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           主体的で対話的な深い学びに向けて 

       これまで西部中学校では，授業改善を始め，人間関係づくりプログラム，学級経営力・

指導技術の向上，学習環境の改善，加力学習の実施等に積極的に取り組んできた結果，授業放棄（エスケ

ープ）をする生徒がゼロになり，問題行動や不登校生徒が減少するとともに，かつて非常に厳しい状況で

あった学力も高知市平均程度に向上することができています。 

  一方で，本校は市内でも非常に厳しい家庭環境にある生徒が多くあります。このような厳しい条件で育

つこの生徒たちにこそ，自分の力で考え未来を切り拓いていく学力・行動力・人間性を育てていく必要が

あると考えます。それには，われわれ中学校の教職員が，生徒たちによりいっそう質の高い学力を身につ

けさせることに全力を尽くさなければなりません。 

  そこで，本校は，城西大学教授 鹿嶋真弓先生からご教授いただいてきた人間関係づくりを継続しつつ，

元熱海市立多賀中学校校長 深沢幹彦先生をお招きし，学びの共同体の視点からご教授いただきながら，

主体的・対話的で深い学びに向けた『授業改善』に重点を置き，研究を進めています。 

 

教師が変われば生徒が変わる  生徒が変われば学校が変わる 
授業改革を成功させるには， 授業者が 『授業改革』 の意義を自らの言葉で生徒に熱く語りかけるこ

とができなければなりません。 生徒たちに，私たちの本気さや熱意が伝わらない限り，授業改革は成功

しません。ですから，本校では，教師自らが授業改革に「本気であること」を最も大切にします。その熱

意が生徒一人ひとりに伝わったとき，生徒の姿が変わり始めます。生徒の姿が変わり始めれば，学校の姿

が変わるのは当然です。故に，教師が変われば，学校が変わるのです。私たちが進める授業改革は，教師

一人ひとりの熱意に立脚しています。 

「授業が分からないことを生徒の責任にせず，授業改革に取り組むには，教師一人ひとりの本気さと覚

悟が必要です。」 （岡山市立岡輝中学校 森谷正孝先生） 

 

人はみな助け合って生きている 

私たちは，よく考え，正しく判断し，考えを表現できる自立した生徒を育成したいと思っていますが，周

りとつながることなく，ひとりで立たせてしまっては，それは「自立」ではなく「孤立」に他なりません。

「人はみな助け合って生きている」ことを理解して，他者を受容し，他者に依存できてこそ，本当の自立と

言えるでしょう。授業の中での本当の自立とは，分からないことを「ねえ，ここどうするの？」と，仲間に

問えることです。しかし，一斉型授業の中で「分からない」というには，大きな勇気が必要です。多くの生

徒が「分からない」と言えず，学習の壁を乗り越えられないままいます。だからこそ，ペアや少人数グルー

プで学びあいます。 

私たちが目指す授業は，生徒と生徒をつなぎ，生徒と「学び」をつなぎ，生徒と教師をつなぐものです。 

「学びあい」学習を通して，仲間や教師とより良くつながった生徒たちは，どんな困難にあっても学ぶこと

や自己実現から簡単に逃避することはありません。互いの存在をありのまま受容し合い，そして，学び続け

る生徒は決して崩れません。生徒同士をつなげる 「学びあい」学習に取り組み続けることは，孤立から生ま

れる生徒の「荒れ」の可能性を排除するだけでなく，誰もが人間として大切にされる学校になるための『学

校改革』そのものであり，私たちが目指す人権教育の基盤なのです。 
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全員参加の授業「たった一人も見捨てない」 

