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Ⅰ

課題の設定

師の役割として、子どもたちにとって学びの支援者
であることを挙げている。さらに、
「主体的・対話的

１－１．問題の所在

で深い学び」の視点からの授業改善について文部科

（１）主体的な学びの現状と課題

学省（2018）では、授業改善の中にある「主体的な学

現在、我が国は急激な社会の変化に直面しており、

び」の視点として、どうしたら見通しをもって作業し

そのような社会に対応できる人材育成のために、教育

たり、粘り強く考えたりすることができるかや、どう

現場においても、様々な改革が求められている。中央

したら振り返る内容を充実させ、次に生かせる気付き

教育審議会（2018：15）では、教育の役割について、

に導くことができるかなどを踏まえることを示してい

「個人においては、
『自立した人間として、主体的に判

る。

断し、多様な人々と協働しながら新たな価値を創造す

このように、これから社会に出ていく子どもたちに

る人材を育成していくこと』が重要」と述べており、

とって、主体的に学ぶことが重要で、そのために、学

主体的に学ぶ子どもの育成が重要であることが分か

校教育では子どもの主体的な学びを促す指導の工夫が

る。また、Society5.0に向けた人材育成に係る大臣懇

求められていると言える。

談会（2018：７-11）の中でも、予測困難な社会の中
で豊かに生きていくために必要な力として、自己の主

（２）授業や家庭学習におけるスタンダード化

体性を軸にした、学びに向かう一人一人の能力や人

これまで教育現場では、授業改善や家庭学習改善に

間性を挙げており、それらの力を育成するための教

おいて多くのスタンダードが作成されてきた。各種ス
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タンダード作成の背景として、内山（2018：63）は、

