
子どもも大人も共に学び続けるマチへ＜学び創造アクティブプラン＞学力向上推進事業クリエイト研究

～ 学びの質の向上と主体的・対話的で深い学び ～

思考力・判断力・表現力を育成する「考えを深める授業」とは

考えを深める授業の手立て 研究の５視点と新たな授業形態

平成３０年１月１２日（金 ）

所沢市立美原中学校

①自分の考えをわかりやすく伝えられ
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。多面的に考
え、複数の考えを持てたせる。他人に
伝わるように理由や根拠を考える。）

いろいろな考えを持つことで、思考を広げ、
それを伝えるために、深く考えるようになる。

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友達の意見を聞き、自分の考えを伝
えることでより深い思考をする。（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、グループで相互干渉することで、
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

でもこう

いうのは

この考えより

この考えは

どうかな

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、自分の考えを深める。（知識を再
構築する）概念化
（自分の考えを再度まとめたり、評価
問題でさらに深く考えたりして、今日
の授業の成果を確認させる。）

学級で考えを深めることで、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
●理由や考えなどの根拠を多面的にノ
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。

「
考
え
を
深
め
る
授
業
」の
流
れ

個人で考えを深める 学級で考えを深めるグループで考えを深める

●生徒が進んで学習しようとする
課題設定

考えを深める課題
難易度・要求レベルが高い課題

答えが複数あって複雑な課題

●生徒が深く考え合い、伝えあう活動を

活発にする活動の支援と評価

考えを深めるための支援・評価

生徒の思考過程を想定

評価規準と判定基準を設定

●思考力・判断力・表現力を育成する

効果的な考えあう授業
考えを深める考えあう授業
深く考え伝えあう効果的な授業

真剣な同意と批判的でない反論

課題の設定 活動の支援（思考支援）・評価考えあう授業

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・学び創造アクティブプラン研究校支援研修「わかる授業づくり研修会」

授業スタイル・学習スキル学級づくりと生活習慣

●学びあいを支える
学級づくりと生活習慣

安心して学びあいができる学級
学級づくりアンケートを活用した学習支援

道徳教育・食育・健康教育の充実

●授業スタイルと学習スキルの
向上を図る授業

考えを深める授業改善と学び方
学習ツール（思考ツール）を活用した授業

学び方を共有した主体的な学習

考えあう授業とわかる授業の両立

●考えあう授業とわかる授業を両立さ
せる授業形態（山森先生による指導）

考えを深める「複線型指導」の活用
直接指導と間接指導を組み合わせた指導

教員-生徒、生徒-生徒の相互交渉を充実



学びの質と「主体的・対話的で深い学び」授業の実践例 ８つのグループでの公開授業の概要

働きやすい職場を

築くために
３年６組 教室

菅原 久寿

社 会

研究の視点
生徒が深く考えあい、伝え

あう活動を活発にする活動
の支援と評価
授業のポイント
ジグソー学習を活用して、生徒
が考えを発表し共有することで
深く考える活動を充実させます。

指導の工夫
「深い学び」につなげるために、まず、難易度を上

げた課題設定（問いを含む）を行い、多様な意見・考
えを発表（「対話」）しあえるように工夫した。その問い
に対して、自分の考えを持ち、その考えをグループで、
クラスで発表し、共有しあう中で、自分とは少し違う意
見に共感したり、批判的に捉えたりしながら、学習に深
まりを持たせてきた。また、「深い学び」には他との「対
話」のある活動が必要不可欠である。本単元では、ジ
クソー学習を取り入れてみる。これにより、自分の考え
を他者に説明すること、自分の考えとは違った意見に
出会い、自分の視野を広げ、考えも広げ深める学習
につなげていきたい。

