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広島国際大学 教職課程 非常勤講師 小川 潔
広島国際大学 教職教室 岡田 大爾

要 旨：平成 29 年改訂学習指導要領では「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善を推進

することが求められている。これは，これまで蓄積してきた実践を否定するものでも，また授業の方法や技
術の改善のみを意図するものでもなく，児童・生徒に目指す資質・能力を育むために，「主体的な学び」
「対話的な学び」「深い学び」の視点を明確にすることであると言われている。学習活動の質の向上を主眼
とし，見通しと振り返る場，対話する場，生徒が考える場，教師が教える場等をどう組み立てるか授業実践
力（設計・実践・改善）を問うものである。特に「深い学び」の鍵として「見方・考え方」を働かせることが重要
で，そのための視点形成及び思考形成が重要となる。本研究は，これまで培ってきた授業実践の基盤を形
成する教師と生徒とのコミュニケーションを分析し，「主体的な学び」「対話的な学び」「深い学び」の視点に
基づく授業を実現する可能性を見出した。また，アクティブ・ラーニングの具現化に結びつく授業改善の要
素を見出し，授業実践力を高めることに役立たせることが認められた。

はじめに─問題の所在─
学習指導要領の改訂に向けて，文部科学大臣から中央教育審議会へ諮問がなされた頃から，多く
の学校で，
「アクティブ・ラーニング」を先取りする実践が行われるようになった。平成 29 年３月
に新学習指導要領の公示以降は，
「主体的な学び」
「対話的な学び」を学習過程に取り入れた試行的
な実践が移行期に見られた。しかし，深い学びが見失われてはないか，本来目指す学習過程及び内
容に成り得ているのかと懸念される状況である１。
そこで，教師自身が授業改善に向けた意欲を高め，指導方法に着目した授業改善を目的とし，実
技体験と思考活動を学習過程に取り入れた授業実践を試みた。まず，学習意欲の実態調査（比較学級・
検証学級），レディネス・プレ・ポストテストの評価マトリックス（比較学級・検証学級），授業効果，有効度指
数，技能面の変容（プログラミング言語のタイピング） ，生徒による自己評価と授業評価等についての定量
的分析し，授業で交わされるカテゴリーのマトリックス，言語比率の定量化から授業の質的分析を行う。この
ことにより「主体的･対話的で深い学び」の具現化に向けた指導方法の在り方を見出す。
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1. アクティブ・ラーニングに結びつく授業実践に向けて 2
1.1 なぜ“授業に対する意欲を高め”なのか
新指導要領の基になっている，平成 28 年８月の「中央教育審議会審議のまとめ」では，授業改善
の在り方としてアクティブ・ラーニングの視点から「主体的・対話的で深い学び」を学習過程に取
り入れることが提唱された。そもそもアクティブ・ラーニングは，「学習者の主体的な学びの姿勢
を引き出す」ことを目的としたものである。「主体的」とは，明確な目的に対して自らの意志や判
断によって学習することを意味している。アクティブ・ラーニングの学習方法は多彩であり，それ
ら１つ１つの学習方法を教育に取り入れるには，まず教師に各々の学習方法に対する理解が必要に
なる。また，アクティブ・ラーニングに対する理解不足や認識のズレなどによって，効果的な学習
を妨げてしまうこともある。そのためアクティブ・ラーニングを進めるには，教師に一定の教育能
力が求められる。教師は，その教育の内容と目的を明確にし，生徒にとって最も有益な学習方法を
選択する必要がある。ただ闇雲にアクティブ・ラーニングを実施しようとしても，その目的が曖昧
であったり，学習方法の妥当性にズレが生じたりすれば効果的な学習とはならない。そのため教師
は，その目的を明確にした上で適切な学習方法を行うことが重要になる。また，生徒に対して明確
な課題を提示し，その上で能動的な学習ができるように進めていくことも大切である。
平成 28 年８月の「中央教育審議会審議のまとめ」では，
「主体的･対話的で深い学び」の実現を目
指すために，①学ぶことに興味や関心を持ち，自己のキャリア形成の方向性と関連付けながら，見
通しを持って粘り強く取り組み，自己の学習活動を振り返って，次につなげる「主体的な学び」が
実現できているか。②子供同士の協働，教職員や地域の人との対話，先哲の考え方を手掛かりに考
えること等を通じ，自己の考えを広げ深める「対話的な学び」が実現できているか。③各教科等で
習得した概念や考え方を活用した「見方・考え方」を働かせ，問いを見いだして解決したり，自己
の考えを形成し表したり，思いを基に構想，創造したりすることに向かう「深い学び」が実現でき
ているか。と授業改善の視点を述べている。
学びの質の問題は授業研究では避けて通れない課題である。どこで学びが成立していたか，どこ
に学びの可能性があったか，教師自身が自らの授業実践を自己吟味する省察（リフレクション）が
必要である。授業実践の最中でも，実践について省察し，さらに授業再設計（リデザイン）し，オ
ーセンティックな学びをデザインしていくことが重要である。
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1.2 「主体的・対話的で深い学び」の要点と留意点
主体的な学び（探究する過程）
，対話的な学び（協同する過程）
，深い学び（自己在り方や生き方
を認識する過程）の関係を，学びの姿と具体的な学習過程に基づき授業改善上の要点と留意点は次
のとおりである１。
表 1 学びの姿と学習過程

