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第1章

概

要
三小田

（１）目的

博

昭

（３）内容

国際的素養を身につけるために、既存教科すべてに

初等中等教育において、従来から行われてきている学

「協同的探究学習」を取り入れ、
他者とコミュニケーショ

習は、正しい解法と答えはただ１つであることを前提に、

ンを取りながら協同して問題解決する学習方法を開発す

暗記した事象を適応させることが中心であった。つまり、

る。理系科目だけでなく、文系・実技系科目にも拡大し、

正しい解法を覚えて、それを問題解決に適用する学習で

学校カリキュラム全体を暗記・再生の中心の教育方法か

あった。この形態の学習法では、自分が以前習得した問

ら理解・思考型学習方法に変換することを目的とする。

題解決法が適用できない問題に対しては充分対応するこ
とができない。また、解決法を暗記し、それを適用して
いるにすぎないため、問題の本質が理解されておらず、

（２）期待される効果

問題の根本的な解決にはなっていないことがしばしばあ

現代社会における地球的課題に対しては、他民族・多

る。本校が実践する「協同的探究学習」では、問題を解

国籍の人々と協力して課題発見と課題解決をする必要が

決するための方法は多様にあり、自分の持っている知識

ある。そのためには偏見や偏狭な思考と行動から脱し、

と他者が持っている知識を活用しながら、問題解決法を

人間相互のインタラクションを重視する思考と行動が求

自分で考案することである。そして、その思考プロセス

められる。このような国際的素養は自立した学習者には

を他者に表現し、他者と思考プロセスを共有することに

不可欠な素養であると考えている。
既存教科すべてに「協

よって問題の本質を理解し、問題解決にあたる「わかる

同的探究学習」を取り入れることで、
現代社会が求める、

学力」を育成する。

他者と協同して問題解決ができる、国際的素養を身につ
けることができる。

（４）指導方法
個別探究Ⅰ
個人で
探究テーマを
考える

個別探究Ⅱ
各自が
探究活動に
取り組む

協同探究Ⅰ
設定した研究テーマ
や研究課題をグルー
プ内で発表する

協同探究Ⅱ
探究内容の発表を行
い、自分のテーマと
他のテーマを関連づ
ける。



協同探究を通して、
探究方法の多様性に
気づき、方法を修正
する

個別探究Ⅲ
探究の手直しを行
う。発展課題の取り
組みで力を確認する
（文責
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1. 英語

