
＊＊＊　ご案内　＊＊＊

　本年は、第16回全国中高一貫研究大会を本校にて開催
することになりました。テーマは、「中高一貫校におけ
る自立した学習者の育成」です。多くの方のご参加をお
待ちしております。
　また、その翌日に本校のSGH（スーパーグローバルハ
イスクール）二年次研究成果発表会を開催させていただ
きます。テーマは「『自立した学習者』を育てる協同的
探究学習」であり、前日の研究大会のテーマと関連して
おります。
　本校は、2014年度にスーパーグローバルハイスクー
ル・アソシエイトの指定を受け、2015年度には、スーパー
グローバルハイスクールの指定をうけることができまし
た。今年度は２年目となりますので、その研究成果発表
会を開催させていただきます。
　SGHでは、名古屋大学のSGU（スーパーグローバルユ
ニバーシティ）と一体化した研究開発をめざして、「総
合人間科」を基礎にし、これまでSSHで取り組んできた
協同的探究学習を発展させて、理系科目のみならず、文
系科目・実技科目にも拡大し、協同的な課題発見力、解
決力、協同して主体的に学ぶ力を高めるべく取り組んで
います。
　また、名古屋大学の国際展開と歩調を合わせ、大学か
らの支援も受けて、グローバルな人材育成をはかるよう
な様々な取り組みをしています。モンゴルやアメリカの
高校との協同課題研究、その他、海外から本校を訪問す
る多くの高校との交流活動、多彩な英語力向上プログラ
ムなどを通じて、生徒の国際的な感覚やコミュニケー
ション能力は高まっています。
　高校の授業は、ともすれば大学受験への対応になりが
ちですが、そうではなく、生徒自身が主体的に課題設定
し、課題解決に取り組んでいく中で、主体的な学習能力

を身につけ、大学入学後に力を発揮できるような教育を
実践することが重要であると考えております。
　本研究会におきまして、本校の研究成果の一端をご覧
いただき、ご指導・ご批判をいただきますことを、心よ
り願っております。
 名古屋大学教育学部附属中・高等学校長
 松田　武雄

全国中高一貫教育研究大会

１　主題「中高一貫校における『自立した学習者』の育成」
２　期日　2017年２月９日（木）
３　日程
　　13：30～14：00　　受付
　　14：00～14：40　　全国中高一貫研究会総会
　　15：00～16：30　　校種別分科会
４　会場
　　総　会　交流ホール
　　分科会　交流ホール・第１総合教室・第３総合教室

５　内容
　（1）全国中高一貫研究会総会
　　　会長あいさつ
　　　文部科学省　行政報告
　　　総会　会計報告
　　　次期開催校あいさつ
　（2）分科会
　　　①中等教育学校分科会
　　　　発表校　東京大学教育学部附属中等教育学校
　　　②併設型中高分科会
　　　　発表校　金城学院中学校・高等学校
　　　③連携型中高分科会
　　　　発表校　大阪府立能勢高等学校
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2017年2月9日（木）

 第16回全国中高一貫教育研究大会
　「中高一貫校における『自立した学習者』の育成」
2017年2月10日（金）

 SGH（スーパーグローバルハイスクール）二年次　研究成果発表会
　「『自立した学習者』を育てる協同的探究学習」
� 名古屋大学教育学部附属中・高等学校

主催　名古屋大学教育学部附属中・高等学校
後援　愛知県教育委員会
後援　名古屋市教育委員会



SGH（スーパーグローバルハイスクール）　二年次　研究成果発表会

１　主題「『自立した学習者』を育てる協同的探究学習」
２　期日　2017年２月10日（金）
３　日程

9:00 9:30� 10:00 10:10 12:00 13:10� 14:10 14:30� 15:45

受付 全体会
公開授業 昼食

授業検討会 講演会
ポスターセッション

４　会場
　　全体会・講演会　　　　　交流ホール
　　公開授業・授業検討会　　各教室

５　内容
　（1）全体会　９：30～10：00
　　　開会挨拶　名古屋大学　教育学部長　氏家　達夫
　　　基調報告（研究の概要）研究主任　　三小田博昭
　（2）公開授業

