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巻頭言 

 

自ら伸びる気づきを促す評価の在り方 

 

 これまで大阪教育大学附属学校池田地区３校（小学校・中学校・高等学校池田校舎）で

は、時代がそのつど学校教育に求める教育理念を、附属学校の独自性と特色を生かしつつ、

3校が協同して実践へと結びつけて行く研究を重ねて、大きな成果をあげてまいりました。

平成 25〜27年度は、「つながり、かさなり、ひろがる授業」というテーマで「確かな学力」

の向上を目指す授業づくりを探究し、平成 28〜30年度は、「『つなぐ力』をもった子どもの

育成」というテーマで、「知識をつなぐ力」・「人と人とをつなぐ力」・「時間と空間をつなぐ

力」について、研究と実践を積み重ねてきました。 

これらの成果を踏まえて令和元年度からは、新しい学習指導要領の全面実施に向けて、

「社会とつながり、明日を切り拓く資質・能力の育成」という共通のテーマを設定しまし

た。 

中学校では、本テーマに沿って、初年度は、新しい時代に必要な「資質・能力」とは何

かを考え、「主体的・対話的で深い学び」を実現する「学習課題(問い)」と国際バカロレア

(IB)教育における「ATL スキル」と関連づけて、その育成方法について研究しました。次

年度は、その育成方法について「探求」をキーワードにサブテーマとして「探究のプロセ

スの構築」を設定し、IBでの探究学習と新学習指導要領での学びを関連づけ融合させ、多

面的なアプローチを検討してきました。そして、３年目となる今年度は、サブテーマとし

て「自ら伸びる気づきを促す評価の在り方」を設定して、生徒達が自らの学びを実感して

次の学びへと向かうことができる評価活動について検証することを目指しました。  

新学習指導要領における評価の在り方については、カリキュラム・マネージメントの一

環として、学習指導計画に基づく学習指導において生徒の学習状況を把握し、「主体的・対

話的で深い学び」の視点からの授業改善につながる意味ある評価が求められています。ま

た、「知識・技能」「思考・判断・表現」「主体的に学習に取り組む態度」の 3観点による資

質・能力について、そのバランスのとれた学習評価を行っていくためには、論述やレポー

トの作成、発表、グループでの話し合い、作品の制作等多様な活動によるパフォーマンス

評価などを取り入れ、多面的・多角的な評価を行うことが必要とされています。 

この評価の在り方は、IB教育で確立されている評価の目的、方法と方向性が同じといえ

ます。そこで、IB中等教育プログラム（MYP）認定校である本校の取り組みとして、ユニッ

トプランナー（単元指導案）に基づき、生徒を評価する目的、到達度を測る評価規準、お

よび評価方法を明確にして、「探求」、「行動」、「振り返り」を通じての「資質・能力」を見

取る評価活動の工夫に取り組みました。 

 以上の研究成果は、昨年に引き続き、オンラインによる授業配信及び ZOOMによる研究討

議となりましたが、令和 3年 11月 20日に 3校合同で開催した研究発表会でご報告させて

いただきました。当日は多くの方々のご参加をいただき、さまざまなご意見・ご批判をお

寄せいただき、誠にありがとうございました。これらの意見や批判を踏まえた上で、最終

的な研究成果をまとめたものが本研究紀要です。ご覧いただいた皆さまからの忌憚のない

ご意見とご指導を賜り、さらに研究を深めて参りたいと考えております。 

 

令和 4年 2月 

大阪教育大学附属池田中学校 校長 

永冨 一之 



 

 

 

 

Ⅰ．総論  

－研究の経緯と概要－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



社会とつながり明日を切り拓く資質・能力の育成 

～自ら伸びる気づきを促す評価の在り方～ 

                    

大阪教育大学附属池田中学校 研究部 

 

 研究主題について 

(1)本研究において育成する「資質・能力」 

今回の学習指導要領の改訂（小中学校平成 29年告示・高等学校平成 30年告示）は，中

央教育審議会答申（平成 28年 12月）を踏まえ， 

① 教育基本法，学校教育法などを踏まえ，これまでの我が国の学校教育の実践や蓄積を

生かし，子供たちが未来社会を切り拓くための資質・能力を一層確実に育成すること

を目指すこと。その際，子供たちに求められる資質・能力とは何かを社会と共有し，

連携する「社会に開かれた教育課程」を重視すること。 

② 知識及び技能の習得と思考力，判断力，表現力等の育成のバランスを重視する平成 20 

年改訂の学習指導要領の枠組みや教育内容を維持した上で，知識の理解の質を更に高

め，確かな学力を育成すること。 

③ 先行する特別教科化など道徳教育の充実や体験活動の重視，体育・健康に関する指導

の充実により，豊かな心や健やかな体を育成すること。*¹ 

を基本的なねらいとして行われたものである。また，子供たちに求められる「資質・能力」

については，全教科等の目標及び内容において，明確に示されている。 

 

本主題に基づく研究は，大阪教育大学附属学校池田地区 3校（小学校・中学校・高等学

校池田校舎，以下「池田地区附属 3 校」とする。）が，各校種の移行期間・全面実施初年

度等（高等学校は 2022年度入学生徒から年次進行で実施）を含む，2019～2021年度の間，

行うものである。池田地区附属 3校は，大阪教育大学の学生の教育実習校であり，現職教

育への奉仕をする学校であることから，今，学習指導要領の趣旨を具現化する教育を実践

し，モデルとして示すことは，我々に課せられた使命であると考える。従って，本研究に

おいて育成する「資質・能力」は，我々が次の改訂等を見据えて独自に設定するものでは

なく，学習指導要領が示す「資質・能力」とし，池田地区附属 3校の共同研究により，そ

の確実な育成と各校種間の円滑な接続を目指す。 

 

(2)「社会とつながる」ことについて 

池田地区附属 3校は，2016～2018年度の間，「『つなぐ力』をもった子どもの育成」を主

題とし，子供が主体的に「自己」と「各教科・領域」・「他者」・「社会」・「将来」をつなげ

る力を育成することを目指し，研究を重ねてきた。 

変化の激しい社会を生きる子供たちにとって，予測できない変化に受け身で対処するの

ではなく，自らが創り手として，よりよい人生や社会の在り方を考え，問題を発見・解決

していく力の育成は喫緊の課題である。本研究では，過年度の研究と子供たちが生きる社

会の課題等を踏まえ，「社会とつながる」ことについて，「学習内容を自分の人生や社会と

結び付けて考え，生かそうとすること」と定義し，具体の取組として各教科等の実践に位

置づけることによって，本研究が目指す「資質・能力」育成の一助とする。 

 

 



重点取組事項 

(1) 各重点取組事項と研究全体の関係 

 

(2)重点取組事項について 

  ①「主体的・対話的で深い学び」を見取り，自ら伸びる気づきを促す評価 

中央教育審議会の答申（平成 28 年 12 月）において，「主体的・対話的で深い学び」

の実現のための視点は，以下３点に整理されている。 

ア 学ぶことに興味や関心を持ち，自己のキャリア形成の方向性と関連付けながら，

見通しを持って粘り強く取り組み，自己の学習活動を振り返って次につなげる「主

体的な学び」が実現できているか。子供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，身に付いた資質・能力を自覚し

たり，共有したりすることが重要である。 

イ 子供同士の協働，教職員や地域の人との対話，先哲の考え方を手掛かりに考える

こと等を通じ，自己の考えを広げ深める「対話的な学び」が実現できているか。

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，教職員と子供や，子供同士が対話し，それによっ

て思考を広げ深めていくことが求められる。 

ウ 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「深い学び」が実現できているか。子供たちが，各

教科等の学びの過程の中で，身に付けた資質・能力の三つの柱を活用・発揮しな

がら物事を捉え思考することを通じて，資質・能力がさらに伸ばされたり，新た

な資質・能力が育まれたりしていくことが重要である。教員はこの中で，教える

場面と，子供たちに思考・判断・表現させる場面を効果的に設計し関連させなが

ら指導していくことが求められる。 

 

これらの学びの実現の中で見られる子どもの学ぶ姿を適切に見取り，教師の授業改善及び子ど



もの学習改善に活かすことができる学習評価は，資質・能力を確実に育成する上で重要な役割を

担っている。学習の成果の有無，達成度「できるようになったこと」＝「これまでの伸び」と「ま

だできていないこと」＝「これからの伸び」を的確に捉えることにより，教師は指導内容の妥当

性を，子どもたちは自らの学びを実感することができ，それは子ども自身が能動的に次の学びに

つなげていこうとする姿勢にもつながることが期待できる。 

 

②ユニットプランナーにおける Formative assessment（形成的評価）と Summative assessment

（総括的評価） 

本校は，「国際バカロレア（IB）中等教育プログラム（MYP）」の認定校である。IB が掲げる使

命は，本校の教育方針と重なり合う部分が多分にあることから，認定校を目指すに至った。IB の

授業では「何に向かっての授業か」を明確に示すため，ゴールとなる到達点を設定し，そこに至

るために逆向きに授業を計画していく。そして，学ぶ主体である子どもたちに，単元の最初の授

業で「ゴール」を示し，「目標」を認識させる。この単元の流れ全体を計画（デザイン）したもの

がユニットプランナーである。ユニットプランナーは単元の目的の確立（探究 inquiry），探究を

通じた指導と学習のプロセス（行動 action），探究の計画と過程，影響を考える（振り返り reflection）

3 つの側面があり，本校では各教科において単元や題材などの内容のまとまりごとに作成してい

る。学習のプロセスにおいて行われる形成的評価（formative assessment）は単元の内容の指導

前，指導中，指導後において実施されるいわば，「生徒の学習を促すための評価」「指導のための

評価」である。学習者が学習のどの段階にいるのか，どこに向かう必要があるのか，そこへたど

り着くための最良の方法は何かを判断するためには，適切なタイミングで形成的評価を行い，そ

の情報は子どもと教師でフィードバックされなければならない。  

総括的評価（summative assessment）は単元の目的に示される探究テーマや目標に直接結びつ

き，子どもに自分自身の知識やスキルを示す様々な機会を提供するものである。具体的な評価方

法として，子どもの知的好奇心を刺激する題材を提示し，独自の回答を伝える「オープンエンド

型の課題」，子どもが身に付けた知識，スキル，理解及び取り組みの過程を証明できる「パフォー

マンス評価」，子どもが重要な課題や活動について定期的に振り返り，記録することによって概念

理解をより高める「プロセスジャーナル」などがあげられる。こういったペーパーテストの結果

に留まらない多面的な評価を行うことは，三要素のバランスの取れた学習評価を行うためにも不

可欠なものである。そして，「評価のための評価」ではなく「資質・能力の育成に機能する評価」

として，学習評価の妥当性や信頼性を高めるべく，計画的な評価を実施するとともに，子ども自

身が学習の価値や評価の意義を見いだせる評価活動の在り方について提案する。 
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Ⅱ．各教科等の取り組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



「社会とつながり明日を切り拓く資質・能力」を育む国語科授業 

 

国語科 小林信之 

 

 

１．主題設定の理由 

令和 3 年度より全面実施されている中学校学習指導要領解説国語編では，国語科で育成する資質・

能力を以下の三つにまとめている。 

（1）社会生活に必要な国語について，その特質を理解し適切に使うことができるようにする。 

（2）社会生活における人との関わりの中で伝え合う力を高め，思考力や想像力を養う。 

（3）言葉がもつ価値を認識するとともに，言語感覚を豊かにし，我が国の言語文化に関わり，国

語を尊重してその能力の向上を図る態度を養う。 

これらの資質・能力は，今年度の本学における研究テーマ「社会とつながり，明日を切り拓く資

質・能力の育成 ～探究のプロセスの構築～」においては「社会とつながる」力をもった子どもを

育成ための探求プロセスを授業者が構築することにより培われるといえる。 

それでは，「社会とつながる」ためにはどのような機会が提供されるべきであり，国語科において

はどのような授業デザインであれば「探究プロセス」を辿らせることができるのであろうか。 

文部科学省教育課程部会ワーキンググループが提示している資料によると，探究のプロセスとは，

即ち「課題の設定，情報の収集，整理分析，まとめ・表現」のサイクルを発展的に繰り返していて

くことであるとしている。 

「生徒自身が課題の設定を 

行い，設定した課題に基づい 

て情報を集め，それらを整理 

・分析し，課題の解決案を自 

分の意見としてまとめ，表現 

する。この表現したものに対 

する他者からの質問や意見， 

あるいは自身の振り返りをき 

っかけに，また新たに発生し 

た疑問や問題意識について， 

新たな課題を設定し，情報収 

集や整理・分析に取り組んでいく。  (文部科学省 HP より 赤の強調は筆者追記) 

このように，自らの考えや課題を更新し，探究のサイクルをらせん状に繰り返していくことを探

究的な学習では目指している。そしてそのサイクルの中で必要となるスキルや知識が，繰り返しの

活動の中で身に付いていくことになると考えらえる。 

また，この表において「社会」に言及した部分は２箇所ある。それは，探究活動において，「探究

的な課題解決が社会の形成者としての自覚へとつながり，積極的に社会活動へ参加しようとする，



社会参画や社会貢献の態度の育成」，もう１つが，学ぶ中で獲得する「実社会の課題に関する事実的

知識」である。 

今年度は中学校国語科教科会として，この探究プロセスの「情報の収集」と「整理・分析」に焦

点をおき，収集した複数のテクスト(情報)を比較し，つなぐ(整理・分析する)活動の中で実社会と

自己をつなぐ探究学習を研究テーマとする。 

たとえば複数のテクストが存在するとき，その性質がどのようなものであったとしても，比較を

することができる。比較する労力に見合うだけの価値を出現させるには，どのような目的で，何に

注目して読むのか，その観点の設定が非常に大切である。 

さらに，全ての言葉には背景と前後関係がある。一つのテクストには，それが表現されるに至る，

表現者のものの見方・考え方と言葉の選択，それがどのようなタイミングで表現されたかによって

持つ特別な意味など，多くの要素が複合的に絡み合い，テクストを唯一無二のものとする。 

つまり，テクストとテクストをつなぐ力をつけることが，自己とテクスト，自己と他者(社会)を

つなぐことになると考える。 

以上より，今回は複数のテクストにおいて観点を見いだして関連づけ，理解する力を伸ばすため

の探究学習の機会の提供を試みる。 

 

２．（１）本年度の実践例 １ 

【３年】 

複数のテクスト間で観点を見出して関連づけ，理解する力を育む指導 

授業者 小林 信之 

（１）対 象 第３学年 １４４名 

 

（２）単元名 人と場所を結ぶ漢詩の力－４つの涼州詞から－ 

 

（３）単元設定の理由 

今回，授業者が中学校課程段階で漢詩を学習することに対する提案は 3 点ある。 

1 点目は，新たな漢詩資源の提案である。 

現在，中学校における漢文の学習指導に関しては，教科書の教材選択の範囲と指導内容において

ここ数年大きな変化はない。教材としては故事成語，『論語』，漢詩が取り上げられている。漢詩は

杜甫の『春望』『絶句』，孟浩然の『春暁』，李白の『黄鶴楼にて孟浩然の広陵に之くを送る』が定着

しており，これらを使用した指導においても，(1) 漢文訓読体の音読，(2) 詩の形式や押韻，語句や

意味の理解，(3) 古人の言葉を現代の生活にあてはめてとらえ返してみること，などが盛んにおこ

なわれている。 

一方で各社とも教科書の巻末(資料編)に漢詩の説明的文章を掲載しており，ここで扱われる詩は

ややヴァリエーションに富む。 しかし，年間の国語科の授業配当時数を鑑みるとき，古典の一分野

である漢文指導に多くの時間を割くことが難しいという問題，そして漢文指導において上記の楽し

さや意義を感じさせる新味の指導の実践例があまり見られず，旧態依然とした学習が繰り返されて



いるという問題があり，教科書に掲載されているのにも関わらず，それらの詩の教材研究が進んで

いない現状がある。 

そこで，今回は王翰の『涼州詞』を取り上げ，本詩を読み深めるための比べ読みを試みる。  

「涼州」は一つの詠題である。『涼州詞』と題した詩は複数の詩人によって詠われており，辺塞詩と

いうジャンルの一端を成す。 

辺塞とは，前漢武帝以後の，中国の歴代王朝の領土拡大に伴う万里の長城北部(今の内モンゴル)

や西方(今のウイグル自治区・チベット自治区)といった国境限界付近を示す。涼州は現在の甘粛省

武威県のあたりで，シルクロードの重要な関所の一つである玉門関の手前にあり，これより先敦煌

に至る，当時の中国の最西端であった。「詞」となっているのは，もとは曲につけられた歌詞である

からであり，西方に向けて領土を拡大した際に，当地の音楽として玄宗に献上したと伝えられてい

る。その異国情緒ある音楽に合わせ，西方領土の境界付近にまで役人として派遣され，あるいは左

遷される人々の，辺境の厳しい自然や，当地での生活，家族との送別を詠ったものが『涼州詞』で

ある。 

一方で，『涼州詞』を含む辺塞詩の多くは，西域を直接踏査したことのない詩人によって詠まれた。

帰還兵士からの伝聞と，西域から長安に移り住んだ胡人の言動を基盤に成立したようである。岑参

や王維，高適など，実際に現地に足を踏み入れ読んだ作品もあるが，辺塞詩に占める割合は少ない。  

王翰は西域に行った記録はなく，王翰の『涼州詞』は実際にこのような情景を経験した可能性は低

い。そのため，長安に生きる人間としての涼州に抱く幻想的なイメージが織り込まれ，「葡萄の美酒」

「夜光の杯」「琵琶」「沙場」「征戦」といった，エキゾチックでロマンチックな語句が並べられてい

る。 

もう一首，王之渙も取り上げたい。清の王漁洋に「唐代七言絶句の圧巻」と絶賛された王之渙の

『涼州詞』もまた，実際には涼州を訪れて作られてはいない。それは地理的なフィクション性から

も読み取れ，起句の「黄河 遠く上る 白雲の間」は，実際には涼州からは黄河は望めない。結句に

示される玉門関は涼州のさらに西だから，ますます黄河からは離れる。だが「実景をもとに幾層倍

にも飛躍拡大し，悠久無辺の祖国の山河描写へと昇華させる」 王之渙の巧みな虚構性は，『集異記』

の『集異記』のエピソード（開元の御代に，王昌齢と高適と王之渙の三人が飲み屋に入ったところ，

…妙妓が四人出て来，詩詞を歌いだした。王昌齢ら三人の詩人は，『我々は詩人として有名だが，自

分自身では，誰が一番優秀なのか分からない。そこで，この妓たちが誰の詩を一番よく唱っている

のか，それによって順番を決めよう』ということになった。初めは，王昌齢の詩が唱われ，次いで

高適の詩が唱われ，その次はまた再び王昌齢の詩が唱われた。王之渙は，自分こそはと思っていた

ので，『あの一番美人の妓が何の詩を唱うかによって決着をつけよう。もしもわたしの詩でなかった

ら，今後一生逆らわないで大人しくしている』と言った。果たして，その美女は王之渙の『黄河遠

上白雲間，一片孤城萬仞山。羌笛何須怨楊柳，春風不度玉門關。』と謳った。三人は大いに笑ったと

ころ，妓たちは何事と事情を尋ね，その訳を説明した。）のように，王翰と同じく長安に生きた詩人

による，長安の人々にとって理想的な涼州のイメージなのだろう。  

 さて，それらの幻想的なイメージが先行する涼州詞と比較するのは，王維による涼州の詩(題は『涼

州詞』ではないため，このように表現する)である。 



 王維は先述したとおり，涼州を訪れている。開元 25 年(737)から二年間，王維が三十九歳の時，

涼州の河西節度副大使の崔希逸の幕下にあったときの作である。自身を抜擢してくれた張九齢が政

敵に讒言され左遷されることになり，王維もその一党とみなされて節度判官として涼州に赴くこと

になった。名門の出で，都雅な詩人であった王維にとって，荒涼とした風土と荒々しい人々の気性

は，彼の堪えがたいところであったはずだが，異質のものに接し，これに対して激しく抵抗，ある

いは順応する過程で彼の才能は飛躍し，この期間の作品は多くはないものの，いずれも優れ，これ

以後，長安に帰り，さらに深められることとなる。また仏教への帰依が決定的となったのも，この

時期であるとされる。  

 王維の作品から二首，『涼州の郊外に有望す』と『使ひして賽上に至る』を取り上げる。 

 王維の二首において言及されるのは，エキゾチシズムとは無縁の鄙びた田舎の風景と土着の風習，

そして差し迫った戦の緊迫感とは無縁の荒涼たる風景と，征服の歴史である。  

 王翰の詩は 726 年，王之渙の『集異記』のエピソードが 736 年と推定されているため，おそらく

王維は二人の『涼州詞』を知っている。その上で，これらの詩を詠んでいると考えられる。  

 王翰・王之渙にとっては，「涼州」とは想像上の地であり，詩想を遊ばせるための場所である。一

方，王維にとっては，不遇な自分が身を置く現実の地であり，同時に「涼州」でなければこれらの

作品は生まれなかった，唯一性のある特別な場所である。 

 王維は「詩中に画あり，画中に詩あり」と評された，孟浩然や柳宗元と並ぶ山水詩の名手である。

清代の徐增は「天才は李太白（李白），地才は杜子美（杜甫），人才は王摩詰」と評価され，中学校

の検定教科書においても『鹿柴』『元二の安西に使ひするを送る』が収録されている。特に『元二～』

の詩は，友人である元二が西域の安西都護府(今の新疆ウイグル自治区クチャ県)に行くことになり，

敦煌の西にある陽関の先を想像し，惜別の思いに浸る詩だが，長安にいて見送る立場だった王維が，

今度はその西域に実際に赴くことになると想像しただろうか。(ただし『元二～』の詩の成立年代は

定かではない) 

 王維の詩もまた，高名な詩人の詩として人口に膾炙された。その理由としては，単に左遷された

自らの不遇を嘆く心や，幻想的なイメージの涼州は実際に行ってみたら何もなかったという失望の

気持ちではなく，この詩においても，人々の涼州のイメージを破壊しつくさず，なお魅力あるイメ

ージの形成に寄与する語句がちりばめられているからである。  

それが「賽(祭り)」の様子であり，「大漠」広がるこのような地の果てまで「漢塞」を広げてきた

征服の歴史と，それを成し遂げた唐帝国への自尊感情としての帰属意識である。 

 この辺境の地の現実とその辺境からの唐帝国の称揚は，長安に身を置く人々にとって， 幻想的な

イメージや憧れとは別の，耳障りの良い詩として受容されたのではないだろうか。  

 ある特定の場所が，想像の面からも，現実の体験においても新たな文学を生み，人々はその行っ

たことのない特定の場所に対して，虚実織りなす文学を通して，自身の中で認識し，未知のものを

既知のものにしていく。『涼州詞』はトポスと文学の生産を考える上でも有用な資源であると考え

る。 

また，王維は王翰・王之渙の『涼州』を(おそらく)意識し，そのイメージを更新している。文学を

後世の者が受け継いで発展させるというダイナミズムについても思いを馳せさせたい。  



 2 点目は，漢文教材の表現活動の提案である。 

漢文学習においてはその内容理解や解釈に重きが置かれがちで，特に表現活動となると，漢文，

特に漢詩の創作はハードルが高く，行った解釈をどのような手段でアウトプットするのかという方

向で考えざるを得なくなる。 

そこで今回は解釈した詩の内容をもとに，物語を創作する活動を提案したい。  

昨年度より，漢文学習において典拠を求める活動を重視してきた。漢字には多くの意味が存在す

るが，それらは様々な古典における使用例が先にあり，後世の人々がそのことばを解釈する際に作

成した注によって定義づけられている。 

特に漢詩における「ことば」は，その制限された文字数から，一つの語句や一連の表現について，

それ以前の古典を踏まえることで意味が付加されている。 

漢詩をより深く理解するためにはことばの用例を求めて典拠を辿ることが不可欠であり，辿って

得た情報をもとに意味を判断すると同時に，当時の時代背景や，既習内容によって構成された詩の

語り手と対話し，総合的に検討させる。それを，典拠を利用して生み出された文学を，今度は現在

において学習者が物語にモードを変えて語り直すことにより，詩中における過去の歴史と語り手の

関係性を学習者は追体験することになるのである。 

他にも詩を解釈する中で，今回の「場所」が大きな意味を持つことを学習者は実感しているはず

であるので，現在の私たちの生活に漢文が息づき，本当の意味での「親しみ」を実感するために「こ

の漢詩をどこに飾るか」という問いを提示する選択や，「最終的にそれぞれの詩はどのように (声の

トーン，スピード，声量など)朗読したらいいか」「この詩はどのような状況にある人に対して読ん

で聞かせてあげたいか」。 

 

