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１．英語

（１）目的
　本研究の目的は，英語教育において，異文化コミュニ
ケーションの基本となる「自分とは異なる社会集団とも
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
りながら協同して問題解決する学習方法を開発する。ま
た，学校カリキュラム全体を暗記・再生中心の教育方法
から論理的な思考力や表現力の育成を重視した理解・思
考型学習方法へと変換することを目的とする。

（２）実践方法
　昨年度，高校３年生徒120名を対象に協同的探究学習
の授業実践に取り組んだものを高校２年生徒120名の授
業実践に応用した。主に，教科書をベースにした英語の
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プンエンドの課題を設け，
ペアやグループによる協同的な取り組みを実践した。

（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
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
換をする。〈協同探究Ⅰ〉

４）協同探究Ⅰを通して生徒がお互いの意見を知り，他

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〉

５）協同探究Ⅰと異なるグループメンバーと修正された
探究内容の発表を行い，再度，質問用紙への記入を
することで，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，探究内容の結論としての
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
代表の数名に発表させる。また，個別で発表者への
質問記入することでフィードバックを行う。最後
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〉
７）（２）（４）（５）における各個人の探究内容の変化

を分析し，論理的な思考力や表現力の育成を重視し
た効果的な理解・思考型学習方法について検証す
る。

実践導入例
時間 配分 活動内容
 ５分 ①Ｑ＆Ａ用紙×班員数
  ②（付箋×３）×班員数
  ③Editing Checklist×班員数

・グループリーダー⇒教員より①～③受け
取り⇒班員に配布

 18分　・グループ内発表＝タイマーに従い行う
２分（発表）＋２分（質問作成）＋30秒

（付箋→発表者＆準備）
 10分　・最終原稿（Essay２）をＱ＆Ａ用紙の質

問内容を反映させ作成
 　　　・Editing Checklist（Self-Edit）の各項目

を自分でチェック
　  〈コの字型体系へ移動〉
 ５分　・Editing Checklist（Peer-Edit）の各項目

を隣同士でチェック
 　　　・黙読し、相手の原稿の不明な点に赤線を

いれる
 ９分 全体発表者（２名予定）
 　　　・２分（発表）＋２分（質疑応答）＋30秒

（移動＆準備）
 　　　・発表者＝タイマーに従い行う
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 　　　・オーディエンス＝質問（Why）を考え
ておく⇒質問（発表後の２分間で）

 ３分　・まとめ／振り返り

（４）　検証評価
　協同的探究学習を取り入れた授業を通し，生徒は教科
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
う作業から，各自の単協内容をうけての答えがすぐに出
ないオープンエンドクエスチョンを考えるようになっ
た。
　このように，英語という既存教科に「協同的探究学
習」を取り入れ，自分の持つ知識と，その思考プロセス
を他者に表現し，他者と思考プロセスを共有することに
よっ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。
　本実践で活用した協同的探究学習の方法を導入するこ
とにより、個別での探究学習がグループという集団の力
により深まっていく一定の効果をみることができた。今
後も、「手立て」としての協同学習ではなく、生徒が主
体となり教師はファシリテーターという「考え方」を授
業に積極的に取り入れ、更なる言語活動の充実に向けた
授業展開を継続していきたい。 （文責　湯浅郁也）

２．国語（高校・現代文）

（１）目的
　現代文で扱う教材は、多くの生徒にとって母国語であ
る日本語で書かれているため、読むことができる。その
ため、ある程度の問いに関しては、本文の表現を切り貼
りすることでそれらしい「解答」が準備できると感じて
いる。しかし、本当に内容が理解されているのか、わ
かっているのかという疑念があった。そこで「協同的探
究学習」を用いて、生徒自身が理解する—「わかる」こ
とを目指した。

（２）実践方法と内容
　今回扱った教材は、高校２年生の「現代文Ｂ」で採択
されている丸山圭三郎の「ロゴスと言葉」という評論で
ある。多くの高校生にとって、言語論は読み慣れておら
ず、言語という抽象概念を言葉で説明されることに難し
さを感じやすい。また、「ロゴス」や「分節」など日常
的には使用頻度の低い語も頻出するため、実感を伴った
内容として響いてこない。そこで、生徒が本当にわかっ
ているかを判断するために、具体例を挙げるという方法
を用いた。私たちが、他者に理解をしてもらうために、
具体例を示すことはよくある手法である。しかし、具体
例を示すことは、文意をしっかりと捉えていないとでき
ないと思い、生徒の理解度がわかると考えた。