＊１時間目（10：10～11：00）　高校１年は（10：10～12：00）

学年 科目・課題 ねらい 授業内容 授業者
中学
２年

①美術 デザインの発想・構想過程を体験
し、他者と関わりながら、様々な
発想の糸口に気づかせる。

異縁連想による発想をもとに、グ
ループで文房具のデザインを話し合
い、画用紙にまとめて発表する。

岡村　明

中学
２年

②社会
（歴史的分野）

協同的探究学習を用いて歴史上の
事件についての判断を個人・グ
ループで行うことで多様な判断の
在り様を認識するともに、歴史的
背景についても理解させる。

赤穂事件の裁きについて、事件の展
開や儒学者の判断などを確認しなが
ら、個人思考・グループ討議を行い、
江戸時代における元禄期の位置づけ
について理解を深める。

曽我　雄司

中学
３年

③国語 協同的探究学習とジグソー法を組
み合わせた、アクティブラーニン
グを実施し、生徒の主体的な学び
を促す。

詩の教材を取り扱う。初めに個人で
解釈をし、続いてグループで討議を
する。全体発表の後、再び個人で振
り返り、解釈と鑑賞の理解を深める。

澤井　祐哉

高校
１年

④課題研究Ⅱ
1・2時間目連続

研究成果を把握し、これまでの研
究方法・計画のよかった点、改善
すべき点を自己評価できるように
なる。

前半はPBLの探究成果をグループ別
に発表する。後半は、研究成果を踏
まえ、研究計画や方法をよりよくす
るための振り返りを行う。

佐光　美穂
隅田　久文
松本　真一
西川　陽子
亀井　千恵子
佐藤　健太

高校
２年

⑤英語
コミュニケーション

協同的探究学習を活用したアク
ティブラーニングを実践し、課題
の発見と解決に向けて主体的・協
同的に学ばせる。

「From Japan to The World」、日本
の文化を世界に発信する。各グルー
プの代表がクラス全体にプレゼン
テーションを行い、その後は個人で
改善の方向性を検討し、今後のプレ
ゼンテーションの向上にいかす。

湯浅　郁也

＊２時間目（11：10～12：00）

学年 科目・課題 ねらい 授業内容 授業者
中学
１年

⑥社会
（地理的分野）

各自が能動的に学ぶことで理解を
深め、さらに学ぶ意欲を喚起する。

グループごとに決められた担当する
地方について、個人でまとめたワー
クシートを持ち寄り協同で集約し、
発表を行う。

佐藤　俊樹

中学
１年

⑦英語 協同的探究学習の方法を用いて、
個人でスピーチを作り、全体で発
表する。生徒同士が双方向に質疑
応答して思考力、英語運用能力を
高める。

生 徒 が「 好 き な 人 を 紹 介 す る 」
Show & Tellスピーチを発表し、全
体で理解を深めるための質問を考え
る。最後に全体討論でアイデアを出
し合い、個人でまとめを書く。

仲田　恵子
大矢　美香
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　（3）ポスターセッション（11：10～13：10）
高校２年生SGH課題研究についての生徒によるポスター発表

　（4）授業検討会　（13：10～14：10）

教科・科目 テーマ 協議内容 発表者 助言者
A　美術 美術における協同的探

究学習の可能性
異縁連想の手法を使ったデザインの
授業と協同的探究学習による美術の
授業について

岡村　明

B　社会 中学校社会科における
協同的探究学習

中学校社会科において、協同的探究
学習法を採用した授業をよりよくす
る工夫について話し合い、意見交換
を行う。また、高等学校の地理歴史
科・公民科での協同的探究学習の可
能性についても考える。

曽我　雄司
佐藤　俊樹

名古屋大学大学院
教育科学発達科学研究科
植田　健男

C　国語 国語科における協同的
探究学習の実践と課題

国語科において協同的探究学習を行
う際の留意点や問題点を検討し、よ
りよい授業を目指した意見交換を行
う。

澤井　祐哉 名古屋大学大学院
文学研究科
齋藤　文俊

D　英語 英語科における協同的
探究学習の実践と課題

協同的探究学習の方法を用いて生徒
の理解・思考を深める授業づくりに
ついて意見交換を行う。

湯浅　郁也
仲田　恵子

東京大学大学院　
教育学研究科
藤村　宣之

E
課題研究Ⅱ

課題研究における協同
的探究学習の試み

本校特設科目である課題探究Ⅱの高
校１年生および２年生の取り組みを
紹介する。個人の探究活動をいかに
深めるかについて意見交換を行う。

佐光　美穂
杉本　雅子

名古屋大学大学院
教育科学発達科学研究科
大谷　尚

　（5）講演会（14：30～15：45）
講師：東京大学大学院　教育学研究科
　　　藤村宣之先生
「探究と協同を通じた一人ひとりの『深い学び』
－小中高大の学びをつなぐ協同的探究学習－」

＊講演概要
　国際比較調査などの結果を分析すると、日本の児
童・生徒の「できる学力」（個別の知識・技能）は
高いが、「わかる学力」（多様な知識を関連づける思
考や,探究を通じた深い理解）は相対的に低いこと
が見えてくる。現行の授業の問題点を克服し、これ
からの時代に必要であり国際的にも重視されてきて
いる「わかる学力」や学びの主体性を育むには、探
究と協同（他者とともに学ぶこと）の両者を重視し
た学習が必要である。そのような背景から小学校・
中学校・高校の先生方とともに各教科等の授業で開
発してきている「協同的探究学習」の理念・方法や
実践の成果、一人一人の子どもの学びが深まるメカ
ニズムなどについて、心理学の視点から提案を行い
たい。
＊講師プロフィール
　京都大学大学院教育学研究科において博士（教育
学）を取得。名古屋大学大学院教育発達科学研究科
准教授などを経て、現在、東京大学大学院教育学研
究科教授。専門は、教育心理学、発達心理学。著書