俊

樹
明

ことによる発表者へのフィードバックをする。
また、
質問内容について生徒が自発的に口頭で意見交換を

（１）目的

する。〈協同探究Ⅰ〉

本研究の目的は、英語教育において、異文化コミュニ

４）協同探究Ⅰを通して生徒がお互いの意見を知り、他

ケーションの基本となる「自分とは異なる社会集団とも

者との意見の共通点や相違点を考えながら知識を関
連づけ、自らの発表の修正をさせる。〈個別探究Ⅱ〉

人間関係を構築する能力」を身につけるための「協同的
探究学習」を取り入れ、他者とコミュニケーションをと

５）協同探究Ⅰと異なるグループメンバーと修正された

りながら協同して問題解決する学習方法を開発する。ま

探究内容の発表を行い、再度、質問用紙への記入を

た、学校カリキュラム全体を暗記・再生中心の教育方法

することで、自らの持っている知識と他者が持って

から論理的な思考力や表現力の育成を重視した理解・思

いる知識を活用しながら、探究内容の結論としての

考型学習方法へと変換することを目的とする。

問題解決方法を考察させる。
〈協同探究Ⅱ、個別探
究Ⅲ〉
６）５）で各自が取り組んだ探究内容をクラス全体で代

（２）実践方法

表の数名に発表させる。また、個別で発表者への質

平成28年度、名古屋大学附属高校の高校２年生徒40名

問記入することでフィードバックを行う。最後に、

を対象に共同的探究学習の授業実践に取り組んだ。主に、

全体で口頭による質疑応答の時間を設ける。
〈協同
探究Ⅲ〉

コミュニケーション英語の授業を通し、言語活動の充実
を図る目的で各レッスンにPISA型読解力におけるオー

７）２）４）５）における各個人の探究内容の変化を分

プンエンドの課題を設け、ペアやグループによる協同的

析し、論理的な思考力や表現力の育成を重視した効

な取り組みを実践した。

果的な理解・思考型学習方法について検証する。
Question Makingの方法

（３）内容
本研究は以下の手順で進めるものとする。
１）コミュニケーション英語の授業内で各レッスンに
オープンエンドの課題（PISA型読解力の課題）を
設け、テキストの正確な理解に基づき、その前提と
していること、背景にあることを推論させる。そし
て、推論を積み重ねて、テキストを深く理解させる。
さらに、テキストの深い理解に基づき、その内容や
形式を批判するといった活動へと展開する。
２）１）の発展的な課題として、国際的素養を身につけ
る目的に沿った個人での探究内容を考えさせる。表
現の多様性、日常性、テーマ性も含め、生徒が多様
なアプローチで自身の考えを英文で構成することが
できるよう支援する。
〈個別探究Ⅰ〉
３）個別探究Ⅰにおいて英文で構成した各自の考えをグ
ループ内で発表させる。グループ内での質疑応答を
行う代わりに、所定の質問用紙に英文で質問をする
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A3サイズの模造紙、付箋紙を用いて、「問い」をつく
る活動

第 62 集（2018）

（２）実施方法

４人グループ各自の探究内容の発表をうけて、グルー
プメンバー毎に内容に関する「問い」を付箋に書いたも
のを模造紙に貼っていく。生徒から出てきた「問い」の
種類は以下のように分類することができる。
①単語や文の意味を問うもの
②発表の内容を問うもの
③発表の内容から発展したオープンクエスチョン