2. 研究方法
2.1 調査対象の授業について
情報に関する技術に関するプログラムによる計測・制御に係る情報処理手段と簡単なプログラム
作成の授業である。実践的・体験的な学習活動を通して，情報を収集，判断，処理し，発信したり，
プログラムにより機器等を制御したりする喜びを体験させる。
情報処理の手順には，順次，分岐，反復の方法があることを知る。また，目的や条件に応じて，
情報処理の手順を工夫する能力を育成するとともに，簡単なプログラムを作成できるようにする。
この学習では，プログラムの命令語の意味を覚えさせることよりも，課題の解決のために処理の手
順を「考えさせる」ことに重点を置く。コンピュータを用いた計測・制御に関する技術の目的を意
識した実習となるよう指導する。
また，より効果的な情報の表現・発信方法や情報処理の手順を考えたり，工夫したりする中で，
新しい発想を生み出し活用することの価値に気付かせるなど，知的財産を創造・活用しようとする
態度の育成にも配慮する。
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2.2 検証について
検証の視点は次のとおりである。
○ レディネステスト，プレテスト，ポストテスト，把持テストにより認知面（情意面，精神運
動面）における指導法の有効性を明らかにする。
○ 学習前と学習語の授業に対する自己評価を評定尺度法で実施し検証授業で学習意欲が高まっ
たか明らかにする。
○ 学習後に生徒からみた授業評価を評定尺度法で実施し指導法と学習意欲の関係を明らかにす
る。
○ 技能習得の実態をチェックリストにより調査し技能が向上したか明らかにする。
○ 学習後に活用力を試す問題を出題し実践的態度が育成できたか明らかにする。
○ ＶＴＲによる授業記録から問題解決的学習における教師と生徒，生徒相互のコミュニケーシ
ョン分析し授業改善の成果及び課題を明らかにする。
表 2 学習指導計画

検証は，検証学級と比較学級を設定し，二群法による比較検証とした。両学級の学習指導計画の
比較を表 2 に示す。検証授業については，行動分析により下位目標行動と最終目標行動を決定し，
指導目標を具体化した。また，生徒にとって，楽しく分かる授業となるように，生徒の知的好奇心
を刺激するような教材・教具，思考過程が記録できるよう工夫したワークシートを使用した。

- 140 -

『広島国際大学 教職教室 教育論叢』第 10 号 2018 年 12 月

比較学級では，
教師が指導内容
をスモール・ス
テップと段階を
踏みながら学習
の強化を図る系
統的学習の形態
をとった。基礎
的・基本的事項
の定着や技能的
な学習の中にも，
受け身にならな
らないよう，主
体的に自ら考え
て問題を解決し
いく過程を大切
図 1 検証学級の学習指導案（フローチャート）