の生徒にも考える場を与えることなどが挙げられた。

「スタンダードが注目され始めたのは、全国学力・学

勤務校では、授業スタンダードについて、2018年度

習状況調査（中略）の実施が開始された2007（平成

に校内研修委員会を中心に作成し、１単位時間の授業

19）年から、平成20・21年版学習指導要領が告示され

の流れを大きく、
「めあての提示」
、
「課題解決」
、「ま

た時期である。
」と述べている。また、澤田（2018：

とめ」、「振り返り」として示した。活用状況について

208-209）は、授業スタンダードの作成理由と時期に

は、
「めあての提示」については、ほぼ定着している

ついて、「継続的な検証改善サイクル」確立に向けた

と言えるが、「振り返り」の時間の確保に課題があっ

文部科学省の委託事業における研究成果として（2006

たり、活用に対する教員ごとの課題にバラつきがあっ

年から2010年）
、団塊世代の大量退職に伴う若手教員

たりすることが分かった。

の増加による授業スキル継承の指針として（2011年

家庭学習については、勤務校ではこれまで、宿題以

から2014年）、学習指導要領の改訂への対応として

外に毎日１ページ以上の自主学習を生徒に課してお

（2015年から2017年）
、の３つを挙げている。

り、長井の経験や教員へのこれまでの聞き取りなどか

このように、これまでの教育現場では、授業改善や

ら考察すると、ほぼすべての生徒が毎日提出してい

家庭学習改善において多くのスタンダードが、その

る。しかし、インタビュー等で「その子に応じた取組

時々に教育現場で求められていることや、課題を解決

にしていく必要がある」や「よい自主学習を紹介し、

するために作成されてきた。このことは、これからの

他の生徒が知る機会を作ることが必要」、「自主学習が

教育に求められている、子どもたちの主体性を育むた

なぜ必要なのかを伝えることが大切」とあるように、

めにも、スタンダードを作成し、活用していくことの

量の確保はできているものの、自主学習に対して質的

重要性を示唆していると言える。

な指導までできていないという課題もある。また、

授業や家庭学習におけるスタンダードには、これま

「主体的な家庭学習にするために学校としてできるこ

で様々な定義がされてきた。例えば、授業スタンダー

と」の質問に対しては、「よい取組を生徒や保護者に

ドについて内山（2018：62）は、
「教員の行う授業の

発信していく」や「自主学習の必要性を伝える」など

流れや授業内の発問や板書の仕方などの授業展開を中

が挙げられた。

心に、授業や授業づくりにかかわる基本的な項目を簡
潔にしめしたもの」と定義している。また、家庭学習

１－２．先行研究の整理

スタンダードについては、
「家庭の教育力向上や、家

（１）主体的な学びに関する研究

庭学習の確立にむけて家庭学習の基本的な考え方や方

主体的に学ぶ子どもを育成するために有効な手立て

法等が示されて」いるものと定義している。そこで、

として、秋田県教育委員会（2019）の「秋田の探究型

本研究では、授業スタンダードを「教師に対して、一

授業」や秋田の家庭学習ノートなど、授業や家庭学習

単位時間の授業の流れを大まかに示したもの」、家庭

を一定の型に沿って行うスタンダードを用いることが

学習スタンダードを「生徒に対して、一日の家庭での

挙げられている。また、それらの取組を、校内研修を

自主学習の流れを大まかに示したもの」とそれぞれ定

通して組織的に実践していくことの有用性についても

義することとする。

明らかになっている。澤井（2019：124）は「目標を
定めて意図的な指導を行い、その指導の範囲（評価規
準）で評価することが必要」と述べており、授業や家

（３）勤務校の実態
長井が2020年度末まで勤務していた高崎市立吉井西

庭学習の場において、「めあて」や「まとめ」といっ

）において、長井が行った
中学校 （以下「勤務校」

た、ある一定の型に沿った取組を行うことで、その

教員へのインタビュー等 によると、生徒の主体性の

効果が期待できると考えられる。また、三井（2018）

低さについて課題意識をもっている教員が全体の90％

は、主体的に学ぶ力を育むためには、子どもだけでな

以上であることが分かった。また、その解決に向けて

く、教師も見通しをもって授業を行う必要があると考

大切だと思うことについて聞いたところ、授業や家庭

え、１時間の授業の流れを視覚的に常時見通すことが

学習の内容を充実させることや、上位の生徒にも低位

できる「学習アイコン（ユニバーサルデザインの観点

１

２
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から、イラストで授業の流れを示した掲示物）」を作

が決まった板書用の「めあて」や「まとめ」と書かれ

成し、黒板への提示を通してその有用性について調査

たマグネットを配布しておくこと、研修通信の発行を

を行った。その結果、児童が１時間の授業を、見通し

通して、研修を成功させたことを明らかにしている。

をもって取り組めるようになったことを明らかにして

また、家庭学習改善に効果のあった組織的な取組とし

いる。

て、森ら（2018）は、保護者に対する家庭学習の意義

一方で、スタンダードの課題について澤井（2019）

の指導や、校内での自主学習ノート展の実施などを通

は、型を決めてそこにはめていくと無理が生じるとも

して、家庭学習に対する一定の成果が見られたことを

述べている。そのため、各自にあわせて活用できる柔

明らかにした。

軟さが求められる。

以上のことから、教育現場において、各種スタン
ダードを作成し、それをもとにした組織的な取組を行

（２）授業スタンダードを活用した授業改善と家庭学
習改善に関する研究

うことにより、学校全体の教育力の向上を図ることや
生徒の主体的な学びにもつながることが期待される。

授業スタンダードの活用に関する先行研究として、
内山（2018）は、授業スタンダードの作成により、授

１－３．研究の目的と方法

業改善において、組織としてより深い検討ができたこ

（１）目的

とや、子どもにとっても見通しをもって授業を受けら

本研究は、勤務校において、課題の異なる個々の教

れるようになったなどの成果を明らかにしている。ま

員や生徒に応じて活用できる「柔軟なスタンダード」

た、授業スタンダードを組織的に用いることで、一定

を構築し、これに基づいて授業や家庭学習の改善を組

の方向性の下に、効果的に活用できる可能性も明らか

織的に行うことで、主体的に学ぶ生徒を育成する学校

にした。

をつくることを目的とする。

家庭学習スタンダードの活用に関する先行研究と

なお、本研究で育成を目指す「主体的に学ぶ生徒」

して、秋田の家庭学習ノートを検討した菅原（2015）

とは、授業中や家庭学習において、
「自ら課題を見つ

は、「自分で学習内容を決める」という点において、

け、その課題の解決を粘り強く行ったり、自己の学び

「主体的に学習を決める姿勢が身につくということ

を振り返ったりできる生徒」とする。

が、家庭学習のよいところ」と述べている。また、
ノートの使い方のルールである「めあて」と「振り返
り」を書くことに対して、
「
『めあて』と『振り返り』
を繰り返すことは、客観的に自分を評価するよい訓
練」になると示している。
授業改善や家庭学習改善において、スタンダードを

