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世田谷中学校で育てる「２１世紀型能力」

～各教科が目指す深い学びを通して～

カリキュラムを見通した
「深い学び」に向かう指導の具体化

「道徳教育の改善」に向けた
３つの学習形態の再検討



基本学習

総合学習 生活学習

３つの学習形態

前テーマでの研究の成果と課題から

平成２８年度までの研究テーマ

世田谷中学校で育てる「２１世紀型能力」

～各教科が目指す深い学びを通して～

世田谷中学校で育てる「２１世紀型能力」

－各教科・領域で支える力と３つの学習形態－

平成２９年度から
の研究テーマ

次の時代に育むべき資質能力を，本校の特徴で
ある「３つの学習形態」で育む総体として，
またその１つの形態である各教科で育む力とし
て，授業事例をもとに明らかにした。

課題

・学びを深めるための，「教師の支援」の在り方は…？

・「深い学び」という視点でとらえ直したとき，
単発の授業で見るのは限界が…？

・「基本学習」以外の領域については…？（道徳の教科化に向けて）

カリキュラムを見通した「深い学び」に
向かう指導の具体化の必要性

「道徳教育の改善」に向けた
３つの学習形態の再検討の必要性

研究の背景



２つの視点から

⇒3つの学習形態の「双方向性」や学びの結びつきという点に着目することで、
既存の各教科の取り組みを含め教科間の連携・関連性を顕在化し、「深い学び」の具体化の
一例として提示することに結びつく可能性を有する

【目的１】 世田谷中で育てる「２１世紀型能力」を育むための，「深い学び」に向けた具
体的な指導の在り方，並びに各教科のカリキュラム構成の在り方を示す。

【目的２】「道徳教育の改善」に向け，世田谷中学校の「3つの学習形態」との関連を視
座に入れて道徳教育(生活学習)カリキュラムを再考し，その指導事例から示唆を得る。

［方法］教科を超えて「深い学び」について協議するための枠組みの構築
（過去の実践及び先行研究より）

枠組みをもとにした具体的な指導の在り方の検討（授業実践とその分析から）

教科ごとに「深い学び」に向けたカリキュラムの構成案の提示

［方法］道徳教育カリキュラムの構成原理の検討(過去の実践，先行研究より)

実際のカリキュラムの再構築
構築したカリキュラムを実施・分析(授業実践及びその記録より)

研究の目的



【目的１】
「深い学び」に向けた具体的な指導の在り方，

並びに各教科のカリキュラム構成の在り方について



…がしかし、次のようなことが課題として挙げられる。

生徒の思考を深めるために，
教師が支援として「何をしているか」
が，具体的・自覚的でない。

Q

Q
深い学びの実現に向けた，
「共通のメガネ（視点）」がないため，
教科を超えた議論が深まらない。

「共通のメガネ（枠組み）」をつくり，
それをもとに授業・単元の中で育まれる
資質・能力を概観・議論できるようにする。

学習のプロセスに着目して… ⇒

生徒の思考の様相に着目して… ⇒

学習過程

思考の手立て

【目的１】 「深い学び」に向けた具体的な指導の在り方，並びに各教科のカリキュラム構成の在り方について

研究の概要

基本学習

総合学習 生活学習

３つの学習形態

世田谷中で育てる
「２１世紀型能力」

３つの学習形態が有機的に
結びついて育まれる資質・能力
の総体である

（前テーマより）
世田谷中で育てる「２１世紀型能力」とは、

“総体”である以上、その
「有機的な結びつき」
を捉えるためには、単一の授業や教
科に留まることなく、さまざまな教科
を超えて、どのような資質・能力が
育まれていくか検討する必要がある