にした 3。
検証学級では，

課題解決に至る指導過程の要所となる段階で，教師による教師の発問，指示，助言等を加えて，課
題解決を効率的にさせ，学習事項の定着を図った。問題解決学習のため，生徒の推理，予測，思考，
洞察等を重視する等，学習者中心を基本とし，生徒の知的好奇心や学習意欲を高め，自己学習能力
を身につけるために，できるだけ自力解決を待つことを大事にする（図 1）4。
授業分析は，授業が教師の語りと生徒の語りの 2 つ
と非言語によるコミュニケーションの相互作用に寄っ
て成立するところに着目した。言語及び非言語の内容
をカテゴリーに分け，カテゴリーの相互関係を分析す
ることによって授業分析を行った（図 2）5。
教師と生徒の発言する言語比率の分析が授業改善に
役立つ客観的な評価と共に，カテゴリーの相互関係を
分析することによって授業分析に必要な情報が求めら
れる。これによって，教師主導型或いは知識注入型に
なっているのではないか自己吟味する。単純な授業分
図 2 カテゴリー

( )は技術家庭科用

析から始め，分析を深めていくに従い，カテゴリー分

析概念を構築し省察を深め，指導法の開発に努める。
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3. 結果と考察
3.1 学習意欲の実態状況
教師は生徒の既有知識や経験を十分に理解した上で生徒が答えられるような発問をする必要があ
る。そこで，教師の発問に生徒が主体的に考えを発表しながら，学習目標にたどり着いていく授業
展開を考え。そのためには生徒の既有知識と既有経験の実態把握を行い，生徒が主体的に考えたり
発表したりして課題を解決していけるような発問計画を立てて進める授業にするために学校生活全
般に関する学習意欲の把握に努めた。
学校生活全般に関する学習意欲の実態調査を表 3 に示す 6。従順性と自己評価と学習の価値付け
において，差が顕著であることが認められた。

表 3 学習意欲の実態調査

持続性は比較・検証学級共に他項目と比較
して低い。学習全般にわたっては，検証学
級の方が平均的に低い値が認められた。

3.2 授業に対する意欲
表 4 授業に対する意欲

技術科の授業に対する意欲については表 4 に示
す。楽しみ，やる気が認められた。
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達成志向の態度「難しい問題でも，一所懸命勉強すれば，きっと分かるようになると思う。
」
（3.0
～3.3 ポイント）との関係性が深いと考えられる。
3.3 知識面における実態
表 5 知識面における実態

知識面についての実態は定期テストの得点状況は
表 5 に示す。検証学級が 1 ポイン高い。学習の価値
付が比較的高い。
3.4 評価マトリックス（レディネステスト，プレテスト，ポストテスト）
レディネステスト，プレテスト，ポストテストによる評価マトリックスを表 6，表 7 に示す。
表 6 評価マトリックス（比較学級）

表 7 評価マトリックス（検証学級）

各テスト共に正答率 80％（8/10）以上を＋とした。把持テストは 1 週間後に行い定着状況を分析
した。
レディネステストとポストテストは同じ内容とし，
ポストテストには応用発展問題を入れた。
把持テストはポストテストと同じ内容と情報活用能力の技能面を入れた。
授業効果は比較学級で 82.4％，検証学級で 88.2％であり，検証学級が 5.8 ポイント上回ることが
認められた。有効度指数は比較学級が 75％，検証学級は 85％で 10 ポイント上回る。のび率では比
較学級で 56.3％，検証学級で 64.0%となり，検証学級に伸びが認められた。
表 8 把持テスト

