその中で、

光の性質や凸レンズの働きに関する問

題の解決に向けて粘り強く取り組む。 

図 17 子どもが書いた授業のまとめ 

図 18 単元構想図（理科・簡略版） 
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によってこれから新しく学ぶ必要感が生まれ、１時間１時間の

学びによって得られた知識を活用して課題解決に向かうこと

で、子ども自身が成長を実感できるようになると考えた。 

また、全ての授業を通して、子どもたち自身が学んだことをつ

なげて解決し、学びの自覚が強まるよう、子どもたちが試行錯誤

できる機会を十分に確保した。その上で、教師に助言を求めるの

ではなく友達から学ぶよう促したり、使用した器具や実物を自

由に使って確認したりできるよう手立てをとった。「全員で理解

する」という目標をもたせて友達が分かるまで説明を促し、「友

達が分からないのはうまく説明できない自分がまだまだ理解し

きれていないから。」と、友達に説明することで共に成長できるという価値付けも行っている。 

【検証の視点】 

ア 既習や学習内容を相互に関連付け、学んだことを活用している 

検証授業では、班でどちらかの現象を担当して説明できるよう話し合い、後半にもう一つの現象を担

当している班と互いに説明し合うという流れで行った。子どもたちは、過去のノート等を振り返りなが

ら現象を図式化したり、実験で使った器具等で確かめたりと、試行錯誤しながら取り組んでいた。「望遠

鏡や顕微鏡はなぜ大きく見えるのだろうか」を担当した複数の班が、自分たちがかいた図では２枚のレ

ンズを使うことで「逆さまの逆さまは正立」になるはずなのに、なぜ実際の顕微鏡は倒立像になるのか

説明できずに行き詰っていた。授業者は子どもたちの学びの状況を把握しており、解決の糸口を掴みか

けている班との対話を促して子どもたちで学びをつなぐことができるようサポートに徹していた。 

 後日提出された子どものレポートを分析したところ、二つの現象について適切に説明できていた子ど

もは 16 名であった。また、どちらか一方の説明について、現象が起こる理由を捉えてはいるものの作

図等が適切ではない子どもが 13 名、どちらも説明が不十分だった子どもは５名であった。作図等に不

慣れで、十分に考えを表現できなかった子どもがいたことは課題ではあるが、多くの子どもたちが、学

んだことを活用して課題の解決に向かうことができていた。二つの現象についての説明が不十分であっ

た子どもに対しては、後述のように、正しい理解を得られるよう手立てをとっている。 

イ 子どもが学んだことを自分の言葉で表現したり、自らの学びを意味付けしたりしている 

同じ現象を説明する図でも子どもたちが考え

た表現は様々であり、全ての班の図を二つの現

象に分けて黒板に掲示すると、多くの子どもた

ちがその前に自然と集まった。そして、共通点や

相違点を見つけ、それぞれの表現の意図や妥当

な説明の仕方について議論し合ったり、説明が

できる子どもの周りに集まって分かるまで質問

しながら理解しようとしたりする姿が見られ

た。分からない、納得できない、ということも学

習内容への理解の程度を自覚しているからこそ

であり、分からないことをそのままにせずに理

解しようと行動する姿もまた学びの自覚の表れだと考えられる。 

図 20と図 21は同じ子どもの記述である。この子どもは望遠鏡と顕微鏡の現象を担当していたが、窓

図 19 検証授業の流れ（理科） 

図 20 現象を説明するレポートの一部 



- 86 - 

 