「深い学び」を、教科を超えてどのように捉えていくか？



「学習過程」 に着目すると
「深い学び」をどのように捉えられるか？

問題解決におけるそれぞれの局面によってどのような活動がなされるかに着目し，４つの過程に分類。

これにより、教科の枠を超えて、授業を検討していくときの
「在るべき活動」「在るべき支援」がとらえやすくなることが期待できる。

授業での学習過程を「問題解決過程」として捉える

問題発見

計画，情報収集・精査・選択

解決の実行

振り返り

【問題解決過程】 授業者＆授業の参観者(教科を超えて)は…

この視点で各教科の学習活動の共通性を整理

単元・授業全体の
活動の方向性を概観

生徒個々の
活動の方向性を概観

研究の概要

【目的１】 「深い学び」に向けた具体的な指導の在り方，並びに各教科のカリキュラム構成の在り方について



【授業のねらい】 「自分の思いを伝える」ということについて、より良いものにしていくためには、どのよう
なことを意識することが必要になるのか見出し、実際のスピーチに生かすことができる。

そもそも「スピーチ」とはなんだろうか？
また、「よいスピーチ」とはなんだろうか？

問題発見

計画，情報収集・精査・選択

問題発見
聞く相手のことがわからないと…
(他者理解)

何を伝えたいかな？

伝えたいことを伝えるにはどうすればよいかな？

「伝わる」ってどういうこと？

どんな言葉を選択すべき？

振り返り

問題発見

話し手として考えることは？
聞き手として考えることは？

生徒の思考を深めるために
必要な情報は何だろう？

参観者

解決の実行

情報から問いが見出された！
どのように扱い、深める？

参観者

解決から
何を見出す？

参観者

４つの過程をメガネに見ることで、授業者・参観者ともに活動の流れを追いやすくなり，
教科を超えて問題解決過程の中で在るべき活動や、足りない活動を指摘しやすくなる。

内容のみならず、
問題解決の方法知や
考え方を英語スピーチ
につなげる。

研究の概要
【事例１】国語のスピーチ(１年)での問題解決を

英語のスピーチ(２年)につなげる

【目的１】 「深い学び」に向けた具体的な指導の在り方，並びに各教科のカリキュラム構成の在り方について



 問題をいくつかの要素や段階に分ける（骨子の抽出） 分解

 観点・視点をもって同類のものごとにまとめる（再構成） 分類

 全体に共通する特徴や法則性、方向性などを見出す（特徴の把握） 比較

 異なる視点を結びつけて考える（広がり・解決の質の向上） 結合

 別の視点からとらえなおす（特徴や法則性、変化の方向性の把握） 転換

 具体⇄抽象の置き換え（モデルやイメージの想起） 置換

 既知のものをもとに考える（根拠、状況性、最適な方法の検討） 推論

思考の手立て

これにより、どのように思考を深めようとしているのかを、
教科を超えて具体化し、議論することが期待できる。

生徒に促したい思考 その手立て

授業者は、問題解決過程の局所局所で
促したい思考に併せ、思考の手立てを設定

参観者は、「思考の手立て」をメガネに、
授業者の意図・生徒の思考を観察する。

教科を超えて、問題解決の際に
汎用的に働きうる思考に着目

生徒の
深い学びを促進

生徒の思考を促すために、教師が
支援として何をしているのかを具体化

を用いた，授業の検討・分析

研究の概要
「生徒の思考の様相」 に着目すると
「深い学び」をどのように捉えられるか？

【目的１】 「深い学び」に向けた具体的な指導の在り方，並びに各教科のカリキュラム構成の在り方について



【授業のねらい】用例分析をもとに、「やばい」という語が“あらわすもの”をとらえることができる

対象を別の形に置き換えてみることで、特徴
が明確になるのではないか。
その過程で、対象を構成する「要素」への着
目を促すことができるのではないか。

用例収集・分類
振り返りと本時の
活動内容の確認

「やばい」の特徴に
ついて考える

各グループで考えたもの
を改めて見直す