論点を捉えて
「幻の魚は生きていた」

１年４組 教室

吉村 太一

国 語

研究の視点
生徒が進んで学習しよう

とする課題設定

授業のポイント
「進んで学習できる生徒」と
「支援が必要な生徒」に分け
課題を設定します。

指導の工夫
本授業では複線型指導を取り入れた授業を行う

学習到達度に応じて、自ら進めていくグループと、支
援を受けながら進めていくグループに分け、同じ課題
に取り組ませる。支援が必要な生徒には、「ヒントカー
ド」を用意しておき、教員が机間指導を通して適宜必
要な機会に提示していく。いっぽう自ら進める生徒は、
ヒントを得ず自分の力で学習を進めていく。自ら進める
グループは途中で４人程度のグループ活動をする時
間を設け、対話を通し、より深い学びにつなげたい。ま
た、支援が必要な生徒には、「ヒントカード」をもらいな
がらも自分の力で要旨ができたという、わかる喜びと学
ぶ楽しさを味わわせたい。

地球大気と天気の変化

～天気予報をしよう～
２年４組 第２理科室

橋立 岳人

理 科 指導の工夫
本授業では、１章から現在までに学習した知

識やジグソー法を取り入れたグループ学習など
を活用して、課題をグループで解決していく授業
を行う。テレビで見るような天気予報をすることを
目指す。自分たち自身の考えを他者に伝えるた
めに、わかりやすい言葉や図・表を用いて、小グ
ループで考えを再構成する。さらに、白地図に気
圧配置を書き込む活動を取り入れることで、意見
の交流が活発になり研究の視点の育成が期待
できる。また身近なテーマの課題を通じ他者の考
えを聞き、評価する活動は、新しい視点をもたらし
考えが深まっていくと考える。

研究の視点
思考力・判断力・表現力を

育成する効果的な考えあう
授業
授業のポイント
天気図の資料から、グループで
天気予報を行い、全体で発表し
あいます。

基本の作図

１年２組 教室

岩井 大地

数 学 指導の工夫
これまでに、直線と角、垂線と平行、三角形につい

て基本的な知識と技能を具体的な操作を通して学習
してきた。本時では導入の課題を通して、作図の必要
性を感じ取り、生徒が主体となって具体的な作図の
方法を学んでいく。その際に、複線型指導を取り入
れ、自力で解決するグループと作図方法を学んでか
ら課題に取り組むグループとに分けて学んでいく。これ
により、一斉授業よりも１人１人の生徒への支援の時
間が充分にとれるようになり、作図の技能の定着が図
れると考えられる。自力解決をするグループは、作図
の方法とその根拠も考える活動をする。この活動を通
して、作図への理解がより深まると考えられる。

研究の視点
授業スタイルと学習スキ

ルの向上を図る授業

授業のポイント
課題に対して「自立解決する生
徒」と「支援を受けて解決する生
徒」分けて授業をします。

スピーチ発表会に向けて

ミニ発表会をしよう
１年５組 教室

工藤 英美

英 語 指導の工夫
クラス発表をする前にグループ発表会として練習

をする授業である。生徒が主体的に活動しお互いに
学び合い高め合っていけるよう、アクティブ・ラーニ
ングの視点から授業の構成を考えた。ただ一度発
表会で発表して終わるのではなく、練習段階で生徒
同士でアドバイスをしたり、内容について質問し合う
場面を設定することにより、生徒が主体的に考え他
から学ぼうとする態度の育成を図る事ができると考え
た。また、スピーチの題材として自分の関心のある人
物を選ばせることにより、積極的に表現しようとした
り、英語でどのように表現したらよいかを自ら学ぼうと
する意欲の高まりが期待できる。

研究の視点
生徒が進んで学習しよう

とする課題設定

授業のポイント
小グループでお互いの発表を
聞きあい考えや意見を交換しま
す。

木工
切る・削る・組み立てる

１年３組 木工室 作業の振り返りをしよう

船橋 秀太

技術・家庭 指導の工夫
技術・家庭科（技術分野）で「考える」とは、いかに

問題を発見（問題発見能力）し、解決方法を考え
（問題解決能力）、実践できるかととらえる。その上
で、本題材を通して考えを「深める」ために以下の点を
意識して行った。
①題材の工夫 ②振り返りシートの活用
③ペア学習の導入 ④働きかけ（言葉かけ）の工夫
⑤教科書、掲示物の利用