最後に，国際バカロレア(IB)教育の「言語と文学」領域における存在感である。 

授業者の勤務校は IB の中学校過程である MYP の認定校である。学校教育法第 1 条校でもあるた

め，日本の学習指導要領に則ったカリキュラムを編成しつつ，IB のカリキュラムも踏まえた教育を

行っている。 

「国語科」にあたる「言語と文学」領域は，高等学校過程である DP においては４つのパートから

なり(パート１：翻訳作品・パート２：精読学習・パート３：ジャンル別学習・パート４：自由選択)，

パート１では「１つの文化，あるいは複数の文化に根ざした１つの言語で書かれた文学作品だけで

はなく，幅広い文学を学びます。翻訳作品の学習は，文学作品を通じて異なる文化の視点を導入す

るうえで特に重要です」と指導の手引きにあるように，IB の特色の１つとなっている。 

そのパート１の「指定翻訳作品リスト(PLA)」に漢詩が含まれており，対象となる作者として，た

とえば唐宋代からは杜甫，李白，李賀，李商隠，王維，柳宗元，白居易が選出されている。 同時に

パート４：自由選択においても「古典」分野は国内外において定番の選択肢として用いられる。つ

まり，IB 教育が今後日本国内で普及・浸透していくのであれば，漢詩は，IB 教育の文脈上からも

脚光を浴び，再開発される余地のある教材ということになる。  

 

本単元は，学習者が既に一通りの漢文訓読体の音読，詩の形式や押韻，語句や意味の理解ができ



ているという前提のもとに行う，やや発展的な授業である。 

勤務校が採用している教育出版『中学校国語 3』にも，孟浩然『春暁』，李白『黄鶴楼にて孟浩然

の広陵に之くを送る』，杜甫『春望』が採録されている。これらの教材の扱いについて，まずは白文

や訓読文などの説明，訓点の意味を知ったり，押韻や対句，書き下し文をつくる練習をしたりして，

漢詩という形式の基礎的な知識を学んだものとする。 

漢詩には書き下し文と必要とあらば現代語訳を付記し，漢詩の比較や漢詩全体を俯瞰することに

集中できる状況をつくりたい。また，唐代の中国周辺の地図や唐代の年表を用意し，適宜タブレッ

ト端末等で分からないことを調べさせ，探究の方途においても，社会的・歴史的・言語的・民俗的

などの観点を提案することが漢文における探究のプロセスであると考える。 

 

（４）単元の目標 

本単元では，言葉による見方・考え方を働かせて，以下の資質・能力の育成を目指す。 

⑴根拠を明らかにしながら漢詩を解釈し，交流することで作品に対する考えを深めること。 

⑵表現活動を通して漢詩に親しむこと。 

 

（５）評価規準表 

知識・技能 思考力・判断力・表現力等 主体的に学習に向かう態度 

・資料などを手がかりに作品を読

むことを通して，古典に表れたも

のの見方や考え方を理解してい

る。⑶イ 

・目的に応じて複数の情報を整理し

ながら適切な情報を得たりして内容

を解釈している。C⑴イ 

・漢詩を読み，考えたことを伝え合

おうとしている。C⑵イ 

・学習に対して見通しをもち，言

葉がもつ価値を認識するととも

に，我が国の言語文化を大切にし

て，考えを伝えようとしている。 

 

（６）単元計画（全 5時間） 

第 1 次 3 編の涼州を詠う詩が形成する「涼州」のイメージを捉える。          2 時間 

第 2 次 王維にとって涼州とはどのような場所か考える。               2 時間 

第 3 次 「使至塞上」を語り直す。                         1 時間 

 

（７）授業の実際 

第 1 次では初めに，唐代における涼州の地理 

的な説明をし，王翰と王之渙の『涼州詞』，王 

維の『涼州の郊外に有望す』詩 3 編の題名と作 

者を伏せ，訓読文を書き下し文に直させた。そ 

して，それぞれの詩の語り手はどのような状況 

に置かれていて，読者に対しどのような涼州像 

を提示しているのか，語句を根拠に考えさせ， 

実際に涼州を訪れて詠んだ詩か否かを判別させた。  生徒のワークシート（第 1 次） 

 



 第 2 次では，王維の詩『使至塞上』を読み， 

『涼州郊外遊望』と合わせ，当時既に広く知 

られた 2 編の『涼州詞』によって王維も持っ 

ていたであろう涼州へのイメージが，左遷の 

ため実際に訪れたことによって，どのように 

変容したのかを考えさせた。 

 王維の生涯においては原田憲雄の『王維』， 

李陵と蘇武の故事については『漢書』を参考 

資料として PDF 化し，ロイロノート上で参照 

させた。王維の生涯や詩に踏まえられている 

故事を理解した上で彼の心情を想像し，それ 

がどのような語彙として反映されているか， 

詩中の語句を根拠に答えさせた。 

 

第 3 次では，言語表現活動を設定した。言 

語表現活動として今回は，3 つの活動をそれ 

ぞれクラスごとに別々に試みさせた。 

1 つ目が詩を物語にする活動である。詩の 

内容を，先の典拠を意識した上で内容理解し， 

それができているかどうかの確認を「語り手 

を主人公とした物語にリライトする」活動を 

通して表現させた。 

2 つ目が現在の私たちの生活に漢文が息づ 

き，本当の意味での「親しみ」を実感するた 

めに，「この漢詩をどこに飾るか」という問 

いを提示し，詩と場所の関係を自らの生活空 

間に置き直して捉えさせた。 

3 つ目に「最終的にそれぞれの詩はどのよ 

うに(声のトーン・スピード・声量などで)朗 

読したらいいか」「この詩はどのような状況 

にある人に対して読んで聞かせてあげたいか」 

なども考え，それが他者に伝わるように読み 

方を工夫して朗読したものを録音させた。 

いずれもその形成的評価として，Google 

classroom で自分の創作物をアップし，コメ 

ント欄に授業者も含めて読んだ人がコメント 

を書き，評価規準を満たすためのより適切な 

 意見共有（第 2 次） 

 

 ロイロノートの画面（第 2 次） 

 

Googleclassroom にリライト作品を投稿

し，コメントを推敲に生かす(第 3 次) 

 漢詩を生活空間に置く（第 3 次） 

 



表現について，巧拙の概念について，議論させた。比較するための観点を複数示し，その観点に対

して信頼のおける有用な資料も複数提示することで，「まとめ・表現」に向けて，観点レベルにおい

て能動的な探求課題の設定を実現させ，全員に対し学びの質を一定保障させながら，学びの着地点

に全員が到達できる，探究プロセスの「情報の収集」と「整理・分析」の活動となることをねらっ

たものである。 

 

（８）実践を振り返って             

学習者は複数の資料や典拠を読み，それらを踏まえた読解の実践，リライトや詩とは異なる媒体

に変換する表現活動の提案，文学における「場所(トポス)」の重要性を考える活動を通し，漢文学

習においても，探究的な学びを実践し，古典が「実社会の課題に関する実践的な知識」たりえるこ

とを理解することができたようであった。  

 今回の古典学習において「課題の設定→情報の収集→整理・分析→まとめ・表現」のプロセスを

どのように実現させるか，という課題に対しては，『漢書』などに典拠を求め，詩の表現の奥行きを

吟味する学習の中に一連のプロセスを提案した。 

自分のものの見方の根拠を意識させること，多様な見方を知り，自分の読みをも客観的に見つめ

なおすことが，対象をより批評的に正しく読むことにつながることを気づかせることは，中学校に

おける国語教育の大きなテーマの一つであると考える。今後も，小学校・中学校・高校での学びの

系統性を意識しながら，古典学習をどう新しく価値づけていくか，考えていきたい。 
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社会とつながり明日を切り拓く資質・能力を育む社会科授業 

 

社会科 西邑悠佑 田中誠也 山本修平 

 

 

1．社会科として育成すべき「社会とつながり明日を切り拓く資質・能力」について 

 本研究において資質・能力の育成は，研究テーマにあるように「社会とつながり明日を切り開く

資質・能力の育成」である。それでは社会科として「社会とつながり明日を切り開く資質・能力の

育成」とはどのようなものであるか。本校では 2016～2018 年度の間，「『つなぐ力』をもった子供の

育成」を主題とし，子供が主体的に「自己」と「各教科・領域」・「他者」・「社会」・「将来」をつな

げる力を育成することを目指し，研究を重ねてきた。この研究の成果より社会科として「自己」と

「社会」「将来」をつなげることとは，過去の歴史を知り，現在の課題と向き合い，そしてよりよい

未来を創造する力を養うことであるといえる。そこで本研究のテーマである「社会とつながり明日

を切り開く資質・能力の育成」を行うために社会科として，過去・現在・未来をつなげて，その共

通点や相違点を分析し，課題について最も的確な解決方法とは何かを考えて検討し，互いの考えを

共有しながら「自己」と「他者」をつなげ，課題解決の方法を探究することで資質能力の育成を図

る。また本校では重点取組事項として「主体的・対話的で深い学び」を実現する「探究のプロセス

の構築」を推進してきた。社会科では，この「探究のプロセスの構築」において子供同士の協働，

教職員や地域の人との対話，先哲の考え方を手掛かりに考えること等を通じ，自己の考えを広げ深

める「対話的な学び」をもとにして課題を解決する力を養い，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，教職員と子供や，子供

同士が対話し，それによって思考を広げ，深めていくことができているかということについて，授

業の中で「問い」を立て、その「答え」を見出すことで研究を深めてきた。今回の研究においては

その中でも特に「問い」に対する「答え」を導き出す過程と自己評価に観点の重点を置き，計画段

階での評価から計画完成後の評価に至るまでにどのような学びのプロセスを築いてきたのか，また

その変化によってどのような学びのスキルを獲得したのか，そのスキルを今後どのように生かすこ

とができるのかを重点的に見とり，評価をおこなっていった。評価を見とる中でも特に学びのプロ

セスにおいて，変化に伴ってどのような視点を獲得したのか，またその視点に至ることでどのよう

な考えへと変化したのかという点を重点的に見ていきたい。その変化によって獲得した力の育成に

よって本研究においてのテーマである「社会と繋がり明日を切り開く資質・能力の育成」における

「自己」と「他者」「社会」「将来」をつなげる力がどのように育成されるのかという課題に迫って

いきたいと考えている。 

 

 

 

 

Ⅰ．総論 



 

 

1．対 象 中学校 第 2 学年 

2．単元名（題材名）中国・四国地方 近畿地方（よりよい社会の実現に向けて） 

3．単元設定の理由 

急速に変化する日本社会においてその問題はさまざまである。以前までの高度経済成長を続けて

いた日本とは違い，現在の日本は少子高齢化に伴う人口減少が進み，さらに生産年齢人口は 1990 年

代を境に減少傾向が続いている。特に過疎地域における問題は深刻であり，課題解決を担うべき地

方公共団体は，若年層の人口減少による生産年齢人口の減少に伴い，自治体経営のための財源であ

る地方税の税収が減少している。財政縮小の中で耕作放棄地の増加や住宅の老朽化，公共交通機関

の利便性の低下，医療サービスが行き届かないなどの全ての課題を解決することは困難な状況にあ

る。このような状況の中で地方創生を図る政策の１つとして，地方創生 SDGs・「環境未来都市」構

想（以下より環境未来都市構想）が 2018 年度から各年度最大 30 都市が選定されるようになった。

内閣府ではその推進にあたり，①地方創生 SDGs の達成に向け，優れた SDGs の取組を提案する地方

自治体を「SDGs 未来都市」として選定し，特に優れた先導的な取組を「自治体 SDGs モデル事業」

として選定して支援し，成功事例の普及を促進。②官民連携取組を促進するため，「地方創生 SDGs

官民連携プラットフォーム」により官民のマッチングを支援。③地方創生 SDGs に取り組む地域事業

者等の見える化や，SDGs の達成に取り組む企業に一層の民間資金が充当されるよう，「地方創生 SDGs

金融」を推進し，地域での自律的好循環の形成を支援するなどの政策に取り組んでいる。本単元で

は過疎における問題を抽出・検証し，新たに環境未来都市構想の考え方に基づく持続可能な地域社

会を生み出し，地方における安定した雇用の創出や新しい生活様式の形成など時代にあった地域作

りを検討する。子供たちが未来に希望を持てるような地域社会の形成をともに考えていくことで，

「自己」と「社会」「地域」をつなげる「社会と繋がり明日を切り開く資質能力の育成」を行いたい

と考えている。また本単元では「社会と繋がり明日を切り開く資質能力の育成」の中でも特に子供

たちに身につけてほしい２つの資質能力の育成を目的としている。それが「計画性」と「自己評価」

である。その２つの資質能力の育成において重要となるのは，自覚（メタ認知）と協同性である。

以前まで本校の研究では，知識の習得やそれをもとにアイディアを広げる知識のネットワークの形

成と思考力の育成を数年にわたって行ってきた。そこで今年度においては，それを振り返りや自己

評価を通じて自覚化させ，その自覚化する対象を「対話的学び」を通じて広げさせる力を育成して

いく。具体的には環境未来都市構想を実際に行いながら，計画段階の評価・計画中期の評価・計画

完成後の評価を他者と議論・検証したり自己評価をしたりすることで改善点を修正しながら具体的

に実現可能な計画へと近づけていく。本単元においてはその変化に伴う改善点を学びの成長としつ

つ評価をおこなっていく。 

 

 

 

 

 Ⅱ．実践の概要  



4．単元目標及び評価規準 

知識および技能 思考力判断力表現力等 主体的に学習に取り組む態度 

我が国の国土及び世界の

諸地域に 関して，地域の

諸事象や地域的特色を理

解しているとともに，調

査や諸資料から地理に関

する様々な情報を効果的

に調べまとめている。 

地理に関わる事象の意味や意義，特色や

相互の関連を，位置や分布，場所，人間

と自然環境との相互依存関係，空間的相

互依存作用，地域などに着目して，多面

的・多角的に考察したり，地理的な課題

の解決に向けて公正に選択・判断した

り，思考・ 判断したことを説明したり，

それらを基に議論したりしている。 

日本や世界の地域に関わ

る諸事象について，国家及

び社会の担い手として，よ

りよい社会の実現を視野

にそこで見られる課題を

主体的に追究，解決しよう

としている。 

 

5.単元計画 

時間 学習活動 
評価の観点 

評価規準 
知 思 主 

1 
過疎の問題と政策 

 
○ 

  過疎の問題点を理解し，環境未来都市構想につい

て説明することができる。 

4 
 環境未来都市構想 

（立案・検討） 

意見交流と案の修正 

 

○ 

 過疎地域の現状を理解して，環境未来都市構想の

案を提案・修正・再構築することができる。 

１ 
よりよい社会の実現に

向けて 
 

 

 
○ 

よりよい社会を実現するためにはどのような

ことが必要か説明することができる。 

 

6.実践授業のまとめ 

 (1)本時の目標 

・持続可能な社会の実現について，今までの学習をもとに探究しようとしている。 

（主体的に学習に取り組む態度） 

(2)本時の展開 

過程 学習活動および内容 指導上の留意点 評価 

導入 

・前時の復習 

・本時の流れの説明 

・本時の目標の提示 

 

 

 

・本時の流れと目標を提示し

て，授業の見通しを持たせ

る。 

 

持続可能な社会の実現が必要な理由を説明することがで

きる。 



展開 

・単元を通じて課題とし 

て検討してきた，環境 

未来都市構想について 

交流をする。 

 

・発表を聞きながら案に 

関する評価と疑問点や 

気になったことをメモ 

する。 

 

 

 

・発表を聞いた後，疑問 

点や気になったことに 

ついて質問をするなど 

意見交流を行い，自分 

の案を改善する。 

 

・ワークシートに自分の 

案のどのような点を修 

正したか記入する。 

・自分の案についての自 

己評価をさせる。 

 

・中心発問について考え 

る。 

 

 

 

・中心発問に関して班で 

意見を出し合って考え 

をまとめる。 

・全体共有をする。 

・ワークシートのメモには疑

問点や気になった部分もメ

モさせるように指示する。 

 

 

・具体的にどのような点が持

続可能な社会となっている

か（環境未来都市構想の要

素の１つ）を明確にしてメ

モと評価をするように指示

する。 

 

・自分の案に対する相手の意

見やその意見について改め

て気づいた点などのメモを

行い，自分の案の改善点を

把握させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○持続可能な社会の

実現について，今ま

での学習をもとに探

究しようとしてい

る。 

（主体的に学習に取

り組む態度） 

□観点 D 

(批判的思考 ⅰⅱ) 

まとめ 

・ワークシートに今回の 

授業の振り返りと単元 

の振り返り記入する 

・単元で考え方がどのように

変化したのかに注目しなが

○持続可能な社会の 

実現について，今 

までの学習をもと 

持続可能な社会を実現することは，日本のエネルギーや

資源不足の問題を解決することができるか。 



ら作業をおこなうように指

示をする。 

に探究しようとし 

ている。 

（主体的に学習に取

り組む態度） 

□観点 D 

（批判的思考ⅰⅱ） 

 

(3)準備物 iPad 

 

7.成果と課題 

 今回の学習では，生徒の考え方の変化や学びのプロセスの構築において獲得されたスキルを１つ

の評価材料として，どのような「変化」が生徒にとって有意義で，今後に生かされていくのかを判

断する授業とした。課題設定においては事前に学習を行った九州地方，中国・四国地方の学習にお

いて過疎過密地域の問題を取り上げ，なぜ過疎過密問題が起こり，その問題は将来どのように変化

していくのかということを，過去の人口変化のグラフや現在の人口の推移などの資料をもとに予想

を立てる授業を行なった。そこで近畿地方の学習に入る前に「自分たちが住んでいる地域の今後は

どうなるのか」という疑問が生徒から生じたこともあり，今回の学習課題を設定した。今回の課題

の「持続可能な社会の形成にはどのようなことが必要か」ということを考えるにあたり，生徒がど

のような視点で課題を捉えているか調査するために事前にアンケートをとったところ，持続可能な

社会について考えなければいけないことだと捉えている生徒が多い一方，日本の取り組みについて

は進んでいないと考える生徒が多かった。（以下資料参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特に日本のエネルギー利用における課題を感じている生徒が多かったため，今回の池田市の将来を

考える題材の中でエネルギーの利用方法を中心に取り上げ、今回の課題に取り組ませた。しかしこ

の課題においてエネルギーの問題を解決するだけでは具体性がなく，そのほかの多くの問題を解決

する必要があったため高校生とのディスカッションを踏まえて解決策を模索するという方法を取っ



た。授業ではそれまで中学生が考えていた対策は，高校生とディスカッションを交えることで修正

されたり，経済的な視点が加えられたりすることで具体性を帯びていった。また変化の中で地理的

な見方や考え方だけでなく，人口や経済などのを踏まえた社会科の見方考え方を踏まえた具体策を

練ることができた。そういった新たな見方考え方を獲得できたことは本授業において最も大きな成

果であると言える。しかし一方でそういった見方考え方を社会の授業において常に持つことができ

ていないという課題も見られた。評価においては生徒には学習の変化を捉えてもらうために，学習

の度にプロセスジャーナルを記入し，その変化の中でどのような学びがあったのかを書かせるよう

にした。特に自分の住んでいる地域ではどうかなど，考えたことを転移することができている生徒

や新たな課題を見出して，それについて探究していこうとする生徒などは「変化」と「転移」の２

つの学習スキルを獲得していた。その点は大きく評価できる点であった。一方で「変化」は見られ

るがそこから違う事象に興味を持ち，学習を発展させられない生徒に関しては継続して，社会科の

見方や考え方が必要になる課題を与え続けていきたい。 

（以下生徒のプロセスジャーナルの一部） 
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1．対 象 中学校 第 3 学年 

2．単元名 

「近現代の日本と世界〜二つの世界大戦を国際関係で見る〜」 

3. 単元設定の理由 

 本単元は、中学校学習指導要領「C 近現代の日本と世界」「（１）近代の日本と世界」に位置づけ

られる。歴史の舞台としては、世界恐慌から第二次世界大戦へ発展する時代を取り扱う。第一次世

界大戦では、当時の日本にとって、「戦争とは利益があるもので、軍人が行うもの」という印象であ

った。それが、第二次世界大戦に突入する中で、「戦争とは、国民生活に大きく影響するもの」とい

う価値観に変化していく。多くの国民が戦争を経験したことが、戦後国民が経済成長に向けて進ん

でいく背景につながっていくと考えられる。そして、現在の我々にとっては、戦争の惨禍を学び、

国際協調と国際平和の社会の実現へ向かう価値を見出すことができる。一方、近代では、第一次世

界大戦・第二次世界大戦を通して、大きく国際関係が変化してきた。例えば、第一次世界大戦時に

は、イギリスを中心としたヨーロッパ社会が中心になっていたが、第二次世界大戦を終え、アメリ

カやソ連（ロシア）中心に変化している。日本を含め世界の国々が国際関係のバランスの中、２つ

の世界大戦において時には対立し、時には協調しながら、国際社会を築いていた。そのため教材と

して、国際関係を捉えることに向いていると考えた。国際関係を軍事力の強さだけで捉えるだけで

なく、社会状況、戦争の被害、社会的な出来事などから捉えたり、関連づけたりして、現代社会を

理解することに役に立つと考えられる。現在においては、アメリカと中国の覇権争いのように、国

際関係を捉えることは現在社会を理解する時に必要になるスキルとなってくると考えられる。 

 本単元では「推移」「相互の関連や現在とのつながり」という見方・考え方を活用しながら、第

二次世界大戦と人類への惨禍について近代社会の変化の様子を説明できるようにする。本時では同

心円モデルを使って、第二次世界大戦を通して国際関係がどのように変化し、歴史的事象とどのよ

うに関連しているかを追究する授業を行う。同心円モデルの作成は、歴史を大観する学習体験とし

て位置付けている。歴史を大観する学習体験を得ることによって、一つひとつの歴史的事象が線で

結ばれ、面を形成し、”big history”を理解することができると考えられる。完成した同心円モデル

について、グループでの対話を通して検討し直したり、修正を加えたりことで、国際関係と歴史的

事象が関連づけられたモデル図を作成できるようにする。一つひとつの歴史的出来事を１枚のモデ

ル図に表そうとすることで、情報を精選したり、つながりを意識したりする手助けになっている。 

特に、生徒の思考が働く場面としては、モデル図を作成する場面である。試行錯誤をする中で、歴

史的事象で根拠づけられた国際関係の様子を理解することができると考えられる。また、モデル図
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について他者と交流することで、自分の考えに新たな気づきを得ることができるだろう。そして、

ロイロノートを使用することで、何度も試行錯誤をすることが容易になり、生徒の中で、常にモデ

ル図が更新されていくことになる。ICT には、このような試行錯誤を繰り返すことが容易な点がメ

リットと考えられ、本時の授業ではそのメリットを活かしていく。 

また、モデル図の交流をする場面では、お互いのモデル図を「整理された状態」から「構成された

状態」へ変容することをねらいとしている。活動前には、第一次世界大戦の時に作成したモデル図

の中から、「構成された状態」にあるものを提示し、生徒が見通しを持って学習に取り組めるように

する。同じ教室の仲間の作品に、良い影響を受けると考えられる。生徒は具体的なゴールイメージ

を持ち、学習に取り組んでいくことができる。 

 

4.単元目標及び評価規準 

知識及び技能 思考力・判断力・表現力 主体的に学習に取り組む態度 

経済の世界的な混乱と社会問題の

発生、昭和初期から第二次世界大戦

の終結までの日本の政治・外交の動

き、中国などアジア諸国との関係、

欧米諸国の動き、戦時下の国民生活

などを基に、軍部の台頭から戦争ま

での経過と、大戦が人類全体に惨禍

を及ぼしたことを理解している。 

戦争に向かう時期の社会や

生活の変化、世界の動きと日

本との関連などに着目して、

事象を相互に関連づけるな

どして、第二次世界大戦と人

類への惨禍について近代の

社会の変化の様子を多面的・

多角的に考察し、表現してい

る。 

近代の日本と世界につい

て、国際協調と国際平和の

社会の実現を視野に、そこ

で見られる課題を主体的に

追究しようとしている。 

5.単元計画（全 29 時間） 

第 1 次 第一次世界大戦と大衆の出現（10 時間） 

第 2 次 第二次世界大戦と国際関係の変化（本時は 8/8 時間） 

第３次 現代に続く日本と世界（11 時間） 

 

6.実践授業のまとめ 

 (1)本時の目標 

 第二次世界大戦終結時において、歴史的な出来事と結びつけながら、世界と日本の国際関係

を多面的・多角的に考察し、同心円モデルを用いて表現することができる。（思考力・判断力・

表現力） 

 

 

 

 

 

 

 

 



(2)本時の展開 

 学習活動 指導上の留意点 評価の観点 

導

入 

・日本や世界の戦争メモリアルデーに

ついて理解する。 

日本、中国、韓国、ヨーロッ

パで違いがあることに気づ

かせる。 

 

展

開 

 

 

 

・ポツダム宣言受諾までの歴史の流れ

を理解する。 

 

 

 

・第二次世界大戦の犠牲者の特徴を資

料から読み取り、気づいたことを交流

する。 

 

・第二次世界大戦において、世界と日本

の国際関係を同心円モデルで表現す

る。 

ソロ→４人班→質問をする→ソロ 

 

 

 

・アメリカ、イギリス、ソ連

などの国々からの圧力が日

本に迫ってきていたことを

掴ませる。 

 

