
事例 中学校 社会科 第１学年 「都道府県の調査（岐阜県）」

テーマ 「仲間との練り合いを通して、一人一人の見方・考え方を育て

る指導方法の工夫改善」

授業改善 ①単位時間の役割を明確にするとともに、生徒の意識の流れを大切にした指導計画の

の視点 工夫改善

②既習事項や複数の資料を活用し、仲間とともに思考と認識を深める指導方法の工夫

改善

１ 学習状況の把握と結果の分析

（１）学習状況の把握の方法

①平成１９年度 岐阜県における児童生徒の学習状況調査の結果

②平成２０年度 １学期校内期末テストの結果

（２）学習状況の結果と分析

①平成１９年度 岐阜県における児童生徒の学習状況調査の結果（小学校第６学年）

下の表の自校の正答率は、現中学校第１学年の生徒が、前年度の小学校第６学年の時の調査結

果である。この自校正答率を県の正答率と比較し、正答率が下回っているものと、自校の正答率

が６０％を下回っている問題を抽出した。

【結果】

問題番号 評価の観点 正答率（％）

思 資 知 県 自校

領 大 小 通 考 料 識

域 問 問 番 出題の意図 ・ 活 ・

判 用 理

断 解

１ ４ 法隆寺は、聖徳太子が建てた飛鳥時代の代表的な建造 ○ 79.9 68.4

物であることがわかっている。

２ ５ 鑑真は聖武天皇が招いた僧であることがわかってい ○ 65.9 47.4

２ る。

日 ３ ６ 各時代を代表する人物やその業績、社会の様子や変化

本 などを手がかりとして、時代の大きな流れを考えること ○ 59.3 44.7

の ができる。

歴 ２ ８ 幕府（将軍）が武士（家来）に領地の所有を認め、手

史 柄に応じて新たな領地を与えたことに対して、御家人は

幕府のために働くという土地を仲立ちにした「ご恩」「奉 ○ 51.3 57.9

３ 公」という関係で幕府と（将軍）と武士（家来）は結び

付いていたことを、図をもとに考えることができる。

３ ９ 元の要求を退け、元と戦うことを決意した時の鎌倉幕 ○ 60.7 50.0

府の中心人物は、北条時宗であることがわかっている。

４ １ 11 織田信長が鉄砲を大量に使用するという新しい戦法を ○ 91.5 84.2



用いて全国統一に大きく近づいたことがわかっている。

２ 17 治外法権を認めるという不平等条約の内容と、そのこ

とが原因となって起きた事件とを関連付けて考えること ○ 63.8 60.5

ができる。

６ ３ 18 大日本帝国憲法は、天皇の権力の強い憲法であったこ

とを手がかりとして、資料が示している内容を正しく読 ○ 44.3 47.4

み取り、適切な資料を選択することができる。

４ 19 条約改正における陸奥宗光の果たした役割がわかって ○ 60.0 39.5

いる。

【分析】

＜社会的な思考・判断＞

・特に２の３の問題では、時代を代表する人物やその業績、社会の様子や変化を手がかりに、時

代の流れについて考える力を問う問題の正答率が県の平均正答率を下回っている。これは、時

代背景や歴史の流れに重点を置かない指導が多く、時代ごとの基本的な事柄についての理解が

不足し、考察する力を付けることができないでいないためと考えられる。

・全体的に、資料から把握した事実をもとに考察する力に弱さが見られる。課題と関わらせ、自

分の考えを表現できないのは、個人の追究が資料の読み取りで終わっており、全体の交流でも

十分に練り合うという学習過程が不足していることが考えられる。

＜資料活用の技能・表現＞

・全体的には、おおむね満足できる状況にあるが、６の３の大日本帝国憲法が、天皇の権力が強

い憲法であったことを手がかりとして適切な資料を選択する問題で正答率が低かった。これは、

大日本帝国憲法に関する理解が不足していたために、資料を選択することができなかったと考

えられる。知識理解とも関わってくるが、語句を覚えるだけの指導ではなく、事実の意味追究

をしていく中で様々な資料を活用していくような指導をしていくことが必要である。

＜社会事象についての知識・理解＞

・人物が行ったことを問う問題や事象から人物を問う問題の正答率が低い。これは、人物を取り

上げた授業展開が不足していたこと、もしくは授業の中で事象だけの理解にとどまっており、