は、『数学的・科学的リテラシーの心理学―子ども
の学力はどう高まるか―』（単著　有斐閣　2012年）

『発達心理学―周りの世界とかかわりながら人はい
かに育つか―』（編著　ミネルヴァ書房　2009年）『協
同と探究で「学び」が変わる―個別的・ドリル的
学習だけでは育たない力―』（分担執筆　学事出版　
2013年）など多数。

６　申し込み方法
（1）方法：本校のWebページからお申し込みください。

参加申込書にご記入の上、郵送またはFAXでご連
絡いただいてもかまいません。

（2）締め切り：１月30日（月）
（3）URL：http://highschl.educa.nagoya-u.ac.jp/
（4）送り先：〒464－8601　名古屋市千種区不老町

名古屋大学教育学部附属中・高等学校
SGH研究発表会事務局宛

（5）FAX番号：052-789-2696
（6）電話番号：052-789-2680（職員室）　　
（7）その他

　インフルエンザなどにより学級閉鎖になるクラス
が発生した場合は、当該クラスの公開授業を中止さ
せていただきます。最新情報は、本校Webページ
でお知らせいたします。
　また、公開授業中のビデオやカメラでの撮影はご
遠慮ください。
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公開授業案

中学２年A組　美術科　学習指導案

１．教材・単元　デザインとは何か
２．日　　時　平成29年２月10日（金）
　　　　　　　１限（10：10～11：00）
３．場　　所　美術室
４．対象生徒　中学２年A組
　　　　　　　（男子20名、女子20名、計40名）
５．授 業 者　岡村　明
６．学習過程　 前時にデザインの概要と個人による発想

の手がかりを探る授業を行い、本時は、
グループによる発想を体験し発表させ
る。

７．本時の学習活動
（１）目標

１）身近なものからその発想の良さに気付かせ、デザ
イン活動の面白さや奥深さを味わわせて興味・関心
を高めさせる。

２）様々な事例を見てワークを行うことで、デザイン
とは表層の美しさだけのものではなく、人の行動や
心情にまで影響を与えるものであるということに気
付かせる。

（２）指導計画
　１時間目　 デザインの概要をつかみ、発想の大切さに

気づく。
　２時間目　 グループワークにより発想の糸口を探り、

発想の面白さや奥深さを味合う。（本時）
　３時間目　 アートクロックの時計の文字盤のアイデア

を考える。
（３）授業形態
　協同的探究学習

本時の展開

時間 学習内容 学習活動 指導上の留意点・評価
導入
７分

１．
デザインの様々な
発想方法を知る。

１．本時の課題（「デザインの発想」）を知る。
△今から紹介するものは皆さんの身近にあるも

ののデザインです。
◎このデザインの発想の良さは何でしょうか。
①常識をくつがえすことから生まれたデザイン
②マイナスの要素から生まれたデザイン
③使う人や使われる場に合わせることから生ま

れたデザインの３パターンの商品を鑑賞す
る。

・個人用ワークシートを配布する。
・黒板に「デザインの発想（アイデア）」と

いう題名を書き、本時の課題を知らせる。
・PowerPointの資料を提示する。
・答えの出にくい場合は、ヒントを与えて考

えさせる。
・それぞれの発想パターンの紹介が終わっ

たら、PowerPointにそのパターンを示し、
ワークシートの１番に記入させる。

・積極的に考える努力をしているか。
 （観察）

展開
40分

２．
異縁連想のグルー
プ ワ ー ク を 通 し
て、デザインの発
想を体験する。

２． グループワークで異縁連想デザインを体験
する。

（１）異縁連想のワークをする。
△これからグループワークでデザインに挑戦し

てもらいます。
△グループのうち１人、くじを引きに来て下さ

い。
□くじを開けてください。それが、これからみ

なさんの考えるデザインのテーマです。
△最初の５分は個人で考えてワークシートの２

番に書き込みましょう。
△次に、各グループで、話し合って、デザイン

したものを絵と文で画用紙に図解して下さい。
異縁連想デザインワークとは…
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）のワー
ドが書かれた紙の入った箱の２つを用意す
る。

②２つの箱から１班それぞれ１つずつ、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。

・机を移動させ、４人１組のグループワーク
ができるようにさせる。

・図解用画用紙とサインペンを配布する。

・動詞と文房具名の入った箱からくじを引か
せる。

・PowerPointで例をあげ、異縁連想デザイ
ンのワークを説明する。

・個人ワークで動詞から連想する言葉・材料
をワークシートに書かせる。

・実用性はあまり重視しなくてよい。
・意見が出やすいように、また、ワークの方

法を間違えていないか確認するために机間
巡視をする。

・方法が理解できずにつまずいている生徒に
助言や補助発問をし、活動を促進させる。

・机間巡視をして、良いアイデアのものをほ
める。

・15分前には発表用図解用紙を書かせる。
・鑑賞で分かったことを応用できたか。
・協調性を持って話し合いをすすめられたか。
・外見のおもしろさだけに留まらないアイ

デアを出せたか。 （観察）
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時間 学習内容 学習活動 指導上の留意点・評価
（２）グループワークの振り返りをする。
△できたグループは今日の授業を通して気付い