指導内容
課題の前提の
『わたしを束ねないで』の解釈
確認
個別探究Ⅰ

課題について個々人での考察

協同的探究

ジグソー学習による議論と発表

個別探究Ⅱ

班を解消し、まとめと創作課題の提出

これらの「問い」を完成させた後、
グループのメンバー
と「問い」の書かれた付箋を交換する。答えは、付箋の
隣に書き、一つの「問い」に答えることができたら、ま

（３）内容
１）個別探究Ⅰ

た別のメンバーの「問い」に答えていく。
こ の よ う に、
「 問 い 」 を 一 つ ず つ 答 え な が ら、

「詩に込められたメッセージは何か」という問につ

Question Makingは回を重ねるごとに、さまざまな「問

いて解釈させる。

い」がみられるようになっていった。

途中で、解釈のヒントが記載されたプリントを配布
し、考察の助けとする。
２）協同的探究

（４）検証評価

連ごとに４人で１班を作り、机を合わせて議論させ
る。（計10班）

協同的探究学習を取り入れた授業を通し、生徒は教科

班を組み換え、連ごとに解釈した内容をお互いに発

書の内容からオープンエンドクエスチョンをつくるとい

表させ、まとめさせる。（計４班）

う作業から、各自の単協内容をうけての答えがすぐに出

班の代表者にまとめを板書させ、口頭で板書の根拠

ないオープンエンドクエスチョンを考えるようになっ

を解説させる。

た。
このように、
英語という既存教科に「協同的探究学習」

３）個別探究Ⅱ
班を解消し、改めて「詩に込められたメッセージは

を取り入れ、自分の持つ知識と、その思考プロセスを他

何か」まとめさせる。

者に表現し、他者と思考プロセスを共有することによっ

本時の学習を踏まえて自己流の「わたしを束ねない

て問題の本質を理解し、問題解決にあたる学力を育成し
ていく必要があると考える。

（文責

で」を創作させる。

湯浅郁也）

（４）検証評価

2. 国語

協同的探究学習を取り入れた授業によって、生徒は主
体となって学習に取り組むことができ、個別的学習のみ

（１）目的

の場合よりも深い考察ができるようになった。また、言

今日の教育現場では、講義形式の授業から、生徒主体
の授業へと変化が生じている。また、昨今の学習指導要

語活動という面でもひとりひとりが活発に議論を交わす
ことのできる学習活動となった。

領において言語活動の充実が求められている。協同的探

今後の課題は、解釈の多様性を維持したまま、生徒全

究学習は現代教育の求めに最も応え得る学習方法のひと

員が納得するまとめに導くことである。お互いの解釈の

つだといえる。

共通点、本質的な部分を見いだし、理解させる能力が必

本校国語科における協同的探究学習の一例として、中

要である。また、班の人数や机の配置によっては、生徒

学国語の『わたしを束ねないで』における取り組みを紹

が議論に参加しにくくなってしまう場合もある。状況に

介する。文章を読んで、作者のメッセージを的確にとら

応じて、適切な対処をしていきたい。
（文責

え、表現を味わうこと、また、生徒ひとりひとりが積極
的に言語活動に携わり、
コミュニケーション能力を磨き、
生きる力を身につけることを期待している。
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3. 社会
【中学１年

地理的分野】

（１）目的
本校の協同的探究学習の流れは、①「思考プロセスを
明らかにする個人探究場面Ⅰ」
、②「多様な考えを比較
検討する協同探究場面」
、③「知識の関連づけから問題
の本質をつかむ個別探究場面Ⅱ」である。昨年の報告書
では、この①～③の私の実践での課題の検証評価をそれ
ぞれ次のように述べた。
①個人で調べたことをまとめるだけで思考プロセスを
明らかにする域には達していない
②個人探究が上手な生徒の原稿に依存しすぎ、多様な
考えを比較する姿勢になっていない
③そもそも②で終わっていたので、もう一度個別探究
に戻す工夫が必要である
今年度は、特に③に力点を置いて実践することを目的
とした。

（２）実施方法

発表原稿

後期にあたる10月から２月に、３つのテーマで５人の
グループで協同的探究学習を行った。授業の流れは次の
とおりである。

（４）検証評価

①グループ単位で調べる地域または分野の決定
②決定した地域または分野についての個人探究とワー
クシートへのまとめ

「個別→グループ→個別」という協同的探究学習の流
れの後半部分、上記目的③「もう一度個別探究に戻す工

③グループでの発表内容の検討と発表原稿作成

夫」において、他グループが調べた地域の特徴を自分の

④グループでの発表と質疑応答、および自分の個人探

調べた地域と比較することで、共通点を見出したり差異

究との関連づけ
⑤教師による発表内容の補足

を浮き彫りにして理解を深める試みを、新たに今年は取
り入れてみた。少しずつではあるが、新しい取り組みの
検討を続けていきたい。

（文責

佐藤俊樹）

（３）内容
（第１回）11月「ケッペンの気候区分」
（第２回）１月「日本各地の人口・都市問題」

【中学２年

（第３回）２月「日本各地の産業」

歴史的分野】

歴史系教科では、過去という動かせない事実を学ぶこ
とが中心となる。授業時の発問やペーパーテストなども、
獲得した知識の定着度を問うものとなり、記憶・暗記が
学習の本質であるという誤解がされてきた。そのため歴
史事実の理解の上に、因果関係や相互関連性などを問い
考えさせることのできる教材を用いて「協同的探究学習」
を行った。
社会科（地歴公民科）でも地理や公民における取り組
みが行われてきたが、日本史・世界史や中学社会（歴史
的分野）においては導入されてこなかった。数学のよう
に問題を解決することが教科指導の中心となる科目の対

グループでの発表内容検討

極に、系統的な知識理解に重きを置く歴史系教科があっ
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たことが大きな要因だと思われる。よって今年度は、中
学社会（歴史的分野）においてどのような形で「協同的
探究学習」が実践可能なのかを探ることを目指した。
いくつか授業実践を行う中で、
歴史系教科における「協

