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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ました。その結果，問題行

動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，立正大学教授 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，更には『授業改革』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） 

 

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合います。 

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。 

「学び合い」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 「学び合い」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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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まいます。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 「学び合い」 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「学び合い」

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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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プラスの効果のあったかかわり方は，「 やることを具体的に説明する。」，「 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。子どもの背景を考え，その状況にあった対応を心がけましょう。 
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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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不登校と 「学び合い」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「学び合い」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，「学び合い」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「学び合い」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「授業スタンダード」を以下に示します。 

※2分前には教室に行き，『学ばない生徒への 1分以内の関わり』を意識した声掛けをしましょう 

 

【学習形態】 

※ 流れの提示(ゴールは必要に応じて提示します) 

個人       Step１   本時の課題の提示 

                   ↓  

ペア・グループ   Step２    課題の追求 

                   ↓ 

全体       Step３    全体で共有  

                   ↓ 

ペア・グループ   Step４ 「思考を深める」時間  （Jump 課題など） 

                   ↓ 

個人       Step５  まとめ「振り返り」 

 

①課題の設定 

 学びはスタートが勝負です。特に，最初の 5分間は授業者にとって黄金の時間です。この 5分間で，生徒

の誰もが「この時間は何をするのだろう？」と強い興味を持っています。 

 そこで，5分以内に課題を提示し，ペア・グループ学習を取り入れ，生徒同士が学び合う環境・雰囲気を

つくります。一斉授業が長く続くと，個人で課題が解決できない生徒や，自信がない生徒たちは，どんどん

学びから逃避して，突っ伏したり，手遊びや私語を始めてしまいます。一度学びから逃避した生徒は，その

後なかなか学びに復帰できません。 

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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西部中学校 授業スタンダード ～学び合い学習～ 
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②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） 

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。 

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いです。 

 

③学びを共有する『つなぎ言葉』 

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・戻す・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。 

                                  授業のイメージ図 

 

 

 

                                  

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    生徒同士のつなぎ 

                                    教材とのつなぎ 
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教師 

授業のデザイナー 
（ファシリテーター） 

生徒 A 

生徒 D 生徒 C 

生徒 B 

課題 より質の高い課題へ 
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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するなど，研究を行っています。 

「発問」(教師)→「つぶやきや疑問」(生徒)→「他の生徒へつなぐ」(教師)→「全体の生徒に返す」(教

師)という流れを基本に，3 回以上生徒の意見をつなぐよう心がけましょう。 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④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，「振り返り」は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。「学び合い」

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。 

                                             

高知市立西部中学校 研究推進委員会 
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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，本校独自の授業デザイ

ンを作成し、授業改善プランでも活用しています。 

                                             

高知市立西部中学校 研究推進委員会 

指導案様式 

※座席表 必要 
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 本校では，学び合い学習に向けて，学習環境を全校統一した

形で実践しています。 

 

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。 

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，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。 

                                             

高知市立西部中学校 研究推進委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

学び合いの学習環境を整える 
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②ペア・グループ活動の約束 

 『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』として下記のよう

に活動をスタートするようにしてきました。 

 この環境をつくりやすくするために，机の高さをそろえるようにしています。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。 

  

 

 

③『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，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上記の写真のように『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。 

そして，『聴きます』に対応して，教え合いにも右記のような

『ペア・グループ活動の 6 つの掟』という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。 

                                             

高知市立西部中学校 研究推進委員会 

〇机はピッタリ！！ 

〇真ん中は空ける 

〇あいさつでスタート「お願いします♪」 

で、ペア・グループ学習の環境を整えよう！ 
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～生徒と一緒につくる授業を目指して～ 

 

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。 

先生方の疲弊感を回避するために， 

〇様々な事業・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。 

〇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。)   

以上のことを心掛け，実施しています。 

また，研究授業には生徒会執行部も参加し，一緒に授業づくり・授

業改善に尽力してくれています。参観した様子を月に一度行われる全

校集会で紹介し，『学び合い』の大切さを全校生徒に発信してくれて

います。 

さらに，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。 

これらの活動を通して，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。 

 

 

本校の研究授業・研究協議の流れは以下の通り。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

                                             