たことを書いて下さい。
△いくつかのグループに発表してもらいましょ

う。（他のグループのワーク内容を知る。）

・できたグループから、ワークシート３番に、
感想を書かせる。

・３～４班分の結果を発表させる。
・全員に分かるように、図解画用紙を見せな

がら発表させる。
まとめ
３分

３．
本時のまとめ

２．まとめと次時予告
△感想を聞かせてください。
△次回からは、このプロダクトデザインの中で

も、アートクロックの文字盤のアイデアを練
るので、今日の授業の事を思い出して素敵な
作品を作ってください。

・２～３人に感想を発表させ、本時のねらい
に近いキーワードをとりあげ、まとめる。

・デザインは外観だけでなく、人の心情や
行動に影響を与えるものであることが理
解できたか。

 （観察・感想文）

◎ 主発問、○発問、△指示、□説明

６．板書計画 

７．PowerPoint資料

SGH2年次研究成果発表会記録
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８．発表用（図解）画用紙
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９．生徒に引かせるくじ

動詞 文房具

洗う
吊す
転がる
聞く
伸ばす
折る
彫る
叩く
切る
回す
跳ねる
塗る

×

ペン　
ファイル
コンパス
ものさし
筆箱
ケシゴム
メモ帳
付箋

マグネット
セロテープ
ホッチギス

 
デザインの発想（アイデア）について 

 
１．デザインの発想のいろいろ    

 
① （   ）をくつがえす。 
② （    ）の要素をプラスの要素に変える。 
③ 使う場所や使う人の（    ）を考える。 

 
２．異縁連想による発想（個人で考える）  

 
動詞          文房具            商品名 

 

× 
 
 

①  関連する言葉をいろいろ思い浮かべる 
図解 

 

 

して           （する。）       

 

 

 

 
 
 
 
 

② ・・・するということは、 
 

材料は 
 
 
 
３．本日の授業で気づいたこと、考えたことを書きなさい。 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

（  ）組  （  ）番   氏名（                 ） 
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中学2年B組　社会科（歴史的分野）　学習指導案

１．教材・単元　「赤穂事件。あなたの裁きは？」
２．日　　時　平成29年２月10日（金）
　　　　　　　１限（10：10～11：00）
３．場　　所　中学２年B組　教室
４．対象生徒　中学２年B組
　　　　　　　（男子20名、女子20名、計40名）
５．授 業 者　曽我　雄司
６．学習過程　 原始から学習を始めて時代順に授業を進

めている。現在は、市民革命などを終え、
幕末の動乱について学習している。

７．本時の学習活動
（１）目標

・赤穂事件の展開について理解する

中学3年B組　国語科　学習指導案

１．教材・単元　わたしを束ねないで
２．日　　時　平成29年２月10日（金）
　　　　　　　１限（10：10～11：00）
３．場　　所　中学３年B組　教室
４．対象生徒　中学３年B組
　　　　　　　（男子20名、女子20名、計40名）
５．授 業 者　澤井　祐哉
６．学習過程　 本年度は、通算３回詩の解釈に取り組ん

でいる。今回は集大成として、解釈から
創作へと学びを深めたい。

・赤穂事件をめぐる助命論と断罪論の対立と、その背
景にある主従制的論理と法理的論理の対立、文治政
治の問題点に気づく。その対立について自分たちで
判断をする。

・元禄時代の世相の中での赤穂事件の意味合いについ
て理解することで、中世から近世の転換点、江戸時
代の転換点の一つとしての元禄期をとらえる。 

（２）指導計画
１時間目　幕府政治の改革
２時間目　 赤穂事件一件について。儒者の意見の対立

について議論と発表。ふりかえり（本時）
３時間目　綱吉の裁きについて。まとめ

（３）授業形態
　協同的探究学習法（個別探究→協同探究→個別探究）
により授業を展開する。

７．本時の学習活動
（１）目標

　作者の思いを捉え、自分の可能性について考える。
（２）指導計画

　本時で初読をし、解釈を深め、創作へと繋げる。
（３）授業形態

　協同的探究学習法（個別探究→協同探究→個別探究）
により授業を展開する。

本時の展開

時間 学習内容 学習活動 指導上の留意点・評価（◆）
導入
10分

・赤穂事件について
・本時の予告

・赤穂事件の展開について理解する

展開①
13分

〈個別探究①〉
・儒者の意見の確認
・討ち入りは忠義か否かについて考

える

・赤穂事件の処分について議論があっ
たことを確認した上で、討ち入りが
忠義であったか否かについて、個別
探究を行う。

◆史料をもとに自分の判断ができて
いるか。

展開②
17分

〈協同探究〉
・グループ毎で意見交換を行う。
・忠義とする／ではない、それぞれ

の考えを発表

・各自の個別探究の結果を、グループ
内で共有する。

・自分と他人の意見の共通点や差異に
気がつくことで、思考を再構築する。

◆自分の考えをわかりやすく伝える
ことができているか。

展開③
８分

〈個別探究②〉
・自分が将軍綱吉だったらどう裁く

かを考える

・他の生徒の意見や時代状況を踏まえ
て、将軍という立場でいかに裁くか
について考える。

・時代背景や世論の反応についても
ふまえて考えるように指示する。

◆自分の考えを再構築できているか
まとめ
２分

次回の授業の予告
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高校１年　課題探究Ⅱ　学習指導案

１．グループ課題 「未来のエネルギー資源はどうなるの
か？」

２．日　　時　平成29年２月10日（金）
　　　　　　　１・２限（10：10～12：00）
３．場　　所　生物室
４．対象生徒　高校１年
　　　　　　　（男性16名、女性６名、計22名）
５．授 業 者　西川　陽子
６．学習過程　要項冊子参照

