
児童生徒の学びを創造するところざわプラン＜学び創造プラン＞学力向上推進事業スタンダード研究

～ わかる授業と学びあいの推進による思考力・判断力・表現力の育成 ～

思考力・判断力・表現力を育成する「考えあう」授業とは

わかる喜び学ぶ楽しさを味わわせる「考えあう」授業を実践するために

平成２９年１月１１日（水 ）

所沢市立美原中学校

①個人で考える。自分の考えを伝えら
れるように、その理由や根拠も考える。
（思考する・表現する）表現
（ノートやワークシートに書き込みな
がら自分の考えまとめる。１つだけで
なく、多面的に考え、複数の考えを持
てたせる。）

いろいろな考えを持つことで、思考を広げ、
他の考え方にも共感できるようになる。

そうか こうだ！

そう考えた理由は？

この考え方でもでき

るかな

②グループで考えあう。友達の意見を
聞き、自分の感じたことを伝えあう。（同
意する・反論する）相互交渉
（模造紙やホワイトボード、タブレッ
トＰＣなどを使って、自分の考えを伝
え、グループで共有し、思考を深めさ
せる。）

考えあう（同意したり、反論したりする）ことで
グループも個人も思考が深まる。

なるほど

そうか

こう考えて

みれば

③学級で発表し、みんなの考えを共有
する。多様な考え方があることを認識
し、自分の考えをまとめる。（知識を
再構築する）概念化
（自分の言葉でまとめさせたり、評価
問題で確認させたりして、今日の授業
の成果を確認させる。）

学級で考えを共有し「考えあう」ことで、さ
らに個人の思考が深まる。

●自分の考えをまとめ、文字や図表で表
現させる
●考えた理由や考えの根拠などを多面
的にノートやワークシートに表現させる

●４人グループを基本とし、みんなの考
えを伝えあう。
●ホワイトボードや模造紙・タブレットＰＣ
など話し合いのツールを活用する。

●グループでの思考を発表して全体で
共有し、個人の考えをまとめる。
●図表やグラフ・大型テレビなどを用い
てわかりやすく伝えさせる。

「
学
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う
」
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個人での思考 学級での共有グループで「考えあう」

●どの授業のどの段階で行うか。
●どのような方法・課題で行うか。
考えない課題
知識・理解だけを問う課題
興味が持てない課題
考えてみたい課題
「なぜ・どうして」と興味が持てる課題
答えが複数あって複雑な課題

学習指導案を作成するときに

●評価規準と判定基準を設定する。

●生徒の思考過程を想定する。

授業での支援のときに

●「考える」ことを促し、持続させる。

・学習に取り組みやすくする。

・思考しやすくする。

●授業で身につけた知識・理解や技能、

態度などをもとに、より複雑な課題に対

応することができる力を育てる。

・単純な課題から一般的な課題へ

・具体的課題から抽象的課題へ

・日常生活に密着した課題へ

・社会生活に活用できる課題へ

課題の設定 活動の支援（思考支援）・評価 抽象化・一般化・日常化へ

あ い さ つ

所沢市立美原中学校

校長 岩 間 健 一

美原中学校「学び創造プラン」スタンダード研究発表

会にご参会いただき、ありがとうございます。本校は学

校経営理念である『はじめに子どもありき』のもと、今年

度は特に『学びあう』から『考えあう』授業に焦点を当て、

国立教育政策研究所 山森光陽 総括研究官に本日を含

め３回のご指導をいただくとともに、所沢市教育委員会

の皆様、及び市内校長先生方にもご指導をいただき研

究に取り組んで参りました。研究はまだ途上の段階で

すが、本日はその一端を発表させていただきます。多く

の皆様のご指導をよろしくお願い申し上げます。

研究発表会 受付 13:30～
授業公開 13:50～14:40
全 体 会 15:00～16:30

講演 国立教育政策研究所 山森光陽 総括研究官

所沢市立教育センター・学び創造プラン研究校支援研修「わかる授業づくり研修会」



「学びあう」から「考えあう」授業の実践例 ８つのグループでの研究授業の概要

世界から見た日本の自然環境
～自然災害と防災への取り組み～社 会

考えあう活動の工夫
●「あなたは、将来、自然に合わせて生活することを
考えたとき、どのような場所に家を建てますか。」とい
う課題は、生活に密着しており、多様な考えを引き出
せると考えた。
●「所沢市の防災ガイド」を資料として配付し、考えあ
うときに活用した。
授業を振り返って
●課題は考えやすかったようで、意欲的に「考えあう」
活動に取り組んでいた。考えが深まらない班には、補
助発問を用意して支援した。