すべての生徒に確かな学力と進路を保障するには，すべての生徒が意欲的に学べる授業でなくてはなりま

せんが，教室には次のような様々なタイプの生徒たちがいます。 

Ａ 
学力・学習意欲とも高い。自分の考えを表現することができ，なかまのつまずきにも気づいてかかわ

ることができる。 

Ｂ 
標準的な学力。 学習意欲はあるので，自分の学力を高めるために他者の意見を傾聴することができ

る。 

Ｃ 
低学力。自分の考えをまとめる，表現する，傾聴するなどは苦手だが，「見る」「書き写す」などし

て，学びにつながろうとしている。 

Ｄ 
基礎学力が定着していない。人間関係や学習経験の失敗で心が傷ついており，自分の殻に閉じこも

り，教室の居場所に不安を感じている。仲間とつながれない。 

Ｅ 
教室の中に居場所を失い，エスケープの状態。教室のなかまとつながれず，学ぶ意欲を喪失してい

る。（希望の進路に進むことをあきらめている。） 

Ｆ 特別な支援が必要。人とつながること，相手への想像力が育っていない。 

 

このような多様な生徒たちは，教師による丁寧な指導がないと互いにつながることができません。つなが

りがない教室で，正しい人権感覚を養うこと，安心で安全な居場所を保障することは非常に困難です。つな

がりのない教室で飛び交う攻撃的な言葉は，生徒たちの人権感覚の鈍化と，コミュニケーション能力不足と

無関係ではありません。自分が受容された経験がなく，人権感覚（特に自分と異質なものを受容する感覚）

が未成熟で，情緒が不安定な生徒は，自分の想いを言葉で表現できずに，相手に暴言を吐き，虚勢を張って

攻撃的な言動をとってしいます。この攻撃的態度は，さらに生徒の孤立を深め，新たな攻撃を生む悪循環に

陥ってしまいます。このような攻撃的日常を打破し，生徒の人権感覚を磨いて， コミュニケーション能力を

育みながら情緒を安定させるには，なかまとの日常的でより良いつながりをつくることが不可欠です。 

だからこそ， 私たちは 「学びあい」 学習に取り組みます。学校生活の大部分を占めるのは授業です。授

業を通して生徒を日常的につなげることで，生徒間に「互いの存在を受容して違いを認めあう正しい人権感

覚」と，「よりよい人間関係」を構築することを目指します。より良い人間関係は，円滑なコミュニケーシ

ョンの機会を高め，学びを深める素地となり，学力向上のための手立てともなります。 

また，授業に参加しない（エスケープ）生徒の発生を防止するのも生徒相互のかかわりです。エスケープ

をする生徒たちの理由は，「授業が分からない」 「授業が面白くない」という学習意欲の低下だけでなく， 

「学級に居場所がない」「つながるなかまがいない」ことも大きいのです。もし，つながるなかまがいれば，

一緒に学ぶなかまがいれば，教室から出ていくことはないのかも知れません。私たちが目指す「学びあい」

学習は，全員参加型の授業です。「たった一人も見捨てない」 授業です。今まで教室にいなかった生徒た

ちが， なかまとのつながりの中で教室復帰して，学習に目を輝かせる授業です。授業で，個性豊かな生徒

たちをより良くつなげることが，すべての生徒に安心で安全な居場所を保障することになります。そうでな

ければ，すべての生徒たちに確かな学力と進路を保障することはできません。 
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不登校と 「学びあい」学習 

学校は，登校できていない生徒たちにも進路と将来を保障しなければなりません。登校できない理由は

個々それぞれですが，教室に居場所がない状況にあることは否めません。もちろん，個々への支援が必要

なことは言うまでもありません。他教室での個別指導が必要な場合もあります。しかし，将来にわたって

他者と接することなく生活していくことはできないものです。不登校の生徒にとって，学校で他者とつな

がることは社会への接点を築いていく最も身近な行為と言えます。そのことを考えたとき，「全ての生徒

に居場所がある授業」，「つながる先は教室」であるという考え方のもと実践される「学びあい」学習

は，まさに不登校を生じさせない学級・学校づくりです。仮に，登校できない時期があって学習が遅れて

いても，授業に復帰すれば，いつでも「つながるなかま」がいて，「分からないことを保障してもらえ

る」授業であれば，どんなときでも教室に復帰できる可能性があります。そして，教室の生徒が心でつな

がりあうことで，新たな不登校生徒の発生を抑制することも可能です。 

 

 

 

 