その背景や意味追究を行う指導がなされていなかったことが考えられる。また、知識を活用し

ていく学習が不足しているために、単位時間の内容を理解しても、知識として定着していかな

いことが考えられる。

②平成２０年度 １学期校内期末テストの結果（６月実施）

中学校に入学してからの学習状況については、６月に実施した１学期の期末テストの結果をもと

に分析を行った。

【結果】

観点 ／ 実現状況 努力を要する おおむね満足 十分満足

社会的な思考・判断 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ６０％

資料活用の技能・表現 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ５０％

社会事象についての知識・理解 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ７５％

【分析】

＜社会的な思考・判断＞



・おおむね満足できる状況にあるが、時代の様子をとらえキーワードを使って自分の言葉で答え

る問題に対しての正答率が低い。これは、語句の一つ一つの意味は理解していても、他の事象

との関連がつかめていないことによるものと考えられる。

＜資料活用の技能・表現＞

・緯度、経度や時差など地図を読み取る問題が中心であったが、全体的に正答率が低かった。特

に、時差を題材とする技能を問う問題の正答率が低かった。これは、十分に指導時間を割いた

つもりではいたが、時差そのものや時差の計算に関わっての理解が足りないからであると考え

られる。さらに授業の中で地球儀や地図を活用するとともに、地図やグラフなど資料の読み取

り方をしっかりと指導していく必要がある。

＜社会事象についての知識・理解＞

・比較的正答率が高く、おおむね満足できる状況にある。さらに、知識を身に付けるための学習

を継続して行うことと、単元における基礎・基本と単位時間の位置付けを明確にするとともに、

授業の中で仲間の発言に依存するのではなく、自分の考えと仲間の考えを練り合いながら思考

と認識を深める指導を工夫していくことが必要である。

２ 分析に基づく授業改善

（１）授業改善の方針

１で述べた学習状況の把握と分析から、本校第１学年の実態として、基本的な知識や、資料の

読み取り方などの技能が十分に定着していないことや、課題を多面的・多角的に追究して解決し

ていくという学び方が定着しておらず、社会的事象に対する思考・判断の深まりに弱さがあると

とらえた。そこで、単元で確実に習得させる基礎的・基本的な知識・技能を明確にし、生徒の意

識の流れと１単位時間の役割を明確にした指導計画を作成するとともに、事実の意味追究を行う

授業において、思考と認識を深める指導方法を改善することの２点を実践していくことにした。

①単位時間の役割を明確にするとともに、生徒の意識の流れを大切にした指導計画の工夫改善

②既習事項や複数の資料を活用し、仲間とともに思考と認識を深める指導方法の工夫改善

（２）改善の具体的方途と実践

①単位時間の役割を明確にするとともに、生徒の意識の流れを大切にした指導計画の工夫改善

今回の授業改善に当たって、取り扱う単元「都道府県の調査（岐阜県）」における単元のねら

いと付けたい力は次の通りである。

【単元のねらい】

○岐阜県は、日本のほぼ中央に位置し、飛山濃水といわれる多様な自然環境に恵まれていること

を理解することができる。

○多様な自然環境や伝統、社会条件を生かした産業が発達しており、それぞれの地域で自然や伝

統などに誇りをもった人々の営みがなされていることを理解することができる。

【付けたい力】

○地図、グラフ、統計などを活用し、それぞれの資料を関わらせながら岐阜県の地域的特色をと

らえる力



この学習を進めるに当たって、従前の指導計画では次のような課題があった。

○岐阜県の地域的特色を多面的にとらえるために、自然、農業、工業、伝統文化という視点から単

位時間ごとに調査・追究を行う指導計画となっていたが、単元の構造が並列的であるとともに、

既習内容との関連や単元を通しての筋道が曖昧な学習展開となっていた。

○生徒各自がもつ視点からの調査・追究に重点を置くあまり、単位時間ごとの関連性を感じにくい