指導していただいた内容
所沢市教育センター指導主事

原 雅一 先生
●導入で「所沢市の洪水の写真」を提示した
ことで、生徒が身近なこととして考えられ
た。
●ホワイトボードを活用して、話しあい、発表
するスタイルが定着していて、考えあう活動
をやりやすくする工夫がされていた。
●考えあう内容が、もう少し防災対策になる
ように支援し、さらに考えを深めさせたい。
●評価に関して、判断基準をしっかり持ち、適
切な補助発問を用意することで生徒の深い
思考を引き出すことができる。

説得力のある意見文を書こう
国 語

考えあう活動の工夫
●根拠の明確化を通して自分の意見に自身を持たせ
るために、新聞記事を用いて資料に基づいて根拠を
考えさせる。
●考えあう活動を通して、一人では思いつかない視
点を得て、根拠をより明確にすることができる。
授業を振り返って
●いろいろな視点から根拠を考えることができ、「考
えあう」活動を活発に行っていた。
考えあう活動の時間配分を工夫する必要がある。ワ
ークシートも考えやすくするツールとして工夫したい。

指導していただいた内容
所沢市立山口中学校長

山川 博 先生
●課題が明確で、クラスの雰囲気も良く、ど
の班もよく意見が交わされていた。
●ワークシートを１枚にまとめたり、板書をも
っと有効に使ったりして、思考の焦点化、視覚
化、共有化をするとさらに良い。
●板書計画を練って、そこから指導案を考え
る方法もある。
●意見をきちんと受け止め、反論として意見
文に反映されると良い。
●感想文→意見文→批評文と学年を追って
レベルアップしていくべきである。

運動とエネルギー
～力学的エネルギー～理 科

考えあう活動の工夫
●生徒が日常の体験から、感覚的にとらえている事象
を、観察実験を通してその結果を解釈分析し、自ら考
え、「考えあう」課題を見つけていくようにする。
●個人でゆっくり考える時間、グループで意見交流し
ながら考えを広めたり深めたりする時間を設定する。
授業を振り返って
●生徒の日常体験から課題の導入をしようと考えて
いたが、あまり身近な現象でなかったため、実験との
結びつきが弱くなってしまった。
●実験で変化させる条件を明確にする必要がある。

指導していただいた内容
所沢市教育委員会指導主事

佐藤 佳岳 先生
●実験後に出した３つの補助発問は、生徒に
考えさせる課題であった。実験前に提示して
おけば、試行錯誤しながら考えあって実験を
工夫できたと思われる。
●導入で体験的な活動を取り入れると、身近
な課題として興味を持ち、もっと考えてみた
いという気持ちにさせることができたので
はないか。
●生徒の反応を予測して、評価の判定基準を
設定することで、考えあう活動を適切に支援
することができるようになる。

学びあう＋考える→ 考えあう
考えあう授業とは
考えあう授業は、「表現する・伝える」だけでなく、「表現したこと・
伝えたこと」を「同意すること・反論すること」で互いに評価しあい、
一人一人の考えがさらに広がり深まる授業と考える。
「考えあう」活動をどのように実施するかを考えて授業を組み立てる
単元計画の中からどの授業で実施するか
授業のどの段階でどの場面で実施するか
どのような方法で実施するか
どんな課題（発問）を設定するか
考えあわせるためにどのような支援をするか