高知市立西部中学校 研究推進委員会 

研究授業と研究協議 

※全校研の場合 

①授業デザインを全職員に配布 

②研究授業 

③授業後、生徒参加型研究協議に参加する生徒を選出(くじ引き) 

④生徒参加型研究協議 

⑤協議Ⅰ 視点に基づく少人数(３～４人)での意見交流 

⑥全体で共有(授業者より意見) 

⑦協議Ⅱ 新たな視点に基づくグループ(６～８人)での意見交流 
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高知市立西部中学校 研究推進委員会 
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 本校は，立正大学：鹿嶋真弓先生と，高知市教育支援セン

ター長：吉本恭子先生の共同研究『教師のセルフ・モニタリ

ングを活用した授業改善』をもとに，生徒からの授業評価と

教師自身の授業評価，さらに生徒自身が自分の授業に望む姿勢を評価する 3 種類のアンケートを活用して，

教師自身が自分の授業方法についてセルフ・モニタリングできる仕組みを作り，授業改善に取り組んでいま

す。 

 生徒自身が自分の授業の受け方について自己評価することで，授業に対しての当事者意識が高まり，能動

的な態度が身につくこと，また教師は，生徒が授業により高い自我関与を示すのはどのような授業がなされ

たかを知り，授業改善にいかすものです。 

 

 

 ①アンケートの記入がメタ認知につながる 

  例年、生徒から見た教師の授業に対する評価は高く、逆に教師の自己評価は低いといった結果が多く現

れます。教師はアンケートにチェックする際に、一つひとつの項目を読みながら自分の授業をふり返り、

厳しい評価をしていることが伺えます。授業アンケートでは、アンケート項目にチャックすること自体が、

そのままセルフ・モニタリングにつながり、セルフ・コントロールする上でゴールイメージとなって、具

体的行動レベルでの修正へとつながりやすいことが分かっています。 

                                             

高知市立西部中学校 研究推進委員会 

授業評価シート・アンケート 

資料１ 楽しい授業にするための授業評価シート 

(教師用) 

資料２ 楽しい授業にするためのアンケート 

(生徒用) 
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この、セルフ・モニタリングとセルフ・コントロールの働きを『メタ認知』と言います。授業アンケー

トを行うことで、自分の授業についてメタ認知しやすくなります。 

 

 ②アンケートの結果のズレを活用した教師のセルフ・モニタリング 

  授業に行っているクラスの生徒からの直接の授業評価と教師自身の授業評価を比較して『授業評価振

り返りシート』に記入してもらいます。 

  このシートに記入してもらうことで、自然に①セルフ・モニタリング(自分の授業を子ども達はどう受

け止めているかを知る)と②セルフ・コントロール(どこをどう修正すればいいかを考え、指導方法の修正

をはかる)ができる流れとなっています。 

 

 ③生徒の授業への自我関与 

  授業改善を行うためには、生徒自身も教師への授業評

価だけでなく、自らの授業への取り組みについて、責任

を持つことが大切です。生徒も教師同様に、アンケート

項目にチェックすること自体が、そのままセルフ・コン

トロールする上でゴールイメージとなり、「自分自身が

どのように授業に臨めばいいのか」という修正へとつな

がり、能動的に授業への取り組み方を変えていこうとす

る様子もうかがえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上のことから、自分の授業を『メタ認知』することが、授業改善につながります。年間 2 回実施(1 学

期末，2学期末)し，自身の授業改善に役立ててください。 

                                             

高知市立西部中学校 研究推進委員会 

資料３ ためになる授業にするためのアンケート 

(生徒用) 

資料４ 楽しい授業にするためのアンケート集計結果 

(生徒用) 
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 昨年度の全国，及び，県版学力状況調査の結果を分析した結果，