ガラスの見え方に関しても、自分なりの説明を補っ

て書くことができている。また、振り返りでは「み

んなで理解する。というのが学べました。」や、「『い

や、こうなんじゃないか』など自分の意見も言えて

よかった」など、お互いの考えをつなぎあって解決

に至ったことや、その解決に至る過程で自分がどの

ように関われたのかについて自覚している様子が

表れている（図 21下線部）。 

子どもが学びを自覚し、豊かに表現したり、自ら

の学びを意味付けたりするためには、単元を通し

て、それぞれの授業が何のために行っている授業な

のかという見通しとともに、仲間と試行錯誤して解

決に向かうという豊かな学習活動が重要であった

ことが分かる。 

検証授業は、試行錯誤しながら説明を考えること

と全員が分かるまで教え合うことを優先しており、

現象についてまとめるのは各自で行い、レポートと

して提出することになっていた。そのため、子ども

たちは自分で説明できるまでに理解を深める必要

があった。このような、その時間の出口を示すことや、授業の中でしかできないことと一人でできるこ

ととを分け、多くの仲間が学ぶ教室で最も必要な活動に時間を割くという手立ても、子どもたちにとっ

て学ぶ意義の獲得につながっていると考えられる。前述したように、提出されたレポートを見ると正確

な理解にまで辿り着いていない子どもは数名いたが、無回答の子どもはいなかった。授業者はレポート

から子どもがどこでつまずいているかを把握し、検証授業の次の授業で子どもに説明をさせたり補足を

したりして修正する手立てをとっている。子ども一人一人に振り返りの表現をさせ、次の手立てにつな

げていくことも大切である。 

（５）中学校３年生 外国語  単元名：Chapter 2 Lesson 3  Emails from Alaska and India 

【育成を目指す資質・能力を明確にして単元等を構想する】 

①学びをつなぐ 

外国語での検証では、単元を通して追究する課題ではなく、「身近な日本の伝統文化を外国人に伝え

よう」という課題を単元の中盤に設定した（図 22）。一つの課題を追究していくよりも段階的に学び、

既習や学習内容等を相互に関連付けて解決に向かったほうが子どもの思考に適していると判断したた

めである。子どもたちは、Lesson １で日本の文化遺産について、Lesson ３で外国の生活や文化について

書かれた英語の文章を読んでいる。前単元で学んだことをつなげながらスパイラルに既習を振り返り、

理解を深めることができると考えた。 

知識及び技能 思考力、判断力、表現力等 学びに向かう力、人間性等 

現在完了形や It+be動詞＋～（for～）

to 不定詞の文構造を理解し、聞くこと、

読むこと、話すこと、書くことによる実

際のコミュニケーションにおいて活用

できる技能を身に付ける。 

ALTや日本を旅行する外国人に、日本

の伝統文化（食べ物、行事、習慣など身

の回りにあるもの）を紹介し、外国語で

簡単な情報や考えなどを表現したり伝

えたりする。 

アラスカやインド等、外国の自然や文

化について関心をもち、身近な文化を伝

えようと、聞き手に配慮しながら、主体

的に外国語を用いてコミュニケーショ

ンを図ろうとする。 

図 21 子どもが書いた授業の振り返り 
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また、学びをつなぐために、既習や