表 8 の把持テストを見ると，検証学級で 80％以上の＋率は 75％となり，授業後からは 5 ポイント
減少した。比較学級も授業後 74％から 70％と 4 ポイント減少したが，70%以上保持した。
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3.5 技能面における実態と変容
タイピング能力は，コンピュータ機器操作能力として最も基本となる技術である。タッチタイプ
は， キーボードを見ないで入力することを要求されるがキーボードを見ずに，ストレス無くキー入
力操作を行うタッチタイプ能力は，コンピュータリテラシー教育の重要な基本事項である 7。
表 9 技能面における実態（平均入力時間）

技能面の実態を表 9 に示す。ＡからＺまでを 8 ビットマイコン（1 本指打ち）の平均入力時間は
約 30 秒，パソコン（両手打ち）で 13～16 秒，マイコンによる「PRINT，BEEP，NEW，NEXT」入力が
21～23 秒であった。そして，授業後の変容を表 10 に示す。パソコンによる「PRINT，THEN，NEW，
NEXT，GOTO」入力は 10.3～10.8 秒であった。
表 10 技能面の変容（平均入力時間）

試すことを仕組んだ分だけ授業後にはイメージが残っている。操作時間を多く取った分だけ 1 週
間後，比較学級の法が早い。授業前に比べ授業後はタイピングのスピードが速くなり，操作能力の
保持率も高い。規則性のあるＡからＺまでの入力は回数を重ねると早くなる。プログラム言語入力
は回数を重ねると早くなり，
操作能力としてタイピングのスピードと正確性の高まりが認められた。
3.6 授業に関する評価
表 11 授業に対する自己評価
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授業に対する自己評価（表 11）については，記録中心，講義中心の比較学級の方が検証学級に比
べわずかに低い評価であった。
操作のやり方を受け身で，
知識注入型であったことが影響している。
ただ意欲の面はどちらもかなり高い。学習内容に興味・関心を引き付ける要素があり，作業や操作
の中で話し合いや相談はよくできた。アクティブな学習活動であったことが認められた。
検証学級の方は考えさせることや実験により確かめる機会を多く確保したので，悩み苦しんだ思
考と，自分の考えを出し合った対話に手応えを感じ，自己評価も高いことが認められた。
一方，生徒から見た授業評価（表 12）
，すなわち教師の評価については，比較的肯定的な評価で
あった。話しすぎもせず，作業や操作，実験を豊富にしていく努力をして生徒を主体的に活動させ
たことが要因と考えられる。検証学級では，生徒の反応を見たりしてそれに対応したコミュニケー
ションを図りながら進めたので，生徒にとっては適度の学習進度で消化不良もなくやりがいを感じ
た面があったと考えられる。しかし，生徒の好印象はあるものの本当に授業は客観的に見てどうな
のか，対話・コミュニケーションに関する分析は必要である。
表 12 生徒からみた授業評価