Q.「やばい」の特徴を、<核>と範囲
という点からあきらかにしよう！

グループ協議を経て… 分類

置換

授業では… 授業後の協議会では…（“置換”による深まりに着目）

参観者は、「思考の手立て」をメガネに、
生徒の思考を観察する。

比較

分解

置換

各々の班によって違う、選択した
グラフの「比較」に関する議論へ

生徒が実際の生活場面から「推論」して
特徴ととらえようとしていることの議論へ 推論

比較
による深まりへの着目へ

による深まりへの着目へ

研究の概要
【事例２】国語：「やばい」を考える
～「形容詞」とはどのような“ことば”なのか～

【目的１】 「深い学び」に向けた具体的な指導の在り方，並びに各教科のカリキュラム構成の在り方について

置き換えの際に、グラフの選択やその形をど
のように意味づけるかによってその特徴を見
出すことができるのでは？

「やばい」の実際の使用状況が強く意識されている。
「使用」ということを軸に考えているのでは？



「問題解決の過程」 思考の手立て その成果として…
「深い学び」の実
現に向けて、共
通のメガネを持
つことで、教科を
超えた議論がし
やすくなった。

各教科の実践及び研究に
おいて、これらの枠組みが
どう生かされているか？

各教科のカリキュラム構成
において、これらの枠組み
がどう生かされているか？

各教科の資料を
ご覧ください。

本稿では，生徒の思考を深めるために，教師が支援として「何をしているか」が，具体的・自覚的でない
こと，また深い学びの実現に向けた「共通のメガネ（視点）」がないため，教科を超えた議論が深まらな

いことを課題として挙げた。そこで，「共通のメガネ（枠組み）」をつくり，それをもとに授業・単元の
中で育まれる資質・能力を概観・議論できるようにすることをねらった。

研究の概要
カリキュラムを見通した「深い学び」に向かう
指導の具体化の成果と課題

【目的１】 「深い学び」に向けた具体的な指導の在り方，並びに各教科のカリキュラム構成の在り方について



【目的２】
道徳教育(生活学習)カリキュラムの再考



「考え，議論する道徳」への転換

【目的２】道徳教育(生活学習)カリキュラムの再考

橋崎ら(2019) 道徳教育の研究課題について，道徳における教育内容論を挙げ，
「学習指導要領上の内容項目をおさえながら、教育現場の実際に即したかたちで、いかなる視点から、
道徳科および道徳教育の内容を構成していくのか。その際に、学級において他者の声を丁寧に聴き合う、
というケアの営みがいかなる意義をもつ実践であるのか。これらの点を理論的に探求していく必要があ
る。」と述べている。

“生徒及び学校の実際”に即したカリキュラム開発の必要性

考え，議論する道徳の授業を展開していく中で，生徒の思考をどのように見取り，評価し，指導に活
かしていくか検討していく必要がある(例えば，胤森,2019)

島(2019)は道徳教育の課題の一つとして，教師の授業経験の少なさを指摘しており，教師がチームと
なって自分たちで考える体制や習慣を 作っていくことを推奨している。

教師の個々の強みを活かした授業づくり

本校における「生活学習」との関連を視野に入れた再編へ

「思考の手立て」を切り口にした授業の分析

「教師の専門性」を生かした「道徳の日」の取り組み

研究の概要 「道徳教育改善」の背景～先行研究より～



①「生活学習との関連」
を意図した題材選定

３年間の学習の流れの中で、

問いを抽出

問いを抽出

問いを抽出

入学

卒業

行
事
や
生
活
の
中
で…

「特別の教科 道徳」の
題材として選定し、授業実践

同上

同上… …

③「道徳の日」の設定

②「思考の手立て」を生かした授業づくり

「考える道徳」の授業づくりの指針として

【授業実践事例】※後述
日 時：令和元年11月22日 （金）
授業者：渡邉 裕 教諭 （対象：第1学年）
テーマ：「便利」とは？～ 身近なことから考える～
道徳項目：Ａ 主として自分自身に関すること