変化と対応
～面積を求める方法を考えよう～数 学

考えあう活動の工夫
●「比例と反比例」は日常生活においても様々な場面
で利用される身近な数学の一つである。具体的な事
象について見通しを持って考えあうことができる課
題であると考えた。
●班で考えることで同じ比例でもいろいろな視点か
ら考えることができることで広く深い思考をさせる。
授業を振り返って
●クラス全体ではなかなか意見を言うことができな
い生徒も自分の意見を伝え、友達から評価してもらえ
ることで、理解につながっていた。

指導していただいた内容
所沢市教育委員会指導主事

德増 由美子 先生
●導入で「所沢市の模型」や「テニスラケット
の模型」を提示したことで、生徒が身近なこ
ととして考えられた。
●生徒の意見や考え方を大切に扱っている
ことで生徒は安心して意見が言えていた。
●班で話しあうときなど、実際に手に触れて
感じさせながら考えるようにするとさらにい
ろいろな見方や考え方ができるようになる。
●個人で考えるとき、班で学びあうときの判
断基準やその支援策をしっかり持つことで、
適切に支援していくことができる。

PROGRAM 7
If You Wish to See a Change英 語

考えあう活動の工夫
●文法事項の導入では、グループでの会話活動を通
して、互いに考えて答えを引き出し、様々な考え方を
伝えあうように工夫する。
授業を振り返って
●大型テレビを用いて授業を行い、生徒の視覚に訴え
わかりやすく進められたが、目標や板書すべきことが
消えてしまい、振り返りにくくなってしまった。
●ペアワーク、グループワークで、さらに考え方を深
める工夫したり、発表することに自身を持たせる工夫
をしたりして、コミュニケーションを図るようにする。

指導していただいた内容
所沢市教育センター副所長

小林 美音 先生
●生徒が活発に意見を発表したり、会話をし
ていた。
●文法事項で「考えあう」「考えを深める」こ
とは難しいところがある。本文指導などで
「考えあう」活動を補うなどバランスをとっ
てもよいと思う。
●本文のスピーチを通じて、生徒がどのよう
に感じたかを考えあう活動をするなど工夫し
て、考えを深めさせていきたい。
●大型テレビの画面を表示するだけではな
く黒板の良さも取り入れる方が良い。

あったらいいなこんな世界
美 術

考えあう活動の工夫
●粘土付けの完成直前に４人グループで考えを伝え
合い、作品の完成度を高めていくために計画した。
●考えあう活動は、「何を表現したか」「完成の方向
性」について発表し、その発表と作品についての感想
や気づいたことを伝え合って、自分の構想を振り返ら
せた。すべてのグループに能動的に支援する。
授業を振り返って
●構想段階で考えあう場面を持ち、同じメンバーで行
ったため活動はスムーズに進んだ。焦点を絞っていた
ため積極的に参加できていた。

指導していただいた内容
所沢市立和田小学校長
向井 茂樹 先生

●「考えあう」授業を題材計画の中で効果的
に取り入れられている。今後は、考えあう授
業についてのツールの種類を増やしていく
と良い。課題によって付箋の色や形を変えて
みるなど工夫しても良いと思う。
●形態にこだわる必要はない。題材の内容
や、取り組む段階によって形を変えていく。
学び合いや考えあうことを実施する必要性
が理解できるようにしていく。
●自分がどう変化し、こういう作品を完成さ
せられたか自分で言葉にできるようにする。

器械運動「跳び箱」
保健体育

考えあう活動の工夫
●「跳び箱」のいろいろな技能を分析し、技能のポイン
トをグループで互いにアドバイスすることで、いろいろ
な視点で自分の技能を振り返ることができると考え
て課題を設定した。
●練習方法の工夫も考えあうことで、自分にあった課
題を設定することができる。
授業を振り返って
●準備と片付けに少し手間取ったが、積極的に取り組
んでいた。互いの技能をよく見て、短時間でアドバイス
をすることができた。