3.7 コミュニケーション分析 8,9,10
表 13 言語マトリックス
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授業中の言語を 15 の観点で分析し言語のカテゴリーに分類し，
授業のＶＴＲを観ながら 4 秒ごと
にカテゴリーを割り当てたキーを入力する。授業分析には，岡山県教育センター開発の授業分析ソ
フトを活用し，得られた評価マトリックスと言語比率を検討した。
言語マトリックスを表 13 に示す。縦軸に「初めのカテゴリー」
，横軸に「次のカテゴリー」を入
力した結果である。数字は頻度（回数）を表す。最下段には各カテゴリーの度数の合計を表す。
2-2，3-3，5-5，6-6，9N-9N，11-11，12-12 に数字が集中している。
問題解決型を試みたため生徒の話し合いやワークシートへの記入作業，マイコン操作が多い。一
方，講義・説明や生徒の作業の多い授業形態であることが認められた。1，2，3 のカテゴリーの合
計が 113 とかなり多い。生徒とのコミュニケーションを意図的に多くし，生徒の応答や作業及び操
作に対して肯定的に接した。生徒のアイデアを認めかつ取り上げ全体共有に努めた。やる気を高め
意欲的となり，主体的に考え創造的な思考を働かせる行動が認められた。教師や生徒同士が協調的
な関係となる機会となったことが認められた。
言語カテゴリーマトリックスから，言語比率を求め授業改善の視点を考察する。
教師発言率（TT=46.1）が低いことから発問・指示中心の授業と考えられるが，教師発問率，沈黙
率に着目すると，沈黙率（SCR=1.0）は小さい値でゆとりがなく，適切な間のとり方を考える必要が
認められ，教師発問率（TQR=29.8）からも発問に対して，考えさせる間の必要性が認められた。こ
のことから，講義・説明の傾向が強いことが考えられる。
教師発問率（TQR=29.8）から発問はある程度あるが，再発問の有無のチェックと，主要な発問と
補助する発問内容を吟味し，質的な対話の向上を図ることが必要である。
発問回数（HA=21）と生徒の応答率（SO=295.2）については，発問に対して生徒が積極的に答えて
いる。そして，自主応答率（JO=75.8）[JO＝思考をともなった応答／全ての応答]であり，生徒に考
えさせる発問をしている率が大きいことが認められた。
ＫＲ率（KR=121.0）については，数値からは，生徒の学習状態の確認や思考の促進，学習意欲の
向上などの目的として，発表に対する評価や生徒の発言を確認，反復したり，うなずいたり同意し
たりするＫＲ(Knowledge of Results)がよく返っているが，内容を検討する必要がある。生徒の発
言にうなずいたり，言い直してやったりする言動のＫＲ１（KR1=31）
，そして，生徒をほめたり，は
げましたりする言動のＫＲ２（KR2=41）
。さらに，発想を認めてやり，それを授業の中に生かして使
う言動のＫＲ３（KR3=41）等による積極ＫＲ率（KR23=72.6）から，生徒の生き生きして，生徒相互
にコミュニケーションのある学習の姿が認められた。
生徒の応答全体に対して再構成度の大きい応答の占める割合である生徒積極発言率(PIR=76.5)は，
生徒発言の中の自主的・積極的発言の割合を示し，この比率が高いので生徒がよく考えて発言し，
また発問が適切であったこと，発問に先立つ講義・説明なども適切で，集中性，意欲も見て取れる
数値とされるが，授業内容の内実化の吟味は必要である。
他の生徒への付け足し発言，教師，友達等への質問や，反対意見等の合計の生徒発言全体に対す
る比率を示す話し合い率(BIR=42.6)からは，生徒相互の関わり合いが強く，学習活動にどれくらい
積極的であったか示すものである。実際に。プログラムの試行・修正・再実行といった学習に協働
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性と対話のある姿が認められた。音階と音の長さを表現する数値データを求め音楽プログラムを作
る過程において，対話とコミュニケ－ションぼ活発な作成に繋がった。

おわりに─成果と課題─
生徒が自ら考え解決するような授業をすれば，学習意欲が高まり学習内容をより理解させること
が認められた。さらに，成果として，授業実態を客観的に把握するために，授業の中で交わされる
言語カテゴリーに係るコミュニケーション分析を通して，主体的・対話的な深い学びに繋がる授業
の具現化に向けた要素が見出された。
（１）導入段階で実技体験を行うことによって興味・関心を喚起し，課題解決への動機付け及び課題把
握ができ，自らの課題解決に向けた思考と自力解決があり，授業への積極的態度が見られた。授業
効果 88.2％，有効度指数 85％が認められた。

（２）グループ内の対話・コミュニケーションをペア或いはグループ討議により自分の考えを発展させ
たり修正したりすることができ，学習内容が定着し，さらに応用・発展的な考え方とこれに基づく
具現化した成果として音楽プログラム作成の創意工夫に結び付いた。

（３）生徒自身の考えや予想などを書かせ，グループ内の考えも記録できるように工夫したワークシー
トの使用により，自他の考えを高め合い自己概念を構築していく力を育て，生徒個々の思考形成と
思考過程の変容を把握することに効果があった。