４ 真理の探究，創造

「生活学習」の中で顕在化しない項目を中心に、

生徒にとって身近な、
解決の必然性のある問い
を扱うことをねらう

・それぞれの教員の専門性を生かした
題材を扱う
（例 ことば 自然 情報 …etc）

・１学年４クラス同時展開

研究の概要 「道徳教育改善」の基本方針～３つの視点から～

【目的２】道徳教育(生活学習)カリキュラムの再考



①「生活学習との関連」を意図した題材選定

３年間の学習の流れの中で、

問いを抽出

問いを抽出

問いを抽出

入学

卒業

行
事
や
生
活
の
中
で…

「特別の教科 道徳」の
題材として選定し、授業実践

同上

同上… …

生徒にとって身近な、
解決の必然性のある問い
を扱うことをねらう

【実践例】 「公共機関利用で思うことあれこれ」

テーマ：「公共の場」での行動を考える
道徳項目：Ｂ：主として人との関わりに関すること
７：「礼儀の意義を理解し，時と場に応じた適切な言動をとること

概要：日常生活で毎日使用している公共の交通機関での「マイナス
行動」を考えたうえで、自分はどうか振り返ってみる。言動・行動が周り
の人にどのように映るのか考え行動にうつしていく。

【実践例】 「運動会、勝ってもうれしくないのは？」

テーマ：「チーム」をどう考えるのか
道徳項目：Ｃ 主として集団や社会との関わりに関すること

15よりよい学校生活，集団生活の充実

概要：リレーのチーム作りから…

研究の概要 「道徳教育改善」の内容

【目的２】道徳教育(生活学習)カリキュラムの再考



【目的２】道徳教育(生活学習)カリキュラムの再考

①「生活学習との関連」を意図した題材選定

道徳の日

行事との関わりからの問い

・人との関わりを考える（4月，オリエンテーションキャンプ）

・よりよい集団生活（５月，運動会(練習含む)）

・未来の自分（運動会のふり返りから）

日常生活からの問い

・公共交通機関で思うこと（通学生活に慣れてきたことから）

・生活習慣、ひとつの約束（「中学校生活」を見直す）

・“目標”とは何なのか（期末考査）

・「働く」とは？

・人との関わりを考える（9～10月，芸術発表会とその準備から）

・地域×【 】，公共×【 】から考える（9～10月，教育実習）

実
践
の
位
置
づ
け
（７
３
回
生
，
第
1
学
年
）

Ｂ．相互理解・寛容

Ｃ．よりよい学校生活，集団生活の充実

Ａ．自主・自立，自由と責任

Ｂ．礼儀

Ｃ．勤労

Ｂ．相互理解・寛容

Ａ．節度・節制

Ｂ．相互理解・寛容 Ａ．節度・節制
Ｄ．生命の尊さ Ａ．真理の探究，創造

Ｃ．よりよい学校生活，集団生活の充実

Ｃ．社会参画，公共の精神

Ｃ．公正・公平，社会正義 Ｄ．感動，畏敬の念

Ｃ．我が国の伝統と文化 Ｃ．郷土の伝統と文化

※後述。7月実施

・「道徳の時間」なんのため？（これまでの学習を一旦総括して） Ａ．向上心，個性の伸長

・ 「便利」とは？～ 身近なことから考える～ ②「思考の手立て」を生かした授業づくり

研究の概要 「道徳教育改善」の内容①



②「思考の手立て」を生かした授業づくり

「考える道徳」の授業づくりの指針として

【授業実践事例】

日 時：令和元年11月22日 （金）
授業者：渡邉 裕 教諭 （対象：第1学年）
道徳項目：Ａ 主として自分自身に関すること

４ 真理の探究，創造

【ここがポイント!!】 思考の入り口として／「問い」への着目
「道徳」の学習過程（課題解決過程）において、「思考」することは非常に重要である。そ

こで、「思考の深まり」を促すために、その“入り口”をどのようにつくるのかという点から
考えていきたい。これはまた、「問い」への着目とみることもできる。本時においては、汎化
／深化という観点から、抽象度の高いものを具体に(思考の手立て)置き換えていくことが必要に
なる。そこで、身近な事柄の想起や視点の転換を促すために、絵本や書籍などを利用していく。