指導していただいた内容
所沢市教育委員会指導主事

本間 博 先生
●考えあうためには自分自身の考えがなけ
ればできない。考えあった結果より良いもの
が出てくる。
●運動経過のわかる資料やタブレットＰＣな
どで自分自身を確認できる映像などがある
と考えやすい。
●考えあう関係をつくるために、間合いをと
って、考えあう時間を設定すると良い。
●「どのようにしたらできるようになるか」
「完成度を高めるにはどうするか」など課題
を明確にすると考えやすい。

中学校卒業後の

進路について考えよう特別支援
考えあう活動の工夫
●生徒が見聞きしたり、体験したりしたことや思考し
たこと、判断したことを言語で表現させることを基本
として活動させる。
●集団で考えて共有すること、教員のくり返しでさら
に考えを深めさせられるような活動をする。
授業を振り返って
●「自分の意見をもつ」というねらいは、言葉づかい
や態度に課題はあるが、生徒一人一人が持っている
力を発揮して「伝えよう」とする姿勢が見られた。ホワ
イトボードを使って「考えあう」活動になれてきた。

指導していただいた内容
所沢市立富岡小学校長
山中 徳子 先生

●活動の指示が明確で、生徒がすぐに対応
できていた。
●異学年の学習を通して、１，２年生の考えの
変化や深まりが感じられた。
●１時間の流れが見える黒板の使い方をして
いたので、生徒は見通しを持って考えること
ができた。
●話し合いや「考えあう」授業のパターンを
定着させ、機会を捉えて繰り返し行うと効果
的である。

授業実践から見えてきたこと
課題設定が重要である
考えあう授業のためには、興味を持つ課題を設定する。なぜ、

どうしてと疑問を持ち、解決方法や結果を知りたくなり、簡単に
答えが出ない（複数の考え方や方法があり、個人で考えて答え
を導くことが難しい）課題である。自分で考えてもわからないこ
と、不安なことは、自然に他人の意見を聞いてみたくなる。（相
談する）そんな気持ちが引き出せれば、「考えあう」授業になっ
てくる。そのためには、事前に課題について様々な視点で考え
ぬいて、「どう問いかければ興味を持たせられるか」「その問い
にどんな答えを返してくるか」想定したうえで課題を設定するこ
とが大切である。

学級やグループの人間関係が重要である
考えあう授業のためには、自分の伝えたことを認めてもらえる（同意、共感だけで

なく、反論でもきちんと尊重してもらえる）ことで、互いの考えが広がり、深まってい
く。日頃の授業や活動で、互いに信頼できる学級づくりをしていくことが大切である。
適切なフィードバック（評価や支援）が重要である
考えあう場面で、活動が止まっている（話合いが機能しない）ときは、具体物やツ

ール、例示などを用いて、学習に取り組みやすくする支援をする。グループの思考が
止まっている（話し合っているが考えが広がらなかったり、深まらなかったりして進ま
ない）ときは、新たな視点を投げかけたり、反論したり、一人の生徒の考えを取り上げ
たりして、考えやすくする支援をする。良い考えを褒めたり、認めたりすることも考え
あうモチベーションを高めることにつながる。社会や生活、他者とのつながりに結び
つけてまとめることで、他の問題でも解決できる力になってくる。



「わかる授業」と「学びあい」 「考えあう」授業 思考のスキルと留意点 ツール

活動 考えてみたい課題 課題設定 図表・写真
導 何を学ぶのかがわかる ●「なぜ・どうして」と興味が持 必要性・切実感がある 実物・模型
何ができるようになるかがわかる てる課題 意欲・興味を喚起する 大型テレビ

入 ●答えが複数あって複雑な課 考えやすい ＩＣＴ
題 課題提示

わくわくする仕掛け

過程 学習指導案を作成するときに 考えた過程が見える
何を考えればよいのかがわかる ●評価規準と判定基準を設定 思考の可視化
何を表現すればよいのかがわかる ●生徒の思考過程を想定 具体物から抽象へ