次の図は， 学習の手法ごとに学習者の「記憶に残る」割合を示したものです。この図を見ると，今まで

の「聞く・読む・書く」ことを中心とした一斉授業では身につかなかった学力が，他者とつながる学習 

（議論する，教え合う）によって，定着する可能性が見て取れます。 

また，図のように，他者に教えることで学習者の記憶に学習内容が残るならば，「学びあい」学習は，

低学力層の生徒に基礎学力が定着するだけでなく，むしろ教えたり，伝えたりする機会が多い高学力層の

生徒の学力をさらに伸ばす学習になることが分かります。 

このように「学びあい」学

習とは，学力層にかかわらず

学級のすべての生徒に学びを

保障するための学習です。 

これらの説明を丁寧にすれ

ば，こんな学習では「基礎学

力がつかない」，「高学力層

の学力が伸びない」，「教え

る方ばかり損をする」 とい

う誤解を防ぐことができ，生

徒や保護者からも理解を得る

ことができます。 

 

 

富山高専PBLより 
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学び合い学習は，単にペアやグループを使って授業をすればいいというもの

ではありません。そこには，教育活動全体に通じる「理念」があります。授業

者，また学級担任相互が，理念を理解することで「学び合い」学習は深化して

いきます。 

 まずは，本校が目指す「授業のスタンダード」を以下に示します。 

 

西部中学校 学習スタンダード 

 

【学習形態】 

Step１ 個人          ゴールと流れの提示 

                   ↓ ☜学ばない生徒への 1分以内の関わり 

ペア・グループ ウォーミングアップ 前時の復習など） 

                   ↓  

Step２ ペア・グループ     本時の課題の提示(課題の追求) 

         ☝「問う力」「考え続ける力」「考え抜く力」を育むための課題の設定 

                   ↓ 

全体           全体で共有  

                   ↓ 

（ペア・グループ 「思考を深める」時間 Jump 課題など） 

                   ↓ 

Step３ 個人          まとめ「振り返り」 

 

 

 

①コの字型座席と市松模様 

 ⑴ 『コ』の字型座席配置は，１日を通じて行い，各教科，道徳，特活，総合において行う。また，朝・

終学活，給食時もこの形で行うことを基本とする。 

 ⑵ 各授業は，『コ』の字で始まり『コ』の字で終わることを基本とする。授業の途中で，必要に応じて

「島」型や「一斉型」を取り入れてもよい。 

 ⑶ 各班は原則として男女２名ずつの４名で編成し，男女が市松模様となるよう着席する。１つの班が３

～４名となるよう調整することが望ましい。 

⑷ １年は８班構成，２・３年は９班構成とし，班の位置や番号は全校で固定とする。 

 ⑸ 保体室，音楽室も同様に『コ』の字型で授業を行う。理科室，美術室，技術室，調理室，被服室は従

来通りとする。 
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⑹長短 

メ 

リ 

ッ 

ト 

① 生徒が互いに向き合っているため，生徒の発言を順次つないだり，生徒どうしの

かかわりを重視する授業展開がしやすくなる。 

② 常にグループを意識した活動となるため，生徒どうしのつながりが強くなる。 

③ 教師及び生徒が，学級の生徒全員の表情・状況を見ることができる。 

④ 教室中央部にスペースができるため，実物教材を提示したり，机間指導が容易に

なる。 

⑤ 教室中央部に給食の配膳台を配置しやすい。 

課 

題 

① 生徒が互いに向き合っているため，私語が生じやすい。 

② 発達障害のある生徒にとって，刺激となるものや状況が目に入りやすい。 

③ 教師の説明を聞いたり，板書を写す際に，姿勢が斜めになる生徒が多い。 

④ 生徒用スペースを生み出すため，生徒用ロッカーの整備・充実が必要となる。 

⑺教師・生徒どうしのかかわりあいのイメージ 

『コ』の字型 一斉型 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 生徒の発言を次の生徒につないでいく。 