【実際の授業での取り組み】
導入問題・個別探究①
　本文の「世界のロゴス化とは、それまで分節されてい
なかったマグマのごとき生体験の連続体に区切りを入れ
て、これを観念なり事物なりのカテゴリーとして存在せ
しめることなのである。」とは、どういうことでしょう
か。今、隣に座っているクラスメイトがわからないと
言っていると仮定します。わかりやすく説明するとした
ら、どのような具体例をあげますか。ちなみに、本文で
も具体例が示してあります。「具体的にいえば、日本語
を母国語とする人々に、『犬』と『狸』が別の『動物』
であるような意識を生ぜしめたり（フランス語ではいず
れもchienと呼ぶ）、『蝶々』と『蛾』を別の『昆虫』で
あるように思いこませたり（これまたフランス語では同
一の名称papillonでしかない）すること、さらにはメタ
的レベルにたつ『動物』とか『昆虫』というクラス名
で、それぞれ『犬』と『狸』、『蝶々』と『蛾』を同一カ
テゴリーにまとめることを可能にするものは、言葉の力
以外のなにものでもない。」…この例でわかりますか？
わかりにくいですよね？では、どんな例が良いでしょう
か。考えてノートに書きだしてください。
協同的探究
　　隣同士で、実際に考えた具体例を用いて説明をして
みましょう（この時、列で説明する側、説明される側を
指示したクラスもある）。…どうでしょうか？今、隣の
子の説明でわかった！という人、手を挙げてください。
　（挙手した生徒を指名し）どんな具体例を挙げてくれ
ましたか。
　（挙がった例を板書し、クラス全体に対してどういう
説明だったかを発表させる。）
　実際の授業では、「チンパンジーとボノボ」や「人間
をイケメンと不細工に分ける」といった例が出てきた。
導入問題・個別探究②
　自分で出した具体例、もしくは自分が納得できた例を
使って、「世界のロゴス化」とはどういうことか説明し
てください。

（３）検証評価
　導入問題では、まず「犬」と「狸」の写真を用意し、
教科書の例をイメージさせやすくして取り組みやすくな
るよう考慮した。さらに工夫した点としては「今、隣に
座っているクラスメイトがわからないと言っている」と
仮定したところである。そうすることで、教科書の表現
をアレンジしたものではなく、自分と同じような経験、
語彙を持つ生徒にとって実感の伴う具体例を探してくれ
ることを期待した。
　協同的探究の場面では、身近に感じる例を挙げられた
生徒がいた一方、例が思いつかずにいた生徒への支援が
少なかったため改善すべきところはあった。ただ、どの
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クラスにおいても、良い例が挙がってきたので、それを
足掛かりに理解を深めた生徒が見られた。協同的探究に
よって既存の知識と関連づけ、「わかる」経験を得られ
たと考えている。
　そして、展開問題において、今回の主眼である「世界
のロゴス化とは、それまで分節されていなかったマグマ
のごとき生体験の連続体に区切りを入れて、これを観念
なり事物なりのカテゴリーとして存在せしめることなの
である。」とは、どういうことか、自分の挙げた具体例
を改めて抽象化して捉えなおす作業をさせた。これに
よって、生徒自身が本当に理解しているかを生徒自身に

「見える化」した。
　しかしながら、今回の実践において改善すべき点は、
最後の展開問題である。もう一度抽象化させることで、
本質を捉えているかを確認したかったのだが、結局、本
文の表現のままになってしまう生徒が少なくなく、理解
度を明確化できなかった。最初と比べて理解が深まって
いるとは思うのだが、それが表現されるような形で説明
するような仕掛けを考えると良かったと思う。例えば、

「自分の挙げた例について、『分節』というキーワードを
用いて説明する」など、同様の意味を持つ別の単語を指
定するといった工夫をする必要があると感じた。
 （文責　棚橋美加子）

３．社会

（１）はじめに
　中学校社会科公民的分野および高等学校公民科におけ
る協同的探究学習について、本校のSGH報告書に記載す
るのは今年度が初めてである。政治分野や経済分野の学
習が地理や歴史と異なるのは、制度やしくみの学習が多
く、いわゆるチョーク＆トークの授業では生徒に対して
無味乾燥な内容という印象を与えてしまいがちなところ
である。公民の学習では生徒に学習内容をいかに身近な
問題と捉えさせ、自ら考えさえるかがポイントとなる
が、その点において協同的探究学習を取り入れることは
有効である。筆者は中高ともに公民を担当することが多
いが、ここでは中学３年生対象の実践事例を示す。