本時の展開

時間 学習内容 学習活動 指導上の留意点・評価
導入
５分

音読
担当の割り振り

本文の範読と斉読。
連ごとに担当を割り振る。

展開１
25分

詩の解釈 個人で解釈する。
グループで解釈を擦り合わせる。
グループ同士で解釈を深める。

個別探究１
協同探究１

展開２
15分

全体発表 クラス全体へ発表する。 協同探究２
（評）本文の内容に即して解釈できているか。

まとめ
５分

まとめと創作 再び個人で解釈をまとめ、独自の
連の創作へ繋げる。

個別探究２
（評）詩の解釈を踏まえたうえで、創作に繋げているか。

本時の展開

時間 学習活動 指導上の留意点・評価
10：10～
（60分）

班ごとの研究発表と質疑応答
・各班、順に10分発表する
・質疑応答後、担当教員からの助言を受ける。

・発表を聞きながらメモを取らせ、自分の意見や疑問点を見つ
けさせる
・振り返りのワークシートを配布してから休憩に入る

11：10～
（10分）

休憩

11：20～
（８分）

個人で振り返りのワークシート記入 個別探究１

11：28～
（15分）

班でワークシートの内容について共有、意見
交換

協同探究１
メモを取らせ、誰が発表者になってもよいように準備させる

11：43～
（12分）

グループ全体に向け、各班で出た意見を発表
する

協同探究２
教師が各班から１名に発表させる

11：55～
（５分）

他の人や他のグループの振り返りから学んだ
ことをワークシートにまとめる

個別探究２
授業終了時にワークシートを集め、個別探究１と２の記述内容
を比較し、他者（他生徒、教員）の意見を取り入れ、考えが深
まっているかを教員が評価する。

７．本時の学習活動
（１）目標

　研究発表を行うことでPBLの総括を行う。
　学習過程を各自で振り返り、研究手法や手順につい
てよかった点、改善すべき点を言語化し、来年度の個
人探究に活かせるようにする。

（２）指導計画
　年間指導計画参照

（３）授業形態
　グループ単位の発表・話し合い、個人単位でのまと
め
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高校１年　課題探究Ⅱ　学習指導案

１．グループ課題「 スポーツ環境として日本の部活（運
動部）は正しく機能しているのか」

２．日　　時　平成29年２月10日（金）
　　　　　　　１・２限（10：10～12：00）
３．場　　所　メディア教室
４．対象生徒　高校１年（男性９名、女性10名、計19名）
５．授 業 者　佐藤　健太
６．学習過程　要項冊子参照

高校１年　課題探究Ⅱ　学習指導案

１．グループ課題「 名古屋市は日本語を母語としない市
民への情報提供手段としてやさしい
日本語の活用を推進すべきか」

２．日　　時　平成29年２月10日（金）
　　　　　　　１・２限（10：10～12：00）
３．場　　所　高校１年C組　教室
４．対象生徒　高校１年（男性２名、女性19名、計21名）
５．授 業 者　佐光美穂
６．学習過程　要項冊子参照

７．本時の学習活動
（１）目標

　研究発表を行うことでPBLの総括を行う。
　学習過程を各自で振り返り、研究手法や手順につい
てよかった点、改善すべき点を言語化し、来年度の個
人探究に活かせるようにする。

（２）指導計画
　年間指導計画参照

（３）授業形態
　グループ単位の発表・話し合い、個人単位でのまと
め

７．本時の学習活動
（１）目標

　研究発表を行うことでPBLの総括を行う。
　学習過程を各自で振り返り、研究手法や手順につい
てよかった点、改善すべき点を言語化し、来年度の個
人探究に活かせるようにする。

（２）指導計画
　年間指導計画参照

（３）授業形態
　グループ単位の発表・話し合い、個人単位でのまとめ

本時の展開

時間 学習活動 指導上の留意点・評価
10：10～
（60分）

班ごとの研究発表と質疑応答
１班　野球（５名）
２班　武道（３名）
３班　卓球（３名）
４班　体操競技（４名）
５班　バスケットボール（４名）
・各班、順に９分発表する
・質疑応答（３分）後、担当教員からの助言を受ける。