② 発言がつながれていくので，生徒の参加

意識や当事者意識が高まる。 

③ グループ意識が高まってくると，教師に

頼らず自分たちで解決しようとする動き

が出てくる。 

① 教師と生徒の「一対一」対応になりがち。 

② 発言しなかった生徒やおとなしい生徒，

意欲の低い生徒には，疎外感が生まれやす

い。 

③ 生徒は何かあると，「先生，先生」と教師

を頼ろうとするようになる。 

 

②『聴く』を大切にした学習規律の徹底 

 学び合うためには，仲間の話，教師の話を『聴く』姿勢，いわゆる学習規律を確立し，徹底することが重

要になってきます。また，教科タテ持ちで行うわけですから，全クラスで，全ての教員が共通理解のもと，

同じスタンスで『聴く』姿勢について指導していくことがさらに重要

になります。「この先生はしつこく言うけど，この先生は言わない。」

という感覚を子どもたちに感じさせてしまっては，そこにダブルスタ

ンダードが起こり，徹底することが困難になります。 

 「話し手が子どもたちの前に立った瞬間，子どもたちの強い視線，

話を聞こうとする強い気を感じます。話の内容を自分の言葉で説明す

ることができ，話を聞いたあとに，その話について自分の感想や考え， 

                                             

高知市立西部中学校 研究推進委員会 
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疑問を持ち，それを言葉にする。というアクティブな聴き方が大切だ。」と，古屋和久先生は著書『「学び合

う教室文化」をすべての教室に～子どもたちと共に創る教室文化』の中で述べています。 

そこで，本校では教室の黒板の上に前頁の写真のように『聴きます』を掲げ，いつでも生徒も教師も意識

ができるよう取り組んでいます。 

 

③ゴールと流れの提示 

本校では，生徒をただ連れ回して教えるような授業にならないよう，教師

は授業の“流れ”とねらいを明確にして効果的な指導過程を組み立てるため

“ゴール”を考え，授業の始めに提示するようにしています。生徒にとって

は，学習するねらいや方向性を確認し，動機付けられ，主体的に学ぶための

ものとなり，特別に支援を要する生徒への手立てともなっています。（右写

真） 

ゴールは，今日の授業が終わった時に，どの部分が分かっていればいいの

かがゴールです。また「～できる。」「～を知る。」「～が説明できる。」な

どの語尾で，振り返りができるものが好ましく，内容のレベルが上がってい

くように研究していく必要があります。また，流れは，１時間の流れを理解

できることや，途中から見ても今どこを行っているのかが確認できるものと

します。しかし，「なぜ？」など好奇心や探求心をくすぐる投げかけ『課題』

とは同一に考えないように注意しましょう。 

一昨年度，教科会の中で話し合い，効果的なゴールの書き方についても研

修を行いました。ゴールは，魅力的・具体的なもの，子どもが読んで理解できるもの，解決する必要感がも

てるもの，夢中になって考えるきっかけになるもの，であることが望ましいとの結論となり，観点別にゴー

ルを考えることも大切であるとの意見も上がり，下記のような例を示します。 

 

☆観点別ゴールのパターン（例）  

「知識・理解」させたい場合 新学指 「知識・技能」  

・「１次関数の式を求める」→「２組の ，yの値が与えられているときの１次  

関数の式の求め方を説明できる」 

・「パスのもらい方がわかる」→「パスをもらいやすい位置に移動し，パスをも 

らうことができる」 

「思考を深めさせたい場合」 新学指「思考力・判断力・表現力」 

・「兼好法師のものの見方や考え方を知る」→「兼好法師のものの見方や考え方 

をキーワードを使って書こう」 

・「栄養を考えた朝食メニューづくりをしよう」→「家族が一日元気もりもりに 

なる朝食メニューをつくろう」 

「技能」習熟レベルを表記する場合 

・「消しゴムを使用せず，５分間で１つの場所を素早くスケッチする」 
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④学ばない生徒への 1分以内の関わり 