生徒や単元を通して学習した岐阜県の地域的特色をまとめることにつまずく生徒がいた。

○付けたい力にかかわって、単位時間ごとの役割が明確ではなかったため、一人一人への援助も不

十分で、中には、この単元で都道府県（岐阜県）を調査したという体験だけにとどまった生徒も

いた。

そこで、改善した指導計画では単元における単位時間の関連を並列ではなく、つながりや深まりを

もたせるために、単元全体を「岐阜県全体をながめる場」「自然と伝統を生かす産業に迫る場」「人々

の生活に迫る場」「まとめ」という４つに分類し構造化を図った。

＜「岐阜県全体をながめる場（第１時 第２時）」＞

ここでは、統計資料や地図、図表などを使い、岐阜県全体の概要をつかませたいと考えた。特に、

多様な自然と伝統が根付いていることをつかませ、そこから単元を貫く課題を「岐阜県では豊かな

自然や伝統をどのように生かしているのだろう」と設定し、生徒の意識が、単元の終了時まで連続

するようにしたいと考えた。

＜「自然と伝統を生かす産業に迫る場（第３時 第４時 第５時）」＞

ここでは、農業、工業（地場産業）、観光業という視点から岐阜県の地域的特色をとらえさせたい

と考えた。また単元を貫く課題の自然や伝統がどのように生かされているのかという視点から単位

時間の関連を図るとともに、既習事項と様々な資料を関連付けて地域的特色をとらえる力を育てた

いと考えた。

＜「人々の生活に迫る場（第６,７時世界遺産白川郷）」＞

ここでは、これまでに培ってきた知識や技能を活用して、自然や伝統を生かす人々の思いや誇り

について考え、社会事象に対する思考と認識を深めさせていきたい。

＜まとめ（第８時）＞

この単元の締めくくりとして、地図を使って学習のまとめを表現できるようにと考えた。

以上のように、単位時間ごとの関連と生徒の意識の流れ、そして付けたい力を明確にした指導計

画が次の通りである。

【従前の単元指導計画簡易版】 【改善した単元指導計画簡易版】

時 おもな学習活動と内容 時 おもな学習活動と内容

１ 【岐阜県のあらまし】 １ 【岐阜県のあらまし】

岐阜県の特産物や日本一を調べよ 様々な資料から岐阜県について調べ

う よう

２ 【岐阜県の自然】 ２ 【岐阜県の自然環境】

岐阜県はどんな自然の特徴がある 岐阜県の中でも気候が違うのはなぜ

のだろう だろう

県
全
体
を
な
が
め
る
場



３ 【岐阜県の農業①】 ３ 【自然を生かした農業】

岐阜県の農業はどんな特徴がある 海津町と高山市では位置も気候も違

のだろう うのになぜトマトの栽培が盛んなの

４ 【岐阜県の農業②】 だろう

高山市ではなぜトマトの栽培が盛 ４ 【伝統を生かした地場産業】

んなのだろう 関の刃物の生産が日本一なのはなぜ

５ 【岐阜県の工業】 だろう

岐阜県の工業はどんな特徴がある ５ 【自然や伝統を生かした観光業】

のだろう 高山にこんなに多くの観光客が訪れ

６ 【岐阜県の伝統文化】 ６ るのはなぜだろう

岐阜県の伝統や文化について調べ 【世界遺産白川郷①】

よう 世界遺産に登録されている白川郷の

７ 【岐阜県のオリジナルマップ】 ７ 合掌造りはどんなものだろう

岐阜県のオリジナルマップを作成 【世界遺産白川郷②】

しよう なぜ１軒の屋根葺きに村の人口の１

／３にあたる５００人もの人が集ま

っただろう

８ 【岐阜県をまとめよう】

岐阜県の特色をまとめよう

②既習事項や複数の資料を活用し、仲間とともに思考と認識を深める指導方法の工夫改善

資料の読み取り方の指導を確実に行い、問題解決を中心とした事実の意味追究を行う指導とそ

の学び方指導を行うために、次のような手だてを考えた。

ア 資料読み取りの窓の掲示と活用

生徒の資料読み取りの様子から、「資料の

どこを見たらよいのか分からず困っている

生徒」や「何を書けばよいのか分からない

生徒」などがいた。そこで、読み取りの視

点を整理した「資料読み取りの窓」（右記資

料）を常に掲示し、参考にできるようにし

た。これは、資料読み取りの技能の習得と

ともに、活用させていくことで、社会的な

見方や考え方に基づいた言語能力や表現力

を育成したいと考えたからである。