・ 発表を聞きながらメモを取らせ、自分の意見や疑問点
を見つけさせる

・振り返りのワークシートを配布してから休憩に入る

11：10～
（10分）

休憩

11：20～
（８分）

個人で振り返りのワークシート記入 個別探究１

11：28～
（15分）

班でワークシートの内容について共有、意見交換 協同探究
メモを取らせ、誰が発表者になってもよいように準備さ
せる

11：43～
（12分）

調査中に起こりうる（起こった）問題について、解
決方法を考える。
・個人でワークシートに解決案を記入
・担当教員に指名された生徒は解決案を発表する。

ケーススタディ
ワークシートに記入した意見を何人かに発表させる。

11：55～
（５分）

他の人や他のグループの振り返りから学んだことを
ワークシートにまとめる

個別探究２
授業終了時にワークシートを集め、個別探究１と２の記
述内容を比較し、他者（他生徒、教員）の意見を取り入
れ、考えが深まっているかを教員が評価する。
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本時の展開

時間 学習活動 指導上の留意点・評価
10：10～
（50分）

班ごとの研究発表と質疑応答
・１班から順に、10分発表する
・質疑応答後、名古屋市役所の高田浩史さんからの

助言を受ける。

・発表を聞きながらメモを取らせ、自分の意見や疑問点
を見つけさせる

・振り返りのワークシートを配布してから休憩に入る

11：00～
（10分）

休憩

11：10～
（10分）

個人で振り返りのワークシート記入 個別探究１

11：20～
（20分）

班でワークシートの内容について共有、意見交換 協同探究１
メモを取らせ、誰が発表者になってもよいように準備さ
せる

11：40～
（15分）

グループ全体に向け、各班で出た意見を発表する 協同探究２
教師が各班から１名に発表させる

11：50～
（５分）

他の人や他のグループの振り返りから学んだことを
ワークシートにまとめる

個別探究２
授業終了時にワークシートを集め、個別探究１と２の記
述内容を比較し、他者（ゲスト、他生徒、教員）の意見
を取り入れ、考えが深まっているかを教員が評価する。

本時の展開

時間 学習活動 指導上の留意点・評価
10：10～
（50分）

班ごとの研究発表と質疑応答
・１班から順に、10分発表する
・質疑応答後、担当教員からの助言を受ける。

・発表を聞きながらメモを取らせ、自分の意見や疑問点
を見つけさせる

・振り返りのワークシートを配布してから休憩に入る
11：00～
（10分）

休憩

11：10～
（10分）

個人で振り返りのワークシート記入 個別探究１

11：20～
（20分）

班でワークシートの内容について共有、意見交換 協同探究１
メモを取らせ、誰が発表者になってもよいように準備さ
せる

11：40～
（15分）

グループ全体に向け、各班で出た意見を発表する 協同探究２
教師が各班から１名に発表させる

11：50～
（５分）

他の人や他のグループの振り返りから学んだことを
ワークシートにまとめる

個別探究２
授業終了時にワークシートを集め、個別探究１と２の記
述内容を比較し、他者（他生徒、教員）の意見を取り入
れ、考えが深まっているかを教員が評価する。

高校１年　課題探究Ⅱ　学習指導案

１．グループ課題「 歩きスマホによる事故を減らすには、
どのような対策が考えられ実行する
ことができるか」

２．日　　時　平成29年２月10日（金）
　　　　　　　１・２限（10：10～12：00）
３．場　　所　高校１年B組　教室
４．対象生徒　高校１年（男性11名、女性10名、計21名）
５．授 業 者　松本真一
６．学習過程　要項冊子参照

７．本時の学習活動
（１）目標

　研究発表を行うことでPBLの総括を行う。
　学習過程を各自で振り返り、研究手法や手順につい
てよかった点、改善すべき点を言語化し、来年度の個
人探究に活かせるようにする。

（２）指導計画
　年間指導計画参照

（３）授業形態
　グループ単位の発表・話し合い、個人単位でのまと
め
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高校１年　課題探究Ⅱ　学習指導案

１．グループ課題「 私たちのジェンダーは適正に理解さ
れ扱われているか」

　　　　　　　　　＊ 名古屋大学教育学部附属高校・中
学校内に焦点を当てて

２．日　　時　平成29年２月10日（金）
　　　　　　　１・２限（10：10～12：00）
３．場　　所　高校１年多目的教室
４．対象生徒　高校１年（男性６名、女性16名、計22名）
５．授 業 者　亀井千恵子
６．学習過程　要項冊子参照

高校１年　課題探究Ⅱ　学習指導案

１．グループ課題「 若年層の政治への関心を高めるには
どのような方策を講ずるべきか」

２．日　　時　平成29年２月10日（金）
　　　　　　　１・２限（10：10～12：00）
３．場　　所　高校１年A組教室
４．対象生徒　高校１年（男性10名、女性６名、計16名）
５．授 業 者　隅田久文
６．学習過程　要項冊子参照
７．本時の学習活動
（１）目標

　研究発表を行うことでPBLの総括を行う。
　学習過程を各自で振り返り、研究手法や手順につい

７．本時の学習活動
（１）目標

　研究発表を行うことでPBLの総括を行う。
　学習過程を各自で振り返り、研究手法や手順につい
てよかった点、改善すべき点を言語化し、来年度の個
人探究に活かせるようにする。