（２）方法
本研究は、長井が群馬大学教職大学院に在籍してい
た2019～2020年度に実施した。
まず、授業改善と家庭学習改善のために活用でき
る２つの「柔軟なスタンダード」
（
〈Grand Maison

３

活用することで主体的な学びを育成したり、学力向上

『学習過程スタンダード』
〉及び〈Grand Maison『家

につながったりする先行研究が多くあり、それらの有

庭学習スタンダード』〉）を構想した。次に、それらを

用性は明らかである。一方で、生徒一人一人で課題が

用いた実践を、勤務校の校内研修委員会を中心に行っ

異なるため、すべての生徒にとって有効な手立てを確

た。最後に、生徒アンケート（2020年６月と12月に実

立していくことや、中学校の校内研修としてスタン

施）や学習に関わる日常的な生徒の言動、授業後の振

ダードを扱った先行研究が少ないことなどが課題とし

り返りの記述や家庭学習ノートの内容、生徒との座談

て挙げられる。

会（12月に実施）
、教員アンケート（12月に実施）や
教員の言動等をもとに、主体的に学ぶ生徒の育成につ

（３）校内研修を活用した組織的な取組に関する研究

いて検証を行った。なお、アンケート項目の作成にあ

授業改善に効果のあった組織的な取組として、浦

たっては、ベネッセ教育総合研究所（2016）の第５回

野・南部（2017）は、校内研修主任自らが率先して研

学習基本調査における項目や、西村ら（2011）が作成

修内容を実践していくことや、各教室に、研修で使用

した「自律的学習動機尺度」の項目を参考にし、その
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妥当性について、長井と教職大学院の教員３名・院生
１名の計５名で検討を行った。また、項目の答えやす
さや使われている言葉等に問題がないかを、調査対象
となっていない教職大学院生３名に協力を依頼し、適
宜修正を加えた。結果の分析については、質的な分析
及び、清水（2016）が作成した統計分析プログラムで
あるHADを用いて、各群の平均値の比較には、Ｆ検
定により等分散性の有無を確認したのち、対応のない
ｔ検定での量的な分析を行った。さらに、アンケート
に記入された記述については、User LocalのAIテキス
トマイニングを使い、AIによる文章の特徴の抽出を
行い、それをもとに分析を行った。

Ⅱ

図１ 〈Grand Maison『学習過程スタンダード』
〉

実践

（１）校内研修委員会での検討
研究の実践に先立って、２つの「柔軟なスタンダー
ド」と、それらを活用した実践計画を作成し、教頭、
教務主任、校内研修主任（長井）
、各学年の研修委員
で構成される校内研修委員会で検討した。また、実践
を進めるにあたり、校内研修委員の中から、授業改善
担当と家庭学習改善担当を決め、それぞれ中心となっ
て研修を進めてもらうこととした。
授業改善については、これまで勤務校では、一単位

図２ 〈Grand Maison『家庭学習スタンダード』
〉

時間の授業の流れが「めあての提示」
「課題解決」「ま

（２）授業改善に向けた取組

とめ」「振り返り」で構成されている「学習過程スタ

①授業改善に向けた計画

ンダード」を校内研修委員会で作成し、活用してき

４月の校内研修全体会で検討した結果、授業改善に

た。これを基に、
「スタンダードを活用した授業」と

おける取組として、表１の３点を中心に実施していく

「スタンダードを応用した授業」の２つのレベルに分

こととなった。

け、授業改善におけるすべての教員の課題に対して

重点項目の設定については、１学期と２学期に各１

柔軟に対応できる〈Grand Maison『学習過程スタン

回、校内研修通信等を通して各教員に決めてもらっ

ダード』
〉を作成した（図１）
。

た。校内研修委員会の授業改善担当から、重点項目は

家庭学習改善については、これまで勤務校では、す

いつでも変更できることを全教員に伝えた。また、そ

べての学年で原則毎日１ページ以上の自主学習を課し

の結果を一覧でまとめ、職員室隣の印刷室に設置した

ていた。この取組の質的な向上を図るため、生徒が自

「授業研究コーナー」に提示した。

ら学習前に「めあて」を決め、学習後には自身の取組

「めあて」「まとめ」「振り返り」カードについて

を「振り返り」として記入することができる「家庭学

は、各自作成し、授業で活用することとなった。カー

習スタンダード」を作成した。また、生徒一人一人の

ドのサンプルとして、長井が作成したもの、授業改善

課題に応じて活用することができる〈Grand Maison

担当が作成したものをデータで共有するとともに、職

『家庭学習スタンダード』
〉を作成した（図２）。

員室後ろの掲示板に掲示し、紹介した。また、各自で
作成したものがあれば、それについても共有してほし
いことを伝えた。さらに、校内研修委員会で全教室分
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のカードを作成し、黒板に掲示した。
〈Grand Maison『学
「一人一参観」 については、
４