・民間人が多く犠牲になっ

たことに注目させる。 

 

 

・生徒たちが以前作成した

モデル図の中から「構成さ

れた」例を紹介する。 

・背景として、歴史的な出来

事を考えさせ、根拠を持っ

てモデルを作成している

か、確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・（同心円モデ

ル）歴史的な出

来事と結びつ

けながら、世界

と日本の国際

関係を構成し

ている。（思考

力・判断力・表

現力） 

ま

と

め 

・同心円モデルを提出する。   

 

(3)準備物 

教科書（帝国書院）、ノート、資料集、タブレット端末（iPad）、ワークシート、ロイロノート 

 

 

 

 

 

めあて「WWⅡの終結における、世界と日本の国際関係を同心円モデルで構成でき

る。」 



7.成果と課題 

本実践において、同心円モデルの成果と課題を整理する。成果としては、次の３点である。 

①歴史的事象を国際関係で捉えることができる。 

②背景、原因、結果、影響など事象相互のつながりに関わる視点で生徒が捉えている。 

③類似、差異、特色など諸事象の比較に関わる視点で生徒が捉えている。 

 

生徒 A の作品を見ると、一目で世界で影

響力の大きかった中核国が中心に来て、

その影響力が半周辺国、周辺国へと及ん

でいることがモデル図の全体像から明ら

かになっている。中核国、半周辺国、周辺

国を分類するためには、類似、差異を考え

る必要がある。類似、差異の思考の結果、

モデル図として表れていると解釈するこ

とができる。また、国の色分けから、国同

士を比較し、特色を捉えた結果、生徒が色

分けを判断したものと考えることができ

る。以上のように、生徒が類似、差異、特

色など諸事象の比較に関わる視点で歴史を捉えていることが分析できる。 

日本に注目すると、周りに ABCD 包囲陣が結成され、窮地に追い込まれている様子が表現

されている。日本が太平洋戦争を開始した背景が表現されていると言える。日本が東南ア

ジアに植民地を拡大したことを矢印で表現していることから、ABCD 包囲陣の影響が表現さ

れている。さらにイギリス、フランスが第二次世界大戦に参戦した原因が「ポーランド侵

攻」によって説明されている。以上のような例から、背景、原因、結果、影響など事象相互

のつながりに関わる視点で歴史を捉えていることが分析できる。 

生徒 A の分析の中でも、さまざまな歴史的な見方・考え方で歴史を捉えようとしている姿が見

とれる。生徒に差はあれど、一人ひとりの見方・考え方を活用して、歴史を捉えた結果が同心

円モデルに表現されていた。今回の同心円モデルを使った学習の成果は以上である。 

一方、課題としては、次の２点である。 

①歴史的な見方・考え方「推移」を軽視している。 

②モデル図で表現することに限界がある。 

①について。学習指導要領では、歴史的な見方・考え方について「社会的事象を、時期、

推移などに着目して捉え、類似や差異などを明確にし、事象同士を因果関係などで関連づ

けること」と定義している。特に、「推移」について「展開、変化、継続など諸事象の推移

に関わる視点」と整理している。今回の同心円モデルでは「推移」を軽視している。また、

生徒の中には、「推移」を表そうとして、推移前の国の位置をグレーで表し、推移後の国の

位置を黒色で表して、矢印で結んで表現しようとするものが見られた。そのような生徒は

生徒 A のモデル図 



「推移」を意識していることが見とれるが、学習活動として意図的に行うことができた訳

ではないので、課題としてあげる。 

②について。同心円モデルの中に、「国際関係」「推移」、その他の視点でまとめようとする

には、限界が生じてしまう。限界があることを認識した上で、多様な視点で歴史を捉える

ことができるように、今後工夫が必要になると考えている。 
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社会と繋がり明日を切り拓く資質能力の育成 

数学科 塩田和也 

 

 

今年度の研究テーマは「社会と繋がり明日を切り拓く資質能力の育成」である。これは日常生活

や社会の様々な事象を数理的に捉え，問題を解決する数学的活動を通して達成されると考える。数

学的活動とは，事象を数理的に捉え，数学の問題を見いだし，問題を自立的，協働的に解決する過

程を遂行することである。特に重視する部分は数学を通して社会と繋がろうとする意欲であり，社

会の身近な事象を数学化して主体的に問題解決を考えることが大切である。これは普段から生徒の

意欲や数学的活動の楽しさや数学のよさを実感することが大切である。「数学のよさ」を実感させる

ためにも，情意的な側面を重視し，数学的活動を通して工夫，発見，驚き，感動などを味わえるこ

とが大切であり，数学が生活他教科等の学習において生かさせることを通して実感される。教材は

様々ではあるが，教科書で扱われている題材を用いずとも達成することは出来る。大切なことは，

「身近に感じ興味関心がもてるか」「協働する場面が設定できるか」「数学的活動で解決することが

できるか」「様々な場面で活用することができるか」などの観点を持って設定することである。 

現代の社会生活においては，文字や記号を駆使した代数的な見方・考え方や，図形の性質を論理

的に考察する幾何的な見方・考え方，変数や対応を視点として関数的な見方・考え方，不確定なデ

ータを扱う統計的な見方・考え方及び確率的な見方・考え方などを自在に働かせれるようにするこ

とが大切である。これら「見方・考え方」を働かせた数学的活動を通して，生活や学習に果たす数

学の役割に気づき，数学を積極的に活用しようとする態度を養うことが数学科として求められてい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ．総論 



 

 

 

 

1．対 象 附属池田中学校 第 1 学年 B 組(36 名） 

 

2．単元設定の理由 

SNS 文化が進み，写真や動画を手軽にいつでも誰でも投稿・検索できるようになってきた。現在

は誰もがインターネットを使用し，お店を事前に検索したり，商品を購入したりと，インターネッ

ト中心の生活である。様々な企業や個人が多くの画像や動画を使って発信するなかで，人々を惹き

つける画像や動画は多くの人の目にとまり，大きな宣伝効果を生み出す。そこで，今回の授業では

多くの人が魅力を感じるような写真の構成を題材に授業を組み立てた。 

魅力とは人の心をひきつけ夢中にさせる力のことである。数の少ない希少なものという意味や，

正体不明な怪しいものの意味でもある。宝石のような希少なものに魅力を感じる人もいれば，感じ

ない人もいる。宇宙のようなまだ解明できていない部分があるものに魅力を感じる人もいれば，感

じない人もいる。どちらにせよ，魅力の規準は曖昧なものであり，一人ひとりが異なり，流動的な

もののように思える。つまり，魅力を感じるような写真というものは必ずしも絶対的なものはなく，

人それぞれであり，時代や文化で変化していくものであると考える。そのため，多くの人が魅力を

感じる写真は，その時代や文化，目的ごとになるべく多くの人々を対象に統計的に調査することで，

その時代に合った傾向を確認することができる。 

写真を撮影するとき，大抵の人は「自分が魅力と感じる写真」を撮影する。それは単なる記録で

あったり，写真を撮ることで心が満たされるような自己表現のひとつであるからだと考える。その

ため，撮影者は被写体の美しさや，被写体を見て感じたこと写真を通して伝えようとする。その写

真の構図を工夫することでより，撮影者の表現が明確になっていく。写真を見た人の反応という観

点で構図を考える場合は，写真が表現である以上周りの人の心理的な要素を無視することはできな

い。しかし同じ世界で生きてきたからこそ，ある程度の共通する魅力的な構図のパターンがいくつ

か存在し，大半の人が優れていると評価する写真は存在すると考える。そのパターンがいくつある

かはわからないが，被写体や目的に応じて様々である。そのため，本時では目的・被写体を絞りな

がら，数多くある構図の要素から限定して授業を行うことで，多くの生徒が協力して結論にたどり

着けるようにする。 

 

3.単元目標 

(1) データの分布と確率についての基礎的な概念や原理・法則などを理解するとともに，事象を

数理的に捉えたり，数学的に解釈したり，数学的に表現・処理したりする技能を身に付ける 

(2) データの分布に着目し，その傾向を読み取り批判的に考察して判断することができる 

(3) データの分布について，数学的活動の楽しさや数学のよさを実感して粘り強く考え，数学を

生活や学習に生かそうとする態度，問題解決の過程を振り返って評価・改善しようとする態
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度を身に付ける 

 

4.評価規準 

知識および技能 思考力判断力表現力等 主体的に学習に取り組む態度 

①ヒストグラムや相対度数などの

必要性と意味を理解している 

②コンピュータなどの情報手段を

用いるなどしてデータを表やグ

ラフに整理したり，データの範囲

や代表値，相対度数，累積度数，

累積相対度数などを求めたりす

ることができる 

 

①目的に応じてデータを収集して

分析し，そのデータの分布の傾向

を読み取り，批判的に考察し判断

することができる 

 

①ヒストグラムや相対度数などの

よさについて考えようとしてい

る 

②データの分布について学んだこ

とを生活や学習に生かそうとし

ている 

③ヒストグラムや相対度数などを

活用した問題解決の過程を振り

返って検討しようとしたり，多面

的に捉え考えようとしている 

 

5.単元計画 

時間 節/小節 配当 

時数 

学習活動 評価方法 

1 1 度数分布表 

 

2 ・データの範囲の意味，度数分布表の仕組みと用語の

意味を理解する 

・データを chromebook を使って度数分布表に整理す

る 

知① 

知② 

2 2 ヒストグラム 1 ・ヒストグラムのしくみ及び階級の幅を変えてヒスト

グラムを表すことの必要性と意味を理解し，

chromebook を使って作成する 

・ヒストグラムからデータの分布の傾向を読み取って

考察し判断する 

知① 

知② 

態① 

3  3 相対度数 1 ・相対度数の必要性と意味，度数分布多角形のしくみ

を理解するとともに，度数分布多角形をかいたり読

み取ったりする 

・総度数が異なる 2 つのデータを相対度数や度数分布

多角形を使って比較することを通じて，データの分

布の傾向を読み取って考察し判断する 

知① 

知② 

態① 

4 4 階級値を使った代

表値の求め方 

5 データの分布と代

1 ・度数分布表ヒストグラムから最頻値や平均値を求め

る必要性と意味，その方法を理解する 

・データの分布と代表値の関係性，代表値の特性を理

知② 



表値 解する 

5 6 累積度数と累積相

対度数 

1 ・累積度数と累積相対度数の必要性と意味を理解する 

・累積度数や累積相対度数を使ってデータの中の特定

の値の位置を考察したり，2 つのデータを比較した

りすることを通して，データの分布の傾向を読み取

って考察し判断する 

知② 

6 データを集めて活用

しよう 

3 ・身近な日常における疑問をアンケート形式で調査

し，集めたデータをパソコンで処理し，ヒストグラ

ムにまとめ，傾向を調査する 

思① 

態② 

  ③ 

7 データを集めて活用

しよう 

2 

本時 

・写真の構図に関するデータを回収し，パソコンで処

理し，ヒストグラムにまとめる 

・ヒストグラムから傾向を読み取り，魅力的な写真の

構図で切り取る 

思① 

態② 

態③ 

 

6．1 時（本時） 

（1）目標 

・ヒストグラムを作成する上で必要なデータを選択し，ヒストグラムを作成に必要なデータをまと

める 

 

（2）展開 

授業１ 

過程 学習活動および内容 指導上の留意点 評価 

導入 

１ 学校のなかで魅力ある

風景はどこがあるか 

 

 

準備している写真の場所 

・けやき坂 

・廊下 

・グランド 

・図書室の本 

・玄関正面 

・教室 

・ 

・ 

・ 

 



展開 

２ 場面設定を提示する 

３ ６枚の写真を提示しな

がら説明する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 流れを調査の流れを確

認する 

 

  上下の要素のみを扱う

ことを確認する 

 

 

 

５ ６枚の写真を魅力的な

写真になるように切り

取り，提出する 

 

 

 

 

 

６ 評価の説明を行う 

 

７ 写真のどの部分をもと

にデータをとるのかを

相談する 

 

①あなたは学校の HP に使用するための写

真を，大きな写真から切りとって作成す

る仕事を依頼されました 

②あなたは学校の先生です 

③写真を見るのは小学６年生や保護者，こ

の学校に通う生徒やその保護者達です 

④多くの人がその写真を見て，魅力的だ

な，学校に通いたいなと思わせなければ

なりません 

⑤現中学１年生がどのような切り取り方を

魅力的と感じているのかを調べ，実際に

切り取ってください 

 （４の調査の流れを確認の最中に提示す

る） 

・あなたはどのように進めていきますか 

 

・写真の構成には様々な要素（切り取る枠

の形，大きさ，上下，左右）が含まれる

ため，上下の要素のみに絞って進めてい

くことを全員で確認する 

・ロイロノートを使って生徒６枚の写真を

保存する 

・トリミング機能によって魅力的と思う場

所で切り取る 

・ロイロノートで６枚の写真を提出し，全

員がその写真を見れるようにする 

 

 

 

 

 

 

 

・直定規を使って画面越しに直接長さを測

る 

・chromebook のエクセルに入力させていく 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



８ 全員の結果をパソコン

でまとめる 

 

・入力したデータからヒストグラムを作成

する 

態② 

 

まとめ 

６ ワークシートに本時の

感想を書く 

  

    

準備物：写真 6 枚，chromebook36 台，iPad（個人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

7．2 時 

（1）目標 

・ヒストグラムから傾向を読み取り，活用することができる 

・調査方法，結論などを振り返り，改善点や次の調査に向けての課題を考察することができる 

 

（2）展開 

授業２ 

過程 学習活動および内容 指導上の留意点 評価 

導入 

１ 前回の流れの説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

場面設定を確認する 

①あなたは学校の HP に使用するための写

真を，大きな写真から切りとって作成す

る仕事を依頼されました 

②あなたは学校の先生です 

③写真を見るのは小学６年生や保護者，こ

の学校に通う生徒やその保護者達です 

④多くの人がその写真を見て，魅力的だ

な，学校に通いたいなと思わせなければ

なりません 

⑤現中学１年生がどのような切り取り方を

魅力的と感じているのかを調べ，実際に

切り取ってください 

 

・魅力的な上下の切り取り方について考え

ている場面 

 



展開 

２ 生徒のデータをヒスト

グラムにまとめる 

 

３ ヒストグラムから傾向

を読み取り，写真を切

り取る 

 

４ データと切り取った写

真を各班に発表する 

 

５ それぞれの切り取った

写真から傾向を読み取

る 

 

 

 

 

 

 

 

・chromebook のエクセルで作成 

 

 

なぜそのような傾向があるのかを考える 

 

 

・ヒストグラムを使って説明しながら切り

取った写真を見せる 

 

 

・奥行きのある写真（けやき坂，廊下）に

共通点，相違点はあるか 

 

・３か所に分かれる写真（正面玄関，教

室）に共通点，相違点はあるか 

・各班の結果からパターンを見つける 

 

 

 

思① 

 

まとめ 

６ 写真の構図についての

まとめを行う 

 

７ ワークシートに本時の

感想を書く 

 態③ 

    

準備物：写真 9 枚，chromebook36 台，iPad（個人） 

 

8. 成果と課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヒストグラムを使用

することを伝えてい

るのにも関わらず，

5mm 単位でのデータ

を収集しようとして

いるため，ヒストグ

ラムの性質や必要な

データを理解してい

ない可能性がある。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヒストグラムの改善

点に気付き，次に活

かそうとしている。 

学校ではなく，より

社会に近いテーマで

活用する意欲が感じ

られる。 

自分なりに写真のよ

り良い構図について

解明・理解しようと

している。 

新しい気付きや疑問

を持ち，2 周目に向け



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生徒のワークシートを確認すると，難しい課題の設定ではあったが，生徒たちは興味をもって取

り組めたことがわかる。小学校でヒストグラムが既習事項であり，ドットプロットから度数分布表

を作成したり行ってきている。それにも関わらず，データを回収する際，数値のちらばりに応じて

自分で階級の幅を設定したりという作業ではなく，自身の処理がしやすいように先に階級で分けて，

どの階級に当てはまるかというアンケートを行い，データを集めていく進め方を考える生徒が多か

った。そのヒストグラムの性質を理解できていない部分は他の授業でも確認できている。例えば，

自分の興味深い内容についてデータを収集し，ヒストグラムを作成させる授業を行ったが，その自

身で設定したテーマが「好きな色」であったり「入ってみたかった部活動」，「血液型」などの連続

的ではないデータを収集しようと考えていた。他にも「結婚したい年齢」のように 18 歳～40 歳以

数値の取り方を考えたり，班活

動での振り返りができている。 

人の感性について考察している。

新しい気付きから興味関心が高ま

っていることが確認できる 



内の整数値の結果しかでず、25 歳～35 歳までのデータが多くなるのが最初からわかるようなテー

マ設定，階級の幅を設定する必要性のないテーマ，今後役に立ちそうにもないようなテーマなど様々

であった。ヒストグラムの性質や，活用できる場面を理解させることが重要であると実感した。 

 

 

9．参考文献 

・中学校学習指導要領解説 数学編 文部科学省 (平成 29 年 7 月) 

・プロの撮り方 構図の法則 日経ナショナル ジオグラフィック社 リチャード・ガーベイ＝ウ

ィリアムズ著 



理科学習における自ら伸びる気づきを促す評価の在り方  

 

理科  中塚 麻衣子 

 

Ⅰ．総論 

 中学校理科において育成を目指す資質・能力として，学習指導要領では次の 3 つが示さ

れている。  

(1)自然の事物・現象についての理解を深め，科学的に探究するために必要な観察，実験な

どに関する基本的な技能を身につけるようにする。  

(2)観察，実験などを行い，科学的に探究する力を養う。  

(3)自然の事物・現象に進んで関わり，科学的に探究しようとする態度を養う。  

 

 これらの資質・能力を育成するべく，本校理科の学習では普段の授業から観察，実験等

を通して基本的な技能の習得及び概念や原理，法則の理解を図り，得られた知識・技能を

用いて，課題の解決のための検証方法の計画・実施・結果の整理・考察・振り返りまでの

学習過程を総括的に評価するパフォーマンス課題などを積極的に取り入れている。子ども

が自ら「主体的」に学ぼうとするには，子どもが学ぶ必然性を感じたり，「本当にそうだろ

うか？」「言われてみればなぜだろう？」と現段階の概念に揺さぶりをかけるような問い

（課題）の精選が必要となる。そして，理科の学習において課題の対象となるのは言うま

でもなく「自然の事物・現象」であり，観察，実験によって事象を分析して解釈すること

が可能なものである。学ぶ必然性のある問いに対し仮説を立て，見通しをもった観察，実

験の計画・実施により，得られた結果を整理・分析する探究の過程においては，基本的な

技能はもちろんのこと，得られた結果を適切に整理するための表やグラフの作成といった

表現力も欠かすことはできない。さらにこれまでの探求の過程を振り返り，個人内の思考

から他者や集団との「対話」の中で考えを広げ，深め，自分の考えを表出しながら考察・

結論を導き出すことで，思考力・判断力・表現力を高めていくことができる。このように

子どもが「主体的」に学び，「対話」を通して深く学ぶ中で身についた知識は，更なる高度

な「学ぶ必然性のある問い」へとつながっていくことが期待される。   

 

Ⅱ実践事例 

 

1．単元・題材  「身近な物理現象」～ビーカーの下のコインの謎～  

2．対 象 中学校 1 学年  

3．単元設定の理由 

本単元は中学校理科の「エネルギー」を柱とした内容の導入ともいえる内容である。こ

こで扱う現象は「光と音」「力の働き」といった，身近にあふれている物理現象であるが，

その性質や規則性を見いだす過程において，現象を抽象化・モデル化する必要性が出てく

る。小学校では「力の働き」は「物と重さ」「風とゴムの力の働き」「てこの規則性」と段

階的に学び，「てこの規則性」においては現象を数値化し規則性を見いだし表現する活動が

あるが，「光と音」は小学校 3 年生で具体的に確認できる性質の理解にとどまっている。そ



こから 4 年ほどのブランクを経て中学校で学ぶ「光と音」の学習は，光や音に関する具体

的な現象を，光の道すじや音の波形といった抽象化した表現を用いて結果を分析して解釈

する学習活動が主流となる。光源装置からの光をなぞったり，現象を直接抽象化するオシ

ロスコープの観察であれば容易に表現できるが，反射や屈折によってみられる「像」とな

れば，マニュアル化された作図はできるものの「このように光が進む（様に見える）から，

このように像が見える」と自分の考えを表出することが困難な子どもは少なくないように

感じられる。すなわち一見考えを「表現」しているかのように見うけられるが，充分な思

考と科学的根拠に基づく判断がなされていないまま，何となく「表現」したに過ぎない学

習活動と成り得る。  

こういった問題を解決すべく，本時では未知の光に関わる現象について予測し，実験に

よって実際の現象を確認し，既習の学習内容を振り返りつつ，個人的思考と集団的思考を

用いた考察によって結論付ける過程において，「光の道すじを描いて考える」必然性を実感

し，考えを深めることへつながる授業の在り方を提案する。  

具体的には「ビーカーの下に置いたコインを横から見たとき，水の有る無しでどう変わ

るか？」という問いに対して，予測したり，実際に見えなくなる現象について考える際に，

子どもたちが「上からのぞけば見える」「コインを水の中に入れれば横からでも見える」な

ど試行錯誤の中で気づきを積み重ねる過程で見られるであろう，主体的に学習に取り組む

態度を発揮できる場を設定する。そして，個々に積み重ねた気づきを対話的にやり取りす

る中で，「水があるから光の屈折が関係するのではないか？」「横から見えないということ

は，横に光が届いていないから，この面で全反射が起こっているのではないか？」と既習

の学習内容を振り返り，関連づけることができれば，「コインからの光が屈折するようすを

書いて考えよう」「どう光が当たれば全反射するか，書いて考えよう」という流れが生まれ

てくる。そして子どもたちが自ら「光の道すじを作図しながら考えを深める」姿から，科

学的に探究する力を適切に見取るためには，適切なルーブリックの提示が欠かせない。「何

ができればよい」のかを知ることは，「問題の解決にはこれが必要不可欠である」ことを知

ることでもある。自分たちの能力を数値化する評価内容を理解すれば，能力を高めること

につながるのだと子どもたちが肯定的にとらえ，主体的に考える姿勢を支援するツールと

しての評価活動を設定したい。   

 

4.単元目標及び評価規準   

(1)身近な物理現象を日常生活や社会と関連付けながら，光と音，力の働きを理解している

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こと。  

(2)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，実験などを行い，その

結果を分析して解釈し，光の反射や屈折，凸レンズの働き，音の性質，力の働きの規則性

や関係性を見いだして表現すること。また，探究の過程を振り返ること。  

(3)身近な物理現象に関する事物・現象に進んで関わり，科学的に探究しようとする態度を

養うこと。 

 

 

 



5.評価規準 

知識・技能  思考・判断・表現  主 体 的 に 学 習 に 取 り 組 む 態 度  

光と音に関する事物・現象を日常生活や社

会と関連付けながら，光の反射や屈折，凸

レンズの働き，音の性質についての基本的

な概念や原理・法則などを理解していると

ともに，科学的に探究するために必要な観

察，実験などに関する基本操作や記録など

の基本的な技能を身に付けている。  

光と音について，問題を見い

だし見通しをもって観察，実

験などを行い，光の反射や屈

折，凸レンズの働き，音の性

質の規則性や関係性を見いだ

して表現しているなど，科学

的に探究している。  

光と音に関する事物・

現象に進んで関わり，

見通しをもったり振り

返ったりするなど，科

学的に探究しようとし

ている。  

 

6.単元計画（全 20 時間） 

第１次 光による現象（8 時間）  

①  光の進み方   2 時間  

 ②  光が通り抜けるときのようす   3 時間（本時は 3 時間中の 3）  

 ③  レンズのはたらき 3 時間  

第２次  音による現象（5 時間）  

第３次  力による現象（7 時間）  

   

7．本時 

（1）目標 

・水を入れることによって 10 円玉の見え方がどう変わったのか，気づいたことを図や言

葉を用いて記録する。【知識・技能】  

・10 円玉からの光が全反射する理由について、入射角と屈折角の関係性を明らかにして説

明する。【思考・判断・表現】  

 

（2）展開 

過

程  
学習活動および内容  指導上の留意点  

評価  

導

入  

・これまでの学習の流れを振

り返る。  

・今日の課題を確認する。  

 

 

 

・結果を予想する。 

 

 

・予想を交流する。  

 

・結果を確認する。  

 

・光の反射と屈折、全反射につ

いて押さえる。  

 

 

 

 

・予想が当たればよいのでな

く、結果と違ってもなぜそう

思ったか考えることが大切で

あることを強調する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

ビーカーの下の 10 円玉をビーカーの横から見たとき、水があるときとない時

で見え方はどのように変わるだろうか？  



 ・テレビに OHC をつなぎ、観察

する視点を固定し、現象を確

認する。  

 

展

開  

・現象について調べるため、

必要な準備物を用意する  

・実験を行い，見られた現

象，気づいたことを図や言

葉を用いて表す。  

 

 

 

 

・結果やその他の気づきにつ

いて交流する。  

 

 

 

 