（２）中学社会科（公民的分野）での実践
１）実施方法
　対象学年は、中学３年生である。中学３年生の社会科
は週４時間あるが、そのうち３時間で公民的分野を扱っ
ている。協同的探究学習については年間を通して随時
行った。基本的には、４～５人でのグループ学習という
形態を採った。

２）主な実践内容

単元 手法 内　　容
国民的アニメから読み
解く日本社会の変化

話し合い 公民的分野の導入という位置づけの授業である。サザエさん・ちびまる子ち
ゃん・クレヨンしんちゃんに描かれている暮らしを比較することで、戦後日
本社会が大きな変化を遂げたことを学ぶ。４人組で話し合いを実施する。

グローバル化 調べ学習 スーパーの広告チラシから原産地をグループで調べ、食生活を通してグロー
バル化について考える。４人組になって調べる。

家族と社会 ロールプレイ 共働き夫婦に子どもができたというシチュエーション（夫・妻・妻の母・妻
の元同僚）で４人組で役割演技を行う。

対立と合意 ダイヤモンド
ランキング

より良いクラスにするためにはどうすればよいか、10の内容を示し、その内
の優先事項について４人組で話し合う。

金融
（直接金融と間接金融）

グループ
ワーク

証券知識普及プロジェクト作成の教材『ケーザイへの３つのトビラ』の中の
「チャレンジ！大航海」を活用して直接金融・間接金融の違いについて学ぶ。

金融
（旅行の計画を立てて
みよう）

話し合い
発表会

定められた金額内で２泊３日の九州旅行を４人グループで計画し、発表をす
る。効率と公正の単元を兼ねる。また、11月に実施する研究旅行のFW行程検
討の練習も兼ねる。

選挙 模擬選挙 クラスの５人を候補者としてマニフェストを元に演説をしてもらい、架空の
模擬選挙を行う。選挙制度の違いで生じる結果の違いについて考察する。

国会 模擬議会 総務省・文部科学省作成の『私たちが拓く日本の未来』の内容をベースにし
ている。
委員会（各８名）での審議を行い、可決した法案については本会議（クラス
全員）で審議をし、採決を行う。

地方自治
（名古屋の観光客を増
やすには）

統計資料の
読み取り
調べ学習
話し合い
発表会

名古屋市の観光客を増やす方策について考察する。まず名古屋市の統計資料
から名古屋の観光の課題を見出し、夏休みの宿題として個人で案を考える。
その後案が近い生徒で５人グループを構成した上で、内容を検討し、発表会
を行い、評価を行う。また、事前学習の一環で名古屋市役所のナゴヤ魅力向
上室の方を招いて話を伺う。

ディベートの実践 調べ学習
ディベート

「脱原発」「消費税増税」「名古屋城木造復元」「憲法９条改正」の４つのテー
マで５人ずつの班に分ける。冬休みの宿題として下調べを行った上でグルー
プで内容を詰め、ディベートを実践する。
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３）検証評価
　中学社会科公民的分野では、毎年少しずつ協同的探究
学習を取り入れた授業を増やしている。本校は、元々話
し合いや発表などの参加型の授業が好きな生徒が多く、
生徒たちには概ね好評である。例年アンケートを取る
と、ディベートや模擬選挙などが楽しかったと言う生徒
が特に多い。
　他方、選挙権年齢の引き下げ以降、主権者教育の充実
が叫ばれている。本校では模擬選挙等は従来から実施し
てきたが、新たな試みとして地方自治における政策立案
の授業（名古屋の観光客を増やす方策とは）を取り入れ
た。主権者教育と協同的探究授業は親和性があると感じ
ている。
　今後の課題としては、経済分野や憲法での新たな実践
が挙げられるが、実施時期がそれぞれ教育実習の時期と
重なっており、難しい側面がある。また、話し合いが活
発になればなるほど、最後の個の振り返りの時間が不足
してしまう場合がある点も指摘しておきたい。
 （文責　隅田久文）

