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研究の評価 

 

Ⅰ 本研究の評価について 

 次に示すものを，本研究の評価の資料として，研

究開発の成果と課題を考察することとした。 

○ 生徒アンケート1 

 ・ 資質・能力に関するアンケート 

 ・ 創造表現活動に関するアンケート 

○ 学習活動時における実際の生徒の姿の記録 

 ・ 記録映像及び記録写真，生徒の表現物 

 ・ 教師による見取り 

○ 創造表現活動振り返り（記述調査） 

○ 教師アンケート2 

○ 教師座談会及び聞き取り調査における意見 

○ 保護者アンケート3 

 

Ⅱ 実施の効果 

１ 生徒への効果 

○ 資質・能力が育まれたか 

－プラム，人間道徳の目標の実現の視点から－ 

 本研究の成果と課題を明らかにするために，学習

活動を行う生徒の姿の変容やそれを見取った教師の

記述，及び生徒へのアンケート調査や振り返りの記

述等をもとに，以下に示す視点から考察を行った。 

 

 本研究で育成を目指したコミュニケーション能力，

創造的思考力が育まれたかどうかについては，２つ

の資質・能力を育むための創造表現活動（プラム，

人間道徳）の目標に迫ることができているか，学習

に取り組む生徒がどのように変容したのか，それら

をもとにどのようなアンケート調査結果となってい

るのか等から，分析し考察を行うこととした。 

 

 

 

                              
1 ４段階評価の調査を実施した（「はい」「どちらかといえばはい」

「どちらかといえばいいえ」「いいえ」）。 
2 ４段階評価に加え，カリキュラムの成果と課題等に関する自由

記述調査を行った。 
3 ４段階評価に加え，各質問項目に関する自由記述調査を行った。 

(1) 創造表現活動プラム 

① 相手意識をもったよりよい表現 

 創造表現活動プラムでは，相手意識をもったより

よい表現ができるようになることを目標としている。

プラムの各単元の目標の実現に迫ることで，コミュ

ニケーション能力の「伝えること」の育成につなが

る。ここでは，いくつかの単元4を例に，成果を示す。 

第３学年単元「シンポジウム～社会を豊かにする

ために～」は『よりよい社会を創るためには何が必

要なのか』というテーマに対して，自分の意見を聴

衆に演説する単元である。実生活の街頭演説をモデ

ルにしている。図１は，単元後半のある生徒の姿で

ある。聴衆を引きつけるために声の大きさや目線，

ジェスチャーを工夫し，聞きにきた聴衆の実態に合

わせて主張の内容を臨機応変に変更したり，主張の

仕方を工夫したりすることが求められる。写真の生

徒は，身振り手振りを交えながら，聴衆の一人一人

の目を見て訴えかけたり，時には問いかけたりしな

がら，聴衆の心をひきつけていた。１度目，２度目

の演説経験で，うまくいかなかったという自分自身

の振り返りから，生徒は自分なりによりよい表現を

導き出してきた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              
4 創造表現活動プラムの各単元の具体は，平成 29年度プラム単元

紹介参照。 

図１ 単元「シンポジウム」で演説を行う生徒 
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 また，第３学年プラム「人の心を動かす映像制作

Ⅱ～映像に想いを込める～」は，自分たちの伝えた

い想いを，映像作品を通して伝える単元である。自

分たちは「誰に」「何を」伝えるのか，映像作品に込

めた想いが伝えたい相手に伝わるように様々な工夫

を行った。単元半ばで設定されている中間上映会で

は，視聴した他チームの生徒や専門家からのリアル

な評価が行われた。中間上映会を経て，自分たちな

りに試行錯誤を繰り返しながら，映像作品に様々な

工夫が施され，作品自体の質の高まりがみられた（図

２）。その時のことを，ある生徒は，創造表現活動の

振り返りに図３のように記述している。 

以上のように，プラムの学習活動を繰り返すこと

で，相手のことを意識して表現する生徒が増えたこ

とは，アンケート結果からも分かる（図４）。伝えた

い相手のことを考え意識して演説したり，作品を制

作したりすることの重要性を，実感を伴いながら生

徒たちは理解してきたのだろう。 

 