習過程スタンダード』
〉の重点項目が同じ教員同士で
授業を参観し合う取組を２学期に実施した（詳細はⅡ
（２）③参照）
。
表１

授業改善に向けた取組

・
〈Grand Maison『学習過程スタンダード』〉から個人の
重点項目を設定し、授業改善に努める。
・「めあて」
「まとめ」
「振り返り」カードを活用する。
・「一人一参観」を実施する。

②長井による授業提案

一人一参観実施一覧

表３

重点項目
（ ）
内は参観者数

月日

教科等

10月12日

保健体育

課題解決
（３）

10月15日

数学

課題解決
（４）

10月15日

理科

振り返り
（５）

10月16日

英語

課題解決
（４）

10月16日

家庭科

まとめ
（１）

10月29日

理科

めあて
（２）

10月29日

数学

めあて
（１）

11月18日

社会

めあて
（１）

11月18日

社会

振り返り
（１）

11月20日

理科

振り返り
（１）

12月４日

国語

まとめ
（１）

〈Grand Maison『学習過程スタンダード』
〉の活用
方法を提示するために、長井による授業提案を、年間
を通して行った（表２）
。授業提案では指導案を作成
し、事前に教員へ配付するとともに、当日の朝にも、
授業を行うことを知らせた。また、指導案の中には、
授業の視点として〈Grand Maison『学習過程スタン
ダード』〉の項目を一つ入れた。毎回数名の教員が参
観し、授業後にはフィードバックを得たり、授業につ
いての質問を受けたりした。
表２

長井が行った授業提案一覧

月日

単元等

「スタンダード」の視点

７月２日

Lesson 2
１年１組：英語

生徒から「めあて」を引き出
す工夫

７月29日

Let's Talk③
１年２組：英語

やりとりを通した「課題解
決」の決定の仕方の工夫

９月９日

Project
「課題解決」における学び合
１年２組：英語 いの場の設定の工夫

10月16日

Lesson 6
「課題解決」における学び合
１年２組：英語 いの場の設定の工夫

11月24日

Lesson 7
〈Grand Maison『学習過程
１年２組：英語 スタンダード』〉の２階を活
用した授業

③一人一参観の実践

図３

参観シート

また、
「一人一参観」の実施計画を、授業改善担当

２学期に、
〈Grand Maison『学習過程スタンダー

を中心に、「授業研究コーナー」の中で提示し、情報

ド』〉の重点項目が同じ教員同士で日にち等を打ち合

の共有を図った。さらに、
「一人一参観」の実施後に

わせ、
「一人一参観」を実施した（表３）
。事前に校内

は、長井が中心となり、参観者の参観シートや写真等

研修委員会で、参観時に使用する「参観シート」
（図

をもとに、校内研修通信（職員用）を作成し、参観で

３）
の内容の検討も行った。
出来上がった参観シートの

きなかった教員に対して、情報の発信を行った。な

使いやすさを確認するために、７月28日の校内研修部

お、長井は参観することができなかったが、他の校内

会の時間に、事前に授業を参観することを了承してく

研修委員が参加した授業に関しては、通信の作成をそ

れた３名の教員の授業を、研修委員全員で参観した。

の研修委員に依頼し、組織的に実施した（写真１）
。
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②「家庭学習改善に向けて」特別活動の実施
生徒が〈Grand Maison『家庭学習スタンダード』
〉
を活用した家庭学習に取り組めるようにするため、
「家庭学習の手引き」を使って、家庭学習の進め方に
ついての授業を実施した。１、３学年の計４クラスは
長井が行い、２学年の２クラスについては、各担任が
実施した。
授業内ではまず、
「家庭学習の手引き」を紹介し、
その中に掲載されている、自主的に家庭学習に取り
組むことの意義について説明した。次に、
『家庭学習
スタンダード』に沿った一日の家庭学習の仕方につ
いて、
「めあて」や「振り返り」という言葉を用いて
説明を行った。「めあて」の作り方については、「何
を」「なぜ」「いつ」
「どのように」を意識して作ると
よいことを伝えた。また、５つの学習方略（それぞれ
リハーサル、精緻化、体制化、意味理解、モニタリン
写真１