４．体育

（１）はじめに
　体育では小グループで課題に取り組む状況が多くあ
る。この活動は単純な共同学習であるが、教員による少
しの工夫で協同的探究学習の手法を容易に取り入れるこ
とができるのが体育の特徴である。本校体育科では、運
動が「できること」と「わかること」の二つの視点を持
ち指導に当たっている。運動が「わかること」というの
は、動きの本質を理解し、自己や他者の技能向上のため
に、主体的に課題解決できることであり、運動が「でき
ること」とは異なる。運動が苦手な生徒でも、その本質
を他者以上に理解することは可能であり、その場合、運
動が苦手な生徒が、得意な生徒へ助言を行うという状況
が生まれる。これは協同的探究学習を取り入れた場合に
多く見られる特徴的な状況である。ここでは、中学１年
生の「生涯スポーツ」に関わる内容で協同的探究学習を
行った授業実践を報告する。

（２）中学体育科での実践
１）実施方法
　対象学年は、中学１年生である。中学１年生は体育が
週２時間、保健が１時間ある。協同的探究学習について
は年間を通して随時行っているが、今回は保健の「心の
発達と社会性」 と体育の「生涯スポーツ」を掛け合わ
せた形で行った。

２）主な実践内容

①教材・単元　アダプテッドスポーツを創ろう
②学習活動
　（１）目標
　　　実践を通して出た問題点や課題を、話し合い解決

へ導く
　（２）指導計画
　　　１時間目　アダプテッドスポーツについて知る
　　　２時間目　ドッヂボールを、体力差があってもみ

んなが楽しめるルールにつくり変える
　　　３時間目　発表・意見交換・実践ルールの決定
　　　４時間目　みんなで決めたルールで実践
　（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。
　以下に、実践した３時間目・４時間目の指導案の一部
を報告する。

３時間目（実践場所：教室）
学習内容 学習活動

導入 本時の説明 ・グループと発表順を決める。
（４人グループ）

展開① グループ内
発表

・説明と質疑応答をグループ内
で１人ずつ行う。

展開② グループ内
交流

・グループ内で意見を１つに
絞ったり、複数の意見を組み
合わせたりして１つの意見に
まとめる。

展開③ 全体発表
投票

・クラス全体で、グループごと
に発表する。・全員で投票を行
い、実践するルールを決める。

まとめ まとめ ・次回の説明

４時間目（実践場所：体育館）
学習内容 学習活動

導入 本時の説明
体操

・実践するルールを確認する。・
ゲームの準備をする。

展開① 実践
・ゲームの実践を通して問題

点・変更すべきルールなどに
ついて考える。

展開② 中間交流 ・出た問題点を共有し、より良
いルールにアレンジする。

展開③ 再実践
・改善したルールで実践をする。

さらなる改善点があればゲー
ムの度にルールを変更する。

まとめ まとめ
まとめる。

（更にアップデートしたルールの
提案。自分の意見。）

３）検証評価
　「ドッヂボールを身体能力に差があっても全員が本気
で楽しめるようにルールを変える」という課題に取り組
む中で、際立ったのがドッヂボールに苦手意識をもって
いる生徒の意見である。「顔の近くにボールが飛んでく
るのが怖い」「体にボールが当たるのが嫌だ」という苦
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各教科における取り組み

手な原因に触れる意見だけでなく、「狙いに命中させる
楽しさは残すべき」という意見が出された。話し合いで
は、運動が得意・不得意に関係なく、様々な生徒からの
意見が飛び交っていた。
　体育の授業において共通して直面する問題が、運動の
苦手な生徒の授業への動機付けとモチベーションの維持
である。他者との比較にさらされ易い集団での実技授業
では、生徒本人に「他の人よりできない」という事実を
つきつけてしまう。協同的探究学習を体育授業で取り入
れるメリットとして強く感じられるのは、運動が苦手な
生徒の自己肯定感を高められる点である。また、協同的
探究学習の実践を通して気が付いたのは、運動が苦手と
いう生徒は、非常によく考えて運動をしているというこ
とである。「一生懸命考えても考えても上手くいかない」
という状況によって、意欲の低下を招いてしまっている
のかもしれない。上手くいかずに立ち止まって考え込ん
でいることが皆から認められ、肯定されることで、運動
が苦手な生徒の自信につながるだけでなく、得意な生徒
も運動の本質を理解しようとし、他者の意見や視点に目
を向けるようになる。
　体育の授業内で植え付けられた運動への苦手意識は、
生涯にわたってスポーツに親しむことへの弊害となりう
る。しかし、協同的探究学習の手法を体育の授業に取り
入れ、運動が苦手な生徒の自己肯定感を高めることで、
スポーツへの前向きな姿勢を養えると考えられる。
 （文責　佐藤健太）