学習内容等を自分のことに置き換え

て考え、表現する機会を単元の中で繰

り返し設定した。検証授業では、相手

を変えて何度か会話をする活動（１ 

minute talk）を取り入れ、友達とのや

り取りを通して学べるように手立て

をとった（図 23）。こうした手立てを

行うことで、「身近な日本の伝統文化

を外国人に伝えよう」の解決に向け、

見方・考え方を働かせながら既習を使

って表現できるようになると考えた。 

②自覚を促す 

 単元を通して、ペアでやり取りをす

る活動を継続的に行った。そうするこ

とで学んだ表現が使えるようになっ

たという自覚をもち、英語を使ったコ

ミュニケーションの楽しさに気付くことができるのではないか

と考えたためである。 

特に１ minute talkでは、Lesson aim（本時の目標）とは別に

My aim（私の目標）をもたせ、自分の課題を意識して取り組む

ことができるようにした。これに加えて検証授業では１ minute 

talkの１回目と２回目の間に振り返る時間を設け、言いたかっ

たけれど言えなかった表現や使ってみたい表現について考えら

れるようにした。そうすることで自らの成果や課題が自覚でき、

次の活動でさらに改善していこうとする姿勢が生まれるのでは

ないかと考えた。 

【検証の視点】 

ア 既習や学習内容を相互に関連付け、学んだことを活用している 

 検証授業では、新しく学習した「How long have you～？」という表現を使って質問したり答えたり

する１ minute talk を行った。子どもが１回目と２回目で異なる相手に対してどのような質問から始め

たか、振り返りシートの記述を確認したところ、36人中 15人が１回目は「How long have you played 

soccer?」、２回目は「How long have you played table tennis?」のように名詞を変えて質問をすると

いう方法を選んでいた。そこで次の授業からは表現を指定せずにテーマを設定し、様々な表現に挑戦す

ることを促したり、また相手によって工夫しながらやり取りをしているペアの発表を全員で聞いてよい

ところを共有できるようにしたりした。そうすることで、子どもたちに学んだことを積極的に使って表

現しようとする意識が高まるよう手立てをとった。 

 このように既習を使ってコミュニケーションする取組を継続して行う中で、学習した内容と実際に英

語を使用する場面とが結び付くよう、修学旅行で外国人観光客に身近な日本の伝統文化を伝える活動を

設定した。この課題の解決に向けて、子どもたちはそれぞれ身の回りにある日本の文化を選び、既習を

図 22 単元構想図（外国語・簡略版） 

図 23 検証授業の流れ（外国語） 
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使って紹介する文章を書くことができた。修学旅行前に行った、ＡＬＴや友達に身近な伝統文化を紹介

する活動では、学んできたことの中からどう分かりやすく伝えるかを考えながら表現しようとする姿も

見られた。 

イ 子どもが学んだことを自分の言葉で表現したり、自らの学びを意味付けしたりしている 

検証授業では、授業者は１ minute talkでの学びの状況を見

取り、問い返しや価値付けを行った。間違った表現には全体に

投げかけて正しい用法を考えさせ、工夫してやり取りをして

いたペアには再現させて全体で工夫の仕方を共有できるよう

にした。 

また、アの視点で述べたよ

うに、１ minute talkの方法

を改善したことで、子どもた

ちの振り返りに変化が見ら

れた。検証授業での振り返り

には、例えば図 24のように、

新しく学んだ表現や文法が

使えたかどうかについて書

いてあるものが多かった。だ

がその後、活動の目的や方法

を変えて継続的に行ったところ、つなぎ言葉を使う、話題を工夫するといった自然なやり取りを意識し

て取り組むようになったことが分かる（図 25）。習った表現を身近な話題で使うことの難しさ、「理解す

る」ことと「使える」ことの違いを実感しながらも、自分なりに目標をもって取り組む姿が見られた。 

（６）小学校４年生 総合的な学習の時間  単元名：Ｆ小防災守り隊 

【育成を目指す資質・能力を明確にして単元等を構想する】 

①学びをつなぐ 

「特定の教科等の視点だけで捉えきれない広範な事象を、多様な角度から俯瞰して捉える」という探

究的な見方・考え方を働かせることができるよう、防災というテーマを中心に全 70 時間をかけて行う

単元である。他教科等での学習、様々なゲストティーチャー（教頭、校内の防災担当、区の危機管理担

当、避難所運営会議の方々等）の活用、体験活動（調査・インタビュー活動、防災マップ作成、バケツ

リレー等）を組み合わせ、体験活動と表現活動の繰り返しを通して防災に関する概念を形成していける

よう単元を構想した（図 26）。検証授業の流れは図 27の通りである。 

検証授業は探究活動２の中盤に当たる。防災について学んできた蓄積を生かし、保護者や地域の人た

知識及び技能 思考力、判断力、表現力等 学びに向かう力、人間性等 

①学校や地域には様々な災害への対

策があり、それに関わる人々がい

ることに気付く。 

②防災に関わる人々には思いや願い

があり、様々な災害を想定して取

組をしていることが分かる。 

③防災に関して自分自身も地域社会

の一員としてできることがあると

いうことに気付く。 

①地域や学校における防災の取組の中から自

分にできることを見つけ、それを実現する

ための方法や手順を考える。（課題設定） 

②体験や調査などから目的にあった情報を得

て（情報収集）、観点に合わせて整理したり、

分類したりして、傾向や関係などを捉える。

（整理・分析） 

③自分の気付きや思い、考えをまとめ、的確

に伝わるように表現する。（まとめ・表現） 

①地域や学校の人々の防災への取組

について進んで調べようとする。 

②災害から身を守るために、一人一

人が備えをしたり力を合わせたり

して行動しようとする。 

③自分自身も災害から地域を守る一

員であることに気付き、防災に関

して自分でできることを見つけ、

それに取り組もうとする。 

図 24 検証授業での振り返り 

図 25 1 minute talkの振り返り 
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ちに何を伝えていきたいか