校内研修通信（職員用）

グ）について、具体的な例をパワーポイントの資料を
提示しながら説明した。さらに、各教科担当が考えた
「おススメの勉強法」を提示し、授業の最後には、そ

（３）家庭学習改善に向けた取組

の日に行う家庭学習の「めあて」を作る活動を行った。

①家庭学習改善に向けた計画
４月の校内研修全体会で検討した結果、家庭学習改
善における取組として、表４の３点を中心に実施して
いくこととなった。

③「家庭学習コーナー」の設置と活用
校内研修委員の家庭学習改善担当と長井が中心とな
り、職員室前の掲示板に「家庭学習コーナー」を設置

『家庭学習スタンダード』及び〈Grand Maison『家

した。コーナーには、家庭学習の流れを示した「家庭

庭学習スタンダード』
〉を活用した自主学習の取組に

学習スタンダード」や、スタンダードに沿って取り組

ついては、各学級の特別活動の授業で、その活用方法

まれた生徒のノートのコピーなどを掲示した。

を担任等から生徒に伝達した
（詳細はⅡ
（３）
②参照）。

設置場所について校長や事務職員等から、「よい

「家庭学習の手引き」に関しては、新型コロナウイ

取組だが廊下が暗くてもったいない」という意見を

ルス感染症対策のための休校措置 が取られた４月

受け、２学期には、明るい場所への「家庭学習コー

に、急遽作成を提案し、休校中も含めた家庭学習支

ナー」の引っ越しを行った。また、生徒のノートの掲

援の資料とした。手引きの中には、
『家庭学習スタン

示方法について、「手間がかかる」という意見があっ

ダード』のほか、主体的な学習の意義や効果のある学

たため、校内研修委員会で検討した結果、これまで

習法、各教科担当からの「おススメの勉強法」などを

の、生徒のノートをコピーし掲示板に貼るという方法

提示した。

から、ノートが入るクリアファイルを準備し、それを

５

家庭学習コーナーについては、職員室前廊下に設置
した（詳細はⅡ（３）③参照）
。
表４

家庭学習改善に向けた取組

・「家庭学習の手引き」を作成する。
・
〈Grand Maison『家庭学習スタンダード』〉を活用した
生徒の家庭学習の取組を実施する。
・「家庭学習コーナー」を通して、生徒の家庭学習の取組
を紹介する。

掲示板に付けておき、ノートごと掲示する方法に変更
した。
さらに、家庭学習改善の支援の一つとして、校内
研修通信（家庭・生徒用）を作成し各家庭に配布し
た（写真２）。通信には、「家庭学習の手引き」の紹介
や、勤務校の校内研修の内容を説明する文章を載せ
たり、
「家庭学習コーナー」の紹介をしたりした。ま
た、夏季休業に入る前には、主体的な家庭学習を促す

主体的に学ぶ生徒を育成する学校づくり
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習過程スタンダード』
〉の活用を挙げているものが多
かった。また、
「主体的な学びを向上させるために大
切だと思うこと」に関しても、スタンダードの項目に
関する回答が多く挙げられた（表６）。
表５

写真２

やりとりの内容
（要約）

英語

参観者の一人から、
「導入で扱った教材が、生
徒による主体的なめあて決めと、その後につな
がっていた」
という意見があった。また、
「教材の
選択や発問の仕方をいかに工夫するかが参考に
なった」
と話していた。

社会

参観者の一人から長井に対して、「自分自身の
授業で、
「まとめ」
と
「振り返り」
を区別するのが難
しい」という意見があった。参観した社会の授業
を例に、
「まとめ」
は本時の学習で押さえたいポイ
ントを共有すること、
「振り返り」
は生徒が何をど
のように学んだかを自身で振り返ることであると
いう長井の解釈を伝えていると、授業者も話に加
わってきた。授業者から、
「新しい視点をもつこ
とができた」
や
「その視点を取り入れて授業を作っ
ていきたい」
という言葉があった。