イ 話し合い活動を軸とした単位時間における学習展開の工夫と学び方の定着

・基本的な学習展開の流れを生徒と共有する

今は何をするべき時間なのかを生徒自身が把握し、考えて動けるようにするために、以下の基

本的な流れを生徒に示した。

自
然
や
伝
統
を
生
か
し
た
産
業
に
迫
る

人
々
の
生
活
に
迫
る

読み取り方 具体的な姿

１ 全体読み 全体的に見ると、・・・・・・・ということが分かる。
２ 部分読み この部分に注目してみると、・・・・ということが分かる。

３ 比較読み ～と～を比べてみると、・・・・ということが分かる。
４ 数値読み ～は、○○（単位）であることが分かる。

５ 計算読み ○○と○○を計算すると、・・ということが分かる。
６ 立場読み ～という立場で見ると、・・・・ということが分かる。

７ 関連読み① 資料Ａと資料Ｂから、・・・・・ということが分かる。
８ 関連読み② 前の学習と資料から、・・・・・ということが分かる。

９ 関連読み③ 自分の経験と資料から、・・・・ということが分かる。
10 発展読み これから、・・・・・・と予想できる。（予想）

ここから、・・・・・・が疑問に思う。（疑問）
このことから、私は・・・・と感じた。（感想）



＜学習の流れ＞

１ ．課題設定

２ ．予想をたてる

３ ．個人追究

①本時の課題が理解できたら、机を合わせる。

②個々に自分の考えを付箋に書く。（資料の読み方が分からない場合は、教え合う）

４．グループ追究

①付箋を貼りながら、自分の考えを伝え合い、分からないところや疑問点を自分たちで話し合う。

②ホワイトボードに自分たちの考えを整理していく。

③グループとしての考えをまとめ、発言の準備をする。

５ ．全体追究

６ ．まとめ（感想）

基本的な追究場面は、個人追究、グループ追究、全体追究の３段階となる。追究場面の意図と生徒

の動きは次の通りである。

＜資料をもとに個人で追究する場面＞

・資料の読み取りの窓をもとに読み取った事実から課題について追究する。

・読み取りについて不安のある場合には、必要に応じてグループの仲間に相談する。

・基本的には個人での追究と事実をつかむことを目的とし、じっくりと考えることができるよう

にする。

＜グループで追究する場面＞

・個人で考えたことをもとにグループで追究する。

・個人追究で不安がある生徒から発表し、付け足したり、質問したりしながら課題の解決に至る

ことが中心となる。

・ノートのメモだけでは、追究が深まらないので、付箋とホワイトボードを使って視覚的にも仲

間の考えや考えの視点が分かるようにする。

＜全体で追究する場面＞

・グループでの追究では足りない部分を補ったり、思考や認識を深めたりすることを目的として、

全体で追究する。

・意図的な指名を行い、新たな視点を全体に広めたり、補助的な発問やゆさぶりの発問をするこ

とで、もう一度立ち止まって考えたりすることができるようにする。

このような学習展開を行うことにより、全員の生徒が自分の考えをもつとともに、個人からグル

ープ、そして全体へと追究が進む中で思考と認識が深まっていくものと考える。

・生徒の追究意識を高める課題設定をする

生徒が意欲的な追究を行っていくためには、課題が生徒の意識に沿ったものでなくてはならない。

そこで、課題化においては、生徒の前時までの意識のずれや疑問、驚きなどが生じる事象の提示を

工夫し、できる限り生徒の言葉で課題を作るように心がけた。本時における課題設定は以下の通り

である。



＜課題成立までの生徒の反応とその手だて＞

＜前時までの生徒の意識＞

・合掌造りはとても貴重なものだ。 ＜手だて①＞

・合掌造りには色々な工夫がされてある。 屋根葺きの写真を提示し、

・みんなで守っていこうとしているところがすごい。 多くの人が１軒の屋根葺きに

参加していることに驚きをも

＜導入時の資料から・・・生徒の反応＞ てるようにする。

Ｓ１：１軒の家の吹き替えなのにすごくたくさんの人が

集まってやっている。

Ｓ２：１軒だけでススキもいっぱいある。

Ｓ３：写真から分かることで人がたくさん乗っている

ので重さには強いことが分かった。

Ｓ４：人がいっぱい集まっているというのと似ていて、

人を使う大事なことなんだなと分かった.