本校の生徒は，知識問題の正答率が低く，家庭学習での学習の定

着が薄いことに大きな課題があることが分かりました。 

 そこで，今年度は，全校・五教科統一して，朝・夕自習，宿題に取り組みます。また，家庭学習の充実に

向けて，Ｍｙｂｏｏｋを活用し，計画的に取り組ませることも継続していきます。 

①朝自習・夕自習 

 朝は落ち着いた状況でスタートしたいものです。朝の起床後の約 3時間は，脳が最も効率よく働くゴール

デンタイムだと，脳科学者の茂木健一郎氏は言っています。また，朝の脳は，前日の記憶がリセットされる

ため，新しい記憶を収納したり，創造性を発揮することに適した状態になると言っています。 

朝の 10 分を有効に使い，学習に向かわせるために，毎日教科を変え，知識の定着を図るため 10問程度の

問題を出題します。分からないところはグループで教え合い活動を行い定着を図ります。 

 

そして午後はやる気が出る時間帯でもあるようです。時間医学を研究する大塚邦明氏(東京女子医科大学

名誉教授)によると，『13～17 時の時間帯は，気力・体力共にピークになる。13～15 時にアドレナリンなど

のホルモンの血中濃度が高まり，15～17 時に交感神経の活動が最も強くなり，能力を発揮する。』と言って

います。 

夕自習の 10～15 分を活用し，朝自習で覚えた内容の確認テストを行います。 

【実施日】 

月 火 水 木 金 

社会 国語 数学 理科 英語 

 

②宿題 

 本校の家庭学習の状況は，過去の家庭学習状況調査の結果からも，不十分であることは周知の事実です。

宿題は，学力形成において授業と両輪をなすものであり，生徒にその習慣をつけさせることは，本校の今後

の学力状況を左右する大きな事案です。 

 令和 2 年度までパワーアップ(国・数・英の 3 教科別冊)が高知市から配布されますが，それと並行して，

教科で宿題を出し，朝自習・夕自習同様，知識問題の定着を図ります。宿題用ホワイトボードに必ず教科委

員に宿題を記入させ，学級担任も把握できるようにします。 

 また，学年集会を行い，各教科より，家庭学習の仕方について説明を行い，家庭学習の仕方をイメージさ

せます。さらに，学級と教科が連携し，家庭学習の習慣がつかない生徒には，居残り学習も実施。習慣化さ

せましょう。（支援員が点検を行い，教科担任へ点検表が渡ります。学級担任と提出状況を共有し，週末金

曜日には，全クラスで放課後，未提出者に対し，提出できるよう取り組ませます。場合によっては，家庭連

絡や家庭訪問を行い，家庭への協力も呼びかけ，徹底していきます。) 

 教科会で宿題の範囲を検討し，進度を見て，ワークやプリントを準備して下さい。 

 

【実施日】 

月 火 水 木 金・土・日 

国語 数学 理科 英語 社会・パワーアップ 3教科・小社会 

                                             

高知市立西部中学校 研究推進委員会 

学力向上に向けた取り組み 
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③My book の取り組み 

生徒にとって My book とは，なりたい自分をイメージし，その目標に向かってスモールステップで成長し

ていくためのものです。また，卒業しても自分を成長させ続けられるような力を身につけられるものです。 

教師にとって My book とは，生徒を成長させるためのツールであり，

生徒とつながるツールであり，生徒をより理解するためのツールです。 

そこで，１．まずなりたい自分を思い描くこと。２．なりたい自分 ←

「意識すること」，「スモールステップ」で実現。３．目的達成のための

３つのチャレンジ。が重要となります。 

 

【My Book の目的：セルフマネジメント力とタイムマネジメント力の獲得及び向上】 

１．イメージ 

〇自己目標シート＝１ヶ月後にどうなっていたいか（ゴール） 

・学習面の目標   数値目標＆具体的な行動レベル 

・生活面の目標   （例１：テストで 450 点以上とる 〇 ，授業の発表をがんばる ×） 

・その他の目標   （例２：１日１時間勉強する 〇 ，１日１時間勉強したい ×） 

・達成するとこんなよいことがある（外発的動機付けよりも内発的動機付けになるように） 

・目標を達成するまでに起こる問題と解決策を考える（予測と対策ができる＝危機管理能力） 

  ・決意を一言！（コメントやスタンプを返してあげるとがんばれます） 

２．プラスの習慣 

人間の行動において，９割以上が無意識で行われている行動です。残りの数％が脳で意識をして行って

いる行動になります。意識しないとできないことを無意識でできるようになると，他の意識してでもでき

た方がよい行動ができるようになります。 

 〇ルーティーンチェック 

   奉仕活動（家庭＆学校） 

   学校生活ルーティーン（クラスや学年で決めても OK） 

   ・数値目標＆具体的な行動レベル 

・毎日チェック（〇か×）することで意識できる 

・85～90％達成できた項目を変更＆グレードアップ（例：あいさつを 10 人にする→15 人） 

（達成が３ヶ月続いた項目 → 習慣になったと評価) 