（２）指導計画
　年間指導計画参照

（３）授業形態
　グループ単位の発表・話し合い、個人単位でのまと
め

てよかった点、改善すべき点を言語化し、来年度の個
人探究に活かせるようにする。

（２）指導計画
　年間指導計画参照

（３）授業形態
　グループ単位の発表・話し合い、個人単位でのまと
め

本時の展開

時間 学習活動 指導上の留意点・評価
10：10～
（50分）

班ごとの研究発表と質疑応答
・１班から順に、10分発表する
・質疑応答後、名古屋市役所の高田浩史さんからの

助言を受ける。

・発表を聞きながらメモを取らせ、自分の意見や疑問点
を見つけさせる

・振り返りのワークシートを配布してから休憩に入る

11：00～
（10分）

休憩

11：10～
（10分）

個人で振り返りのワークシート記入 個別探究１

11：20～
（20分）

班でワークシートの内容について共有、意見交換 協同探究１
メモを取らせ、誰が発表者になってもよいように準備さ
せる

11：40～
（15分）

グループ全体に向け、各班で出た意見を発表する 協同探究２
教師が各班から１名に発表させる

11：50～
（５分）

他の人や他のグループの振り返りから学んだことを
ワークシートにまとめる

個別探究２
授業終了時にワークシートを集め、個別探究１と２の記
述内容を比較し、他者（ゲスト、他生徒、教員）の意見
を取り入れ、考えが深まっているかを教員が評価する。
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高校２年C組　英語科　学習指導案

１．教材・単元「From Japan to the World」
２．日　　時　平成29年２月10日（金）
　　　　　　　１限（10：10～11：00）
３．場　　所　高校２年C組　教室
４．対象生徒　高校２年C組
　　　　　　　（男子17名、女子23名、計40名）
５．授 業 者　湯浅　郁也
６．学習過程　 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
論し、その内容や形式を批判するといっ
た活動へと展開する。

７．本時の学習活動
（１）目標
・教科書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る。

本時の展開

時間 学習活動 指導上の留意点・評価
10：10～
（55分）

班ごとの研究発表と質疑応答
・下記の４つの班が順に、10分発表を行い、質

疑応答３分を行う
　１班　取り組み事例班
　２班　政治家・メディア班
　３班　投票率班　
　４班　今後の施策班
・発表後、担当教員が講評を行う

・発表を聞きながらメモを取らせ、自分の意見や疑問点を見
つけさせる

・振り返りのワークシートを配布してから休憩に入る

11：05～
（10分）

休憩

11：15～
（10分）

個人で振り返りのワークシート記入 個別探究１

11：25～
（15分）

班でワークシートの内容について共有、意見交
換

協同探究１
メモを取らせ、誰が発表者になってもよいように準備させる

11：40～
（15分）

グループ全体に向け、各班で出た意見を発表す
る

協同探究２
教師が各班から１名に発表させる

11：50～
（５分）

他の人や他のグループの振り返りから学んだこ
とをワークシートにまとめる

個別探究２
授業終了時にワークシートを集め、個別探究１と２の記述内
容を比較し、他者（ゲスト、他生徒、教員）の意見を取り入
れ、考えが深まっているかを教員が評価する。

本時の展開

時間 学習内容 学習活動 指導上の留意点・評価（◆）
導入
３分

・本時の予告 ・自らの持っている知識と他者が持っ
ている知識を活用しながら、探究内
容の結論を各自で導き出す。

展開①
20分

〈協同探究①〉
・グループ内で発表を行う。
・グループ内で各自が記述した意

見を交換する。

・前時までの修正をもとに、本時の発
表に活かす。

・各自の個別探究の結果を、グループ
内で共有する。

◆自分の考えをわかりやすく伝えるこ
とができているか。（観察）

◆発表内容に対して理解を深める質問
を書けているか。（ワークシート）

・グループ発表と記述による質疑応答により、他者の意
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行い、結論としての問題解決方法
を考察する。

（２）指導計画
１時間目　 テーマに沿った個人での探究内容を考え

る。
２時間目　 英文で構成した各自の考えをグループ内で

発表し、所定の用紙に英文で質問を記述す
る。

　３時間目　 記述された質問をもとに、自らの探究内容
の修正をする。

　４時間目　 修正された探究内容の発表を行い、フィー
ドバックを基にした修正を加える。（本時）

（３）授業形態
　協同的探究学習法（個別探究→協同探究→個別探究）
により授業を展開する。
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時間 学習内容 学習活動 指導上の留意点・評価（◆）
展開②
10分

〈個別探究〉
・記述された質問や意見をもと

に、自らの発表の修正を行う。

・自分と他人の意見の共通点や差異に
気がつくことで、思考を再構築する。

◆質問をもとに自分の探究内容に修正
を加え、自分の考えを再構築できて
いるか。（ワークシート）

展開③
15分

〈協同探究②〉
・クラス全体に代表者（２名）が

発表を行う。
・クラス全体で質疑応答を行う。

・他の生徒の意見を踏まえて、探究内
容の結論を含む発表を行う。

・発表者に対して質問を行う。

まとめ
２分

次回の授業の予告

（３）授業計画

時間 学習内容 学習活動 指導上の留意点・評価（◆）
導入
５分

本時の予告 ２つのグループの発表を行うこと、
その発表を聴いて自分が調べたことと
の比較検討を行うことを告知

展開
40分

【協同探究】
九州地方から北海道地方までの中
から、２つの地方の産業について
調べたことを発表する

事前に５人グループで準備してあった
発表をクラス全体に対して行う（５～
10分）
発表者以外はメモを取り、自分が調べ
た地域との類似点や相違点を考える

聴く人に興味をもってもらえる発表で
あったか◆
発表内容に工夫が凝らされていたか◆
｢農業｣ など特定の産業に発表内容が
集中せず、まんべんなく盛り込まれた
か◆