・ビーカーの壁面で全反射が

起こる理由について考え，

入射角と屈折角の関係にふ

れ，説明と図を完成させ

る。 

・水を入れた後のようすだけで

なく，水を入れる前のようす

を簡単な図でよいので事前に

記録するよう指導する。 

・横から見たときのようすを確

認すれば、「水面上から見る

とどうか」「10 円玉を水の中

に入れてみても同じか」も確

認するよう指示する。  

・側面から見ると 10 円玉は見

えないが、水を多く入れる

と、壁面に映る像が見られる

ことを確認する。  

 

 

・ビーカーのガラスと水は一体

として考え， 10 円玉からの

光は「空気➡水」へと入射し

ていることを伝える。  

・入射角と屈折角の大小関係を

図と言葉両方を用いて明確に

するように伝える。  

○知 C 水を入れるこ

とによって 10 円

玉の見え方がどう

変わったのか，気

づいたことを図や

言葉を用いて記録

する。 

 

 

 

 

 

 

 

○思 D10 円玉からの

光が全反射する理

由について、入射

角と屈折角の関係

性を明らかにして

説明する。  

まとめ 

・説明に必要な事項（評価の

観点）を満たしているか確

認しワークシートを提出す

る。 

  

    ※評価の観点の〇は学習指導要領に基づく評価・□は IB に基づく評価  

③準備物 

ワークシート  100mL ビーカー 200mL ビーカー  10 円玉 OHC 

 

8．成果と課題  

実践の問いの段階では，屈折や全反射について学習した後の授業であったためそれらに関

連付けた予想『大きく見える』『見える位置が上にずれる』『見えなくなる』はどのクラス

でもあがった。  

なぜ水を入れると 10 円玉が見えなくなるのか？  

なぜ，壁面で全反射が起こるのか、図と言葉を用いて説明しよう。  



 そして OHC で現象を確認した後に各自で見る方向や水

の量を変える活動では，どこかに（像が）見える場所はな

いかと下や横からからのぞき込んだり，水の量を極端に減

らしたり積極的に試行錯誤するようすも大いに見られた

ことから，子どもが疑問を持ち主体的に課題解決に取り組

ませる課題としては有効であったように思われる。また，

班によっては壁面に 10 円玉が映っていることに気づくと

ころもあり，見えなくなる現象と全反射が関連している

のではと見いだせる場面も見られた。そしてこの壁面に

見える 10 円玉の像の気づきの交流を足がかりに，光の

道筋を作図し説明する考察の活動へとつなげていった

が，やはり作図の段階で色々なつまずきが露呈した。角

度を図中に表す段階で光の角度の取り方をまちがえて

いるもの、「側面の入射角が大きくなるから全反射する」

といった、全反射の説明のみに言及し，なぜ側面の入射

角が大きくなるかの説明がなされてないなどそのつま

ずきの段階も多様であった。説明の段階でのつまずきは

予想できたが，光の作図の演習を終えての本実践におい

て「光の角度を取り間違える」つまずきが多少なりとも

見られたのは想定できていなかった。もちろんマニュア

ル化された作図も一つの要因としてあげられるが，そも

そも側面が曲面となっているビーカーの断面を長方形

として捉える段階で，思考が困難になったのではと考え

られる。よってビーカーのような形状でなく，直方体の

水槽であればどうであったか，検証する必要もあげられ

る。中学校 1 年生の段階であれば，複数の要素が関連する現象を同時に考える活動におい

てはその能力差が顕著に出がちである。可能な限り事前に「余計に考える」要素を取り除

いた上で課題を与え，本質部分を充分に考えられる設定が必要であると考える。  

 

９．参考文献  

・文部科学省『中学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説 理科編』学校図書   

平成 30 年 

・国立教育政策研究所教育課程センター『「指導と評価の一体化」のための学習評価に

関する参考資料【中学校 理科】』 

（https://www.nier.go.jp/kaihatsu/pdf/hyouka/r020326_mid_rika.pdf） 

令和 2 年 3 月 

 

壁面に映るコイン  

角度の取り

間違いの例  

全 反 射 の 説 明

で と ど ま っ て

いる例  

https://www.nier.go.jp/kaihatsu/pdf/hyouka/r020326_mid_rika.pdf


生活や社会の中の音や音楽，音楽文化と豊かに関わる資質・能力を育む音楽科の授業 

〜スポーツピクトグラムを表す音楽を創作表現しよう 音素材の特徴を捉えた旋律の創作表現〜 

 
音楽科 内兼久 秀美 

 

 
1．音楽科として育成すべき「社会とつながり明日を切り拓く資質・能力」について 

今年度より全面実施となった中学校学習指導要領（平成 29 年告示）には，急速に変化していく社

会で生きていく生徒たちにとって必要な力として，様々な変化に積極的に向き合い，他者と協働し

て課題を解決していくことや，様々な情報を見極め知識の概念的な理解を実現し情報を再構成する

などして新たな価値につなげていくこと，複雑な状況変化の中で目的を再構築することができるよ

うにすることが挙げられている。それに伴い，音楽科の改訂の基本的な考えとして，感性を働かせ，

他者と協働しながら，音楽表現を生み出したり音楽を聴いてそのよさや美しさなどを見いだしたり

することができるよう内容の改善を図ること，そして，音や音楽と自分との関わりを築いていける

よう，生活や社会の中の音や音楽の働き，音楽文化についての理解を深める学習の充実を図ること

が記されている。また，音楽科で育成を目指す資質・能力は「生活や社会の中の音や音楽，音楽文

化と豊かに関わる資質・能力」と規定されていることから，これを今年度の本校の研究テーマであ

る「社会と繋がり明日を切り開く資質能力」とし，生徒が音楽的な見方・考え方を働かせて学習活

動に取り組めるようにすることとした。 

また，本校は IB world school の認定校であることから，生徒が知識の概念的な理解を深められる

ような授業の研究を進めている。IB プログラムのねらいは，人類に共通する人間らしさと地球を共

に守る責任を認識した国際的な視野を持った人間を育てることにあるとされている。ここで述べた

国際的視野とは，世界に対しての開かれた態度と，人間が相互に関わり合っているという事実を認

識した考え方，在り方，そして行動によって特徴づけられる，多面的かつ複雑な概念である。文部

科学省は，生産年齢人口の減少，グローバル化の進展や絶え間ない技術革新等により，社会構造や

雇用環境は大きく，また急速に変化しており，予測が困難な時代に必要であるグローバル人材育成

の観点から IB の普及・拡大を推進している。 

IB の学習の特徴の一つとして，概念理解が挙げられる。IB では，知識を伝達し事実を機械的に暗記

するだけの教育ではなく、お互いに理解したことを伝え合い，協働して意味を構築する教育を重視

している。IB が示している概念とは，「大きな考え方」であり，普遍的な原則や考え方のことを指

している。概念は，生徒が個人的，地域的，そしてグローバルな重要性をもつ課題やアイデアを探

究するときの媒体となり，科目の本質を掘り下げるきっかけとなっている。芸術の学習で鍵となる

概念は美意識（Aesthetics），アイデンティティ（Identity），変化（Change），コミュニケーション

（Communication）とされているが，今回は「アイデンティティ」を軸におき，音楽の創作活動を通

して探究させることとした。アイデンティティという概念は，心理学において長年にわたり関心の

対象となっており，その研究方法や理論的観点にはさまざまなものがある。心理学の創始者の 1 人

であるウィリアム・ジェームズは，自己を理解しようとした最初の理論家と言われており，1890年

Ⅰ．総論 



に早くも自己を「心理学が扱う問題のなかで，とりわけ難問中の難問」であると述べている。その

後１世紀にわたり，自己及びアイデンティティの意味を説明し，解明しようとする努力が重ねられ

ており，最近では自己やアイデンティティの意味そのものに対する疑問も投げかけられている。IB

の Art guideには，「アイデンティティは、同じである状態または事実です。個人、集団、物事、時

代、場所、しるし、様式を定義する際立った特徴を指します。アイデンティティは観察できるもの

ですが、内外の影響により構築、主張、形成されることもあります。芸術において、しばしば人は

アイデンティティの概念を通じて自己分析や自己発見をしますが、アイデンティティがジャンル、

様式、傾向、特定の芸術家、場所を指すこともあります。」というように示されている。このことか

ら，人はたった一つの中核的なアイデンティティをもつのではなく，他者との相互作用のなかで作

り上げられるものであり，絶えず進化し変化し続け，常に新しいアイデンティティが創り出される

ものであると捉えることとした。音や音楽はコミュニケーション手段の一つであり，話し言葉と同

様に，新しいアイデンティティを創造したり既存のアイデンティティを変化させたりする媒体とな

り得る。従って，自らについて他者に語ることを通して，自己を絶え間なく構成あるいは再構成す

ることは，音や音楽においても起こり得ると考えられる。 

音楽と人との関わりについては心理学の様々な分野で研究がなされており，2002 年には音楽心理学

者であるレイモンド・マクドナルドにより「音楽アイデンティティ」という概念が提唱されている。

前述の通り，音や音楽はコミュニケーション手段の一つであり，言葉ではお互いに理解し合えない

場合でも，音楽を通して感情，意図，意味を共有することができる。近年の急速な科学技術の進歩

により，様々なスタイルやジャンルの音楽を手軽に利用できるようになったことで，人の音楽への

関わり方は多様化し，この１つの結果として，音楽は個人のアイデンティティを形成し表現する手

段として大きな役割を果たすこととなったと考えられる。このことから，マクドナルドは音，音楽

はすべての人々にとって大切な意味を持つだけでなく，個人のアイデンティティの発達と維持，危

機の克服において主要な役割を果たしていると考えこのような概念の提唱に至った。人は音楽経験

のレベルに関わらず，音楽に対して強い好き嫌いを持っていることが多く，音楽における個人の嗜

好のパターンは常に移り変わる気分や時間帯，場面，状況などによって変化するが，人のアイデン

ティティを構成する不可欠な要素である。おそらく音楽経験のレベルが高いほどアイデンティティ

の構成あるいは再構成に音楽が与える影響は大きいが，自分の生活や社会の中の音や音楽としての

視点で捉え，自己のアイデンティティについて音楽の面から探究させるようにしたい。 

 

 

 

1．対象及び指導内容について 

(1)対 象 附属池田中学校 第 3学年 D組(36 名) 

(2)指導内容について 

i指導事項: 

ア 創作表現に関わる知識や技能を得たり生かしたりしながら，創作表現を創意工夫すること 

イ(イ)音素材の特徴及び音の重なり方や反復，変化，対照などの構成上の特徴について，表したい 

Ⅱ．実践の概要 



イメージと関わらせて理解すること 

ウ 創意工夫を生かした表現で旋律や音楽をつくるために必要な，課題や条件に沿った音の選択 

や組合せなどの技能を身に付けること 

ii〔共通事項〕アに示された音楽を形づくっている要素から主に，音色および旋律を中心に扱う。 

 

2．単元設定の理由 

本単元は，今夏開催された東京オリンピックで用いられたスポーツピクトグラムを表す旋律を創

作し，音楽表現することで，生活や社会の中の音や音楽の働き，音楽文化についての理解を深める

学習である。この単元を設定するに至った理由は，主に次の 2点である。 

1点目は，生徒が音楽的な見方・考え方を働かせられる授業を構想するためである。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，生活や社会，伝統や文化などと関連づけること」である。ここ

で述べている「音楽に対する感性」とは，音や音楽のよさや美しさなどの質的な世界を価値あるも

のとして感じ取るときの心の働きを意味している。音楽科の学習は，生徒が音や音楽の存在に気付

き，それらを主体的に捉えることによって成立し，音楽を形づくっている要素の知覚・感受を支え

として自ら音や音楽を捉えていくときに，生徒の音楽に対する感性が働くとされている。この生徒

たちの持つ「音楽に対する感性」をいかに働かせられるかが授業者にとって課題の一つであると考

える。一昨年度末より続いている新型コロナウイルス感染症の拡大により，音楽科の授業は活動に

制限を設けざるを得ない状況の中，授業において生徒たちは音や音楽に対して聴き手の立場として

接する場面が多くなっているのが現状である。今回は，生徒たち自身が作曲者として創作活動をす

ること通して，主体的に音や音楽と関わり，音楽に対する感性をより豊かにし，音楽的な見方・考

え方を働かせられるような授業を目指したいと考えた。 

2点目は，創意工夫を生かした創作表現をすることで，音や音楽を媒体としたコミュニケーション

を，実感を伴って理解させるためである。音楽科における創作活動について，清水は「創造力を培

うためには，手垢のないところでの創造体験が必要である。それが教育ではないだろうか。人間が

つくり出した体系は 『幸福』を求めた因果の中で生じたことの反復によって生じた『もの』の集積

である。〈私たち〉は，その反復の中で現前する場や『もの』を日常として享受している。その中で，

教育は単に反復であってはならない。教育によってより善い未来を得るためには，創造する上での

視点を与える必要がある。過去の反復である製造ではなく，より善い未来に向けて，まだ無い〈何

か〉を創造するには，人為的な網目を掻き分けて主体に生じている純粋な〈何か〉に出会うための

創造力を培う学びが必要である。」と述べている。一昨年度は，サウンドスケープを聴き取り，様々

な音色を知覚・感受し，声を使ってその響きをまねた作品を創作する活動に取り組んだ。その際，

既存の音楽の体系の反復になることなく，創作し演奏表現することは一定達成することができたが，

サウンドスケープを聴き取る際に多くの視覚的な情報が影響していたことから，聴覚的に聴き取っ

た音色のみに焦点を当てて創作させることが十分でなく，音や音楽によってコミュニケーションが

できたという実感を持たせることに関してさらなる工夫を重ねる必要があると感じた。そのため，

今回は創作する際のモチーフとしてピクトグラムを用いることで視覚的な情報が必要以上に増えな



いようにし，それを音楽で創作表現させるようにしようと考えた。 

ピクトグラムで昨今話題になったのが今夏開催された東京オリンピック開会式におけるスポーツピ

クトグラムのパフォーマンスである。スポーツピクトグラムの役割の一つとして，言語や文化が違

う人々に対しても，どの競技を表しているかといった情報を伝えることが挙げられる。視覚的に何

を表しているのか分かる情報に加え，今回それをモチーフに音楽で創作表現することによって聴覚

的な情報も加わり，より多くの人々に伝えられるものとなる。また，社会の中の音や音楽の働きの

視点から学ぶことで，音楽文化と豊かに関わることにつながると考えられる。 

創作させる際には，スポーツを特徴づける音色やリズムを知覚し，その特質や雰囲気を感受させな

がら，異なる音高や音価などを連ねて旋律を創作したり，それらを重ねたりしながら創作表現させ

る。その際，音楽制作ソフトウェアである Garage Band を用いながら，音楽を形づくっている要素

の働かせ方を様々に試しながら音楽としてのまとまりについて工夫することを大切にするようにし

たい。また，創意工夫する過程を大切にし，生徒の思考の流れを把握しながらまとまりある創作表

現に対する思いや意図の質を高められるよう留意しながら，創作表現を創意工夫する楽しさや喜び

をいっそう実感できるようにし，社会の中の音や音楽の働きや音楽文化についての理解をより一層

深められるようにしたい。 

 

3.単元目標及び評価規準 

観点 単元の目標・評価規準 
「概ね満足できる」状況（B）と 

  判断するポイント 

観点１ 

知識・技能 

① スポーツピクトグラムを表す音楽を創作す

る過程において，音楽を形づくっている要素

及びそれらに関わる用語や記号について，音

色や旋律を中心に音楽における働きと関わ

らせて理解している。 

② 自分なりに音楽表現を創意工夫したり，思い

や意図を音楽で表現したりするための技能

を身につけている。 

① 音楽を形づくっている要素及びそれらに関

わる用語や記号について，音色や旋律を中

心にスポーツピクトグラムを表す音楽にお

ける働きと関わらせて理解しているか。            

       〈発表・ワークシート〉 

② スポーツピクトグラムを音楽で表すとき，

音色やリズムの特徴を捉えてそれを効果的

に用い，旋律としてまとまりある音楽を創

作できているか。    〈観察・発表〉 

観点２ 

思考力・判断

力・表現力 

知識を得たり活用したりして，音楽表現を創意工

夫し，どのように表すかについて思いや意図を生

み出している。 

スポーツピクトグラムを表すふさわしい音色の

特徴を生かし，音高やリズムを変化させるなど

して，まとまりある創作表現を創意工夫してい

るか。       〈観察・ワークシート〉 

観点３ 

主体的に学習に

取り組む態度 

音楽活動を楽しみながら，スポーツピクトグラム

を表す音楽を創作表現する活動に探究的に取り

組もうとしている。 

ワークシートへの書き込みが，学習内容を理解し

た内容であるとともに主体的に行われているか。    

〈観察・ワークシート〉 

 

 



4.単元計画 

第一次 学習の流れを理解し，スポーツピクトグラムを表す特徴的な音色やリズムを捉える。 1時間 

第二次 スポーツピクトグラムをモチーフにそれを音楽で表すとき，表したいイメージと関わらせて

理解し，音のつながり方を試しながら音楽を創作する。 

2時間 

第三次 前時で創作した作品の発表を行い，作品についてディスカッションをし，批評する。 1時間（本時） 

 

5．実践授業のまとめ 

（1）本時の目標 

・自分たちの作品の表現の意図や，演奏表現する際の工夫について，音楽を形づくっている要

素を用いて説明し，旋律としてまとまりある音楽を創作し，演奏表現することができる。 

                                   （観点１の②） 

・様々なスポーツピクトグラムを表す音楽に対して音楽的な感性を働かせながら，他者の作

品を批評している。                                                  （観点３） 

 

（2）展開 

学習過程 学習活動及び内容 指導上の留意点 評価の観点 

導入 

（前時の学習を振

り返り，発表に向け

て自分たちのグル

ープが創作した旋

律の表現の工夫に

ついて確認する） 

・前時の学習を振り返り，自分

たちが創作した旋律の表現の

意図や工夫を確認する。 

・作品の進度を確認させ,発表

が円滑に進むようにする。 

 

・世界中の人々が言語を問わず

誰もが理解できるように，どの

ように旋律の表現を工夫して

創作したかについて，音楽を形

づくっている要素を踏まえて

説明できるように助言してお

く。 

 

 

 

 

展開 

（確認した工夫を

基に発表を行い，イ

メージと作品の関

係についての知覚・

感受を通して他者

と共有する） 

・発表をすることで，互いに創

作した旋律に対する表現の意

図や工夫を共有する。 

 

 

・聴き手は相互評価シートに記

入することで，他の班の創作し

た旋律の表現や工夫を，発表や

・発表者の創作した旋律の表現

の意図や工夫を聴き手に伝え

ることができるよう配慮しな

がら進める。 

 

・発表者の創作した旋律の表現

の意図に基づく音楽を知覚・感

受させたことを相互評価シー

観点１の② 

（発表） 

 

 

 



演奏を通して知覚・感受する。 

 

・自分たちの作品に対して聴き

手が知覚・感受したことを知る

ことで，自分たちの創作した旋

律の表現の工夫について確認

する。 

トに細かく記入させるよう助

言する。 

まとめ 

（発表で共有した

ことをもとに，新た

な課題を設定する） 

・自分たちの作品に対する聴き

手の評価を踏まえた上で課題

を見つけ，ワークシートに記入

する。 

 

・本時の学習を振り返り，身に

ついたことを確認する。 

・本時の学習を振り返り，身に

ついたことを確認させる。 

観点３ 

（ワークシ

ート） 

 

 

6．成果と課題 

本単元において目標としていた，東京オリンピックで用いられたスポーツピクトグラムを表す旋

律を創作し，音楽表現することで，生活や社会の中の音や音楽の働き，音楽文化についての理解を

深めることは概ね達成できたと感じている。その理由として，次の 3 点が挙げられる。 

1点目は，モチーフをスポーツピクトグラムとしたことで，創作の課題として一定の枠組みを設け

ることができ，生徒自身も創作した作品が他者に伝わるものであったかどうかが実感しやすいもの

であったということである。スポーツピクトグラ

ムは，言語や文化が違う人々に対しても，どのス

ポーツを表しているかといった情報を伝えるこ

とが役割の一つであることから，音楽としても同

様，短いフレーズを聴くだけで，ある競技である

ことが誰しもに伝わるものである必要がある。そ

のために，生徒たちに，まず選んだスポーツピク

トグラムにおける特徴的な場面がどのような場

面であるかを，スポーツピクトグラムを参考に調

べさせ，限定させるようにした。右のワークシー

トを書いた生徒はバスケットボールを選んでお

り，ゲームが開始し，ドリブルをしながらゴール

へ向かい，シュートを入れるまでの場面を設定し

ている。その一連の流れを音楽で表すために音楽

を形づくる要素として 5つを挙げ，それらをどの

ように工夫しながら創作したかを書いている。場



面を限定することで，特定の動きから生み出される音を素材としてつなげたり重ねたりすることで，

スポーツの特徴を捉えた短いフレーズの旋律を創作させることができた。 

2点目は，生徒自身に改めて自分の持つアイデンティティについて気づかせるきっかけとなる場面

を生み出せたことである。顕著に現れたのは第三次に行った創作の発表における質疑応答の時であ

り，発表者があるスポーツの特徴的な場面として選んだものが，聴き手にとっては疑問に感じたと

いう感想が見受けられた場面である。あるスポーツの特徴を生み出すのはこの場面だという捉え方

も，一つのアイデンティティである。これを受けて発表者は，当初「このスポーツはこの場面こそ

特徴を生み出しているのだ」と考えていたが，「このスポーツならば，あの場面の方が特徴的な場面

なのではないか」という他者の考えを踏まえると，自分の持つアイデンティティがこのようなもの

だったのだと改めて気づく姿が見受けられた。第二次の創作の段階における班活動においても，班

員同士の会話の中で同様の場面が度々見受けられた。このことから，他者のアイデンティティを知

ることで，自分のアイデンティティに改めて気づくきっかけとなったと言える。 

3 点目は，社会の中の音や音楽の働きや音楽文化についての理解をより一層深める様子が見受けら

れたことである。今回スポーツピクトグラムをテーマに旋律を創作する取り組みを経て，音楽のよ

さについて改めて問うことで，身の回りの生活の中で音や音楽などの聴覚的情報が自分達の生活に

いかに効果的に働いているかということを，実感を伴って理解している生徒が多く見受けられた。

「今回の創作活動を通して感じる音楽の良さはどのようなところだろう。社会の中の音や音楽の働

きを踏まえて考えをまとめよう。」という問いに対する生徒の回答の抜粋は以下の通りである。 



 

今回は生徒自身が創作し他者に伝える立場となった経験し，自分の思いや意図が音や音楽となって

他者に伝わるのだということを実感したという生徒が多数であった。そのことから，身の回りの生

活の中で聞こえてくる音や音楽は一つのコミュニケーションの手段であることの理解が深まったと

言える。 

課題として挙げられることは，楽器による音色の選び方の指導である。今回，生徒たちはスポーツ

の一場面を音楽で表現しようとする際に，実際の音色と同様の音色を GarageBand で探すことに時

間をかけている生徒が多々見受けられた。音楽で表現するとき，モチーフとなる音色が楽器の音色

と等しいものである必要はなく，実際の音色がイメージできるような楽器の音色を見つけ，奏法を

工夫するなどして表現することが大切であることをもっと早い段階で指導できていれば，音のつな

がり方や重ね方などを工夫する時間が生み出せたのではと感じた。 

以上のことから，この単元は音楽科で育成を目指す資質・能力である，生活や社会の中の音や音楽，

音楽文化と豊かに関わる資質・能力の育成に有効であると考えられる。今後，さらに生徒の音楽科

で育成を目指す資質・能力を高められるよう改善を重ねていきたい。 

７．参考文献 

（１）中学校学習指導要領 （平成 29 年告示）解説 音楽編 文部科学省（平成 30年 3月 30日） 

（２）「指導と評価の一体化」のための学習評価に関する参考資料 中学校 音楽 

文部科学省 国立教育政策研究所 教育課程研究センター（令和 2 年 3月） 

（３）Middle Years Programme Art Guide For use from September 2014/January 2015  

      International Baccalaureate 

（４）東京 2020オリンピックスポーツピクトグラムの発表について 最終閲覧日 2021 年 9月 5日 

   https://olympics.com/tokyo-2020/ja/news/news-20190312-01-ja   

（５）音楽アイデンティティ −音楽心理学の新しいアプローチ–レイモンド・マクドナルド  

デイヴィッド・ハーグリーヴス ドロシー・ミエル 編著（2011 年 9月 20日） 

（６）音楽の創造行為における試行錯誤の理論家の試み（２）—現象学視点による創造行為の外的な  

    契機と内的な景気の定義—清水稔（2019 年 3月） 



 

社会とつながり明日を切り拓く資質・能力を育む美術科授業 

 

美術科 前田 歩 

 

 

 