4. 美術
（１）目的

同的探究学習」を行うには、大別して二つの方向性が考
えられることに気が付いた。

第 62 集（2018）

身の回りの事象や対象を深く見つめる中で、他と関わ
りながら自己の感性や想像力を高め、豊かに発想し構想

ひとつは、未解決の事項を素材にした授業である。現

する能力を伸ばす。

在定説が存在しない歴史的論争を素材にしたり、歴史の
ifを考えさせるタイプの授業では「協同的探究学習」の
実施が可能である。実践としては、邪馬台国論争を素材

（２）実施方法

にした「邪馬台国はどこか」
、
「幕府」とは何なのかとい

高校１年美術

後期（９月29日） デザイン・工芸分

う本質を考えるための「鎌倉幕府はいつ成立したのか」、

野「ランプシェード（照明）のデザイン」の導入部にお

裁きの基準となる原理の矛盾から時代背景へ切り込む

いて、40名を４人ずつの10グループに分けて、異縁連想

「赤穂事件。あなたの裁きは」などを行った。

を使って、他と関わりながらアイデアを出し発表させる。

「赤穂事件。あなたの裁きは」では、赤穂浪士の討ち
入りを義（忠孝の実践）とみる見解と、法を乱す（徒党

異縁連想のデザインワークとは…

行為）存在とみる見解を提示して生徒に考えさせた。準

①動詞（積む、ひねる等）のワードが書かれた紙が入っ
た箱、名詞（メモ、傘等の言葉が書かれた紙の入っ
た箱の２つを用意する。

備・実践段階で感じたのは、現代的感覚で判断してしま
う可能性を持っているという問題、もっと突き詰めれば
そもそも「歴史教育」なのかという問題をはらんでいる

②２つの箱から１班それぞれ１枚ずつ、生徒に引かせ
る。２つの言葉が合わさって偶然にできた言葉（積
む・メモ、ひねる・傘等）から想像を広げ、デザイ
ンを考える。

ことである。協同探求の後に元禄時代という時代性、仇
討ちという武断的解決の正当性と文治政治の開始による
ゆらぎといったことを付け加えることで、
「歴史教育」
に引き戻す工夫をした。
もうひとつは、複数の見方ができる歴史事象を素材に
した授業である。同じ出来事でも、それぞれの立場や地

（３）内容

域によって見方・意味合いの違う歴史事象の理解につい

導入部でプロダクト（製品）デザインの様々な発想例

ても「協同的探究学習」は有効である。複数の見方を教

を鑑賞させた後に、異縁連想デザインワークで使う発表

員から一方的に説明されるのではなく、それらを各自が

用画用紙・サインペンを各班に配布する。各グループの

考える、またはクラスメートの考えを聴くことで、見落

代表者に、文房具と言葉（動詞）の書かれた紙片のくじ

としていた意味や存在する対立・矛盾に気づき、より深
い本質的な理解へと進むことができる。実践としては、
太閤検地・刀狩を素材に、百姓・武士、豊臣政権への影
響について考える「秀吉はいったいどんな社会を作りた
かったんだろう」
、大名統制だけではなく経済的影響・
大名自身の意識などにも目を向けさせるための「参勤交
代が江戸時代の社会にあたえた影響とは」
などを行った。
「参勤交代が江戸時代の社会にあたえた影響とは」で
は、①武家諸法度寛永令、②江戸の人口（表）
、③松江
藩の財政（表）
、④東海道品川宿のはなし（HP）を資料
として提示し、参勤交代は大名統制策である一方で大名
の格式を示す儀礼空間であり、また支出が江戸や街道に
経済的な影響を与えたという側面について、史資料を主
体的に読解・思考させることで幕府・大名・庶民、江戸・
道中・国元という広がりをもった歴史像を描かせること
ができたと思われる。

（文責

曽我雄司）

個人用ワークシート（写真１）
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を引かせて、グループに持ち帰り、自分たちのグループ