３．自己管理 

   〇生活と学習の記録（計画と実行がズレて当たり前で， 

やっていくことで，そのズレが修正される） 

  〇１日のふりかえり＝自分に気づく 

   ・自分に気づくことで「なりたい自分」との位置関係の把握＆修正＆成長を実感（＝PDCA） 

・担任との交換ノート＆書くことの練習 

    

自己評価をした事への他者評価は絶対！ 

生徒は教師にこれを望んでいます。 

                                             

高知市立西部中学校 研究推進委員会 

自己評価を〇か×で記入 



自分が知っている自分の 
領域を広げるのが自己開示 

他者が知っている自分の 
領域を広げるのがフィードバック 

本音と本音の交流ができる親密な人間関係を通し

てこそ自分の本音に気付き、ありのままの自分が

出せる。他者の本音を受け入れることができる。 
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 本校では，長年に渡り，立正大学 鹿嶋真弓教授のご指導の下，構成的グ

ループエンカウンターを取り入れ，人間関係を構築させる活動を行ってい

ます。 

 

 

 

リーダーが用意したプログラムで作業や討議をする方法でエンカウンターをすること。人間的成長を目

指した集団体験学習。 
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人間関係づくり 

１．構成的グループエンカウンターとは 

(Structured Group Encounter：略称 SGE) 

エンカウンターは「出会い」 

〇他者との出会い 

〇自分の知らない自分との出会い 

自己開示 フィードバック 

 
 
 
 
 
 
 

〔ジョハリの窓〕 

 
自分が知って 

いる自分 

自分が 

知らない自分 

他
者
が
知
っ
て

い
る
自
分 

 

開かれた窓 

 

気づかない窓 

他
者
が 

 

知
ら
な
い
自
分 

 

隠された窓 

 

暗黒の窓 

 
自分が知っている自分  

他
者
が
知
っ
て
い
る
自
分 

  
 

 

  

自分を語る 
(自己開示) 

評
価
を
も
ら
う 

(

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク)  

自分の領域を広げる 

(人間は自己を理解している程度に他者を理解できる) 
リーダー(教師自身)が SGE を体験

し、自己開示とフィードバックを

体験しておくことが大切♪ 

リーダーが好ましい人間関係の中

でグループがプログラムに参加で

きる環境をつくりましょう。 
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１．教師の自己開示と視点共有メッセージによる活動への動機づけ 

①「語り」で決まる活動への動機づけ 

・なぜこの活動をするのか 

・どんなことをすればいいのか 

・それをするとどんなことが得られるのか 

 

②今ここでの気持ちを語る（自己開示） 

・自分に関する事実（経験）を話す 

・自分の感情を話す 

・自分の価値観，感じ方を話す 

Ｉメッセージ（「わたし」を主語として気持ちを述べる手法）で伝えると相手が気持ちを受け止め

やすくなります♪ 

 

③視点共有メッセージ 

・「あっ！自分のことだ！」と思わせて，その話  に興味を持つように仕向ける。 

例：「知ってる友達がいて良かった♪」と思っている人もいれば，「初めての人ばかりで不安だなぁ

…。西部でやっていけるかな？」と不安に思っている人もいると思います。 

 

④シェアリング 

・「感じたこと」「気づいたこと」の共有の場。評価やまとめはしない。 

※特に，エンカウンター後のシェアリングは大切に。必ず匿名で全員分読み上げてあげてくださいね♪ 

 

学級開き資料をご利用下さい♪ 
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２．実践を変えるヒントの提案～エンカウンターの進め方～ 

全てのスタートは 

子どもとの信頼関係から♪ 