操作による思考支援

展 学びあい 考えあう 解決の方法を推測させる ワークシート
個人での思考 自分の考えを伝えられるよう 考えを広げる

に、その理由や根拠も考える。 思考を表現させる
（思考する・表現する）表現

分類する 比較する ホワイトボード・付箋
グループでの思考 友達の意見を聞き、自分の感 要約する 識別する タブレットＰＣ

開 思考のスキルを じたことを伝え合う。（同意す 解釈する 評価する モデル・カード・短冊
明確にしながら る・反論する）相互交渉 説明する 例示する 模型・観察・実験
学びあいの流れを示す

説明する モデル・カード・短冊
全体で共有 多様な考え方があることを認 記憶する 評価する 模型・大型テレビ

識し、自分の考えをまとめる。 創造する タブレットＰＣ
（知識を再構築する）概念化

ま 目標達成 ・単純な課題 → 一般的課題 自分の言葉でまとめる ワークシート
と 何を理解できたのか ・具体的課題 → 抽象的課題 評価問題を解く 評価問題
め 何ができるようになったのか ・日常生活に密着した課題 絵や図・表で表現する 作文・詩・写真

・社会生活に活用できる課題

「学びあい」から「考えあう」授業へ （授業の展開）

考えあう授業は「楽しくわかりやすい」「新しいことを知ることができる」と学ぶ楽しさを感じている

考えあう授業で「楽しかったこと・うれしかったこと」「困ったこと・やりにくかったこと」
「考えあう授業」生徒アンケート調査（平成２８年１２月９日 生徒５７０名回答）から

「考えあう授業」生徒アンケート調査
（平成２８年１２月９日 生徒５７０名回答）

「考えあう授業は楽しい」と回答した生徒（よくあてはまる・や
やあてはまるの合計：以下同様）が82.5%で、「考えあう授業はわ
かりやすい」と回答した生徒が82.8%である。また、「考えあう授
業に進んで取り組んでいる」が81.4%で、考えあう授業を肯定的に
受け止め、進んで取り組んでいる様子がわかる。
取り組みの内容や取り組む態度については、「友達の考えを聞

いて新しいことを知ることができる」と回答した生徒が93.7%とと
ても高く、考えあう授業で自分の知らないことや考えなかったこと
を知る喜びを感じている生徒が多い。また、「友達の考えを参考に
して自分の考えをまとめ直そうとしている」が83.5%で、さらに自
分の考えを広めたり、深めたりしようとしている生徒も多い。しか
し、「自分の考えを進んで伝えようとしている」が72.8%で、自分の
考えを表現して伝えることは、やや苦手としている生徒がいること
がわかる。

考えあう授業で「楽しいかったこと・うれしかったこと」
活動に関わること
友達と意見を交換できた
友達の意見を聞き理解できた

考えの広がり深まりに関すること
新しい発見があったり、新しい知識を得ることができた
自分の考えを深めることができた
自分と違う考えを知ることができた
自分の考えを改善することができた
自分が考えているとき友達の意見が参考になった
理解できなかったところが理解できた

評価・賞賛に関すること
難しい問題をみんなで解決できた
みんなが「すごい」と思える考えがまとめられた
自分の考えを褒められた（認められた）
自分の伝えたいことがわかってもらえた

考えあう授業で「困ったこと・やりにくかったこと」
自分に関わること
難しい話しあいについていけない
自分の考えがうかばない
意見をうまく伝えられない
自分のわからないことを質問される

学びあいに関すること
なかなか意見がでず話しあいが進まない
意見があわずまとまめられない
話を聞いてくれなかったり、他の話をしている
相手に気をつかってしまい言いにくい

授業や課題に関すること
授業がなかなか進まない
板書が少なくノートにまとめにくい
ざわざわして周りの話し声が気になる
課題の意味がよくわからない

考えあう授業で「自分
の考えが広がり、深まる
喜び」「自分の考えが伝
わり認められる喜び」
「みんなで協力して解決
する喜び」を感じ、主体
的に課題に取り組むよう
になってきたことがわか
る。
自分に自信がなくう

まく伝えられない不安を
取り除く工夫や学びあ
いの時の適切な評価や
支援を行うこと、考えや
すい課題を設定するこ
となどが課題である。