 本校が授業改善を進めていく中で，うまく進まないことの要因として，個々の教員任せになり，組織的な

授業力向上に向けた取り組みが十分でないことや，校内で授業改善を進める仕組みが十分に整っていない

ことがあげられました。教師が，個人で授業改善を試みようとしても，自分では何をどう変えればいいか分

かりづらいためにうまくいかない場合が多くありました。そこで，教師自身の授業での生徒への関わりにつ

いてセルフモニタリングを行うことで，授業改善につなげることを試みました。 

 本校には，授業が始まっても「やる気があり，やろうとするができていない生徒」「やる気がなく，何も

していない生徒（居眠り）」「やる気がなく，他のことをしている生徒（私語・いたずら・妨害等）」等，授

業に向き合えない生徒がいました。そのような生徒に対して「１分以内にかかわる」ということを全教員で

試み，その結果を蓄積データとして記録してもらいました。データを分析した結果，教師の関わり方（行動）

には以下の６種類があることが分かりました。 

① やるように促す。 

② やることをある程度説明する。 

③ やることを具体的に説明する。 

④ 途中まで教師が一緒にやるなど支援する。 

⑤ 生徒にとって好ましいと感じられる言葉がけ（好子）をする。 

⑥ 生徒にとって好ましくないと感じる言葉がけ（嫌子）をする。 

分析の結果，プラスの効果のあったかかわり方は，「③ やることを具体的に説明する。」，「④ 途中まで教

師が一緒にやるなど支援する。」でした。これは，ごく当たり前の結果ではありますが，改めて自分の行動

についてセルフモニタリングすることができました。 

 そこで，本校では『学ぼうとしない生徒への１分以内の関わり 西部スタンダード』を作成し，共通理解

のもと，取り組んでいます。以下に示しましたので，周知徹底をお願いします。 
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レベル２
活動をスタートさせる

取り組めたことを評価する（赤丸やシール、コメントなど）

うつ伏せ 私語レベル 何もしない生徒

レベル３
活動に取り組ませる

「学ぼうとしない生徒への1分以内の関わり」　西部中スタンダード

背中を叩いて声をかける
うつぶせになっている理由を聞く
隣に行って声を掛ける・「学習用具がある？」
体調は大丈夫？・何をしたら良いか分かる？
認める声がけをしてから次の活動に向けての指示を出す
具体的な行動をイラストで示す
興味を引きそうな授業とは全く別の話を話しかける

レベル１
声掛け・スキンシップ

人間関係作り

うつぶせになっている理由を聞く

先生が待つ
復唱させる（再確認）

対象者に目を向けさせる
「聞く姿勢」と全体に言う

「何ページを開けて」と声がけをしたり、ノートを開いてあげて書く場所を指し示す。
筆記用具が無ければ自分のを渡す。ノートがなければ代用を渡す。
課題のきっかけの部分を一緒にやる。
「この時間にここまでやろう」という具体的に行動を示す。
課題を少なくする

起　こ　す

＜　行　動　例　＞

～　「不安なことがあるのか」「悩んでいるのか」　なぜ、そのような状態になっているか、背景を考える　～
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⑤ペア・グループ活動３つの約束と６つの掟 

 かかわりあいのある授業を目指すために，本校では『ペア・グループ活動』をするにあたっては，約束事

を決めて取り組ませるようにしています。 

 

 まずは，『ペア・グループ活動』の環境を整えるために，

『ペア・グループ活動の３つの約束』として右のように

活動をスタートするようにしています。 

 また，この環境をつくりやすくするために，今年度よ

り，机の高さをそろえるようにしました。今後より一層

班机にしやすいのではないかと考えられます。さらに，

机の両サイドにはカバン等を下げず，ロッカー等へ収納

するように指導を徹底する必要があるので，各学年，各

学級で徹底をお願いします。 

  

 

そして，『聴きます』に対応して，教え合いにも約束

事を決めて取り組ませるようにしています。 

 『ペア・グループ活動』に責任を持たせ自我関与させ

ることで，さらにその効果が期待できると考えます。 

そのため，毎年全校集会を行い，全校生徒，全職員に徹

底をしています。 

 

 

 

 