数学

授業を参観した教員と、授業者ではない数学科
の教員
（参観者ではない）
で、授業づくりについて
意見交換を行った。参観者から、
「課題解決」
の場
をどのように作っていくかが難しいという質問が
出ると、数学科の教員から、
「同じワークシート
でも、その年度の生徒の実態に応じて修正してい
く必要がある」や「授業改善のためには、自身の
行った授業のどこが課題かを、毎時間考えていく
ことが大切」
などの意見があった。また、
「数学科
としてお互いの授業を参観し合って、授業改善し
ていきたい」
という言葉もあった。

校内研修通信（家庭・生徒用）

内容や、なぜ宿題が出されるのかなどについて掲載し
た。さらに、冬季休業に入る前には、再度「家庭学習の
手引き」の具体的な活用例を提示したり、主体的な学
びにつながる
「自己効力感」
について紹介したりした。

Ⅲ

参観後の教員同士のやりとり（一部）

教科

成果と課題

（１）教員の意識
①授業改善に対して
年度当初の校内研修全体会では、
「指導案を作成す
ることに対して負担に感じる」や「お互いの授業を参
観するために空き時間を調整することは、時間割を変
更するという観点から考えて負担が大きい」という発
言が多かった。しかし、長井による授業提案が始ま
り、また、２学期から「一人一参観」が始まると、
参観した授業に対して、
「参観シート」を活用しなが
ら空き時間や放課後等の時間を使い、フィードバック
を行う場面が見られた。そして、それらの内容の多く
は、
〈Grand Maison『学習過程スタンダード』〉の各
項目に関するものであった（表５）
。また、
「めあて」
「まとめ」
「振り返り」カードを全クラスに配置するこ
とで、それを活用した授業が展開されるようになって
きた（写真３）
。
教員アンケートの結果から、12名中９名の教員が、
生徒の主体的な学びに対して「高くなっている」と回
〈Grand Maison『学
答しており６、その理由として、

写真３ 「めあて」等のカードを活用した板書
表６

主体的な学びを向上させるために大切なこと

・課題解決の場を設定し、生徒自身が考えたいと思わせ
られるような授業をしていくこと。
・一回一回の授業で、
自分で考える時間と共有する時間。
・職員の意識向上。
・生徒にとって必要感のある魅力的な課題設定。
・いかに生徒から課題を引き出すか。
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②家庭学習改善に対して
「家庭学習スタンダード」を活用した家庭学習につ
いて、教員アンケートの結果は表７の通りであった。
また、
「家庭学習コーナー」については、
「１年生はよ
く見ていた」や「自主学習の参考になる」といった生
徒の主体的な学びに関する記述と、
「引き続き活用し
ていけるとよい」や「教員にとっても、そういう視点
で見られることもよいと思った」などの、校内研修の
取組に関した記述があった。
表７

家庭学習改善における成果

・めあてと振り返りを記入させることにより主体的に学
べるようになった生徒は、その家庭学習で何が身につ
いたのかを自覚できるようになってきた。
・家庭学習においても、いかに生徒に必要感や課題意識
をもたせて取り組ませるかが重要で、課題だと感じる。
提出するためにやっている生徒の意識を変えたい。

慶・野村晃男

さらに、12月中旬に行った生徒との座談会７では、
自分たちの授業中の学びに対して、表８のような発言
があった。
表８

座談会の内容（授業に関する発言）

・
「めあて」
や
「まとめ」
、
「振り返り」
があると、ノートを
見返した時に何を学んだか分かりやすくてよい。
・今日のめあては何だろうと考えることで、その時間に
学習する内容が分かってよい。
・
（
「めあて」や「まとめ」があることで、
）大切なところや
視点が分かるのでよい。

以上のことから、生徒たちは、授業の流れについて
見通しをもって取り組めるようになってきたり、その
成果が「めあて」や「まとめ」、「振り返り」といっ
た、学習過程スタンダードによるものだということを
認識したりできるようになってきたことが分かった。
②家庭学習改善に対して
６月上旬に行った、各クラスでの家庭学習の進め方