美術において ,「制作物」と「色彩」は切っても切り離せない関係にある。有彩色・無彩色

に関わらず ,目には見えない内的なものも ,色彩という形で表現することができる。そのた

め,作品を構成する色彩は ,自分の思いや考えを表現するための重要な要素になりうると言

える。 

加えて色彩は ,鑑賞者へ様々なメッセージを与え ,心を動かすこともできる。よって ,作品

を発表することを前提として作品政策を行うときは ,「自分が作りたいものを作る」という

だけでは終わらせず,制作する作品が鑑賞者に与える影響も同時に考える必要がある。よっ

て ,効果的な色彩表現の方法を学ぶことは ,自己表現の方法を深めるだけでなく ,説得力の

ある作品制作や,他者理解へとつなげることも期待できる。 

 

美術においては ,制作の中で自分の思いや考え ,心情などの非言語的なものを作品で表現

し，他の人にわかってもらうことが「つなぐ力」として身につくことになる。友達の制作場

面を見ることや,班での話し合いなどの社会的な体験ももちろん「つなぐ力」だが,制作過程

において自分で考えて決定したり,様々な技法・素材に触れたりと ,様々な表現の方法を学

んでいくことで ,自分の気持ちや考えを作品制作という形でつなぐことができるようにな

る。 

 

今回の単元では ,身の回りの素材を切って張り合わせることで ,ある程度自分の意思では

コントロールできない部分が出てくる。そういった側面も美術と関わる上で楽しい要素の

一つであることを発見し ,今後の作品制作において,新しい視点や表現方法を培う糧にして

ほしい。このような経験はまた ,効果的な配色や材料の扱い方の獲得にも繋がっていくが ,

それらの能力の獲得には ,知識だけでは難しく ,実際に描くことや物を制作するなかで失敗

を経験することにより，身に付けていく力と考える。「ただ知っている」だけではなく ,試行

錯誤を繰り返して「制作し,身につける経験」が美術において大事なことの１つであると考

えている。 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ．総論  



 

 

1. 日時 2021 年 10 月 5 日（火）13:15〜14:05 

2. 場所 大阪教育大学附属池田中学校  2 階 美術室 

3. 対象 大阪教育大学附属池田中学校  第 3 学年 B 組（男子 18 名 女子 18 名 計 36 名） 

4. 単元名 色彩と心情の繋がり 〜パピエ・コレで表現しよう〜  

5. 使用図書  （教科書）光村図書  美術 2・3 ,（資料集）浜島書店 感じる・表す  美術 

6. 準備物  

〈生 徒〉感じる 表す 美術,美術 2・3,紙や写真などの素材,筆記用具,はさみ,のり,iPad 

〈教 師〉参考作品,ワークシート（ロイロノート）,紙や写真などの素材,はさみ,のり, 

iPad,作品の台紙,カッターナイフ,色鉛筆やペンなどの描画用具  

 

(1)単元設定の理由 

今回の単元は鑑賞と制作の二段階で構成した。 

第一段階の鑑賞分野では ,ピカソの作品鑑賞を通して心情と色彩の関連性について学んだ

のち,学習のまとめとして自分の心情を言語化する活動をした。詳細に説明すれば ,ピカソ

が貧しさや悲しみにくれていた時代は ,人間のマイナスな感情を象徴する「青色」を基調と

した作品が多く「青の時代」と呼ばれていることや ,恋愛や制作活動が順調で,活気溢れる時

間を過ごしていた時代は ,あたたかさや華やかな印象のある「ばら色（赤色）」が用いられる

ように変化し「ばら色の時代」と呼ばれるようになったことなど ,ピカソの一生の出来事と,

作品に用いられる色彩を対応させながら学習した。  

「悲しみ」や「幸福」などの身近なものに焦点を当てて鑑賞活動をすることで ,自分の心情

を作品として表現する方法や ,自分を見つめる方法などを感覚的に理解しやすくできるの

ではないかと考えた。  

第二段階の制作分野では,ピカソやジョルジュ・ブラックなども用いた「パピエ・コレ」の

技法を用いて作品を制作することにした。作品制作の方法として,あまり馴染みのないパピ

エ・コレを選択した理由は ,絵を描くことよりも不自由な技法をあえて用いることで ,細か

な部分を表現しづらくなるため ,細部にこだわるより「全体的な色のバランス」や「色が与

える印象」など,色彩の表現に重点をおいて制作することにふさわしい題材であると考えた

からである。制作の手順としては,あくまでも「自分の心情を色彩で表現する」ということ

を念頭に置いているため ,自分の心情や状況をワークシートに書き出し ,それに沿う色を自

分で分析し,ベースとなる色を 1 色設定したのち,制作へと取り掛かることとした。 

 

それらの観点から ,この課題は自分の思いや考えを色彩で表現する方法を考え ,表現の意

図を自分自身で決めて，自ら主題を生み出し工夫する余地があり ,豊かな発想で制作を行う

ことができる課題と考える。 

 

 

Ⅱ．実践の概要  



〈生徒観〉 

本校 3 年 B 組の生徒は何ごとにも積極的で , 取り組みの姿勢も非常に良く ,最後まで粘り

強く完成させる力を持っている。しかし,本格的に進路のことを考えだす時期に差し掛かっ

た今,自分の思いや考えをうまく処理できずにストレスが溜まり ,モヤモヤした気持ちを抱

えた生徒が増えてきている。 

また,美術の作品制作に苦手意識を持つ生徒は多い。なかでも,絵の具での表現に苦戦して

いる生徒が多いようである。想像した物を表現することはこれまでの学習で少しずつ慣れ

てきてはいるが ,表現したいことを形にするための技術面においてはまだまだ十分でなく

「思ったように表現できない」という悩みを抱える生徒も多くいるようである。  

 

〈教材観〉 

第 1 に,ピカソの作品鑑賞から学習を始めるため,心情と色彩の関連を学習し,自分の思い

や考えを表現する方法をしっかりと考えることができる。  

 

第 2 に,制作の技法としてパピエ・コレを用いることで ,今まで自分の手だけで完成までこ

ぎつけていたものとは違う表現方法の発見や新たな気づきを得ることができる。また ,素材

の扱いを試行錯誤するうちに発想力を付けることにも繋がり ,面白い表現と偶然出会うこ

ともできるため ,新しい表現方法を習得することへの恐怖心を打ち壊せるのではないかと

考える。それにより「絵を描くこと」や「美術って難しい」という苦手意識から離れる事が

でき,美術への苦手意識がある生徒でも取り組む意欲を維持できる教材である。  

 

第 3 に,描いて細部を表現することができないため，どこにこだわってどこを省略するか

を考え「色彩表現」や「画面作り」といった点へ意識を集中させることができる。あえて不

自由な技法を用いることで,意識的に表現の取捨選択をすることができる。  

 

〈指導観〉 

・ 自分の気持ちや状況を見つめ ,それを表現するために最適な色（ベースカラー）は何色か

を考えながら制作するよう促す。 

・ ベースカラーの設定に加え ,メインカラーやアクセントカラーなどの色の組み合わせは,

作品を客観的に見ながらバランスを調整するように促す。  

・ ある程度時間をかけて制作を進めるので，思い通りにならなくて予定のものから変わっ

ていっても構わないことを伝え，制作しながら工夫するよう促す。 

・ 著名なコラージュ（パピエ・コレ）の作品を鑑賞したり,友達の作品を鑑賞したりして,

新しい表現方法 ,面白い画面づくりの模索を常にし続け ,恐れずに新しい表現へと挑戦

していくよう促す。 

 

 

 



(2)単元の目標 

・ 自分の思いや考えを作品・言葉の両方で表現できる。  

・ 色彩のバランスや,画面のテクスチャなど,作品の見せ方や表現方法を工夫したり，総合

的に考えたりするなどし,創意工夫して創造的に表す。  

・ 友達の作品を鑑賞して良さを見つけたり ,自分を見つめたりして制作を振り返る。  

 

(3)評価規準 

 

(4)学習計画（全 9 時間） 

    第 1 次： ピカソの一生と作品を関連づけて鑑賞（ 1 時間） 

   第 2 次：制作の説明, 自分のアイデアを考える, 作品制作①（1 時間） 

    第 3 次：作品制作②（6 時間） 【本時】 

      第 4 次：作品制作③,制作の振り返り,コンセプト記入（1 時間）  

※ 相互作品鑑賞として文化祭での作品展示を実施する。  

 

 

 

(5）本時の目標 

・ 自分の心情を色で表現することに関心をもって,主体的に取り組む。  

・ 作品の美しさや ,見え方などのバランス ,素材の合わせ方や貼り方など ,表現方法を工夫

したり総合的に考えながら ,創意工夫して創造的に表す。 

・ 友達のアイデアを見たり聞いたりして ,自分の制作を振り返る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

知識および技能  思考力・判断力・表現力等  主体的に学習に取り組む態度  

・パピエ・コレのよさや素

材の扱い方などを既存の

作品から学び ,制作で用い

ることができている。  

・ 魅 力 的 な 画 面 作 り を 心 が

け ,作品の見せ方を意識で

きている。  

・作品の美しさやバランス，

見 せ た い と こ ろ を 絞 る な

ど，表現方法を工夫したり，

総合的に考えたりするなど

し，創意工夫して創造的に

表している。  

・使用する素材の特性や ,素材の扱いを

工夫することに関心をもって主体的

に取り組もうとしている。  

・友達の作品を鑑賞して良さを見つけよ

うとしたり，自分を見つめて制作を振

り返ろうとしている。  



（6）展開 

学習過

程  
学習活動および内容  指導内容  

○評価の観点  

◆指導上の留意点  

導  入  

 

5 分  

 

 

・  前回の振り返りを参考にし ,

本時の制作の見通しを立て

る。  

 

 

本時の予定  

・  画用紙に素材を貼り進め

る。  

・  作品の写真を撮り ,ワークシ

ートを記入する。  

 

 

・  今までの制作を振り返

って，今日の流れを伝え

る。  

（制作→片付け・振り返

り）  

 

 

 

・画面の変化を出すために

工夫できること（色のち

がいだけでなく ,素材の

質感のちがいや貼り合わ

せ方の工夫など）を伝え

る。  

 

・  前回のワークシートな

どをもとに全体のバラン

スを見ながら制作を進め

るように促す。  

 

 

◆ベースカラーが 70%以

上  ,アクセントカラー

は 5%〜 10%を目安に制

作する。  

 

 

 

 

◆  一部を仕上げること

にこだわりすぎず ,い

ろんな画材を使いな

がら効率よく進める

よう伝える。  

 

 

 

 

 

作品の  

制作  

 

35 分  

 

 

・友達の作品やワークシートな

どで前回のメモを参考にしな

がら制作をすすめる。  

 

・バランスの良い配色はどんな

ものかを考えて制作する。  

 

 

・  配色や素材の組み合わ

せ方なども工夫して制

作するよう促す。  

 

 

 

○色や素材のちがい ,貼り

合わせ方などに関心を

もって，主体的に学習

に取り組もうとしてい

る。  

 

◆自分の作品を客観的に

見るよう促し ,適宜配色

や貼り合わせのアドバ

イスをおこなう。  

 

※自分の作品や制作を振り返って ,今日の制作を行う  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

片付け

と  

まとめ  

 

10 分  

 

 

・自分が使った道具・机 ,出し

たごみなどは責任をもって片

づける。  

 

 

・自分の作品を写真に撮り ,ワ

ークシートを記入する。  

 

 

・作品を回収する。  

・ワークシートを提出する。  

 

 

・自分が使った道具・机 ,

出したごみなどは責任を

もって片づけるよう指示

する。  

 

・作品の写真を撮り ,ワー

クシートを記入するよう

指示する。  

 

・作品を提出するように指

示する。  

 

・おいておく素材は自分の

ファイルや袋の中へしま

い ,使えない素材はゴミ

箱に捨てるように指示す

る。  

 

 

★  ワークシートの提出を

指示し ,次回の連絡をす

る。  

 

 

 

◆美術室の備品がすべて

返却されているか確認

する。  

※本時の活動まとめ，片付けの手順を説明，次回の連絡  



(7)成果と課題 

 

1.成果 

・ 授業に取り組む生徒の姿から ,コラージュという技法は, 美術の得意不得意を問わず ,取       

り組みやすい題材であると感じた。美術（主として描写面）に苦手意識がある生徒にと

っては,貼る楽しさや ,ちぐはぐの面白さ ,比較的苦手意識を与えずに制作を進めること

ができた。また,美術が好きな生徒も,コラージュ特有の自分の手では完全にコントロー

ルしきれない点にも面白さを見出したり ,新たな技法を意欲的に模索したりと ,非常に

楽しんで取り組むことができていた。  

 

・ICT 機器の活用として良い方法が 2 点あった。  

1 点目は,毎時間作品の写真を撮影し ,ロイロノート上でのワークシートに記録し続けた

ことである。今後どういった工夫をすれば魅力的なものになるか ,制作途中の作品はどの

ように見えているのか  など ,写真で見ることによってより俯瞰的な目線で自分の作品の

分析ができた。また,文章だけで制作の振り返りをまとめるより,作品 (の写真)に次回へ

の課題や改善点などを直接書き込んで残しておける点が実用的であると感じた。教師側

も直接写真にアドバイスを書き込むことができるため ,生徒はいつでも教師のアドバイ

スを見返すことができる状態であった。  

 

「前回のワークシート見て ,本時の課題や改善すべき点の見通しを立てる。→制作→ワー

クシート記入」というルーティーンができたことは「振り返りを書きっぱなしで終わらず

次に活かしていく」という点で非常に意義のあるものであった。  

 

2 点目は写真加工が自分の作品の分析に有効的であったことである。 

自分の作品の写真をモノクロに加工してみるよう生徒に促すと ,「明度が高いもの /低い

ものの偏っている部分がわかりやすくなった。」という声があった。画面全体のバランス

をとる感覚を掴むためにも ,加工した作品を見て整える作業を繰り返すことは非常に有

効であると感じた。  

 

・ 細かいところにこだわるよりも ,全体のバランスを見て制作を進めるように指導を繰り

返した甲斐あって,素材の表情を引き出す…「絵づくり」や ,主題に設定した色のアクセ

ントとなる色を配置や量（バランス）…「配色」に重点を置くことができた。  

細かいところにこだわってしまい ,なかなか進まなかった生徒も「全体を見て整えなが

ら完成へと近づけていく」というプロセスを体感することができていた。  

 

 

 

 



 

2.課題 

・ 作品制作の時間が不足していた点。「成果」の部分でも述べたが ,全体を見ながら制作を

進める力はついた。しかしそれは制作の終盤あたりになって身についた能力であったた

め,制作のはじめの段階で細かいところを丁寧に部分的に仕上げていく傾向が見られた

生徒には特に時間設定が厳しかったように思う。また,作品のサイズが 8 つ切りと少し

大きかったため,もう１回り小さいサイズの台紙にすることが必要だと感じた。また ,授

業中に振り返りの時間を確保すると,実際に制作できる時間がかなり短くなってしまう

ことも課題であると感じたが,ここを減らすことはできないと考える。（50 分授業のうち,

必然的に 5-10 分は片付け・振り返りに時間が必要） 

 

・ 今回使用する素材は美術室でも用意していた（色画用紙やチラシ ,フライヤーなど）が,

ある程度の準備は生徒に委ねる形をとった。その結果 ,柄付きの色紙などを用意した生

徒と ,美術室にあった無地の画用紙だけで制作した生徒とでは画面の密度に差が生まれ

てしまった。  

 

・ 感情と色彩のつながりといったものをテーマに制作を進めることを目標としていたが ,

作品としての手数が多く ,完成まで多くの時間を要したため ,個人でたてたテーマに迫

ることが少し難しいように感じた。→感情ベースでの制作を進めるためにはもう少し短

時間で制作が完了するような題材設定が望ましい。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(8)生徒作品 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↓拡大画像  

柄付きの折り紙を貼り合わせている。  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↓紙を貼り合わせた上からシャ

ープペンシル等で細かい筆跡を

つけ ,その上から色鉛筆で色を塗

り重ねている。  

 

 

→修正テープを貼ったり ,揉み紙

に消しゴムをかけてテクスチャ

の工夫をしたりと ,今まで「画材」

とは捉えていなかったものでの

描画・表現に挑戦している。  

 

 

 

→修正液で色ぬりや線描をし ,下

の色が透けるような表現をして

いる。筆跡が残るような描写をす

ることで ,画面が荒れたような表

現ができている。  



(9)ワークシート例 

ロイロノートを用いてワークシートを毎授業の終了時に記入した。  

毎時間作品を撮影し,振り返りや次回への注意点を記入した。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考文献 

・中学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説 美術編 文部科学省 平成 29 年 7 月 

・もっと知りたいピカソ  改訂版 松田 健児,大髙 保二郎  東京美術 2020 年 7 月 



社会とつながり明日を切り拓く資質・能力を育む体育科授業 

 

保健体育科 三好 達也・森田 直樹 

 

 

 

1．保健体育科として育成すべき「社会とつながり明日を切り拓く資質・能力」について学習指導要

領の改訂に伴い,これからの時代に求められる資質・能力が３つの柱で整理され,明確化された。こ

れを受けて保健体育科の目標が次のように示された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらの資質・能力を育成するためには,体育や保健の見方・考え方を働かせる必要がある。保健体

育科の見方・考え方は新学習指導要領において,以下のように整理されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本校保健体育科における「社会とつながり明日を切り拓く資質・能力」とは,物事を多面的・多角的

に考え,概念理解等,教科横断的な汎用性のある保健体育科の資質・能力だと捉えた。このような資

質能力を育成するために,IB 教育を取り入れ,教科横断的な視点で捉えたカリキュラム・マネジメン

トを行うことで,保健体育科の資質・能力がより洗練され汎用性が高まるように単元を工夫し,実戦

に取り組んでいる。 

 

Ⅰ．総論 

体育や保健の見方・考え方を働かせ，課題を発見し，合理的な解決に向けた学習過程を通して，心と

体を一体として捉え，生涯にわたって心身の健康を保持増進し豊かなスポーツライフを実現するための

資質・能力を次のとおり育成することを目指す 

(1)各種の運動の特性に応じた技能等及び個人生活における健康・安全に ついて理解するとともに，

基本的な技能を身に付けるようにする。  

(2)運動や健康についての自他の課題を発見し，合理的な解決に向けて思考し判断するとともに，他者

に伝える力を養う。  

(3)生涯にわたって運動に親しむとともに健康の保持増進と体力の向上を 目指し，明るく豊かな生活を

営む態度を養う。  

「体育の見方・考え方」 

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」 

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 



 

2. 保健体育科における「主体的・対話的で深い学び」を実現する「探究のプロセスの構築」 

生徒主体の学習展開を行うために,IB の手法を用いた学習展開を行う。最初に探究テーマを設定し

た後、各個人やチームごとに探究テーマに近く練習計画や内容を考えて学習を進めるといった方法

である。一見,放任しているように感じる部分もあるが,疑問や,困り事を出させる時間を取ったり

適宜指導にはあたることで、自らの計画や取り組みに対するリフレクションを行うことができる。

子どもたちの疑問と単元の狙い（運動特性に触れる）をうまくつないだ探究テーマの設定をするこ

とで主体的に学習を進めることにつなげ，そこから運動特性を考えさせたり,触れさせたりするこ

とでより深い学びにつながると考える。 

 

 

 

1．対 象 中学校 第 1 学年 

2．単元名（題材名） 

テニピン状況判断能力の育成 

3. 単元設定の理由 

「スポーツに親しむ力を養うことで健康寿命の延伸を図る」 

保健体育科の目標が次のように学習指導要領に示されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらの資質・能力の中でも特に生涯にわたってスポーツに親しむ力は少子高齢化が深刻化してい

る我が国では必須の力である。生涯にわたってスポーツに親しむためには該当スポーツの特性を味

わい魅力を感じることが必要である。特にテニスは二人から試合をすることができ，手軽に行うこ

とができることから老若男女問わず競技人口が多い。競技そのものとして生涯にわたって親しむに

は適しているスポーツだと考えられる。 

テニスの特性は「状況判断を要すること」である。状況判断 decision making は 「状況を把握す

ることまたそれに基づいてどう対処したらよいか判断すること 大 泉,1995  」と明されている。ボ

ールゲームにおける状況判断は 「外的ゲーム状況を選択的に注意してしてからゲーム状況を認知

予測し遂行するプレーにして決定すること 中川,1985 」と定義された。その特性を味合わせるため

には，ラケットとボールの距離感を図る「空間認知能力」が特に必要となる。本校の生徒はアンケ

 Ⅱ．実践の概要  

体育や保健の見方・考え方を働かせ，課題を発見し，合理的な解決に向けた学習過程を通して，心と

体を一体として捉え，生涯にわたって心身の健康を保持増進し豊かなスポーツライフを実現するための

資質・能力を次のとおり育成することを目指す 

(1)各種の運動の特性に応じた技能等及び個人生活における健康・安全について理解するとともに，基

本的な技能を身に付けるようにする。  

(2)運動や健康についての自他の課題を発見し，合理的な解決に向けて思考し判断するとともに，他者

に伝える力を養う。  

(3)生涯にわたって運動に親しむとともに健康の保持増進と体力の向上を目指し，明るく豊かな生活を

営む態度を養う。  



ートの結果からも球技苦手とする生徒が多く，ラリーが続かないという思いからネット型の種目を

遠ざけている傾向にあった。テニスを始めるにあたりテニピンから始めた場合と，ラケットを使用

するところから始めた場合を比較するとテニピンから始めた方がラリーの成功率が高いという実証

結果もある。そのことから今井茂樹准教授が考案したテニピンを取り入れることで，空間認知能力

というハードルを下げ，技能が未熟な場合でも様々な戦術や作戦を立てさせることでテニスの特性

を味合わわせることに焦点を置いた授業計画を行った。 

 

4.単元目標及び評価規準 

・ 刻々と変わる状況の中で適切な状況判断能力ができ，幅広い戦術や作戦を理解させる。（知識・

技能） 

・ 自己やチームの課題に沿った計画を立てることができる課題解決能力を育成する。（思考・判断・

表現力） 

・ フェアなジャッジができ，作戦などの話し合いに積極的に参加することができる。（主体的に学

習に取り組む姿勢） 

 

知識及び技能 思考力・判断力・表現力 主体的に学習に取り組む態度 

・ 安定したラケット操作で，狙っ

た場所にボールを打つことがで

きる。 

・ 空いている場所を狙う，カバー

するなどの攻防が出来る。 

・ 自己やチームの課題

に沿った計画を立て

ることができる。 

 

・ フェアなセルフジャッ

ジをしようとする。 

・ 作戦などの話し合いに

積極的に参加しようと

する。 

 

 

 

 

 

 

5.単元計画 

時 内容 

１ テニピンを知ろう 

２ ラリーを続けよう 

３ 狙っている場所にボールを打とう 

４ 強いボールを打つためにはどうすればいいのだろう 

５ 攻める・守るの違いはなんだろう ★本時 

６ 相手が嫌な空間にボールを打とう 

７ 課題別練習・ゲーム 



８ 課題別練習・ゲーム 

９ 課題別練習・ゲーム 

 

6.実践授業のまとめ 

 (1)本時の目標 

・「攻める」と「守る」の違いを理解できる。 

 

(2)本時の展開 

 

過程 学習活動および内容 指導上の留意点 評価 

導入 

１ チームごとに学習

の準備をする。終

わったチームから

ウォーミングアッ

プ 

・コロコロラリー 

・キャッチ＆スロー 

・ミニつづけてみそ 

 

２ 本時の学習の流れ

を確認する。 

 

 

 

  

展開 

３ 課題別練習を行

う。 

・ 続けてみそ 

・ キャッチ＆ショット 

・ ねらってみそ 

 

 

４ YesNo ラリー 

 

 

 

 

・各練習のめあてを理解して

いるか教師が確認し，助言

する。 

 

 

 

 

・攻めると守るの正しい判断

が出来ていない生徒には助

言をする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 攻めると守る

の違いを理解で

きているか。 

攻める・守るの違いを理解できる。 



 

５ ゲーム 

 

 

・上記の練習を生かしたゲー

ムができるよう支援する。 

 

まとめ 

６ チームで振り返る 

・ チームのよかった動

きや考えた作戦につ

いて振り返る 

 

７ クラス全体で振り

返る 

・攻める・守るの違いを理解

できているか確認する。 

 

    ※評価の観点の〇は学習指導要領に基づく評価・□は IB に基づく評価 

 

(3)準備物 

・iPad 

・ホワイトボード 

・テニピンラケット 

・スポンジボール 

・ゼッケン 

 