本時では、特に、④働きかけの工夫に重点をおいた。
言葉かけをするときの教師の姿勢や目線、話しかける
速度も意識してする事で効果的な支援ができると考え
る。

研究の視点
生徒が深く考えあい、伝え

あう活動を活発にする活動
の支援と評価
授業のポイント
一人一人の生徒の作業にあ
わせて、支援（言葉かけ）の
工夫を図ります。

ダンス

（創作ダンス）
２年１，２，３組 体育館

田中 明子

保健体育 指導の工夫
技能 作文を書くときと同じで、創作ダンスの身体

を使った表現の方法を、まだ身に着けていないので、
運動課題からイメージを広げて動きを創り出す練習を
行う。
態度 最初に自分の思いついた動きをグループで

単純につないで、堂々と発表することに馴れる。また、
良い動きや構成を評価する姿勢をつくる。
思考・判断 自分の思いついた動きを繰り返し練

習したり、他の人の動きを真似たりする中で、効果的
な身体の動かし方や空間の使い方を考えたり、構成
を考えて発表することができるようにする。

研究の視点
生徒が進んで学習しよう

とする課題設定

授業のポイント
個人の発想・イメージを生か
した表現活動をグループで
学習します。

紙すき製品を作ろう

特別支援学級 ７組作業室

山田 彩

作 業 指導の工夫
紙すき製品を完成するまでの流れを示し、一通りの

工程を全員が体験できるようにし見通しを持てるように
する。また、言語指導が難しい生徒には工程を示した
写真カードを用いて視覚支援を行う。仲間との間で
報告し合い協力し、一つの製品を分業で行う活動を
通して責任感が生まれ、完成した時の成就感や満
足感を仲間と共有することができる。主体的に取り組
めるよう障害特性や発達段階を踏まえた目標設定や
作業工程を割り当て、自信を持ち成功体験を積む活
動を展開する。働く上で必要な「適切な服装」「時間
を守ること」「目標を達成できたか」を評価し、作業に
対する心構えや態度も身につけさせる。

研究の視点
生徒が進んで学習しよう

とする課題設定

授業のポイント
「進んで学習できる生徒」と
「支援が必要な生徒」に分け
課題を設定します。

考えあう授業とわかる授業を両立させる「複線型指導」
山森先生のご指導による、考えあう時間を確保した深い学びと、教員-

生徒､生徒-生徒の関わりを大切にした「わかる授業」を両立させた授業で
す。「複線型指導」は★がついています。
学びあう（考えあう）場面で、より深い思考、より複雑な思考をさせるため

には、生徒の学習活動の評価や支援を効率よく行うことをねらいとしました。
複線型指導過程を導入する際の留意点
●「直接指導から入る必然」と「間接指導から入る必然」の両者を満たす必要がある。
●直接指導と間接指導の時間を同じにする。両過程共に平等に扱われていると生徒
が認知できるようにする。
●直接指導では教師の促進的な働きかけのもとで生徒間の相互干渉や、教師－生
徒間の相互干渉が重要である。講義的なノートをとらせるというような時間ではない。
●間接指導では、学習のねらいにせまる自主学習を生徒だけで進める。個人の思考を
深める時間やグループでの話し合い、作業、実験で共同で考えを深める時間でなどが
考えられる。

太陽の１年の動きと

星座の移り変わり
３年４組 第１理科室

酒井 真澄

理 科 指導の工夫
今回の授業では、複線型指導を取り入れた。学級

全体を４人×９班に分け、それを４つの班と５つの班
の２クループに分けて、直接指導と間接指導を入れ
替えた「わたり」の指導をする。これにより、直接指導
の場面では１６人～２０人の少人数指導で、課題に
ついて考える活動をさせることができ、一人一人の評
価と支援に関わる時間を増やし、一人ひとりがより深く
考えることができるようにさせる。また、間接指導の場面
では、生徒一人一人が自分で責任を持って課題に
取り組み、モデルを使った仮想実験を行わなければな
らないという自覚から主体的に活動する場面が多くな
るという効果も期待できる。