を考える場面である。何を伝

えるかを決めるためには伝

える対象の実態を知る必要

があるということで、事前に

保護者を対象にアンケート

調査を行っている。検証授業

の導入では、保護者の回答と

子どもたち自身の回答結果

を比較した。アンケート調査

の質問は子どもたちが考え

て作成したものであるが、単

元の中で学んできた知識と

つながるよう配慮されている。 

②自覚を促す 

「これまで学んだことと自己を結び付けて、自分の成長を自

覚したり、自分にできることを考えたりする」という探究的な

見方・考え方を働かせることができるよう、検証授業では、自

分たちと保護者のアンケート結果を比較した。保護者との意識

のギャップを知ることで、学ぶ前の自分たちの姿と重ね、これ

までどのように学びを積み重ねてきたか自覚できるようにし

たいと考えた。 

【検証の視点】 

ア 既習や学習内容を相互に関連付け、学んだことを活用している 

 子どもたち自身と保護者のアンケートの結果を比較し、子どもたちは、保護者が自分たちほど災害に

対して危機感をもっていないということに気付く。そこで子どもたちは、大人に危機感をもってもらう 

ためには何をどう伝えるべきか、ホワイトボードにアイディアを書きながら意見を出し合った。話し合 

いの様子から、これまでに子どもたちは備蓄倉庫について、東日本大震災について、また避難所の実態 

 

Ｃ：やっぱり昔、先生もね総合がなかったって言ってたか

ら、それがでかくて、大人の人とかの知識、おれら学校

とかで勉強しているから入ってるんだけど、多分それが

入ってないっていう可能性もあるから、（Ｂ：あー）そ

れのためにちゃんと説明しないと、責任感があるし、そ

こんとこ気を付けないとどうしても信じてくれないと

いうか、そこんとこ優先しないといけないっていう。 

Ｂ：信じてくれないなら信じさせる。（Ｄ：えー。） 

Ａ：でもこれをどうするかだから。（Ｄ：そうそうそう。） 

Ｃ：それも課題になりそう。 

Ｂ：だからアピールを、どういうアピールで、どういうこ

とをするかっていうことをちゃんと考えたら…。 

Ｄ：なんか大人たちを反応させるというか。 

Ｃ：引き寄せるというかね。 

Ｂ：なら、ポスターでなんか、地震が来る、（Ａ：あー。） 

地震が来るのが 80％ってことを（Ｃ：あー、それはいいと

思う。Ｄ：そうそう。） 

Ｄ：そうすると慌てると。 

Ｂ：慌てるとちゃんとしようと思うと思う。 

Ａ：なんかさ、避難のために食料とか、何をやればいいと

かさ、分かんない人とかもいるからさ、それを書いたら

どうなの？ 

Ｂ：みんな知って、あ、はい。みんな知ってると思うけど、

まぁ、あの、非常食？（Ｃ：うん。）非常食がみんなな

んか分かってない人とかもいそうだから、備蓄倉庫の非

常食は何日分かで、２週間って思ってる人が何人かいる

から。 

Ｃ：ほんとだけっこういる。 

Ａ：それもうちらだって間違えたから、それをみんな完璧

にしないと。 

表１ ある班での話し合いの様子（一部） 

図 26 単元構想図（総合的な学習の時間・簡略版） 

図 27 検証授業の流れ（総合的な学習の時間） 
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について等、様々な知識を身に付けてきたことが分かる（表１波線部）。前述したように、多様な角度か