Ｓ５：写真を見ると、学校の青いジャージを着ている子 ＜手だて②＞

がいるので、中学生も参加している。 多くの人が集まっているこ

Ｓ６：雪が乗っているので 秋から冬にかけて葺き替え とに驚きをもった生徒に、具

たんだと思う。 体的な数字を予想させ、その

人数が「５００人」であると

＜生徒のつぶやき＞ 提示する。

・１００人くらい、２００人くらいかな（予想）

↓

・「えっー！」「おー！」（提示後）

＜手だて③＞

＜問い返しに対する生徒の反応＞ 「えー！」「おー！」とつ

Ｓ７：写真を見て１００人でも多いと思ったけど、 ぶやいた生徒に何に驚いたの

５００人というのはすごい多い。 か問い返す。

Ｓ８：村の３分の１から４分の１ぐらい。

なぜ１軒の屋根葺きに村の人口の１／３にあたる５００人もの人が集まったのだろう？

ウ 生徒の認識を深めるための教師による問い返しの発問

問い返しの発問を考えるにあたって、本時の課題「なぜ１軒の屋根葺きに村の人口の１／３に

あたる５００人もの人が集まったのだろう」に対する生徒の思考と認識の深まりの段階について

考えてみた。

生徒の思考と認識

生徒の発言の姿 発言の背景にある思考と認識

第一段階 ・昔から「結い」という風習があり、家主から ○「しょうがない、いやだけど、みん



たのまれたから。 なやっているし、やらなければいけ

・お互いさまだから。 ない」といった義務的な発想。

・みんなで守ろうとしているから。

第二段階 ・合掌造りは、白川村の観光にとってなくては ○観光資源としての価値に気付いてい

ならないもの。 る。

・合掌造りを見に、多くの観光客が来ているか ○伝統文化としての価値に気付いてい

ら。 る。

・合掌造りは村の宝だから、これからの世代に

も伝えていくべきだから。

第三段階 ・合掌造りや村に対する誇りがある。 ○感謝や誇りといった人々の思いに気

・世界から認められたという誇りがある。 付いている。

・こんなに素晴らしい財産を残してくれた先人

への感謝の気持ちがある。

このような深まりに導くために追究場面において、つまずきのある生徒に対して、次のような指

導・援助（問い返しの発問）を行った。

追究場面 本時の生徒の様子（つまずき） 指導・援助

個人追究 ①課題の意味は分かるが、資料の読 ①「資料読み取りの窓」を確認し、資料の読

み取りが不十分で、課題に迫るこ み取りの視点を与えた。

とができない。 「この資料から、どんなことが分かるの？」

②資料の読み取りはできているが、 ②屋根葺きに参加する人の立場に立って考え

課題とかかわらせて考えることが ることができるようにした。

できない。 「結いという制度が残っていると、どうして

５００人も集まるの？」

「観光客が増えると、どうして屋根葺きに参

加するの？」

グループ追究 ③多面的な考えがもてていない。 ③別の視点に気付かせるために、違う資料か

ら考えることができるようにした。

「○○の資料から言えることはない？」

「この部分をもう少し、みんなに説明してみ

よう」

全体追究 ④多面的な考えがもてていない。 ④意図的指名で、新たな考えを全体に広めた。

⑤人々の思いに気付けていない。 ⑤屋根の葺き替えをたのまれて、「うれしい」

と言っている村人の話を紹介し、深める発

問を行う。

「たのまれて、うれしいと言っているのは

なぜ？」

３ 授業改善後の成果

（１）単位時間の役割を明確にするとともに、生徒の意識の流れを大切にした指導計画の工夫改善

生徒の意識の流れを確認するために、単位時間における生徒の発言や授業後のまとめの言葉を次



のようにまとめてみた。

＜ 生徒の発言または授業後の感想から一部抜粋＞

＜第１時＞ ＜第２時＞