【個別探究】
発表者とは異なる地域を調べた生
徒が、自分の担当地域との比較検
討をする

発表地域との類似点や相違点について
考えたことを、２～３名程度を指名し
発表させる

発表された内容についてクラス全体で
意見を求め、さらに教師が補足するこ
とで理解を深めさせる

地理的見方・考え方の視点の一つであ
る【地方的特殊性】と【一般的共通性】
を意識させることができたか◆

まとめ
５分

本時の復習と次回の予告

中学１年A組　社会（地理的分野）　学習指導案

１．教材・単元　日本の諸地域；各地方の産業を学ぶ
２．日　　時　平成29年２月10日（金）
　　　　　　　第２限（11：10～12：00）
３．場　　所　中学１年A組　教室
４．対象生徒　中学１年A組
　　　　　　　（男子20名　女子20名　計40名）
５．授 業 者　佐藤 俊樹
６．学習過程　 日本の諸地域を５人グループで分担して

調べて発表している。12月から１月にか

けて人口・都市・観光などの内容を扱っ
たのに続き、現在は産業についての学習
を進めている。

７．本時の学習活動
（１）目標

　他者の発表を自分が調べたことと比較することで、
地域の特殊性や共通性を探らせ、理解を深める。

（２）授業形態
　協同的探究学習法（個別探究→協同探究→個別探究）
のうち、協同探究とその後の個別探究の部分を紹介す
る
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（２）指導計画

０時間目
12月16日

冬休み前に第３回のShow and Tell スピーチの原稿用紙を配布し、生徒は休み中にじっ
くりスピーチを作る

個別探究学習①
原稿づくり

１時間目
１月17日

添削した原稿を返却して各自で清書、手直し。
清書ができたら教師に見せて英文のチェックを受ける。
各自でスピーチの練習。日本語の要約を書く。

個別探究学習②
清書と発表練習

２時間目
１月31日

４人グループで発表練習。
理解を深める質問を考えて質疑応答する。
カードの人物について質問するゲームをする。

協同探究学習①
グループ交流

３時間目
２月７日

クラスで７～８名が発表し、質疑応答をする。
最後に質問とその答え方の確認をして個人でまとめる。

協同探究学習②
個別探究学習③

４時間目
（本時）

クラスで７～８名が発表し、質疑応答をする。
最後に質問とその答え方の確認をして個人でまとめる。

協同探究学習②
個別探究学習③

５時間目
～７時間目

クラスで７～８名が発表し、質疑応答をする。
最後に質問とその答え方の確認をして個人でまとめを書く

協同探究学習②
個別探究学習③

（３）授業形態　　火曜日の英会話の授業で行う協同探究②とその後の個別探究③の部分を紹介する
本時の展開

時間 学習内容 学習活動 指導上の留意点・評価
導入
２分

本時の目標を確認する 発表を聞いて質問をする

展開①
38分

スピーチ発表（１人５分程で７～
８人が発表する）
全体で質疑応答する

スピーチを発表し、その後、日本語の
要約を述べる。聞く生徒は「理解を深
める質問」をする。

分かり易い発表、内容を深める質問が
できているか（観察）

展開②
10分

「理解を深める質問」について討
論。
教員からのアドバイス。
その後、各自で書く。

発問をふり返り、「理解を深める」た
めにどんな質問が良いかを全体で討論
し、最後に各自でまとめを書く。

討論に参加できているか（観察）議論
した内容をまとめられるか（ワーク
シート）

まとめ 次回の予告

中学１年B組　　英語科　学習指導案

１．教材・単元「 好きな人・尊敬する人を紹介しよう」
（Project 3「大切なものを紹介しよう」
の発展）

２．日　　時　平成29年２月10日（金）
　　　　　　　２限（11：10～12：00）
３．場　　所　中学１年B組　教室
４．対象生徒　中学１年B組
　　　　　　　（男子20名、女子20名、計40名）
５．授 業 者　仲田恵子・大矢美香・コツェヴァ桂乃良

６．学習過程　 年間３回のShow and Tell Speech を企
画した。６月に「好きなものを紹介しよ
う」、10月に「おすすめの場所を紹介しょ
う」の発表を経て今回が３回目の発表で
ある。

７．本時の学習活動
（１）目標

　「好きな人・尊敬する人を紹介しよう」というテー
マでスピーチを発表し、クラス全体で理解を深めるた
めの質疑応答を行う。さいごに理解を深めるためには
どんな質問をしたら良いかを考え、まとめる。
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