（２）生徒の意識

に関する授業後、生徒たちは「家庭学習スタンダー

①授業改善に対して

ド」に沿った家庭学習を進めてきた。以下に、抽出生

長井は毎時間の授業において、
〈Grand Maison『学

徒２名の、家庭学習の変容を示すこととする。

習過程スタンダード〉を活用してきた。生徒は徐々に

〈成績低位の生徒（中学３年生）の家庭学習の変容〉

自分たちの言葉で「めあて」を作ることができるよう

１学期には社会科の用語のみの書き取り練習を行っ

になり、授業導入時の授業者からの発問に対して、

ており、
「めあて」の記述もなかった。しかし、２学

「ということは、今日の「めあて」は〇〇ですね」と

期に入ると、同じ社会科の学習でも、用語に対する説

反応できる生徒も出てきた。２学期に入ると、板書さ

明文が一緒に書かれるようになり、用語と意味を結

れた「まとめ」を早く書き終わった生徒から、
「今日

び付けながら覚えようとしている様子がうかがえ、

の「振り返り」は何ですか」という質問も出るよう

「家庭学習の手引き」にある学習方略を活用できるよ

になった。また、
「振り返り」に、自分たちに合った

うになってきた。また、
「めあて」を「かこのものと

「めあて」を見つけることが大切だということを記述

かをやりなおしていく」と設定し、
「振り返り」に

する生徒も出てきた（写真４）
。

「ちょっとわからんところがあった」と書くなど、自
身の取組と理解度について、メタ認知をしながら進め
ることができるようになってきた。
〈成績上位の生徒（中学３年生）の家庭学習の変容〉
１学期から「めあて」や「振り返り」を記入し、例
えば数学の計算問題では、計算の隣に、間違いやすい
ポイントを自分の言葉で書き込む取組が見られた。２
学期に入ると、二次方程式の問題を解く際に、分から
ない部分を取り上げ、自分で問いを立て、図や言葉を
使ってそれに答えるような学習形態を取るようになっ
てきた。「振り返り」には、「自分で疑問などをかいて

写真４

生徒の「振り返り」が書かれたノート

それに対する答えをかき、分かりやすくできた」と記
述し、自分が使った学習方略が効果的であったかどう

主体的に学ぶ生徒を育成する学校づくり

かについて振り返るようになってきた。
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科にも取り入れられそうで効果のありそうなものがあ

12月中旬に行った生徒との座談会では、自分たちの

り、ためになった」、「授業を改善していくための手が

家庭学習の学びに対して、表９のような発言があっ

かりになった」などの反応があった。このことから、

た。

〈Grand Maison『学習過程スタンダード』〉を活用す
表９

座談会の内容（家庭学習に関する発言）

・「振り返り」は次の学習につながるのでよい。
・「振り返り」を書くことで、その日のめあてができたか
できなかったかが分かるから、よい。
・「振り返り」でできなかったところを書いておくと、次
の日の学習に生かせる。

また、６月と12月に実施した生徒アンケートの結果

ることは、中学校において組織的に授業改善を行うた
めに、有効であったことが示唆される。また、教員が
主体的に授業改善を行っていくためにも、意義のある
手立てであったと言える。さらに、長井の授業中にお
ける生徒の発言や座談会での発言などから、生徒の主
体的な学びの育成に対しても、本研究の手立てが意義
のあるものであったことが考察される。

を比較すると、家庭学習を行っている理由として、１

授業改善の手立てを進めるにあたっては、校内研修

回目に比べ２回目には、
「楽しい」
や
「自分のため」、
「叶

委員の授業改善担当の教員と連携を図りながら取り組

える」
などの言葉が多く表れた
（表10）
。

んできた。「授業研究コーナー」の作成や活用、一人

表10

家庭学習を行っている理由

６月に多かった
言葉

12月に多かった
言葉

両方に多かった
言葉

覚える・まとめ
る・テスト・高
校・予習 など

楽しい・授業・
新しい・深める・
叶える・学力・
定着・夢・必要・
成績・自分のた
め など

復習・分かる・
将来・宿題・理
解・ついていけ
る など

一参観の計画作成など、校内研修主任である長井が研
修全体をリードしながらも、研修委員に任せる部分を
もたせることにより、研修に対して主体的になれる教
員が増え、結果として組織的な取組になっていったと
考察できる。
②家庭学習改善に対して
校内研修委員以外の教員の協力も得ながら運用して
きた「家庭学習コーナー」では、自分以外の生徒の家