授業のねらい：「よりよく生きるための道徳性を養う」
普段無意識に判断している「便利」とはなにかを考え

るなかで、自身の経験を振り返ることや「便利」さその
ものだけではない視点（不便の有り様）にも目を向けな
がら、他者と意見の交流を図り、共有される視点に気づ
くことや、そこにある差異を踏まえること等から、「社
会生活」を送るなかで「～とはなにか」を深く考え、他
者に対する寛容さも持ち合わせられるような道徳的判断
力を育む。

「便利」とは？～ 身近なことから考える～

研究の概要 「道徳教育改善」の内容②

【目的２】道徳教育(生活学習)カリキュラムの再考



②「思考の手立て」を生かした授業づくり

授業で扱ったスライドから…

置き換え
(思考の手立て)

置き換え
(思考の手立て)

比較
(思考の手立て)

Ｑ.「便利になる」とはどういうことだろうか？

害と益が反対も
あり得るね。

そうだね。例えば…

こんな本、知ってる？

研究の概要 「道徳教育改善」の内容②

「思考の手立て」
を生かした展開
によって…

本の紹介

「便
利
」の
と
ら
え
の
変
容

【目的２】道徳教育(生活学習)カリキュラムの再考



③「道徳の日」の設定

「生活学習」の中で顕在化しない項目を中心に、

・それぞれの教員の専門性を
生かした題材を扱う。

（例 ことば 自然 情報
…etc）

・１学年４クラス同時展開

Ａ組 Ｂ組 Ｃ組 Ｄ組

１時限目 授業１（Ａ教諭） 授業２（Ｂ教諭） 授業３（Ｃ教諭） 授業４（Ｄ教諭）

２時限目 授業４（Ｄ教諭） 授業１（Ａ教諭） 授業２（Ｂ教諭） 授業３（Ｃ教諭）

３時限目 授業３（Ｃ教諭） 授業４（Ｄ教諭） 授業１（Ａ教諭） 授業２（Ｂ教諭）

４時限目 授業２（Ｂ教諭） 授業３（Ｃ教諭） 授業４（Ｄ教諭） 授業１（Ａ教諭）

時間割展開例（4クラス・50分）

・別の項目の題材を、1日の学習の中で項目を超
えてつながりを持って考えることができる。

・それぞれの教諭の強みを生かした，深い教材
研究ができる。

・担任教諭が扱わない分，それぞれの生徒の背
景への配慮がより必要になる。

…等

その特徴

研究の概要 「道徳教育改善」の内容③

【目的２】道徳教育(生活学習)カリキュラムの再考



③「道徳の日」の設定 73回生（第1学年）での授業実践例

「はしの上のおおかみ」(奈街三郎,1961)
を読み直す

Ｂ．相互理解・寛容 担当：英語科教諭

ＳＮＳの使い方を見直そう
～ＳＮＳの使い方に関する実態調査～

担当：数学科教諭

折り鶴に願いを込めて

担当：家庭科教諭

そこにどのような「真理」が
～自分に響くことば～

担当：国語科教諭

Ａ．節度・節制

Ｄ．生命の尊さ Ａ．真理の探究，創造

ＳＮＳが関連して起こった事件等を考察しながら，ＳＮＳ
との向き合い方について考えた。実態調査の結果は，後の
学年集会等で公表し，再び考える機会とした。

資料をもとに、「戦争」について考え、「平和」について
思いを馳せることで、生命の尊さ、今の自分の生き方につ
いて考える機会とした。

本の見出しから自身の琴線にふれることばを探し、「なぜ
そのことばが気になったのか」ということから自分自身を
ふり返った。そこから「真理とは」を考える機会とした。

成果と課題
文学作品からの読み取りとして英語科教諭が、ことばの学習として国語科教諭が、など、それぞれの教員の専門性を活かすこ
とで、より発展的な授業づくりを構想することができた。担任ではなく学年教員による授業ということで，どの程度まで生徒
の心情の変化に寄り添うことができたかについては，検討が必要である。