ら俯瞰して事象を捉えられるよう体験活動・表現活動を組み合わせて単元を構想してきたため、子ども

たちは伝えたいことを溢れるほど抱えた状態で話し合いに熱中しており、話し合いの目的である「どん

なことを伝えていくとよいか」から具体的にポスターでどう伝えるかにまで話題が展開している。授業

者はそれを察知し、「一番伝えたいことは何か」を整理するよう促した。その後、ホワイトボードに書き

込んだ情報を分類、整理して「想定させるために危ない・怖いことを伝える」とまとめることができた。 

イ 子どもが学んだことを自分の言葉で表現したり、自らの学びを意味付けしたりしている 

アンケート結果から保護者と自分たちの防災に対する意識の差を知り、これまで自分たちが学んでき

たことを自覚した子どもたちは、学んだことを伝えたいという思いを強くもつことができたと考えられ

る。表１の話し合いに出てくる「ちゃんと説明しないと、責任感があるし」（実線部）という言葉に端的

に表れているように、子どもたちはただ守られる存在ではなく、自分たちにもできることがあるという

意識をもち始めていることが分かる。これはアンケート結果に触発されたからだけではなく、これまで

の授業の中で多様な学びを組み合わせてデザインし、避難所生活を想定したバケツリレーや簡易ベッド

作りなど豊かな学習活動があったからこそ、知識が子どもの思いとつながっていったのだと考えられる。 

 

Ⅲ 研究のまとめ 

１ 研究から見えてきたこと 

（１）アの視点から―「学びをつなぐ」効果 

「学びをつなぐ」手立てを通して、学んだことを活用して思考したり表現したりする子どもの姿が見

られた。特に、検証授業を通して分かった、「学びをつなぐ」効果としては次の２点が挙げられる。 

１つ目は、育成を目指す資質・能力を明確にし、単元を通して追究する課題や、既習や学習内容等を

相互に関連付けて解決に向かう課題を工夫することで、子どもが、学習内容をまとまりとして捉えるこ

とができるということである。何を学ぶのかという見通しをもつことができ、既習や学習内容等を関連

付けて学ぶ姿勢を養うことができる。 

２つ目は、協働的な学びを促進するということである。既習や学習内容を相互に関連付けて課題解決

に向かうためには、学び合える場を設定することが有効であるということが分かった。既習や学習内容

等を相互に関連付けて課題解決に向かうとは、解決に必要な知識・技能を活用し、試行錯誤や修正を行

いながら解決に向かう営みである。一人の力では難しいことも、友達と様々な考えを出し合うことでそ

の学びは豊かなものになると考えられる。ゆえに、学び合える場の設定が必要であり、その中で教師は、

子どもの取組だけでなくつぶやきや表情にも目を向けて学びの状況を的確に把握し、問い返したり子ど

も同士の考えをつなげたりして学び合いの質を高めていくことが求められる。 

そして、これらの効果が発揮されるためには、教師が、既習や学習内容等を系統的・構造的に把握し

ておくことが重要であるということも分かった。教材研究で既習と未習を整理し、知識と知識の関係性

を把握しておくことは、見方・考え方が自然と働くように課題を工夫したり、子どもの学びの状況を的

確に把握して必要な手立てをとったりする際にも生かすことができると考えられる。 

そうした教材研究を踏まえながら、単元を通して追究する課題や、既習や学習内容等を相互に関連付

けて解決に向かう課題を設定し、子どもたち自身が協働的に学んでいけるよう単元を構想していくこと

が、「深い学び」の実現に向かうために重要であると考えられる。 

（２）イの視点から―「自覚を促す」ための重要な手立て 
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「自覚を促す」の手立てに関しては、子ども自身が自らの学びを自覚できるだけでなく、教師が一人