② 学習過程での対話 

 プラムの題材と表現課題の魅力，面白さは，生徒

が活動に没頭するための重要な要素であると考えて

いる。教師は，生徒一人一人がもつ題材へのこだわ

りや表現課題への意識を高める支援を行い，表現課

題を追求する学習過程で，生徒たちがもつそれぞれ

のこだわりや課題意識が衝突するような対話が必然

的に生まれることを目指している。 

 第１学年プラム「演劇Ⅰ」では，チームで演劇を

創作するための話し合い場面が毎時間設定されてい

る。演劇という題材がもつ面白さに生徒は引き込ま

れており，自分たちの伝えたいことが伝わるような

演劇にするために，自分のこれまでの経験や知識，

学んできた演劇のポイント等を総動員しながら，自

中
間
上
映
会
時 

最
終
作
品 

中間上映会後，「もっと辛さや苦しさ，寂しさが分かるようにした方がいい。」，「ストーリーが分かりにく

い。」，「テロップがポップすぎるのでは，作品のイメージと合わない。」等の視聴者や専門家からの意見を

もとに作品を修正した。 

図２ 単元「人の心を動かす映像作品」の生徒が制作した映像作品の変化 

 プラムの映像制作で客観的な視点や多面的な視点等，

いろいろな面から物事を見て考え判断するということ

を学びました。「人の心を動かす映像制作」。私にとって

心を動かすものでも，違う人，違う視点から見ればあま

り動かされないということが多くありました。自分一人

の視点からではなく，常に客観的に物事を捉える力がつ

いたように思います。また，「誰に」「何を」伝えたいの

か，映像のテーマを深く考えることで，より心を動かす

映像ができました。その時に，一つの面から考えるので

はなく，「誰に」伝える時にどのような内容なら良いの

か，「何を」伝える時にどのような構成の仕方だと良い

のかなど，様々な面から物事を捉え考え，よりよいもの

を作ることができました。 

※創造表現活動の振り返りより 

図３ ワークシートの生徒記述 

図４ 創造表現活動に関するアンケート結果 

（第３学年） 

左記は第３学年の

経年調査結果

（N=119） 

H28.10月は第２学

年時の結果 

H29.10月は第３学

年時の結果 
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分なりの意見を積極的に述べたり，他者の意見を聞

きながらメモし，それを踏まえて自分の意見を修正

したりする姿がみられた（図５）。 

また，第３学年プラム「人の心を動かす映像制作」

の制作終盤では，チームの作品をどのように修正す

るかで意見が対立し，話し合いがうまく進まない状

況が発生した。この状況を乗り越えるために，対立

している２人の生徒がお互いの意見の良いところを

出し合い，チーム内の他のメンバーの意見を聞き，

妥協点を見つけたり，納得案を出したりした。解決

まで時間を要したが，意見をまとめる際のもとにな

ったものは，専門家から学んだ映像作品制作のポイ

ントと，どのような作品にしたいかというチームの

ビジョンだった。 

図６のワークシートから分かるように，プラムの

学習を通して，課題に対して仲間と協力して取り組

んだり，話し合ったりしながら解決していくことに

意義を感じていることが分かる。このように，表現

課題を追求していく過程で起こる対話を繰り返し経

験していくことと，その対話によって課題を解決し

たり，個人やチームの表現がよくなったりしたとい

う実感が，対話を通して取り組むことの重要性に生

徒自身が改めて気付くことにつながったのではない

かと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 創造表現活動人間道徳 

① 自己の問い直しによる価値の更新 

 創造表現活動人間道徳では，学習活動を通して自

己の生き方・在り方を問い直し，価値を更新するこ

とを目指している。人間道徳の目標に迫ることで創

造的思考力の育成につながる。ここでは，各学年団

の実践5と生徒の変容を例に，成果を示す。 

 第３学年人間道徳「笑（Smile）カンパニープロジ

ェクト～笑顔あふれる場所を創ろう～」では，『自分

たちが住んでいる高松市をもっと笑顔あふれる素敵

な街にしたい，そのために自分たちができることは

なにがあるのか』を，生徒たちが考え，来てくれた

人たち全員を笑顔にすることを目標に，様々な企画

を出し合い，練り上げていった。自分たちの想いを

語り合ったり，共有したりする場面で，「本当にこれ

でいいのか。」や，「自分たちは何のためにプロジェ

クトを行うのか。」と何度も問い直してきた（図７）。

このことにより，自分から積極的に活動に取り組ん

だり，来てもらうお客さんのことを考え，よりよい

イベントになるように何度も練り直したりする姿が

多く見られた。イベントは２度行ったが，１度目で

は，思ったように集客できなかったり，来てくれた

人が戸惑いながら参加する姿が見られたりしたこと

から，再度学年団全体で意見を出し合った。２度目

の実施に向けて，多くの人たちに笑カンパニーを知

ってもらうために，ポスターの配布や，市内幼稚園，

小学校，中学校への案内を計画し実行した。また，

第２学年時の人間道徳での経験（福祉体験やバリア

フリー体験）からの学びを生かし，年齢，性別，国

籍問わず多くの人が戸惑うことなく楽しめるように

企画内容とイベント運営を見直した。２度目の実施

                              
5 創造表現活動人間道徳実践の具体は，平成 29年度人間道徳単元

紹介参照。 

図５ 単元「演劇Ⅰ」で話し合う生徒の様子 

 プラムの学習を通して，一人では考えが足りず，まわ

りの人たちと話し合って考えることで，議題となってい

ることの答えが深いものへと進展していくのだと学べ

た。全員で一つのことに取り組むと友だちの仲が深まっ

たり，自分の意見が深くなったり，物事をいろいろな方

向から見て考えることができたり，自分の意見の正し

さ，間違いを考えたりと，活動する前よりも自分にも友

だちにも力がついていったと感じた。 

※創造表現活動の振り返りより 

図６ ワークシートの生徒記述 図７ 学年団で話し合う様子 



- 23 - 

 