（４）言語マトリックスから得られる言語比率により対話・コミュニケーションを構成する要素及び授
業者のカテゴリー間の関連特性が，主体的・対話的な学びの成立を裏付ける検討材料となり，授業
改善の視点としての有効性が認められた。

今後の社会の形成者として社会人基礎力が必要とされ，アクティブ・ラーニングにおいて求めら
れている認知的，倫理的，社会的能力，教養，知識，経験を含めた汎用的能力に結びつく要素がコ
ミュニケーション分析により見出された。授業における教師と生徒，或いは生徒相互の対話・コミ
ュニケーションの構成要素として生徒積極発言率，話し合い率，教師発問率，教師発言持続率，沈
黙率，教師応答率等の有効性が認められた。
しかし，グループ内で興味・関心の高い生徒は自分でやりたがる傾向があり，消極的な生徒が操
作しない内に，グループとしての結果を出す形骸化が懸念される。そこで，ペア学習・グループ学
習を活用し，生徒同士のコミュニケーションを機能化する必要がある。集団の中での個別の学習が
成立し，協同的な作業が機能化する役割分担や相互にフォローアップし合える関係づくりを働きか
け，対話と協働性に基づく実践力を高める必要がある。
課題としては，アクティブ・ラーニングに関して，問題解決学習，発見学習等が例示され，教授・
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学習法の総称とも述べられており，方法に目が向きがちになり，今までと同じか微調整で対応可能
と考えるところから形骸化が生まれることが危惧される 11。本研究において，この課題解決として，
これまで積み上げてきた授業実践を分析した結果，主体的・対話的で深い学びを実現するための課
題として次のことが見出された。
（５）生徒の授業における自己評価或いは授業評価，授業効果等は，高い傾向であったが，コミュニケ
ーション分析による言語比率から，考えさせる間のない発問であることが見出され，対話や問題解
決学習を成立させるための質的な課題が見出された。

（６）評価マトリックスから得られた言語比率の検討と授業における対話・コミュニケーションについ
て，言語カテゴリーの出現頻度と関連性により，相互作用について質的分析を重視し，省察を深め，
再授業設計までの授業改善・実践・開発力が求められる。

（７）課題解決に至る指導過程の要所となる段階で，発問・指示・助言を加え，問題解決を効率的に図
らせ，自己解決して学習目標を達成できるよう指導し，生徒の知的好奇心や学習意欲を高め，自己
学習能力を身につけさせる授業実践力を磨く必要がある。

（８）生徒の既有知識や経験を把握した上で発問し，生徒が主体的に考えを発表し，課題を解決する発
問計画を立て，カテゴリーと言語比率を意図して授業を組み立て，アクティブ・ラーニングの趣旨
に基づき，生徒自ら学習目標にたどり着く展開が重要である。

主体的学習が生徒任せの授業になってはいないか，問題解決的学習がその展開の過程を形式的に
踏襲してはいないか，実践の中で省察を行うことは日々必要である。自分の考えを，既有知識や経
験も踏まえ，他の人の意見等を参考にさせながら，問題意識を喚起させ問題解決的学習の段階を追
って授業展開する。そして，知識や技術をそれぞれ関連づけて思考を巡らせ練り上げていくよう働
きかける中で，生徒の反応を見取りながら，問題解決に向かう学びを舵取る主体性を育成する必要
がある。
生徒の主体的な態度を育成するためには、対話・コミュニケーションのある授業を目指し，教師
と生徒及び生徒相互に思考や感情交流を図ることである。そのために開かれた発問を工夫する。発
言しにくい場合は、ペアやグループで話し合わせ、その結果を発表させる。または，考えを書かせ
た後で発表させることによって，生徒個々が学習課題の解決を通して視点形成及び思考形成を確立
し，自己主張・自己表現しようとする意欲を高める。生徒の主体性を育む発問を基点として，言語
比率を意識して，カテゴリー間の組み合わせを構想し，アクティブ・ラーニングの趣旨に基づいた
問題解決学習の授業設計と実践力が重要である。
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