7.成果と課題 

課題設定について本時の授業では，攻める・守るをどう判断するのかを考える手立てとして yes・

no ラリーを行った。Yes は攻めると判断したボールである。YES と判断する要因になったことは，

「山なりである」「ボールのスピードが遅い」など具体的な攻める場面を考えることが出来ていた。

No は守ると判断したボールである。NO と判断する要因になったことは，「速いボールがきたら守る。

コースを突かれた時も守る。できれば深く返して守る」といったように守る場面を考えるだけでな

く，さらに相手に攻められないような先のことまで考えることが出来ていた。 

また，運動の苦手な生徒でも容易にラリーを続けることができた。テニピンは山梨学院短期大学准

教授今井教授が考案された小学生向けのテニス型競技である。小学生向けの簡易化されたスポーツ

ではあるが，テニスの魅力を十分に楽しめる要素を兼ね備えている。そのことからラリーが続くよ

うになるまで時間を要することがなく，その時間を戦術に向けた練習をすることができた。事前ア

ンケートでは 3 分の１の生徒がボール競技が苦手と回答していたが，そう回答した生徒たちでも１

０回以上のラリーを続けることができていた。このことが生徒の状況判断能力の育成とテニス型競

技への肯定的感情に大きく影響したと思われる。 



一方で課題は授業者のテニス型ゲームの本質への理解の深さにある。生徒によっては続けること

でポイントを取ることを重きに置く生徒もいた。授業者自身は断ち切るボールを打つことでポイン

トを取るといった認識が先走っており，生徒に応じたポイントの取り方を尊重しながらで指導を進

めていくべきであった。 

8.参考文献 

(1) 文部科学省「中学校学習指導要領」東洋館出版社 

(2) 今井茂樹「個が輝く テニピンの授業づくり」東洋館出版社 

 



社会とつながり明日を切り拓く資質・能力を育む技術・家庭科授業 

 

技術・家庭科（技術分野） 淺野浩志 

 

 

中学校技術・家庭科（技術分野）として育成すべき「社会とつながり明日を切り拓く資質・能力」

について 

中学校技術・家庭科において育成を目指す資質・能力として学習指導要領では， 

ア「なにを理解しているか，何ができるのか（生きて働く「知識・技能」の習得」 

イ「理解していること・できることをどう使うのか（未知の状況にも対応できる「思考力・判断力・

表現力等」の育成）」 

ウ「どのように社会・世界と関わりよりよい人生を送るか（学びを人生や社会に活かそうとする「学

びに向かう力・人間性等」の涵養）」 

次の 3 つに整理された。 

これらの資質・能力を育成するために，本校の技術・家庭科（技術分野）では，座学における知識

の定着，実習における正しい技能の習得，そこで得られた知識及び技能を基に，技術の見方・考え

方を働かせ，様々な社会の抱えている問題に対し，課題を設定し解決策を模索し最終的に自らの最

適解を理論づけて論述，発表するような学習を行っている。技術はその教科の特性上，「あるものの

探求」ではなく「あるべきものの探求」を行う教科である。その中で，現在もしくはこれから未来

の日本が抱えている問題として，人口減少による労働人口の減少に伴う労働力の低下や，自然災害

に対する防災，少子高齢化に伴う体が不自由な人や高齢者に対する介助，環境問題など，問題は様々

な分野に及ぶ。また，世界においては 2030 年までに全世界で達成を目指す国際的な目標として SDG

ｓが掲げられている。しかし，単純にエネルギーに関する技術と SDGS との関わりも考えても，「７，

エネルギーをみんなにそしてクリーンに」や「９，産業と技術革新の基礎を作ろう」，「11，住み続

けられるまちづくり」「１２，つくる責任つかう責任」「１４，気候変動に具体的な対策を」と多岐

に及び，例えば 9 番と 14 番などは相反する面も併せ持っている。それらの一つの面を重要視する

のではなくすべてを複合的に考える事が今後，特に必要になると考えられる。これからの時代を生

きていく生徒にとって問題をどのように乗り越えていくのか，課題をどのように解決するのかが重

要であり，問題を工夫し創造する力により解決していく力が求められる。また問題だけでなくこれ

からの社会をよりよくしていくためには，情報技術（society5.0 に伴う AI やビッグデータ）や，

日本の広い海洋面積の有効的な活用など考えなければならないことも多岐にわたる。そのためには，

既知の知識と技術を組み合わせ，個人で考えることと他者と対話し協働的に問題を取り組むことで

考えを深め，技術の見方・考え方を働かせ問題を解決するために最適解を見出していくことが重要

である。 

 このように主体的な学習と対話的な学習を通し深い学びにつなげていき，その学びを実生活につ

なげ社会の問題を解決し持続可能な社会につなげていくことが期待される。 

 

Ⅰ．総論 



 

 

1．対 象 附属池田中学校 第 3 学年 A 組（36 名） 

 

２．単元設定の理由 

 本単元は，中学校技術・家庭科（技術分野）の総括的な内容である。これまでに，エネルギーに

ついての学習や発電，送電，電気回路等の学習をしたうえで今後の持続可能な社会を考え，もう一

度発電とエネルギーに着目し学習を行う。これまでの学習したことを基にアンケートを実施したが，

以下のような結果が得られた。 

 

１，技術の授業でエネルギー変換を学習し，現在のエネルギー問題について関心があるか。 

関心がある 少し関心がある あまり関心を持てない 全く関心がない 

49.3% 42.6% 7.4% 0.7% 

２，近い将来，日本は現在の発電方法のままでいいと思うか。 

このままでいい 今をベースに，多少変

化させる。 

大きく変化させる。 まったく変えてしま

わなければならな

い。 

３％ 76.3％ 20％ 0.7％ 

３，将来的に，日本は現在の発電方法のままでいいと思うか。 

このままでいい 今をベースに，多少変

化させる。 

大きく変化させる。 まったく変えてしま

わなければならな

い。 

1.5％ 34.3％ 61.2％ ３％ 

４，日本は将来，発電方法を変えられると思うか(変化が必要と答えた人のみ) 

現実，難しい 時間はかかるが徐々

に変化する。 

速いスピードで変化

させていける。 

今すぐにでも変化で

きる 

34.3% 60.4% 3％ 2.3％ 

５，日本の発電(再生エネルギーを用いた発電等)について具体的な解決策を提案できるか。(変化が

必要と答えた人のみ) 

エビデンスの基づ

き提案できる。 

自信をもって提案で

きる。 

提案できるが自信が

ない 

提案できない 

3.1％ 11.5％ 64.9％ 20.6％ 

 

このことから生徒は日本のエネルギー問題に高い関心を持っていることがわかる。さらに，今後の

エネルギー問題を考えると，これまでの発電方法から徐々に再生可能エネルギーを利用するような

新しい発電方法に切り替えていく必要があると考えている生徒がほとんどである。しかし，現状は

 Ⅱ．実践の概要  



変えることが難しく，また自らも提案するには自信がないと考えている生徒が多い。これまでの授

業において，技術の見方・考え方を働かせ問題を解決する最適解を考える力を身に着けるために，

社会からの要求，安全性，経済面，環境面と様々な側面に加え，消費者と生産者，個人的なアプロ

ーチと社会全体との取り組み，現在できることと未来にできるだろうこと等様々な空間・時間的な

範囲に基づいて，視野を広げる学習を中心に行ってきた。そこで，本授業にはおいては，社会の持

続可能性を考え，現在よくつかわれている火力発電や原子力発電ではなく，再生可能エネルギーを

用いた発電，その中でも実用化されており，比較的，人の住んでいる近くで行えることにより送電

ロスを減らすことができる，太陽光発電，風力発電，小水力発電を題材に取り扱うことで，身近な

再生可能エネルギーを使用した発電の知識に裏付けされた最適解の検討を行わせようと考えた。ま

た，学習する際，自らの考えを書く主体的な学習と対話的な学習を組み合わせ学習するために，本

授業においては大阪府市合同研究会で開発，研究されている「解の再考ワークシート」を使用し学

習に取り組んだ。 

「解の再考ワークシート」とは授業前と授業後に同じ質問をし，その質問を「学びを貫く問い」

として意識させながら，主体的な学習と対話的な学習を意図的に配置し，自らの学習の過程を可視

化と思考の往還をする目的で開発されたワークシートである。（図１）今回の授業ではさらにその解

の再考ワークシート内での知識の可視化を狙い思考ツール PMI シートを利用した。それにより学習

者の認知的な学習部分の補強ができると考えた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 解の再考ワークシート 

 

 また、本授業における発問として、太陽光発電、風力発電、小水力発電を選択し技術の見方考え

方を働かせ理由を書かせる部分を設定し、未知の状況にも対応できる「思考力・判断力・表現力等」

の育成を目指した。その後に、今後、再生可能エネルギーを使用した発電を普及させるのに必要な

ことを考えさせることで学習したことを社会につなげる場面を設定することにより学びを人生や社

会に活かそうとする「学びに向かう力・人間性等」の涵養の育成を図りその結果を見とれるように

授業を行った。 

 

思考ツール PMI シート 



３.評価規準 

（ア）知識・技能 

 

（イ）思考・判断・表現 （ウ）主体的に学習に取り組む

態度 

生活や社会で利用されている

エネルギー変換の技術につい

ての科学的な原理・法則や基

礎的な技術の仕組みやエネル

ギー変換の技術と生活や社

会，環境との関わりについて

理解しているとともに，安

全・適切な製作，点検及び調

整等ができる技能を身に着け

ている。 

災害時に想定される問題を見

出して，課題を設定し，解決

策を構想し，実践を評価・改

善し，表現するなどして課題

を解決する力を身に着けてい

るとともに，持続可能な社会

の構築を目指し，エネルギー

変換の技術を評価し，適切に

選択・管理，改良，応用する

力を身に着けている。 

持続可能な社会の構築に向け

て，課題の解決に主体的に取

り組んだり，振り返って改善

したりし，エネルギー変換の

技術を今後の社会に活かそう

と工夫し創造しようとしてい

る。 

 

 

４．内容項目の指導計画 

時 主な学習内容 主な評価規準 

第１，２時 エネルギー変換について知ろう （ア） 

第３，４時 電気を作る仕組みを知ろう （イ） 

第５，６時 電気を供給する仕組みを知ろう （イ） 

第７時 電気回路について考えよう （ア）（ウ） 

第８，９時 電気機器を安全に使用しよう （ア）（ウ） 

第 10～16 時 保守点検と製作 （ア）（ウ） 

第 17 時 エネルギー変換の技術を持続可能な社会に活かそ

う（本時） 

（イ）（ウ） 

 

 

５．本時の展開 

（１）本時の目標 

・技術分野における見方・考え方を働かせ再生可能エネルギーを選択することにより，最適解を

見出す力を身に着ける。（思考・判断・表権） 

・今後の社会で再生可能エネルギーをどのように発展させていくかを考えることにより，学習し

たことを社会に活かそうとする態度を身に着ける。（主体的に学習に取り組む態度） 

 

 

 



（２）展開 

学習過程 学習活動および内容 指導上の留意点 評価の観点 

導 入  

３分 

 

 

 

前回の授業の振り返り。 

 

 

 

発電の特徴を PMI シートに

まとめたものをロイロノート

により提出できているかの確

認 

実用化されている再生可能エネルギー

を使用した発電について振り返らせ

る。 

 

班活動ができるように学習半(4 人班)

の体系を取らせる。 

 

展開        

5 分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PMI シートにまとめたことの

確認を行う。不足がある場合

記入させる。 

 

PMI シートにまとめたことを

班ごとに発表を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

まとめた PMI シートをもと

に，発電所を選びその理由を

論述する。 

 

 

 

 

この後の発表の活動がスムーズに行え

るよう，班の中でだれがどのように発

表するのかを決めさる。 

 

スムーズに発表を行えるよう iPad の

画面を電子黒板にミラーリングさせ

る。 

他の班は発表内容を確認できるよう，

ロイロノートで解答を共有できる状態

にする。 

発表を聞いて自らのワークシートに不

足している部分があれば記入させる。 

 

技術の見方考え方に注意させ諦めた部

分も記述させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自分たちがまと

めた発電の特徴

を発表すること

ができる。知

識・技能（記述

に残さない評

価） 

 

 

 

ワークシートへ

の記述 

思考力・判断

力・表現力 

 

 

 これまで学習したことから，

今後，再生可能エネルギーを

発展させるためにどのような

ことが必要かを論述する。 

これまで学習したことを踏まえて論述

させる。 

 

 

 

ワークシートへ

の記述 

主体的に学習に

取り組む態度 



81%

14%

4%

1%

４側面の記述がある

３側面の記述がある

２側面の記述がある

１側面の記述しかない

 振り返り ロイロノートを使用し本日行った授業

の振り返りを提出させる。 

 

 

（３）準備物 iPad 

 

６.成果と課題 

 本授業においては、生徒の考え方の変化や学びのプロセスを可視化することで、生徒自身が成長

を自覚するとともに、学習が生活につながるように心がけた。実際に未知の状況にも対応できる「思

考力・判断力・表現力等」をみとる「４，社会からの要求、安全性、環境面、経済面を総合的に考

えた結果あなたはどの発電所を建設すればよいと思いますか。太陽光発電所、風力発電所、小水力

発電所から選びなさい」という課題に対して、それぞれの側面から記述できていた生徒の割合を見

てみると図２のようになった。また、実際の生徒の記述の例を図３に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図２ 問４において各側面を記述できていた割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問４の生徒の記述例 



52%

32%

14%

2%

４側面の記述がある

３側面の記述がある

２側面の記述がある

１側面の記述しかない

問４の記述の結果を見てみると８割を超える生徒が４つの側面から発電について考えられており、

３つの側面よりも多くの側面からの記述があった生徒に至っては９割を超えていた。このことから

も技術の見方考え方を働かせ多くの生徒がしっかりと多面的な見方から最適解を考えることができ

ており、思考力・判断力・表現力がしっかりと育ってきているといえる。 

 次に学びを人生や社会に活かそうとする「学びに向かう力・人間性等」をみとる「5．今後、再生

可能エネルギーを使用した発電を普及させるにはどのようなことを考えることが必要だと思われま

すか。」という課題に対して、それぞれの側面から記述できていた生徒の割合を見てみると図 4 のよ

うになった。また、実際の生徒の記述の例を図 5 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図４   問５において各側面を記述できていた割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６ 問５の生徒の記述例 

 問５の記述の結果を見てみると４つの側面について考えて記述できていた生徒が５割を超えてお

り、３側面以上の記述がみられて生徒に至っては８割を超えていた。このことからも学びに向かう



力・人間性等がしっかりと育成されてきているといえる。しかしながら、限定的な場面を設定して

生徒に発問に対して行った問４の記述に対して社会へのアプローチを考えた問５の場面においては 

少し各側面についての記述が減っていた。これは限定的な場面である問４よりも生活により近い問

５の方がよりいろいろなことを想定して問題を考えなければいけなくなったためにすべての側面に

ついて考えにくかったのではないかと推察される。また、今回の授業においては技術の見方考え方

を働かせることを評価の元順として授業を行ってきたが、法整備の難しさ認知度の低さ、正しい知

識の不足など、どの側面にも含めることが難しいが実際に必要で側面に触れていなかったとしても

深いと感じる回答も数多く見られた。このことからも今後、生徒に対し、技術分野としての資質能

力をつけさせるためにどのような問いを行い、評価していくかを考え続けなければいけないと感じ

た。 
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Web ページ 

・関西電力 

（https://www.kepco.co.jp/energy_supply/energy/newenergy/water/shikumi/index.html） 

・水力発電の発電効率|そのほかの自然エネルギー発電との比較│ヌリカエ (nuri-kae.jp) 

（https://www.nuri-kae.jp/column/part/solar_panel/articles/747/） 

・日本小水力発電株式会社 

（http://www.smallhydro.co.jp/faq.html） 

・資源エネルギー庁 

（https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/renewable/wind/index.html） 

・風力発電を見に行こう 

（https://windfarm.work/wakayama） 
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社会とつながり明日を切り拓く資質・能力を育む英語学習 

 

   英語  鳥居 敦子  

中田 未来   

岡本 健太郎 

 

 

言語学者 Noam Chomsky の主張によると,人は生まれながらにして言語獲得の能力を有している。

言語を学ぶアプローチそして必要なことは,人が元来有している言語能力を「引き出す」ことであ

ると考える。その際に必要な事項として,新しい学習指導要領では以下のように説明している。 

 今後更に,母語と英語を往還的に学習することで,これらの言語力（コミュニケーション力）を

「引き出して」いきたいと考える。では英語におけるコミュニケーションの資質・能力とはどう定

義されるのか。Hedge, T(2000)が以下のように定義している。以下の表に新しい学習指導要領上

の「資質・能力」を整理したものを加え提案する。 

 Adapted from Hedge, T. 2000, (Teaching and Learning in the Language Classroom, Oxford: 

Oxford University Press, p. 56) 

   

これらの学術的証拠を基に,「社会と繋がり明日を切り拓く資質能力の育成」と本校英語科とし

て単元設定時に念頭においていることを結び,整理すると以下３点になる。 

１）一斉指導,フェーズ別指導において適切なレベルの教材を使用 

２）現実社会や世界を結びつけた題材選び,習得内容を「思考・表現・判断」に落とし込  

  むための「探究的問い」の設定 

３）学習を進めるために必要な方略の確認（IB10 の学習者像と見通し） 

 

これら３点を念頭に,学習者が本来有している言語能力を,英語というツールを用いて最大限に引き

だすことを目標としている。 

Ⅰ．総論 

COMMUNICATIVE COMPETECE :コミュ二ケーション能力（英語） 資質・能力 

LINGUISTIC COMPETENCE（言語力） 

：文法,語彙,発音,話し方（英語独特のストレス,リズム,抑揚） 
知識・技能 

PRAGMATIC COMPETENCE （語用力） 

：文法理解,話題に応じた語彙選択,感情態度の表現 
 

 

・思考 

・表現 

・判断 

DISCOURSE COMPETENCE （ディスコース力） 

- to be able to use cohesive devices in reading and writing texts 

(読み書き場面での結束の仕組み理解) 

- to appreciate and be able to produce contextualized written texts in a variety of 

genre（状況や場面に応じた解釈） 

- to take longer turns, use discourse markers, open and close conversation 

（談話標識（接続詞,副詞句,前置詞句）の使用：長く話す,会話を開く,閉じる） 

- to be able to cope with authentic texts（本物のテキストに触れる） 

STRATEGIC COMPETENCE （方略的運用力） 

：ミスを恐れない,幅広い伝達手段の利用,理解を深める為の手段の活用 
・学びに向かう力 



 

 

1．対 象 中学校 第１学年 

2．単元名（題材名） 

「ユニークな教育活動を校外に発信しよう」 ～地域の学校と英語でオンライン協働学習～ 

 

3. 単元設定の理由 

GIGA スクール構想が急ピッチで進む中,本校においても 2019 年から一人一台タブレットの購

入,校内 wi-fi 環境の整備に努めてきた。その成果として令和３年現在,すべての生徒がタブレット

を手にし,校内ではストレスなく wi-fi を使用することができるところまでやってきた。そんな中,

英語科ではオンラインで「レポート課題」「音声データのやりとり」「ジャーナル活動」などを積

極的に取り入れることで,課題のやりとりのスピード感向上,生徒が英語に継続的に触れる時間をよ

り多く確保することが徐々にできるようになってきている。 

しかしながら,大方が前述されたような「校内」に限定した利用になってしまっていることが

多く,「校外」とつなぐ方法はないかと考えた。そこで同じ国際バカロレア教育を推進する市立中

学校と,その他公立中学校とのオンライン協働学習を考案した。 

進め方としては,クラスごとに２回のオンライン協働学習を行う。１回目は顔合わせとして,お互

いの自己紹介や簡単なゲームなどを行い,アイスブレイク。２回目はとある題材について発表を小

グループ単位で双方行うというものである。 

そして第一回オンライン協働学習の題材に選んだのが本単元である。アメリカの学校生活を写真

から知り,文化の違いを考える内容である。同じ国内の学校であるが,本校と相手校２つの異なる学

校がそれぞれの持っているユニークな教育活動を英語と写真で交流することで,双方の生徒たちが, 

①「より強く目的意識持持って英語にふれる時間を確保することができること」 

②「英語を通じ他者と繋がれる達成感を感じること」 

③「今後の学習に対する動機づけに繋がること」 

単元の最後に,これら①〜③が達成されることを期待する。 

 

4.単元目標及び評価規準 

・目標「本校のユニークな教育活動を対外的に発信し,対話を通じて会話を広げよう。」 

・話すこと【やりとり】(イ)「日常的な話題について，事実や自分の考え，気持ちなどを整理し,簡

単な語句や文を用いて伝えたり,相手からの質問に答えたりすることができるようにする。」  

文法項目としては習慣的な事実を述べる現在形だけではなく,目の前の現象を現在進行形で説明す

る力を習得させたい。本学級の生徒は,これまで総合の時間などを通じ,他学年生徒が大勢いる前で

日本語のスピーチを行う練習を２度積んできている。「どうすれば上手く伝わるか」,「うまく伝

えるためには何が必要か」という問い対し,これらスピーチ活動を通じて考えてきた。本単元で付

けさせたい力は,これら取組で培ったスピーチの基礎技能に加え,「即興で質問・応答する力」「会

話を広げる力」を,英語を通じて育てていきたい。 

 Ⅱ．実践の概要  



 

評価規準 

知識および技能 (ア) 思考力判断力表現力等(イ) 主体的に学習に取り組む態度(ウ) 

【知識】  

① 現在進行形の特徴や  

  きまりを理解している。 

【技能】 

②本校のユニークな教育活動につい

ての写真を基に ,現在進行形など

を用いて事実ベースの内容を伝え

合う技能を身に付けている。 

① 相手校の学生に本校のユニーク

な学校行事や部活動等につい

て ,事実や考え ,気持ちなどを簡

単に整理して伝えたり，伝えた

内容に対して対話を広げたりし

ている。  

  

 

① 相手校の学生に本校のユニーク

な学校行事や部活動等について ,

事実や考え ,気持ちなどを簡単に

整理して伝えたり，伝えた内容に

対して対話を広げたりしようとし

ている。  

 

 

 

5.単元計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時数 内容 

1 単元目標の共有・他校と顔合わせ zoom 交流 

2 現在進行形の理解 

3 教科書内容理解・発表マッピングの構築 

4 教科書内容理解・発表マッピングの再構築 

     5（本時） 世界の学校の特色（ユニーク性）・マッピング再構築 

6 教科書内容理解 

7 インタビュークイズ リハーサル 

8 インタビュークイズ 1/2 発表リハーサル 

9 インタビュークイズ 2/2 

10 発表リハーサル 

11 他校とオンライン協働学習（学校の特色交流） 

12 単元振り返り(共通したミス) 



6.実践授業のまとめ 

 (1)本時の目標 

・ What is School Uniqueness?  学校のユニークさとは何か？ 

【技能】②本校のユニークな教育活動についての写真を基に ,現在進行形などを用いて事実ベースの内容を伝え 

合う技能を身に付けている。 

(2)本時の展開 

 

(3)準備物 

パソコン・モニター 

過程 学習活動および内容 指導上の留意点 評価 

導入 
１（帯活動）  

・クイズレットで単語確認 

授業がシームレスに始められるよう

準備する 

 

展開 

２ （帯活動） 

Picture describing 

 

 

 

 

３教科書内容復習 

 

 

 

 

 

 

4 国外の学校にいた生徒の経験を

発表 

・質疑応答 

 

 

5 米国学校のユニークな活動 

 

・ある写真を見てその情報をなるべ

くたくさんの英語で伝える。 

-What are they doing 

-What do you see? 

 

・総括的課題を意識して以下のポイ

ントおさえ２５秒でリテリング 

ポイント 

・What are they doing? 

・What are unique points? 