小学校で扱われる題材ではあるが、題材をより俯瞰する
テーマをもとに、登場人物の心情を多角的に検討した。物
事を捉える多様な視点を持つ機会とした。

研究の概要 「道徳教育改善」の内容③

【目的２】道徳教育(生活学習)カリキュラムの再考



①「生活学習との関連」を意図した題材選定

②「思考の手立て」を生かした授業づくり

③「道徳の日」の設定

「道徳教育改善」の基本方針

成 果

以上の枠組みをもとにカリキュラムを再構築し，
実践を行った。その結果，

課 題

・３年間を見通した分析を行い，３つの基本
方針がどのように影響を与えたか，
また生徒にどのような変容があったか明ら
かにすること。

・世中で育てる「２１世紀型能力」と関連づ
けて，どのように評価していくかについて明
らかにすること。

・左記①や②を視点にした題材，授業実践
を蓄積すること。

・実践の一部の分析から，「思考の手立て」を生
かした授業づくりが，生徒の道徳的な思考の深
まりに寄与しうることが明らかになった。

・「道徳の日」の取り組みでは，教員の専門性を
活かすことで、より発展的な授業づくりを構想す
ることができた。

・左記③について，担任ではなく学年教員
による授業ということで，どの程度まで生徒
の心情の変化に寄り添うことができたか，
また学校規模の違い等によって，どのよう
な運用が可能か検討すること。

研究の概要 「道徳教育改善」成果と課題

・生徒の学校生活に関連づけて，解決の必然
性のある題材を配置できた。

【目的２】道徳教育(生活学習)カリキュラムの再考



成果と課題 本稿のまとめ

【目的１】 世田谷中で育てる「２１世紀型能力」を育むための，「深い学び」に向けた具体的な指導の在り
方，並びに各教科のカリキュラム構成の在り方を示す。

「学習過程」「思考の手立て」をひとつの切り口に、各教科で育む「２１世紀型能力」と関連づけながら「深い学
び」の具体的な指導の在り方を示した。また，それをもとにカリキュラム構成の在り方を示した。

「深い学び」の実現に向けて、「学習過程」「思考の手立て」といった“共通のメガネ”をつくり，それをもとに授
業づくりや研究協議を持つことで、教科を超えた議論を深めることができた。

【目的２】「道徳教育の改善」に向け，世田谷中学校の「3つの学習形態」との関連を視座に入れて道徳教
育(生活学習)カリキュラムを再考し，その指導事例から示唆を得る。

「思考の手立て」を生かした授業づくりにより，実践の一部の分析から，「思考の手立て」を生かした授業づ
くりが，生徒の道徳的な思考の深まりに寄与しうることが明らかになった。

「道徳の日」の取り組みでは担任だけが担当するのではなく，全教員がそれぞれの専門性を活かすことで，
より発展的な授業づくりを構想することができた。

「生活学習との関連」を意図した題材選定に学校全体で取り組み，生徒の学校生活に関連づけて，解決の
必然性のある題材を配置できた。

課
題

・目的１・２ともに実践の蓄積と、それらによる長期的な目で見た生徒の変容について、定性的・定量的な分
析が必要である。またそれに伴い，評価方法を検討していく必要がある。

・「教科を超えた研究協議の持ち方」に関する示唆も得ている。研修等での活用と，その方法のブラッシュ
アップも検討したい。

世田谷中学校で育てる「２１世紀型能力」
～各教科が目指す深い学びを通して～
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