一人の学びを把握し、次の指導に生かしていける手立てであるということが分かった。また、自覚の質

を高めるためには次の３点を重視する必要があることも分かった。 

１つ目は、見通しや振り返りの目的を明確にして単元に位置付けるということである。何を学ぶのか、

何について振り返って考えるのかを子どもが理解できるような提示の仕方が必要である。 

２つ目は、その教科等だからできる豊かな学習活動ができるようにするということである。学び合う

中で自分なりに問題を整理したり試行錯誤したりする時間が確保されていることが、子どもが学んだこ

とを自分の言葉で表現したり、自らの学びを意味付けしたりすることにつながる。 

３つ目は、教師が様々な場面を捉えて、見方・考え方を働かせている子どもの姿を積極的に価値付け

たり子どもに問い返したりすることである。そうすることで、子どもが無意識に働かせている見方・考

え方を意識化することになり、自覚して働かせられるようになると考える。 

（３）新たに見えてきたこと 

「深い学び」を通して資質・能力を育成するために「学びをつなぐ」と「自覚を促す」を柱に単元を

構想して検証授業を実施したが、この二つの柱から考えられた手立ては「主体的な学び」や「対話的な

学び」に支えられていることが分かった。つまり、新学習指導要領等にも示されている通り、「主体的な

学び」「対話的な学び」「深い学び」は三位一体のものであるということが、検証授業を通して改めて確

認できた。実際の授業では、授業者は様々な手立てをとっており、その一つ一つの手立てが働いてこそ

「深い学び」の実現に向かうと考えられる。 

 

２ 今後の課題 

（１）子どもがさらに「学びをつなぐ」ことができるように 

「学びをつなぐ」ための手立てとして、単元を通して追究する課題の設定を挙げたが、例えば数学や

外国語での実践のように、単元構想に生かしたものの子どもに明示しなかったものもあった。これは、

単元を通して追究する一つの課題を示すよりも、段階的に学習のまとまりを示したり既習や学習内容等

を相互に関連付けて解決に向かう課題を示したりした方が、子どもの思考の流れに適していると判断し

たためであった。子どもが学びをつないでいけるよう、単元のゴールを見通しながら、課題の示し方に

ついて柔軟に対応することが必要で、重要なのは、子どもたちが既習や学習内容等を相互に関連付けて

課題解決に向かうことができるようにすることである。そのために教師が、教科等や単元の特質を踏ま

えて課題の示し方を工夫することが必要であると考える。しかしながら、教科等や内容によって、まと

まりの示し方に特性があるのか、一般化できるものはないのかということについては考えていく必要が

ある。 

また、子どもたちが既習や学習内容等を相互に関連付けて解決に向かうためには、学び合える場を設

定することが必要であると述べたが、場を設定するだけでなく、考えを広げ深められるような質の高い

学び合いが求められる。そのための手立てについては今後も引き続き考えていきたい。 

（２）子どもが「学びの自覚」を豊かに表現できるように 

 「自覚を促す」ためには、その教科等だからこそできる豊かな学習活動の設定や、見方・考え方を働

かせている子どもの姿を価値付けること等が重要であると前述した。特に、豊かな学習活動が「学びの

自覚」の質を高めることにつながるのではないかということも研究を通して見えてきた。理科や総合的

な学習の時間での検証授業からは、試行錯誤したり、友達と協働して学び自らの考えを更新したりする

ことが豊かな学習活動を成立させていく上で重要であるということが分かったが、ここには教科等の見
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方・考え方を働かせることも深く関わっている。「その教科等だからこそできる豊かな学習活動の設定」

について、さらにどのような手立てが有効なのか、今後も研究が必要であると感じた。 

 本研究で、学びの自覚を促していくことをなぜ重視したかといえば、子どもが学んだことの意味や価

値、自分自身の成長を実感できるようにしたいと考えたためであった。「深い学び」はその教科等らしい

学びを実現していくという特性上、今回の研究では教科等のレベルでどう資質・能力を育成するかに力

点を置いた。しかし、新学習指導要領が目指すところの、学校教育全体で資質・能力を育成するという

点から、学びの自覚を促していくための手立てを講じることも重要である。教科等を超え学校教育全体

で、学んだことの意味や価値、自分自身の成長を子どもたちが実感できるようにしていくにはどうした

らよいのかについては、今後の課題としたい。 

検証授業後に、可能な限り子どもにインタビューを行った。「この授業でこんなことが学べた」と子ど

もが自分の言葉で語っているとき、その表情は清々しく見えた。きっとそのような子どもの姿が教師の

原動力となり、子どもたちのためにさらなる授業改善に取り組んでいけると考える。 

 

 

最後に、研究を進めるに当たり、ご支援、ご助言くださいました講師の先生、また校長先生をはじめ

学校教職員の皆様に、心より感謝し厚くお礼申しあげます。 
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