 

・（クラスに帰国生徒がいない場合は

他クラスの生徒のスライドを用い

る） 

 

 

・文化的側面に触れながら指導する 

・オーセンティックな教材を使用す

る。 

ア② 

 

 

 

 

まとめ 

6 総括的課題への取組  ・キーノートを使用し,オンライン

協働学習に向けた発表用資料を作成

する 

 

 

 



7.成果と課題 

【形成的評価×総括的評価について】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これは本単元での評価計画である。活動のゴールは「他校とのオンライン共同学習で,お互

いの学校のユニークな活動を英語で紹介する」である。しかし,オンラインでの活動を総括的な

評価材料にするのは,ネット環境等不安定な状況がある中で難しさがあるので,事前にまったく

同じ内容をインタビュークイズとするという形をとった。そしてこれら総括課題に向けて,日々

の授業での生徒の活動を形成的評価として形成的評価としてフィードバックを行った。 

 

【形成的評価：単語帯学習】 

 授業の帯活動にて毎回,アプリ™Quizlet™にて作成した本単元の単語をクイズ形式にて出題。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成果と課題 

アプリの仕様で競走しながら学べる「Live」を楽しんで学んでいた。個人,班ごとに

競走することで,より集中して取り組むことができたように思う。また,単元後半に

行った単語クイズでは全員(n=143)が 18/20 点以上を達成できた。  

レッスン
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現在進
行形プ
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クイズ
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ー
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自
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評
価
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ン

協働
学習

JTE
との

イン
タ
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ー
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ズ

総括的
評価

現在形

復習

話すこと
「やりとり」
の評価

ワークシートより「学びに
向かう人間性」の評価

知識・技能

思考・判断・表現



【形成的評価：ライティング・スピーキング指導】 

教科書 P89 の課題「Lisa のアメリカの学校生活についての手紙に返事を書こう」 

では自分の学校の様子を現在形,現在進行形の違いに留意しながら書く活動。 

話す活動として、教科書内容のリテリングを中心に毎授業おこなった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成果と課題 

ライティングでは記述したノートを写真で取り,ロイロノートにて提出。時制の使い分けについて

は概ね良好であった一方,課題としては時間内に書くべき内容をまとめる力,書く単語力や量などに

個人差があることが改めてわかった。 

スピーキングも教科書内容のリテリングを帯活動化する事で,キーワードを頼りに話し続ける意識

を持たせることができた。しかし,１人ひとりの音声を聞き,コメントを返すことが思ったより大変

であったので,毎度モニタリングするのではなく、単元を通じて一人１回程度をアセスメントする教

師側の計画性が必要だと感じた。 



【総括的課題：インタビュークイズについて】 

インタビューテストはルーブリックを使用し,学期ごとに行っている。大切にしていることは多く

の大人が関わり多面的にアセスメントすること。同じ内容で 2 度行うことで一発勝負にならず,１

度目の失敗や課題を分析して２回目にいかせる（自己調整ができる）ように指導することである。 

今回のインタビューは一人 2 分程度で以下の内容で行った。 

・①「学校のユニークな活動を英語で紹介する」 

・②「①についての質疑応答（即興）」 

・③「アメリカと日本の学校文化はどちらが自分向きか,なぜか（一部即興）」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成果と課題 

インタビュークイズを２度行うことで,１度目から何を改善すべきなのか明確にした上で２度目の

総括的課題評価をすることができた。それにより,ほとんどの生徒が１度目より良い自己評価をつけ

られた。しかしながら,２度目の評価の方を低くつけた生徒も少ないが見られた。彼らの記述内容から

「２度目のインタビューは評価されるということを強く意識しすぎた結果,緊張してしまった」とい

うことがわかった。また,インタビューは２度行うが全く同じ内容が再現されることはないので,そこ

に戸惑っている生徒もいたようだ。現実の会話は水物。ある程度,「準備してもしすぎない」であった

り,「リラックスして、会話のやり取りに重きをおく」など引き続きの指導が必要であると感じた。 

 

生徒ワークシートより 



 

【形成的評価×総括的評価まとめ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【オンラインに共同学習について】 

 この度,同じ大阪府下の学校とのべ４回の共同学習を行うことができた。当初の予定は,「お互い

の学校のユニークな活動を紹介しよう」であったが,お互いの授業の進度や行事の関係で,予定通り

行うことはできなかった部分もあったが,生徒の様子を見ると他校の様子が知れて楽しそうな様子

であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.参考文献 

＜課題＞ 

・ 他校とのスケジュールを合わす工夫 

→課題内容をなるべく柔軟なものに,お互いの都合の良い時期を早い段階で模索 

・ ヘッドホン(イヤホン)の工夫 

→分岐ケーブル,マイク付きイヤホンの使用 

・ 使用機材のチョイス 

→iPad(9th gen)でのミーティング参加は少し負荷が高い,PC 使用推奨 

 

他校とのオンライン学習の様子 

使用したイヤホ

ン分岐ケーブル 



New CROWN ENGLISH series 1 Lesson 5  “School life in the USA” 

Hedge, T. (2000) 

 

 

1．対 象 中学校 第３学年 

2．単元名（題材名） 

「人の考え方は文化的・社会的背景・歴史的背景によってどのように変化するか」  

～現在・過去の分析～ 

 

3. 単元設定の理由 

学習指導要領によると、「外国語によるコミュニケーションにおける見方・考え方」とは，「外国

語で表現し伝え合うため，外国語やその背景にある文化を，社会や世界，他者との関わりに着目し

て捉え，コミュニケーションを行う目的や場面，状況等に応じて，情報を整理しながら考えなどを

形成し，再構築すること」であり、外国語で他者とコミュニケーションを行うには，社会や世界と

の関わりの中で事象を捉えたり，外国語やその背景にある文化を理解するなどして相手に十分配慮

したりすることが重要であることを示している。そして、コミュニケーションを行う目的や場面，

状況等に応じて，情報を整理しながら考えなどを形成し， 再構築することとは，多様な人々との対

話の中で，目的や場面，状況等に応じて， 既習のものも含めて習得した概念（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，課題を見いだして解決策を考えた

り，身に付けた思考力を発揮させたりすることであるとしている。 

私自身も、これまでの公立校での勤務の中で、社会や世界とのかかわりの中で、英語のコミュニ

ケーション能力の活用を通して、文化の多様性を尊重し、相手の意見や考えをよく聞いて理解し、

自分の意見や考えを発信することができる生徒を育てたいと考え、近年は Presentation-Practice-

Production( P-P-P )と Task-based Language Teaching( TBLT )の Hybrid の授業手法をとり、必

ず目的や相手を設定したタスクを生徒に与え、その解決を目標にした言語指導を行ってきた。 

本校３年生の生徒は、これまでの２年間のほとんどを教科書の解説に終始した訳読式の授業を受

けてきており、目的や相手に応じた表現活動に課題があると４月当初に感じた。特に Speaking の

分野において、今まで speech 指導や即興会話の指導が十分になされていなかったことから、

audience にどのように効果的に伝えるのかを考え実践する点で課題があり、Writing についても、

論理的な文章を書く力がついていなかった。本授業を通じて、目的と聴衆に合った speaking, 

writing を身につけさせたい。 

 

4.単元目標及び評価規準 

・目標 「文化的背景や社会的背景の相違がどの程度個人の思考に影響を与えるか」「過去を分析す

ることが私たちがよりよい将来のために役立つことができるか」を考え、相手に応じた論理的な表

現活動ができるようにする。 

 Ⅱ．実践の概要  



・話すこと［やり取り］ウ 社会的な話題に関して聞いたり読んだりしたことについて，考えたこ

とや感じたこと，そ の理由などを，簡単な語句や文を用いて述べ合うことができるようにす

る。  

・話すこと［発表］ウ 社会的な話題に関して聞いたり読んだりしたことについて，考えたこと

や感じたこと，その理由などを，簡単な語句や文を用いて話すことができるようにする。 

・書くこと  ウ 社会的な話題に関して聞いたり読んだりしたことについて，考えたことや感じ

たこと，その理由などを，簡単な語句や文を用いて書くことができるようにする。  

 

評価規準 

知識及び技能（ア） 思考力・判断力・表現力等（イ） 主体的に学習に取り組む態度（ウ） 

①戦争や紛争を語

るうえで幅広い単

語および文法を使

ってスピーチと

Interaction をす

ることができる。 

②戦争や紛争を語

るうえで幅広い単

語および文法を使

って、意見文を書

くことができる。 

①戦争や紛争についての記事を読ん

で、その内容を理解し、記事の論点に

ついて分析することができる。 

②戦争や紛争についてのニュースを聞

いて、その内容を理解し、論点を分析

することができる。 

③戦争や紛争についてのスピーチや

interaction において、目的や聴衆に応

じた情報の伝え方をすることができ

る。 

④戦争や紛争についての意見文におい

て、効果的に意見を伝達できるような

構成をすることができる。 

①スピーチの際に聴衆を意識し

て、デリバリーを工夫することが

できる。 

②Interaction の際に、聞き手を

意識して、論理的に話をしたり、

自分からすすんで話をしようとし

たりすることができる。 

③Writing の際に、読み手と書く

目的を意識しながら、構成を工夫

することができる。 

 

 

5.単元計画 

1. Presentation 

“How person’s life is identified with culture, age, and location.” （２時間） 

2. Introduction – War and Conflict   （１時間）     

3. The World War 2        （６時間） 

(1) Introduction 

(2) The story of Sadako (MEXT Coursebook “Lesson3 (1)(2)”) 

(3) The Story of Sadako (MEXT Coursebook “Lesson3 Read”) 

(4) The Story of Sadako (MEXT Coursebook “Lesson3 Read”) 

(5) The causes of the World War II 

(6) What can we do for peace? 

4. The World War I                 （３時間） 

(1) Introduction 



(2) Peace and Good will 

(3) A Present for You (MEXT Coursebook “Reading for Fun2”) 

5. Fruits of War          （１時間） 

6. Civil Right Movement      （４時間） 

(1) Introduction 

(2) History of USA 

(3) I have a dream (MEXT Coursebook “Lesson5 (1)(2)”) 

(4) I have a dream (MEXT Coursebook “Lesson Read”) 

7. Presentation   （３時間） 

8. Interview Test, Writing  （３時間） 

 

6.実践授業のまとめ 

 (1)本時の目標 

①戦争と紛争について、ペアで協力をしながら話を深めることができる。 

  ②戦争と紛争についての音声教材を聞いてその内容を理解し、そこから得られるものを分析す

ることができる。 

(2)本時の展開 

時間 学習活動 指導上の留意点 評価・使用教材 

導入 

(3) 

 

 

 

 

(2) 

 

 

 

(5) 

 

 

 

(3) 

<Warm-up> 

Small Chat 

 ペアで，夏休みの体験とその理由・

感想について話す。 

 

 

生徒が即興で話せるように，例を示

してからペア活動させる。 

 

<Lead-in> 

① Diversity と Globalisation

とは何かをペアで話し、クラ

スで意見を共有する。 

② Diversity と Globalisation に

ついてのスピーチを２人が行

う。そのスピーチについて概

要を聞き、質問をする。 

③ 文化とは何かについてペアで

話し、クラスで意見を共有す

る。 

生徒が，本時の内容に入りやすいよ

うに１学期の内容についてペア活動

で意見を交換するように促す。 

 

スピーチを行う者は、聴衆を意識し、

適切な delivery を工夫する。スピー

チを聞く者は、概要を把握・分析し、

より深い学びになるように質問を投

げかける。 

主体的に学習に取り組む

態度（生徒観察） 

Visual Aid(PowerPoint

動画など) 



展開 

(5) 

 

 

 

 

 

(7) 

本ユニットの学習内容の確認 

1. Lead-in 

文化の形成要因の１つに歴史的

要因があることを確認する。 

自己を形成する過去の出来事に

ついてペアで意見交換し、その内

容をクラスで共有する。 

2. Statement of Inquiry 

 ① Statement of Inquiry の確認 

  ② 日本の歴史において、今日の日 

本の形成に影響を及ぼしている 

であろう事実についてペアで意 

見交換し、その内容をクラスで 

共有する。 

③事実的な問い(What is peace?  

What is conflict?) について現段 

階での自分の意見をペアで意見交 

換し、その内容をクラスで共有す 

る。 

 

生徒が、前ユニットで学んだ「文化」

から本ユニットの「歴史」にスムーズ

に移行できるよう、発問を工夫する。 

生徒が、本ユニットに入りやすいよ

うに、ペアでの意見交換を促す。 

主体的に学習に取り組む

態度（生徒観察） 

Visual Aid (PowerPoint) 

展 開

２ 

(15) 

<Listening> 

1. Lead-in, Pre-teach 

2. Prediction 

１で示された人物と、発言のマッ

チングをグループで行う。 

3. 1st Listening (gist listening 

and check the answers) 

音声教材を聞き、概要を把握し、

２のマッチングと合っているか

をグループで確認する。 

4. 2nd Listening (detailed 

listening and check the 

comprehension ) 

もう一度音声教材を聞き、人物に

ついての詳しい内容を把握する。 

5. Post-Listening (discussion) 

なぜ、人類は太古の昔から戦争や

 

生徒が，Listening にスムーズには入

れるように，まずは topic について

の確認をする。 

また，生徒に目的意識をもってリス

ニングをさせるため，topic について

の確認を経て自分なりの答えを予想

する。 

1st listening では，概要の把握に集

中させる。 

 

 

2nd listening では，より詳しい内容

についてメモをとって把握させる。 

 

3rd listening では，実際に文字を見

ることで，より詳しい内容について

 



紛争を起こし続けているのかを

考え、意見交換し、クラスで共有

する。 

内容を把握させる。 

Listening で聞いた内容について，

自分はどう思うのか話合わせる。 

ま と

め 

(5) 

次回につなげる Question の提示 

概念的な問い 

 How can we grow as a result of 

conflict? 

議論的な問い 

To what extent does learning 

about the past incidents and lives 

of others affect how we live our 

lives? 

次回予告  

 

準備物 

  PowerPoint, ロイロノート、アクティビティーカード、ワークシート 

 

7.成果と課題 

【目的・場面・状況に応じた Writing と Speaking について】 

（１）課題内容 

 ① Writing  

    年間を通して、３つの総括的評価課題としての Writing と、自主学習ノート等による５回

の形成的課題を行った。総括的課題は、（ア）音楽についてのブログ形式での Writing, （イ）

台湾の学校への日本の紹介のパンフレット、(ウ)歴史雑誌への寄稿形式での Writing である。 

 

 

  ② Speaking 

  年間を通して、Interaction は３つの総括的課題と、１つの形成的課題を行った。総括的

課題は、（ア）自分の好きな音楽や映画について（イ）グローバル化と多様性について（ウ）歴



史から学べることについて、である。Presentation も３つの総括的課題と、１つの形成的課題

を行った。総括的課題は、（ア）台湾への日本紹介のビデオレター、（イ）グローバル化と多様

性について、（ウ）歴史から学べる事について、である。 

 

以下、生徒の変容を述べる。 

（２）生徒の変容 

①４月当初の生徒のライティング課題より 

右記、自己紹介や、上記他己紹介のように、 

文の羅列が見受けられる。接続詞を使ったり、ライテ

ィング全体の構成を考えたようなまとまった文の記

述は見受けられない。 

 

②音楽についてのブログ（②と同じサンプル生徒） 

「京都教育大学附属桃山中学校の生徒に対して、自分の好きな音楽

について、たくさんの『いいね！』がもらえるようにブログを書く」

という設定条件の下でライティングを行った。 

ブログを書くという目的に合わせて、自分の主張をわかりやすく例

をあげて書いている。また、画像なども工夫をし、読み手にとって

わかりやすい構成になるようにしている。 

 

 

 

 

 

 

③ 歴史雑誌の投稿 （①②と同じサンプル生徒） 



「歴史を学んでいる学生に向けて、戦争が今の世界に与える影響に

ついて説得的な文を書く」という課題である。グラフを使って証拠

を示したり、参考文献にあたってより客観的な情報を入れたりと、

工夫をしている。また、文章構成も、序論・本論・結露運になるよう

に、論理的な文章展開ができている。 

 

 

 

 

 

 

④１回目インタビューテスト後の生徒の振り返りより 

 

 

 

しゃべりたいが、どうやったらいいのかという葛藤がみとれる。 

 

⑤１回目プレゼンテーション後の生徒の振り返りより 

 

 

インタビューテストを経てからプレゼンを行ったが、少しずつ改善しようとする姿勢が見て取れる。

また、聴衆への働きかけという観点の大切さにも気づけている。 

 

⑥全体を通しての生徒の振り返りより 



 

上にあげたのは、サンプルの生徒の分であるが、ライティングに関しては、論理的に書けるように

なったということ、ライティングのスタイルによって内容や形式を考えるということが分かるよう

になっている。また、speaking に関しては、相手に対する能動的な姿勢が見られ、聴衆を巻き込ん

で話をすることへの工夫も感じられる。 

（３）考察 

 ① Writing について 

  年間を通して、様々な形式のライティング課題に取り組むことで、より読み手を意識したライ

ティングを心がけることができている。当初は、日本語で内容を考え、それを翻訳アプリやインタ

ーネット上の翻訳サイトで英語に直して書いていた。また、単文を箇条書きにした作品が多かった。

次第に、読み手が誰なのか、どういう文法や単語ならわかってもらえるのか、どうしたら論理的で

説得的になるのかを考え、接続詞を使ったり、既習の文法事項のみを使うように意識したり、パラ

グラフライティングを身につけていった。翻訳サイトを使わず、自分で推敲する姿も見えるように

なった。ただ、３年生からこのような活動を始めたため、まだ複雑な文法構造にとらわれる生徒も

いまだに見受けられる。１年時からの積み重ねが必要であると感じた。 

 

② Speaking について 

   年間を通して、複数回 interview test を設けること、その内容も１問１答のような一方的なや

り取りではなく、相手の年齢や出身国等も考慮した上で、いかに会話を続けられるか、いかに論理

的に話を進められるか、具体例を挙げられるかに焦点をむけたことで、聞き手に分かりやすく伝え

る工夫をする会話が見受けられた。また、ネイティブの話す会話の内容を理解できるようになって

きた。しかし、１・２年時にネイティブとの Interaction の経験をあまり積んでこなかったため、

瞬時に会話を返す力が全員についたわけではない。１年時から、帯活動として、１分間チャット等

で会話を続ける必要性を感じた。 

 また、Presentation については、当初は、原稿をただ読むだけの Delivery を考慮できていない

生徒が多かったが、「聴衆を巻き込むこと」を意識するようになり、３回目の Presentation では、

ほぼ全員が手元のメモ等を見ずに、自分の言葉で話し、スライドにアニメーション等をつけること

で、聞き手が引き込まれるような活動ができた。また、内容面でも、論理性を重視したり、一方的



にプレゼンするのではなく、合間に聴衆に呼びかけや問いかけを行ったり、ジョークを入れたり、

より分かりやすい具体例をあげたりして工夫することができた。 

 

 以上のように、Presentation については、一定の成果があったと考えられる。次年度以降、１年

生からの積み重ね、帯活動等を考慮して授業の工夫をしていきたい。 



社会とつながり明日を切り拓く資質・能力を育む総合的な学習の時間 

                    

授業者  附属池田中学校  大野  真貴  

 

 

総合的な学習の時間において育成することを目指す資質・能力は以下のように示されている。 

  

探究的な見方・考え方を働かせ，横断的・総合的な学習を行うことを通して，よりよく課

題を解決し，自己の生き方を考えていくための資質・能力を次のとおり育成することを目

指す。  

（1） 探究的な学習の過程において，課題の解決に必要な知識及び技能を身に付け，課題

に関わる概念を形成し，探究的な学習のよさを理解するようにする。   

（2） 実社会や実生活の中から問いを見いだし，自分で課題を立て，情報を集め，整理・

分析して，まとめ・表現することができるようにする。   

（3） 探究的な学習に主体的・協働的に取り組むとともに，互いのよさを生かしながら，

積極的に社会に参画しようとする態度を養う。 

総合的な学習の時間は，学校が地域や児童生徒の実態等に応じて，教科等の枠を超えた

横断的・総合的な学習とすることと同時に，探究的な学習や協働的な学習とすることが重

要であるとしてきた。特に，探究的な学習を実現するため，「①課題の設定→②情報の収集

→③整理・分析→④まとめ・表現」の探究のプロセスを明示し，学習活動を発展的に繰り

返していくことを重視している。本校研究部における「社会とつながり明日を切り開く資

質・能力」とは，変化の激しい社会を生きる子どもたちにとって，予測できない変化に受

け身で対処するのではなく，自らが創り手として，よりよい人生や社会の在り方を考え，

問題を発見・解決していく力を育成し，子どもたちが生きる社会の課題等を踏まえ，「社会

とつながる」ことについて，「学習内容を自分の人生や社会と結び付けて考え，生かそうと

すること」と定義しているが，この資質・能力は，自分たちの探究的・協働的な学習を社

会へ貢献しようとする態度を育成する本教科の学びの繰り返しにより涵養されていくもの

と考える。総合的な学習の時間で育成することを目指す資質・能力は，よりよく課題を解

決し，自分の生き方を考えるための資質・能力である。こうした資質・能力を育むために

は，自ら問いを見いだし，課題を立て，よりよい解決に向けて主体的に取り組むことが重

要であり，本研究で目指した姿である。  

 

 

１．対 象 附属池田中学校 第１学年 A～D 組（144 名） 

 

２．単元設定の理由 

 本校では 3 年間を通して総合的な学習の時間に多岐に渡る視点から様々な「安全」を，

カリキュラムとして位置づけて学習を進めている。それは，本校がＳＰＳ認証校として安

全教育について発信していく立場であること，また学習指導要領でも安全に関する指導の

充実がより一層求められてきていることが大きな理由である。本校で取り組む「安全」の

Ⅰ．総論  

 Ⅱ．実践の概要   



学習には，不審者対応，学校内の安全，生徒主体の事故対応訓練など様々であるが，今回

は災害時の安全を踏まえた学習となる。  

2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災は  M9.0 という，想定をはるかに超える地震

とそれに伴った大津波による未曽有の被害をもたらし，多くの人命を奪うこととなった。

また，2018 年（平成 30 年）6 月 18 日に起きたＭ6.1 の大阪北部地震や 2018 年 9 月 4 日の

台風 21 号，2019 年西日本豪雨など次々起こる災害で ,私たちの身近な地域でも家屋等の大

きな被害が出た。2021 年（令和 3 年）7 月 3 日には静岡県熱海市で土石流が発生し，大き

な被害をもたらした。8 月 11 日からの大雨による被害は九州をはじめ全国各地に及んでお

り，このような災害が今後も起こることが想定されている。これらのことからみても，危

険箇所の点検，日頃の安全対策や安全管理等，災害安全について中学生も家族の一員とし

て取り組む必要性は明らかである。  

本校では，実際に災害を経験したことで災害に対する備えを行っている家庭も多い。レ

ディネス調査の結果をみると「あなたの家では，災害に備え，普段からどのようなことに

ついて家族で話し合っていますか？」の問いに対し，避難場所や災害時の安否確認の方法，

非常用の食料などを家族で共有している家庭がほとんどであった。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震や台風によりライフラインが止まると，日ごろ当たり前のように使っている電気や

水道が使えず，ライフラインの復旧までの生活に大きな支障が出る。また，日ごろから備

えをしておかないと，地震の揺れで家具が倒れ，危険な状態に陥る。地球温暖化により自

然災害が急増している今，今後起こりうる不測の事態に備え，日ごろから積極的に様々な

準備をしておく必要がある。  

また，日本に迫っていると予測されている巨大災害のうちの一つが「南海トラフの巨大

地震」である。これが起きると各地を激しい揺れが襲うとともに，沿岸部には最大で 30 メ

ートルを超える巨大津波が押し寄せるとされている。最悪の場合，関東から九州にかけて

の 30 の都府県で合わせておよそ 32 万 3,000 人が死亡し，揺れや火災，津波などで 238 万

棟余りの建物が全壊したり焼失したりすると推計されている。また，地震発生から１週間

で，避難所や親戚の家などに避難する人の数は最大で 950 万人と予測され，およそ 9,600

万食の食料が不足するとされている。そして，避難所の収容人数が多いほど食事の回数が

少なくなることや，「加熱調理」ができない避難所では食事の量も質も悪くなることがわか

事前アンケート「あなたの家では、災害に備え普段からどのようなことについて家族で話しあっていますか」  



っている。  

 JDA-DAT の「災害復興支援活動および日本栄養士会災害支援チームに関する報告書」に

よると，東日本大震災が起こった際の福島県のある避難所で提供されていた一日の食事は

次のような内容だった。  

【朝食】 ジャムパン  

【昼食】 ピーナツパン 

【夕食】 おにぎり２個と豚汁  

【間食】 せんべい３枚 菓子パン１個  お水やお茶５００～８００ｍｌ  

この避難所は，炭水化物以外の食糧物資が少ない施設で，おにぎりや菓子パンが食べら

れない高齢者にはゼリーや果物が配布されていたが，すでに地震発生から３週間が経った

段階のことだったそうだ。 

避難所で生活をするとなった際，不安やストレスを抱え生活をすることは避けられない

が，食事が暖かくおいしいと心が救われる。栄養のバランスを考えて食事をとることが出

来ればなお良い。事前アンケートの「あなたは災害に備えて，どのようなことを学びたい

ですか？」の問いの答えを見てみると，災害時の簡単な調理の方法について知りたいと答

えた生徒が多いことがわかる。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらのことから考えても，避難物資や食料を有事に備え準備することの大切さだけで