⑥課題の設定 

 共同的な学びを推奨される佐藤雅彰先生は，ご自身の著書『中学校における対話と協同』の中で，「授業

の始まりは誰もが期待の塊である。だからこそオーケストラの演奏開始時の緊張感のように教師と子ども

の息遣いを合わせたい。集中した授業をするためには，できるかぎり早い段階で本時の学習課題に出会わせ

る。ところが中学校では，長々とした復習や教師のおしゃべりが続く。子どもが最初に思考する課題に出会

う頃は，疲れ果て集中力を欠く。優れた教師ほど，無駄がなく選ばれた言葉で，早い段階で子どもに教材や

課題などに出会わせる。しかも，じっくりと時間をかける。」と説明しています。 

 このように，導入は端的に課題に出会わせることが大切です。また，主体的で対話的な深い学びにするた

めには，「問う力」「考え続ける力」「考え抜く力」が育まれるような課題を設定する必要があります。し

かし，これには教科内での教科研究が重要になってきます。教科会を通じて，深めていただきたいと思いま

す。 
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⑦振り返り 

 授業の終わりには「振り返り」の時間を設定し，ゴールに到達することができたか，どこまでが分かり，

どこが分からなかったのか，生徒も教師も知る必要があります。 

また，グループ学習で高めた学びを全体で共有し，各自に落とし込む時間でもあります。「学びあい」学

習は，「個に始まり，個に終わる」。グループ学習だけで，学習したことが身につくわけではありません。 そ

こで，授業の最後に，今日の既習事項（ゴール）を全体で共有して，個人でノートにまとめたり，論述した

り，問題を解いたりすることで，学習内容の定着を目指します。課題によっては，班でまとめることが必要

な場面もありますが，個人に学びを返すことを基本とします。 

 

先ほども記述した，佐藤雅彰先生の著書『中学校における

対話と協同』では，「教師の仕事は，聴く・つなぐ・戻ず・

ケアする」であると説明しています。「子どもの発言をモノ

ローグにしないために人やモノとつなげる。例えば，ある子どもの発言を他の子どもに「どう」とつなげ，

意味を求める。あるいは「それをどこでそう思った？」とか「どうしてそう考えたの？」と根拠や理由を尋

ね，さらに他者につなぎ，学びを深める。これを表現の共有と呼ぶ。」と書かれています。 

しかし，どんな言葉で，どのタイミングで子どもの意見をつないだらいいものか，困惑するものです。そ

こで，本校は『蓄積データ』を行い，どんなつなぎ言葉が有効なのか，どんなつなぎ言葉を使っているから

うまくつながらないのかを検証しました。別紙資料を参考にしていただきたいと思います。 

以下は，平成 30年度に深沢幹彦先生よりご教授いただき，全体で共有したつなぎ言葉です。 
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学びを共有する『つなぎ言葉』 
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年間１回以上の研究授業・公開授業を行うにあたり，授業改善プランの様式

を使用しています。 
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指導案様式 

※板書計画・座席表 必要 
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 授業を参観する先生方は，下に示した『授業参観シート』を使い，生

徒の変容を見取っていただき，研究協議で意見交流するための資料にし

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本校では，研究協議を始める前に，生徒の生の声を聞く『生徒参加

型研究協議』を取り入れています。目的は，授業で教師が発した指示

や発問に対して生徒たちがどのように受け止めているかを知り授業

改善に活用するためです。 

また，生徒自身も授業に『自我関与』させることで，意欲的に

授業に参加できるようになることも目指しています。 

 さらに本校では，授業改善を推進し，学力向上につなげるために，

授業を担当する教員が年間１回以上の研究授業・公開授業を行い，

互いに学び合い，助言・共有できるよう努めています。 

・様々な事業・年次研とはできるだけ重なる形をとり，少なく深  

く学び合える体制をとる。 

・タテ持ちをしている教科のうち五教科については，タテ持ちのメリットを生かして，１時間の同じ教材

をその教科の教員全員で指導過程を検討し，実践して，教科会としての提案授業を行う。(同じ対象の

授業を作ることで，教材に対する解釈や教科独自の見方，考え方，を深める。学級の状況と指導過程が

あったものかを検討する。)  

                                             

高知市立西部中学校 研究推進委員会 

授業参観シート 

研究授業と研究協議 