では，多くの集客を実現しただけでなく，参加者が

満足するような運営，企画を行うことができた（図

８）。人間道徳を振り返って書いた生徒のワークシー

トからも，これまでの活動を通して様々なことに気

付き，自分の中にあったこれまでの見方や考え方が

深まったり広がったりしていることが分かる（図９）。

アンケート結果からは，課題意識をもって取り組ん

だことが分かる（図 10）。単元途中に何度も自分自

身を見つめ直したり，笑カンパニーの意義を問い直

したりしたことで，人間道徳の活動に対する課題意

識を高めたのではないだろうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第２学年人間道徳「絆プロジェクト～だれかのた

めになる活動」では，単元を通して『なぜ人は人と

かかわりながら生きているのか，人とかかわること

の良さとは何か？』という問いを生徒に投げかけ続

けてきた。福祉体験と職場体験を単元の中心に据え，

繰り返し行った学年団ランツ6で，訪問や体験の意味

を問い直し，自分とは異なる考え方や価値観に触れ

る機会を多くとった。様々な体験や出会いは自分自

身のヒト・モノ・コトへの見方や考え方を変えるき

っかけとなり，学年団ランツでの他者の意見や自分

自身の発言が，自分自身のこれからの生き方・在り

方を考えるきっかけとなった（図 11）。 

                              
6 ランツについては本稿 P.12参照。 

左記は第３学年の

経年調査結果

（N=119） 

H28.10月は第２学

年時の結果 

H29.10月は第３学

年時の結果 

図 10 創造表現活動に関するアンケート結果 

（第３学年） 

○ 笑カンパニーを通して「仲間と協力して活動すれば

何でも乗り越えられるということ。」「僕たちでも社会

を変えられるということ。」を学んだ。 

○ 自分で何かを考え，行動に移して，実現までを導く

積極性がついた。また，友だちの大切さ，友だちを信

頼することも学んだ。これから「○○しよう！」と考

え行動しようとしても一人では難しい。仲間を信頼

し，互いを思い合う活動をしていきたい。 

○ 私は笑カンパニーを通して，学校外の人たちと実際

に関わり，地域には自分が出会ったことのないタイプ

の人，自分が知らなければならない問題点があるとい

うことが分かった。そのようなことは，普段の生活か

ら気がつかないことがたくさんあることから，もっと

地域に関心をもつことが大切だと思った。 

○ この世界には，たくさんの国の人がいて，たくさん

の宗教の人がいて，たくさんの年代の人がいて，性別

があり，障がいのある人もいる。どのようにしたら，

すべての人が幸せ，そして笑顔になれるのかなど，た

くさんやってきた創造表現活動を通して学びました。

しかし，今は学んだだけで地球全体がそのようになっ

ているわけではないので，学んだことをこれからどの

ように地球全体に広めていくかが私たちの課題です。 

図９ 単元後の生徒の意見 

図８ 笑カンパニー参加者の様子（上）と参加者

の声（下） 

○ お兄さん，お姉さん，ていねいにおしえていただき
ありがとうございました。楽しかったです。また次回
も呼んでほしいです。 ［小学生］ 

○ 楽しかったです。良い旅の思い出になりました。 
［20代女性］ 

○ 今日はありがとうございました。皆さんの丁寧な
対応に感心しました。特に女性の生徒さんの接客が
すばらしかったです。中学生がここまでできるのか
と感心しました。 ［50代女性］ 

○ 前回より多くの人が来場されていて驚きました。手
際も良くなっていて，生徒の案内や説明もぎこちなさ
が無くなり良かったです。 

［小学生，40代女性…２度目の参加］ 
○ とても楽しい時間を過ごせました。皆さんにとて
もやさしくしていただいて，小さい孫もとても喜ん
でいました。 ［60代夫婦］ 

○ Thank you for the enthusiastic demonstration. 
 Thank you for letting us learn from you!（わく
わくするような体験をありがとう。あなたたちから
学べて嬉しいわ。）  ［20代外国人観光客］ 
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 生徒Ａは，１回目の福祉体験の後，下図①のような振り