・刃物や和傘が有名で、やっぱり山が多い ・同じ岐阜県内なのにどうして気候が違うの

ことも改めて分かりました。 かと思ったら、地形が関係しているという

・岐阜県は森林や山が多い。 ことが分かりました。

・私たちが住んでいる岐阜県は見た目も山 ・平野部と山間部の差が最高 3000ｍでした。

が多いし、全国で森林の割合を見たら２ ・岐阜県は、飛山濃水という呼び名で親しま

位でした。やっぱり岐阜県には緑が多い れ、とても自然に恵まれた県なのだと知り

ことが分かりました。 ました。

《単元を貫く課題》

岐阜県では豊かな自然や伝統をどのように生かしているのだろう

＜第３時＞ ＜第４時＞ ＜第５時＞

・高山と海津はそれぞれの ・昔からの伝統で作られて ・観光にも自然･伝統を生かし

気候を生かして出荷する いる。伝統のおかげで今 ている。

時期をずらしたりしてい がある。 ・高山は、歴史や伝統、自然を

る。 ・関では、昔からの伝統が 生かした観光が行われてい

・自然を生かした農業をや 今も受け継がれているこ る。

っていることがわかっ とが分かりました。 ・自然は農業だけじゃなく観光

た。 にも役立っている。

＜第６時＞ ＜第７時＞

・風向きや日当たりがよくなるように建て ・白川村の人々は、本当に自分たちの村を誇

られている。 りに思って、作業している。

・養蚕のため、雪に耐えるための屋根だ。 ・喜びを感じてやっているというところがす

・減ってきているので、それを守るための ごい。

活動がされていて伝統を守っていること ・村が好きで、その村が世界からも認められ

が分かりました。 ているから・・・。

＜まとめの感想＞

・岐阜県は、伝統を受け継いだり、自然環境を生かしたり、それらに誇りを持ったりする人

人によって支えられて発展してきたということが分かった。岐阜県のそういったものを守

っていくことが大切だと思います。

ここにある生徒の言葉を見る限り、「多様な自然」と「伝統」がキーワードとなっている。このキ

ーワードをもとに、単元の追究意識がつながっており、本時においては岐阜県の「多様な自然」「伝

統」を生かしながら生活している人々の思いに迫ることができている。これは、生徒の意識の流れ

を大切に指導計画を工夫した成果と言える。



（２）既習事項や複数の資料を活用し、仲間とともに思考と認識を深める指導方法の工夫改善

①資料読み取りの窓の掲示と活用

以下は、本単元の第２時における岐阜市と高山市の雨温図の読み取りにおける生徒のノート記

述である。ここでは、特に３，４，５の読み取り方を意識させた。

（Ａ子のノート） （Ｂ子のノート）

・岐阜市・・年間降水量 1915.3㎜ ＜気温＞

平均気温 15.5℃ ・岐阜市も高山市も８月が１番気温が高い。

・高山市・・年間降水量 1733.5㎜ 岐阜市：約２７℃ 高山市：約２４℃

平均気温 10.6℃ ・岐阜の月平均気温は年中マイナスにならない。

・ここから高山より岐阜の方が 200㎜くらい降水 ・つねに岐阜＞高山 平均５℃の差

量が多い。 ＜降水量＞

・高山より岐阜のほうが、5℃ほど気温が高い。 ・岐阜市は７月の降水量が１番多い。（約 258㎜）

・高山は年中岐阜の気温を下回っている。 ・高山市は９月の降水量が１番多い。（約 256㎜）

・10，11，12，1，2月は高山の方が降水量（雪） ・岐阜は降水量も多い。でも、冬は高山の方が

が多い。 多い。

Ａ子、Ｂ子は、数値を見たり、その数値を比較・計算したりして岐阜県の自然環境の特徴を読み

取っている。このように読み取りの視点を示し、意識させることによって生徒は自信を持って資料

の読み取りを行い、事実をつかむことができるようになった。また、このような指導を継続してい