研究の視点
生徒が深く考えあい、伝え

あう活動を活発にする活動
の支援と評価
授業のポイント
複線型指導を活用し、モデルを使
った思考実験を行い、生徒が深く考
えるような支援を充実させます。



わかる授業と学びあいによる「考えあう授業」の成果（全国学力・学習状況調査の結果より）

「考え方や判断力が身についている」と感じる生徒が多い

「考えあう授業」と「わかる授業」を両立させる授業形態

研究を振り返って

今年度「主体的・対話的で深い学び」をサブテーマに取り組み、考
えを深める授業の工夫について研究してきた。課題設定の難度、評
価と支援の工夫、学びあいなどの学習形態のそれぞれが互いに相
互作用を及ぼし、生徒が深く考える授業が展開されることが実践
を通してわかってきた。やや難度の高い課題を設定することで主
体的に深く考えること、自分に自信がなくうまく伝えられない不
安を取り除くために、適切な評価や支援を行うこと、わかる授業と
考える授業を両立させる工夫などの成果を残すことができた。

▲全国学力・学習状況調査の全国平均との比較（経年変化）
国語Ａ・Ｂ、数学Ａ・Ｂともに同じような変化を示しているが、この６
年間の平均を見ると国語Ａ２．２、国語Ｂ３．７、数学Ａ１．５、数学Ｂ３．０
で、国語も数学もＡ問題よりＢ問題の正答率が高い傾向にある。わ
かる授業と学びあいによる「考えあう授業」は、「思考力・判断力・
表現力」を育成する効果がある。

▲全国学力・学習状況調査の全国平均との比較
（中学３年生の小学６年と中学３年の比較）

国語Ａ・Ｂ、数学Ａ・Ｂともに３ポイント以上の伸びがあり全体的に学
力が向上していることがわかる。とくに国語Ｂでは１０ポイントもの
伸びがあり、中学校の学習で「思考力・判断力・表現力」を身につけ
たと考えられる。

▲学校評価・生徒調査（全学年・毎年12月実施）
平成２３年度～２６年度は「わかる授業と学びあい」を中心に主体

的な学習態度の育成に取り組んできた。２７年度・２８年度は、それに
加えて思考力・判断力・表現力の育成のための授業改善に取り組み
「考えあう授業」を実践してきた。生徒が感じている身についた学
力について、毎年調査してきた結果が、上記のグラフである。平成
２５年度以降、４項目の学力が身についていると感じている生徒が
80%を越えている。今年度の取り組みの結果、４項目全てで増加し
ている。その中でも「考え方や判断力が身についている」と感じて
いる生徒が、最も多く87.4%になる。今後、学力調査等で実際の学
力については検証していく。考えを深める授業を肯定的に受け止
め、思考力・判断力・表現力が身についていると感じている様子が
わかる。また、それにともなって、主体的な学習態度と知識・技能
も身についていると感じている。「自分の考えや意見を正しく相手
に伝えることができる」も少しずつ向上し、学びあう、考えあう授
業での「考えを深める評価や支援」の成果も現れている。

▲

全国学力・学習状況調査の質問紙調査の全国・県平均との比較
「考えや意見を発表することは得意か」「話や意見を最後まで

聞くことができるか」では、全国・県平均との差異はほとんどない。
「思考力・判断力・表現力」の取り組みに関する５項目では、肯定的
な考えの生徒が80%を越え、全国平均より10ポイントも上回ってい
る。特に発表に関わる２項目では、20ポイント近く上回っている。

考えを深める「複線型指導」の活用（山森光陽先生による指導）
中学２年 理科 「植物と動物の細胞のつくり」の実践から
効果 観察も話し合いもそれぞれ２０人以下の少人数で展開する
ことができる。これにより、直接指導の考えあう場面では、１班に２分程
度（１人あたりに換算すると３０秒）の声かけ（支援）をすることが可能
だった。１５分程度の時間であったが、１人１人の考えをある程度把握す
ることができた。間接指導の観察の場面では、１人１台を使って観察
でき、スケッチの時間や違いを見つける時間を確保することができ
る。また、自分たちだけで観察を行わなければならないので、主体性
が見られる。
課題 間接指導での不安はある。様々な場合を想定した事前の準
備が重要である。直接指導では、課題を深く考えさせるために的確な
支援をすることが大切である。事前に生徒の多様な考えを予測し、
「判断基準」やその支援方法を準備しておく必要がある。Ａグループ
（直接指導→間接指導）とＢグループ（間接指導→直接指導）の差異
については単元計画で均等になるように入れ替える必要がある。