うなことを組み合わせると面白いものが生まれることが

に与えられた課題を知らせる。次に異縁連想の方法をパ

わかった。何かのパロディーから発想させても面白いか

ワーポイント資料を見せながら解説する。グループに与

も」
「二つ以上のはたらきをくっけるといい」など前向

えられた課題を、まず５分間、個人で言葉（動詞）と文

きな感想が見られ、新しい発想法に気がついた生徒もい

房具が合わさって思いつくアイデアを考えワークシート

た。生徒個々の既存の感性のうちの一般的な感性（多数

（写真１）に書かせる。５分後、それぞれのグループで

の人が美しい・良いと感じる感性）が集団の作用によっ

個人発表をして、次にグループ内で、意見を出し合い、

て、磨かれ、広がっていくことが分かった。

一つのアイデアに絞り込み、発表用画用紙にまとめる。
その後、各班でまとめた発表用画用紙（写真２）を、他

２）取り組み意欲・関心が高まったか。

グループの前で見せながらグループのアイデアを発表さ

個人で考えたデザインの発想を持ち寄り、グループで

せ、感想を書かせた。最後に感想を発表させ、本時のね

一つにまとめ上げる作業では、控えめな生徒の意見が取

らいにせまる生徒のキーワードを取り上げてまとめた。

り上げられにくく意欲の低下が心配されたが、最初の５
分間に個別探究のプロセスを入れることによって、集団
の中で埋没する危険性はなくなった。通常授業で個人で
の発想を練る作業に比べて、グループワークでは、自分
の発想を他の人と比較する機会があり、自分の発想に自
信がなく、あきらめがちだった生徒も、他に引っ張られ
て取り組み意欲が持続していた。生徒の感想では、「何
か良いアイデアを出そうと考え込むと出ないけど、友達
のアイデアにみんなでつけ足していくのが楽しかった。
」
とあり、グル－プワークの中での思考の深まり、取り組
み意欲の持続など、集団作用による一定の効果があった。
また、自分の考えが集団の中で認められたり、自分の持っ
ている知識・能力が集団の中で生かされたりする機会と

発表用画用紙（写真２）
「絵の具がこぼれて、紙に垂れたように見えるクリップ」

なり、美術の苦手な生徒にとっても、意欲を持ってに取
り組むことができた。
協同的探究学習においては、個人→グループで探究し
たあと、必ず個人にフィードバックさせる機会を作る必

（４）検証・評価

要があったが、グループ討議と発表用画用紙の制作に時

授業では、他と関わりながら自己の感性（美しさや良

間がかかりすぎて、個人で振り返える過程が不十分で

さを能動的に感知する力）や想像力を高めることをねら

あった。
「一人で発想することよりグループで発想した

いとした。その授業目標に照らし合わせて、授業で使用

方が楽しい」という感想は多く見られたが、生徒一人一

した個人ワークシートの個別探究の取り組みと授業後の

人の感性（良さ・美しさを能動的に感知する力）が生徒

感想及び授業観察をもとに生徒の変容を観察・評価する

個人の中でどれだけ磨かれていったのかが疑問として

ことにした。評価項目は、１）他との関わりの中で感性

残った。単に良い発想のパターンを身につけるだけでは

が磨かれたか。２）取り組み意欲・関心が高まったか。

なく、良さ・美しさを日常生活の中で探っていく姿勢を

の２点とした。

習慣化させていく手だてを授業の中で工夫していく必要
があると感じた。また、協同で課題に取り組むことは、

１）他との関わりの中で感性が磨かれたか。

個人での制作・鑑賞が中心となっていた美術の授業に

個人としての既存の感性（デザインの発想の良さを感

とって、改めて集団で学ぶ意義を再認識させられるもの

知する力）がグループワークでより磨かれたかという点

であった。同時に小集団の中でいかに他と関わり思考を

を評価した。ワークシートに書かれ個別探究の欄を見る

深めることができるのかを評価していくためには、教師

と、ほとんどの生徒は、キーワード（動詞）をもとに多

側のきめ細やかな観察力と、より的確な評価基準を作成

様な発想をしており、個人がテーマをもとに想像して作

していく必要があることを強く感じた。

品のアイデアを考えるより、キーワード（動詞）という
取っ掛かりがあった方がスムーズに連想が進んだ。また、
他の生徒の発想に共感したり、
ヒントを得たりしながら、
行き詰まった自分の発想を修正していた生徒も見られ
た。生徒の授業後の感想からは、
「何にも関係のなさそ
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