くことが、技能の習得及び活用の力を育成してくことにつながると考える。

②話し合い活動を軸とした単位時間における学習展開の工夫と学び方の定着

ア 基本的な学習展開の流れを生徒と共有する

授業の流れに関わって、生徒に意識調査を実施した。以下がその結果である。（調査人数３７人）

１．社会科の学習の流れがわかり、今何をすべきかを理解して授業を受けることができる。

はい・・・３４人 いいえ・・・０人 どちらともいえない・・・３人

２．個人追究、グループ追究、全体追究と３段階の追究をして、自分の考えが深まり、より理

解できるようになったか。

はい・・・２８人 いいえ・・・２人 どちらともいえない・・・７人

３．３段階で追究していく流れについてどう思うか。

よい・・・３２人 よくない・・・０人 どちらともいえない・・・５人

４．グループ追究の中で、付箋やホワイトボードを使って学習していくことで、より考えが深

まり、理解できるようになったか。

はい・・・３４人 いいえ・・・０人 どちらともいえない・・・３人

この結果を見る限り、授業の中で何をやるべきなのかを理解して取り組むことができている。

これは、自主的に授業に参加していくための最低限必要な条件である。また、追究の方法につい

てもほとんどの生徒が考えを深め、理解することができるようになっていると回答している。ど

ちらともいえないという生徒は、「自分の考えとほとんど同じだから。」「友達が言っていること

に理解できないときがあるから。」という理由を挙げているが、これはこのような追究方法自体の



問題とは言えない。このような追究が最終的な姿とは言えないが、現在の生徒の実態を考えたと

き、仲間と練り合い思考と認識を深めるという学び方の観点からも、一つの成果と言える。しか

し、今後グループに頼らず、全体で討論し、結論を出していくなど力を付けていくための手だて

を考えていく必要もある。

イ 生徒の追究意識を高める課題を設定する

これらの写真は、グループ追究時の生徒の様子である。生徒たちは課題に対してお互いの意見を

活発に出し合うことができていた。このことは、本時の課題が生徒たちにとって必然性のある追究

意識の高いものになっていたためであると言える。

生徒の意欲を喚起する魅力ある教材また課題設定は、授業の導入から終末まで生徒の意識を継続

させることができる。本時の課題設定に当たり使用した「屋根葺きの写真」は、生徒の興味を引く

資料であったとともに、人数を予想させたり、驚きの中身を問い返したりした手だては、本時の課

題成立において大変有効であった。

③生徒の認識を深めるための教師による問い返しの発問

以下は、授業後の生徒の感想である。

Ｃ男：村の人々は世界から認められた誇り、先祖が残してくれた財産に感謝する気持ち、この

村が好きだという気持ちで合掌造りの屋根葺きに集まり、喜びを感じてやっているとい

うことがすごいと思った。

Ｄ子：村の人たちは、めんどくさいと思ったりせず、逆にうれしいとか誇りに思う気持ちを持

って屋根葺きに参加しているのですごいなあと思いました。合掌造りの家は、そんな村

人たちの気持ちで守られているんだなあと思いました。

Ｅ子：白川の合掌造りには、村人のいろいろな思いがあるんだなあと思いました。思いには、

白川郷を誇りに思ったり、先祖が残してくれた文化財に対する感謝や、なにより村のこ

とが好きだという思いがあるから、１軒の屋根葺きに５００人もの人が集まることが分

かりました。私は、岐阜の人として白川郷を残していきたいです。

本時のねらいである「地域の宝としての誇りや世界からも認められた誇り」といった、白川の人

人の思いにふれることができている。これは、つまずきに対する指導・援助や思考と認識を深める

発問を工夫した成果と言える。