以上のことから、生徒たちは、「家庭学習スタン

庭学習を見る機会を作ることができた。また、生徒が

ダード」を活用した家庭学習に取り組むようになって

見たくなるような工夫を、校内研修委員の家庭学習担

きたり、また、その効果について実感したりしている

当と相談しながら行うことができた。この手立てを通

ことが分かった。さらに、家庭学習に対して、主体的

して、生徒が自ら目標や課題を設定し、その解決のた

な理由を挙げる生徒が多くなったことが分かった。

めに家庭学習を活用できるようになってきたと考察さ
れる。

Ⅳ

考察

①授業改善に対して

生徒が行ってきた実際の家庭学習の取組から、モニ
タリングや意味理解などの「家庭学習の手引き」に掲
載されている学習方略の活用も見られた。このことか

長井の授業提案や、重点項目ごとに行った「一人一

ら、
「家庭学習の手引き」の作成と、それを活用した

参観」をきっかけに、
〈Grand Maison『学習過程ス

家庭学習改善のための組織的な取組についても、生徒

タンダード』〉に関する話題が職員室等で発生するよ

の主体的な学びの育成に一定の効果があったことが示

うになった。また、参観シートを使い、教員同士が

唆される。

自ら時間を作り、教科間を超えた授業改善に向けた

勤務校では、これまで毎日、宿題以外に、１ページ

フィードバックや議論をすることができた。これま

以上の自主学習を生徒に課してきた。生徒も教員も、

で、中学校の校内研修として学習過程スタンダードを

１ページという量でその取組を評価してきたが、本研

扱うことの有用性を明らかにしている先行研究は少な

究を通して、その質的な部分の重要性と、その手立

かった。しかし、本実践後に行った教員アンケート

てとして〈Grand Maison『家庭学習スタンダード』
〉

の記述に、「他教科の授業を見るのが新鮮だった」や

の活用が有効であることを知ることができたと考えら

「他教科で当たり前にしていることの中に、自分の教

れる。
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慶・野村晃男
２年度）』、59-63頁

③主体的に学ぶ生徒の育成に対して
アンケートの「家庭学習を行っている理由」に「楽
しい」や「自分のため」などの言葉が多く表れたこと
からも、本研究で組織的に取り組んできた手立てが、
生徒たちの主体的な学びに少なからず影響を与えたと
考察することができる。
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機づけとメタ認知的方略が学業成績を予測するプロセス―
内発的な学習動機づけは学業成績を予測することができるの
か？―」『教育心理学研究』59、77-87頁
○澤田俊也（2018）「都道府県における授業スタンダードの作
成状況とテキスト内容の検討」『国立教育政策所研究紀要』
第147集、205-221頁

④課題

○澤井陽介（2019）『教師の学び方』東洋館出版社

本研究の主な課題として、本研究で作成し、実践し
てきた各スタンダードを、どのように活用していけば

○清水裕士（2016）「フリーの統計分析ソフトHAD：機能の
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よいのかに関する研修を行っていくことが挙げられ

○Society5.0に 向 け た 人 材 育 成 に 係 る 大 臣 懇 談 会（2018）

る。例えば、授業において、
「めあて」を生徒から引

「Society5.0に向けた人材育成～社会が変わる、学びが変わる

き出す問いの作り方や、生徒が行った家庭学習に対
して、どのようなコメントをすることが有効か、など
について議論し、共通理解を図っていくことが考えら
れる。特に、いかに生徒一人一人が〈Grand Maison
『家庭学習スタンダード』
〉を活用していくかについて
は、検討をしていく必要がある。そして、そのためには
校内研修全体会の回数の充実も必要であると考える。
付記
本研究の実施にあたっては、勤務校の丸山尚子校長先生をは
じめ、先生方には多大なご理解、ご協力をいただきましたこと
を、心より感謝申し上げます。また、ご指導をいただいた群馬
大学教職大学院の髙𣘺望准教授に、御礼申し上げます。
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注
１

教員数16、生徒数158、学級数８（2020年４月８日現在）。

２

インタビューは2019年12月～2020年１月にかけて実施。

３

フランス語の「大きな家」が語源の和製仏語。「食」でい
えば「最高級のレストラン」という意味で使われるよう
に、本研究では、
「スタンダード」よりも上級な、活用す
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参加者は長井と各クラス１から２名であり、成績上位の生
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ファシリテーターとなり、生徒たちは学年問わず自由に発
言することができていた。
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