なく，災害時の食生活に役立つ効果的な手立てについて家庭科と総合的な学習の時間とリ

ンクした安全総合のカリキュラムデザインを考案し実践することは，社会とつながり明日

を切り開く資質・能力の育成に非常に有益であると言える。また昨今では備蓄の新しい方

法として，非常用持ち出し袋に食料を準備するだけでなく，日常の中に食料備蓄を取り込

むというローリングストック iという方法が注目されている。そこでこの方法を取り入れた

非常時の調理法の立案・実践と評価について，自分で調べたことを共有しより良いものに

改善するために CT 機器を有効に活用し，分析と調査を繰り返す授業デザインを計画した。 

私は，仮に大きな災害が起きて避難所で生活をすることになったと想定したとき，健康

な中学生ならば，その他支援を要する人に対して大きな役割を担うことが出来る存在にな

り得ると考える。中学生だからこそできることもあるだろう。大規模な災害時に学校が避

難所となれば，学校の中を理解している生徒たちの力は役に立つ。炊き出しの手伝いや支

援物資の運搬，自分より幼い子どもの遊び相手や高齢者の話し相手など，中学生の立場で

事前アンケート「あなたは災害に備えてどのようなことを学びたいか」  



も力を発揮できる場面が多くある。実際にアンケートの結果「災害が起こった際，自分は

家族，地域において役に立てると思いますか？」を見てみると，役に立つことができると

答えた生徒は約 34％，役に立てるようになりたいと答えた生徒は約 47％であった。そのよ

うに答えた理由として「北大阪北部地震のときに，隣の家の人と声をかけ合ったから。」「手

伝おうと思えば手伝えることも沢山あると思ったから。小さなことでも積み重なれば役に

立つと思う。」「今の自分にある知識だけでは役に立てるかどうかはわからないが，これか

ら色々なことを学んでいき，誰か 1 人の役にでも立つことができれば良いと思ったから。」

などの意欲的な意見が多い。役に立てないと思うと答えた生徒も「今はまだどのように行

動したらいいかわからないので自信がないが，これから災害時の安全について総合の時間

に勉強すると聞いてとても嬉しい。自信がつけば，いざという時周りの人を助けてあげる

ことができるから。」などと答えている。  

災害時の調理の技能はひとつのコンテンツでしかないが、それを習得することがこれか

らの生活の中で自分自身が社会のために貢献できる資質・能力につながっていく。これら

を意識した上で，本単元を「これからの社会を見据えて，いざという場面で生徒が自分に

できることを行い，明日を切り開く力をつけていくためのもの」としたいと考えた。  

 本校（大阪教育大学附属池田中学校）は，2020 年 1 月に国際バカロレア機構から認定

を受け，中等教育プログラム(MYP)認定校 iiとなった。この教育法と SDGｓは「社会の諸問

題の解決」という点で親和性が非常に高い。さらに，新しい学習指導要領の方向性を先取

りするカリキュラムマネジメントを有している。国際バカロレアのプログラムは，一言も

SDGs という概念を明示してないが，SDGs を 支援・推進するカリキュラム理論と方法を有

している(2017．成田)これらを踏まえ，SDGs の目標達成を目指した授業展開も意識した。

本校では家庭科，社会科，英語科などでも SDGs の目標達成を意識した授業を行っている。

様々な教科で SDGs を取り上げる事は，生徒の学びや行動の延長線上に目標達成があると

いうこと，そして中学生の自分たちにもできることがあると知り，実際に行動できる人の

育成につながると考えている。  

IB 教育では「研究」「行動」「振り返り」のサイクルを通じた実践的な取り組みや，探求

を通じた協働学習のアプローチとして ALT スキル iii(生徒が生涯にわたって学習を享受す

るために必要な自己認識やスキル )を発達させる。本単元では，社会性(協働スキル)－他者

の見解や考えに積極的に耳を傾ける－と思考 (クリティカルシンキング )－多角的なものの

見方に基づきアイディアを検討する－を課題へのアプローチの方法と選択した。本校の生

徒はグループ活動の中で自身の考えを述べつつ相手を尊重し，結論を導く課題学習に対し

て非常に意欲的である。様々な視点や立場から物事を捉え，グループで話し合って解決策

を導き出すという場面を重要視している中で，本単元における ICT 機器を活用したグルー

プワークの手立てが，他者の見解や考えに積極的に耳を傾け，問題を解決しながら協働し

ていく中で，人や社会とつながる資質や能力が培われるものと期待する。  

 

３.単元目標 

・探究的な見方・考え方を働かせ，持続可能な社会の実現について学ぶ総合的な学習を通

して，多面的・多角的に物事を捉えたり，明らかにしたりしながら課題を解決し，自己

の生き方を考えできるようにする。  



 

４.評価規準 

知識および技能  思考力判断力表現力等  主体的に学習に取り組む態度  

・災害安全について現

状を知り，非常時に必

要な心構えや備え，調

理 技 能 を み に つ け て

いる。 

・課題解決…課題解決のために複数の解決

方法から適切な方法を選び，探究計画を

作成する。 

・情報の収集…課題の解決に必要な情報  

を，効果的な手段を選択して多様に収集

する。   

・整理・分析…多様な情報の特徴に応じて

整理し，比較・分類する。調べた情報を

課題解決に活かすように分析する。 

・まとめ・表現…相手や目的に応じて，分

かりやすくまとめ，表現する。  

・・課題解決に向け，自分の特

徴やよさに気付き，探究活動

に進んで取り組もうとする。   

・・自他の意見や考えのよさ  を

生かしながら課題解決に向

け，協働して学び合おうとす

る。   

・・災害に備えるなかで自己の

生き方を考え，自分にできる

ことを見付けようとする。 

 

 

５.単元計画（１７Ｈ:うち４Ｈ家庭科） 

①SDGｓと防災について愛媛大学准教授小林先生から学ぶ（１H） 

②災害支援を行うボランティア団体の代表赤松さんの講話から災害について学ぶ（１ H） 

②これまで起こった災害を振り返り，災害時の食についてローリングストックから学ぶ（1H） 

③災害時を想定したパッククッキングの調理例の考案  

 ・パッククッキングについて学ぶ（調理実習）（２ H：家庭科）  

 ・条件を踏まえて自分のレシピを考案する（１ H）（自宅調理）  

 ・個人で考えた案を班で共有し，班で一つレシピを決める（２ H） 

 ・班で決めたレシピを試作する（調理実習）（２ H：家庭科）  

 ・プレゼンの準備と試作の改善（２ H） 

 ・プレゼン（１H）本時 

④災害弱者への理解（ 2H） 

・SDGｓ目標１７の達成のためにできることを考える（２Ｈ）  

 

６．本時 

（1）目標 

・自己や他者の発表を振り返ることを通して，災害に備える中で自己の生き方について考  

え，中学生としてできることを見つけようとしている。  

（2）展開 

過程 学習活動および内容  指導上の留意点  評価 

導入 

１ 前時の学習を振り返り，

本時の狙いについて理解

する。 

 

 

 

 

 

 

災害が起きて避難所で生活をしなければならなくなったとき，  

自分たちは役に立つ存在になることができるか  



写真②  

展開 

 

 

２ グループごとに発表をす    

  る。 

 

３ 全体で交流し，課題に対

して自分たちにできる行

動を考える。  

 

 

・発表の際には繰り返し行

った分析・調査に視点を

もたせる。  

・試作を重ねた非常食の提

案からだけでなく，授業

で取り組んできたすべて

の内容から考えさせる。  

 

 

○思考力・判断

力・表現力  

 

 

□ C:解決策を生

み出す  

 

□ D:評価する  

 

まとめ 

４ 学習を振り返り，リフレ 

クションシートにまとめ

る。 

・次回，災害弱者への理解

を深め，さらに自分たち

にできることはないか考

えていくことを伝える。 

○主体的に学習

に取り組む態

度  

□ D:評価する  

 

    ※評価の観点の〇は学習指導要領に基づく評価・□は IB に基づく評価  

③準備物  

    生徒（iPad）指導者（iPad，配布プリント，電子黒板） 

 

７．実践の様子  

授業のはじめに、広い視野で災害時の安全について考えるため、SDGs を関連付けた防災

について、愛媛大学准教授小林先生から学んだ。4 教室と小林先生を zoom でつなぎ、話を

伺った（写真①）。自分たちの生活の仕方が地球

環境に大きく関わることや、いざという時に誰

かのために行動できる人になる必要性などをお

話しいただいた。次に長年災害支援を行うボラ

ンティア団体の代表赤松さんの講話から災害に

ついて学んだ。多くの災害現場で目の当たりに

したことや、災害時の食について、そして中学

生が災害時誰かの役にたつ存在になれるという

話を伺った（写真②）。 

                  写真①  

その後これまで起こった災害を振り返り，災害

時の食についてローリングストック法を学び、災

害時を想定したパッククッキングの献立の考案

を行った。まずはパッククッキングの方法を知る

ため、家庭科の時間を使い実習を行った。一人ひ

とりポリエチレン袋に詰めてボイルし、試食も教

室で出来たため、コロナ禍においても実施できる

という点が非常に良かった（写真③④）。 

今回の学習の探求テーマは、「災害時、役に立

つ存在になれるか」である。この学習では、自分のためではなく、誰かのために役に立つ



写真③  

写真④  

写真⑦  

献立を考える。学習す

る中で、災害時に食事

で困 る 人は 誰か 考え

た。生徒たちから出た

意見は「アレルギーが

ある人」「外国の人」

「高齢者」「乳幼児」な

どである。これらを各班ごとに条件として選択し、

これを踏まえて自分でレシピを考案した。多くの

生徒が献立を考えるだけではなく、自宅で試作調

理を行っている。そして個人で考えた案を班でプレゼンテーションし，班で試作を行うレ

シピを決めた。（写真⑤）。写真⑤は、班でプレゼンテーションを行った際、ある生徒が作

ったスライドの一部である。これを見ると、自宅で自分の考えたレシピを作ってみたがう

まくいかなかったので再度挑戦し、改善した行程が記されている。班内で相談し決定した

レシピの試作を実際に行い、うまくいかなかった点があれば再度試作を行い、改善を行っ

た（写真⑥⑦）。出来上がったレシピや調理の様子、探求テーマを踏まえての振り返りや、

災害時のアドバイス、そして今後もし災害が起こった際、自分はどんな人になれるかにつ

いて発表し、全体で共有した（写真⑧）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８．結果と考察  

 事後アンケートの結果（回答者数 132 人）から学習の成果と課題を検証する。「災害安全

の学習後、住んでいる地域の「ハザードマップ」を見ましたか？」という問いに対し、ハ

写真⑥  

写真⑧  

写真⑤  



ザードマップを見て身の回りの安全について再確認した生徒は 55.6%いた。また「災害安

全学習後、災害に備え、どのようなことについて家族で話しましたか？」という問いに対

し、ほとんどの生徒が家族で災害の備えについてはなしあっていることが分かる（グラフ

①）。授業後（授業期間中）に実際に行ったことについて聞くと、飲料水や食料品の備蓄の

見直しを行った生徒が一番多く、新たに備蓄品を購入した生徒、また熱源を用意した生徒

も多くいる。実際に家族で災害時のことを話したり、家庭の備えを見直したりすることは

非常に重要で、今回の事後アンケートの結果から、生徒の生活に返すことのできた授業だ

ったと言える。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パッククッキングの調理の方法に関しては、繰り返し調理を行ったことで、おおむねほ

とんどの生徒が理解出できたようだ（グラフ③）。そして「災害安全の授業で学んだことは、

災害時に役立ちそうですか？」という問いに対し、「とても役にたつ」と答えた生徒は 61.9%、

「役に立つ」と答えた生徒は 36.3%であった。あわせて 98.2%の生徒が役に立つと回答して

いることから、今回の学習は今後起こり得る災害を想定した学習として、大きな効果があ

ると言える。  

 

グラフ①学習後、災害に備えについて話しましたか？  

グラフ②授業後に実際に行ったこと  



 

 

 

 

 

生徒の振り返りの記述には、「災害時に自分ができる事が増えてよかった。簡単な事でも

人の役に立てると全員のモチベーションが上がると思うので、できることを率先してやろ

うと思う。」「パッククッキングがとても役に立つと思いました。自分のためだけのもので

はないので、一緒に避難した方へのお手伝いとなるからです。」「災害時に自分には何がで

きるかをすごく考えた授業だった。パッククッキングやその他習った知識などを、もし

災害になったときには使いたいと思った。」「パッククッキングという災害時に使える料

理方法について学び、自分も災害時に役に立つことができるものをみつけることができ

た。 この経験を生かして、災害が起こった時に誰かの助けになり、支えることのできる

人になりたい。」「パッククッキングはとても楽しかったです。みんなで色々なレシピを

考えて実践することはとても良い経験になりました。  万が一災害が起こってしまった

時に、役に立たせるために、これからも家族間の共有などは続けていきたいです。」「最

初、私にとってパッククッキングは難しそうだと思いました。なぜなら私はあまり料理

グラフ③パッククッキングの方法について理解できたか。  

グラフ④災害安全の授業で学んだことは、災害時に役立つか？  



をしたことがなかったし、あまり料理のやり方も詳しくないからです。しかも特に、パ

ッククッキングというのは災害でみんなが大変な目になる災害時での調理なので、焦っ

てしまうと思っていました。 でも班の人と協力して何回か繰り返したり、災害の備えに

ついて知っていくにつれて、だんだん自信を持てるようになり、今では様々なパックク

ッキングのメニューについて調べています。失敗することもありましたが、時間をかけ

て、色んな人と関わりながら災害について学んでいけたので、ほんの少しだけど、私は

災害時にみんなの役に立てるようになれたと思っています。とても貴重な学びでした。」

などがあった。いざという場面で中学生が役に立つことは、多くの大人の手助けとなり、

同時に希望ともなる。今後も災害のみならず、生徒の安全について学習を繰り返していき

たい。 

課題として考えられることは、授業時数の確保と準備の煩雑さの整理である。今回は家

庭科の授業の中で実習を行っており、家庭科教諭の協力が不可欠である。また、各班が用

意してほしい材料（長期保存可能なものに限る）が多岐に渡り、準備するのに時間がかか

った。持続可能な学習としていくためには、このあたりの整理も必要であろう。しかしな

がら、生徒の振り返りや様子を見てみると、人の役にたてるかどうかというのは人として

の自信にもつながり、成長した姿が見えた。今後も検証を重ね、取り組みを続けたい。  

 

９．参考文献  

    「中学校学習指導要領（平成  29 年告示）解説」総合的な学習の時間編  

                               文部科学省（H29,7） 

「災害復興支援活動および日本栄養士会災害支援チームに関する報告書」  

日本栄養士会災害支援チーム（ JDA-DAT）（H29） 

「東日本大震災と食」（前編）避難所間で大きく開いた「食の格差」  

ヨミドクター（読売新聞）（yomiuri.co.jp/閲覧日 8 月 17 日） 

i ローリングストックとは，普段から少し多めに食材，加工品を買っておき，使ったら使った分だけ

新しく買い足していくことで，常に一定量の食料を家に備蓄しておく方法のこと。  
i i 国際バカロレア中等教育プログラム (MYP)認定校…日本の学校教育が，文部科学省が定めた学習指

導要領に準拠して行われているのに対し， IB は非営利教育財団である国際バカロレア機構 (IBO)によ

って運営されている教育プログラムであり，「教育の国際的スタンダート」として世界各国で注目され

ている。その目的は，「多様な文化の理解と尊重の精神を通じて，より良い，より平和な世界を築くこ

とに貢献する，探究心，知識，思いやりに富んだ若者の育成」とされている。  
i i i  ATL スキルとは，Approaches to learning の略で，生徒が生涯にわたって学習を享受するために

必要な自己認識やスキルを発達させるためのもの。「コミュニケーションスキル」「協働スキル」「整理

整頓する力」「情動スキル」「振り返りスキル」「情報リテラシースキル」「メディアリテラシースキ

ル」「批判的思考スキル」「創造的思考スキル」「転移スキル」があり，探究的な学びを効果的に進める

ために必要とされている。  

  

                                                   



「社会とつながり明日を切り拓く資質・能力を育む」特別の教科道徳の授業 

 
三好達也 

 

 

1．特別の教科道徳として育成すべき「社会とつながり明日を切り拓く資質・能力」について 

 小学校・中学校の道徳教育・道徳科で育てる資質・能力とは，平成 28 年 12 月の中央教育審議

会『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(答申)』において，以下のように記されている。 

 

 

 

 

 

 

 

これらの資質・能力の育成は，中学校学習指導要領に記されている道徳科の目標にも掲げられ

ているとおり，「道徳的諸価値についての理解」を基に，「自己を見つめ」「物事を広い視野から

多面的・多角的に考え」，「人間としての生き方についての考えを深める学習」によってなされる

ものである。本校道徳科では,「社会とつながり,明日を切り拓く資質・能力」を,「学習内容を自

分の人生や社会と結び付けて考え，生かせる力」と定義し,それらの力を育むために,道徳的価値の

理解を基に自己を見つめ,人間としての生き方について考える道徳の授業を行い,道徳性を育んでい

く。また,本校は,IB 認定校である。赤羽は IB の学習者像と日本型教育を比較しており,道徳教育

とは「信念を

持つ人」「心

を開く人」

「思いやりの

ある人」が共

通していると

述べており,学

習者像を意識

した道徳教育

を行うことで

IB 教育との関

連も図ること

ができる。 

Ⅰ．総論 

◯自己の（人間としての）生き方を考え,主体的な判断の下に行動し,自立した人間として他者

とともによりよく生きるための基盤となる道徳性	

・道徳的価値が大切なことなどを理解し,さまざまな状況下において人間としてどのように

対処することが望まれるか判断する能力（道徳的判断力）	

・人間としてのよりよい生き方や善を指向する感情（道徳的心情）	

・道徳的価値を実現しようとする意志の働き,行為への身構え（道徳的実践意欲と態度）など	  
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1．対 象 中学校 第 3 学年 

2.主題について 

内容項目：D−21 感動,畏敬の念 

美しいものや気高いものに感動する心をもち，人間の力を超えたものに対する畏敬の念を深める。  

3.主題設定の理由 

人間は有限なものであるという自覚は，生命のかけがえのなさや尊さ，人間として生きることの

すばらしさの自覚につながり，とかく独善的になりやすい人間の心を反省させ，生きとし生けるも

のに対する感謝と尊敬の心を生み出していくものである。中学校 3 年生は，美的な情操が豊かにな

り，感動する心が育ち，自然や人間の力を超えたものに対して美しさや神秘さを感じ，その中で癒

やされる自己に気付くようにもなる。風景や芸術作品等の美しいものとの出会いを振り返り，そこ

での体験を生かして，人間と自然，あるいは美しいものとの関わりを多面的・多角的に捉える。そ

うすることで有限な人間の力を超えたものに対しての畏敬の念を深め,謙虚に受け止める心を育て

ることを通して豊かな心が育まれると考える。しかし,その一方で,直接的な体験をしていなければ

このような感動や畏敬の念を感じることは容易ではないと言える。教材と自分自身を重ね合わせる

ことで自己体験と結びつく場合もあるが,本時の場合は,そうとは言い難い。本時で扱う教材「ハッ

チを開けて,知らない世界へ」は野口聡一氏の宇宙での体験をもとに書かれた内容となっており,極

めて特殊な体験である。誰もが経験できるようなものではなく生徒たち含め教師自身も経験したこ

とがない。自分自身と重ね合わせることが容易ではない教材に出会った時に,生徒自身が未知の状

況に自己の経験を基に前向きに捉え考えていこうとすることができるかが重要になってくると考え

る。 

今年度のテーマ「社会とつながり明日を切り拓く資質能力の育成」は,変化の激しい社会を生きる

子供たちにとって，予測できない変化に受け身で対処するのではなく，自らが創り手として，より

よい人生や社会の在り方を考え，問題を発見・解決していく力の育成を目指して立てられたテーマ

である。未知の状況に対して,行動するためには自己の把握は欠かすことができない。本教材を通し

て,自分の人生や社会と結び付けて考え，生かせる力を高めていきたい。 

 

4．期待する生徒の変容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ⅱ．実践の概要  

自然に対する畏敬の念というものを

あまり自覚しながら生きていない。 

自然に対する畏敬の念を感じるのは

意識をしてもそう容易くできるもの

ではない。 

他人の経験談を基に ,これからの生

活の中で自分なりに自然の素晴らし

さを探していきたい。 



5．評価について 

生徒評価の視点,授業評価の観点と方法 

人間の力を超えたものに対する心の動きを感

じ取り,これからの自分の生き方につなげて考

えようとしていたかを学習状況やワークシー

トの記述からみとる。 

 

6．授業実践のまとめ 

（1）本時の目標 

野口さんの体験を考えることを通して,自然への畏敬の念とは,わかりそうでわからない部分がある

ということを理解する。その上で自然に対する感動や偉大さを捉えていきたいと思う実践意欲を高

める。（D−21 感動,畏敬の念） 

 

（2）展開 

過程 学習活動および内容 指導上の留意点 

導入 

１ 今までに美しいものを見たり聞いたりし

て感動した経験はありますか。 

 

地球【画像】を見て,感じたことを書き,発表

する。 

事前アンケートを実施し,データを 

まとめておく。 

 

・多様な考えにふれ合わせるために全員

発表を促す。 

展開 

２ 教材を読む。 

 

 

３ 野口さんは地球のどんなところに感動し

たのだろうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 自分自身に置き換えて考える。 

 

 

教材内容の理解度を高めるために, 

作者の音読を聴かせる。 

 

多様な考えを引き出し気づかせるために

以下のポイントに留意する。 

・問い返しポイント 

どうしてそう思ったのか。 

宇宙に対する野口さんの「感じる心」を

どう思うか。 

・ICT 活用 

共有ノートを活用し,地球の美しさにつ

いて多面的・多角的に捉えられるよう

にする。 

・分かる,分からないを割合で示し,その

理由も話させる。割合、内容の理由を語

ることで、他者の体験を完全に自己に置

概念的な問い「野口さんは宇宙

でどのようなことを感じたのだ

ろうか。」 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 地球の画像を再度見て,感じたことを記入

し、感想を発表する。 

 

 

 

 

き換える事が難しいことを実感させる。

【感覚、場の雰囲気、熱】などの個人が

感じた経験で主に出てくる事が想定され

る。 

 

・生徒の中には、考えや見方が変容して

いる生徒もいると想定される。その場

合、なぜ変容したのかを問い、体験なく

ても考えや見方は、変容することについ

て考えさせる。 

分かりそうで分からないものであるが、

分かろうとする心を持つことは大切なこ

とであることを感じさせたい。 

ま 

と 

め 

６ 本時に学んだことをまとめる。 

 

 

 

⑶準備物 

教科書,筆記用具,iPad,ワークシート 

 

7.成果と課題 

以下は、当日の板書、生徒が授業時に作成した成果物と振り返りをまとめたものである。 

ICT を活用し、可視化したことで生徒自身の考えを表出することが容易になり、自己の考えを他者

に伝える姿が多く見られた。ICT 機器を活用して共有したことを、板書で焦点化することで個々の

考えを収束することが可能となった。 

 

議論的な問い  

あなたは,野口さんの感覚 

や考えをどの程度わかりますか。 

（自分の力を超えたものに美しさを 

感じたことはありますか。） 

議論的な問い② 

なぜ私たちはこの場面で感動を覚え

るのだろうか。 



 

 

 

主題やねらいについて 

上の、振り返りからも分かる通り、本時、本教材を通して、道徳的価値（価値理解）という部分に

は十分迫れなかった。一方で物事を多面的・多角的に捉えるということや、自然に対して体験や経

験を通して関わり、捉えていきたいという実践意欲を高めることに関する振り返りが記述で見られ

た部分は達成できた部分もあった。  

（自己理解・他者理解・自然理解）展開部分に時間を多く取るために、導入部分を短くした形式で

の授業展開を実施したが、結果的にはもう少し導入段階で野口さんの思いを考えさせる時間を多く

するほうがより深い議論を生み出したの可能性が高い。 

ICTの活用について 

道徳科における有効性は、（即時、共有、可視・蓄積・保存）と感じている。 

授業内で考えると（即時と共有・可視）ポートフォリオとしてためて、自己省察や評価としてのみ



とり、道徳通信にも活用できるという点で（蓄積・保存） 

→場面や状況に合わせた効果的な活用を今後も検討しいく必要がある。 

以下は、ICT 活用を含めた時の授業展開と考えられる効果をまとめた表である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本授業で、ICT を活用した道徳授業の可能性の１つの提案ができたのではないかと考える。今後、

継続的に ICTを活用した道徳授業を展開し、授業時の生徒の発言や振り返り（感想）カードの記述

内容の質的変化があるかを調査し分析していく必要があると考える。 
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編 集 後 記 

 

本校は昭和 22年の創立以来、自主・自立を校訓にして、「個性豊かな生徒」の育成をめざし、実践的

研究を進めて参りました。 

 池田キャンパスの附属小学校・附属高校との共同研究として、今年度は「社会とつながり明日を切り

拓く資質・能力の育成」を研究主題として主題として掲げ、研究に取り組んでいます。 

 本研究紀要は、本年度(2021年度)のオンライン研究会の取り組みを中心に、各教科の研究成果をまと

めたものです。みなさまの率直なご意見、ご感想をお聞かせいただき、これからの研究に活かしたいと

考えております。 

 最後になりましたが、本研究を進めるにあたり常に温かく、また多様な視点からご指導いただきまし

た各先生方に感謝の意を表したいと思います。 

（研究部） 

 

研 究 同 人 

学校長     永富 一之 

副校長      古川 ルミ 

主幹教諭    田中 伸治   

研究主任    中塚 麻衣子  

国語科     小林 信之   上西 秋穂   神宮司 竹雄  大井 良和  中尾 篤史 

社会科      西邑 悠佑 田中 誠也   山本 修平   

数学科     塩田 和也 田中 伸治   松川 信彦  狩屋 壱成 

理 科     中塚 麻衣子 岸上 敏子 宮川 一彦 

音楽科     内兼久 秀美 

美術科     前田 歩 

保健体育科   三好 達也 森田 直樹   福田 眞央 

技術・家庭科  淺野 浩史 大野 真貴 

英語科     中田 未来   岡本 健太郎  鳥居 敦子 Keith  Jason 

保健室     吉田 かえで 

編集者 大阪教育大学附属池田中学校研究部（代表 中塚 麻衣子） 

発行者 大阪教育大学附属池田中学校 池田市緑丘 1 丁目 5 番 1 号 ℡（072）761－8690（代） 