返りを記述した。お年寄りの方々が楽しみにしてくれてい

たのに自分から動けなかった反省が述べられた。 

 

 

 

 

【図① １回目の訪問後の振り返り】 

 

生徒Ａは，２回目の福祉体験の後，理想と現実のずれ

の歯がゆさを示した（下図②）。経験を重ねることで明確

な課題に気付き，自己の在り方についてより具体的に考え

るようになっている。 

 

 

 

【図② ２回目の訪問後の振り返り】 

 

生徒Ａはランツの度に「福祉体験に行く意味はあると思

います。（関わったお年寄りの方が）すぐ忘れたり思い出

せなくなったりしても少しの時間でもお年寄りが楽しん

でくれるなら交流の価値はあると思います。」と考え，ワ

ークシートにメモしていた。しかしそれを全体の場で発表

することはなかった。 

ところが３回目訪問後のランツで「もう一度福祉体験に

行こうと思うか」という問いが出たものの，全体から意見

が出ず，沈滞ムードのとき，その生徒Ａは身を乗り出して

挙手した。生徒Ａは「僕には後悔がある。しっかりとした

準備ができず，お年寄りを３回目の交流で喜ばせることが

できなかった。だからもう１回行きたいんだ。」とはっき

りした口調で発表した。その後，生徒Ａは悩んだり葛藤し

たりすることがありながらも，挙手をしたり，人前で演じ

たり，自己を表現する姿が見られた。 

図 11 人間道徳担当教師の授業記録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 また，第２学年の生徒は，第１学年時から学校外

の人たちとの関わりや学年団ランツ（図 12）を繰り

返し設定していたことにより，多様な意見や考え方

に触れる機会を多くとっていた。そのたびに，自分

自身を見つめ，新たな見方や気付きを得ていた（図

13）。また，アンケート結果から，見方や考え方の違

う人と接することが，自分の見方や考え方を深める

ことにつながると考える生徒は多いことが分かる

（図 14）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第１学年人間道徳「ありがとうプロジェクト」で

は，幼児とのふれあい体験を中心に据え，これまで

の生き方を振り返り，自分自身についてじっくりと

見つめ直した。初めて人間道徳の学習を行う第１学

○ 人間道徳のランツでは，「人のために」ということ

だけでも，みんな考え方が違うことが分かった。「○

○のために」だけでは解決しないたくさんの問題があ

ることも知った。世の中はきれいごとで決して終わら

ないこともある。職場体験活動で苦難を乗り越えてい

る人の話を聞けたことは自分にとって大きかった。 

○ 自分は「絆プロジェクト」で行った高齢者との交流

や職場体験を通じて，社会がどのようなものなのかを

学んだ。自分が思っているよりも働くということは難

しいもので，高齢者と関わることは簡単にはできない

のだと思い，自分は将来，職業について，自立して生

活していけるのかということを考えさせられた。人と

関わることの大切さや，社会で生きていくために必要

なことが何か少し分かったような気がする。 

○ 「人はなぜ働くのか？」を職場の人に聞いてみまし

た。（人は）基本は生活のために働くのだけど，それ

だけでは長く続かないので，働いている人はその職業

の魅力ややりがいを見付け，その仕事に誇りをもって

働いているんだなと，職場の人の話や表情からそう思

いました。 

図 13 単元後の生徒の意見 

図 12 ランツで想いを語る生徒の様子 

左記は第２学年の

経年調査結果

（N=119） 

H28.10月は第１学

年時の結果 

H29.10月は第２学

年時の結果 

図 14 資質・能力に関するアンケート結果 

（第２学年） 
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年の生徒は，まずは自分自身と向き合い，体験・経

験によって自分は何を感じ，何を考えたのかを問い

直すことができるようにした。 

単元の中に設定されている２度の幼児ふれあい体

験活動（図 15）や，自分が生きてきたルーツを探る

ための保護者インタビュー等から自分をじっくりと

振り返った。そして，自分の想いを学年団の前で発

表したり（図 16），仲間の考えに共感したりしたこ

とで，新たな価値に気付くことができた（図 17）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このように，学校生活では味わうことのできない

体験・経験とその体験・経験で自分は何を感じ，何

を考えたのか，問いに対する自分なりの答えは何か

を繰り返し考えることによって，様々な価値に気付

くことができたり，今までのヒト・モノ・コトへの

見方や考え方を塗り替えたりすることができたとい

える。多くの時間をかけじっくりと活動を行いなが

ら自己を問い直し続けていくことが，前述してきた

生徒の姿につながったと考える。 

 

② 学習過程での対話 

 人間道徳では，プロジェクトを進めていく過程で

生じる仲間との対話だけでなく，積極的に学校外の

人たちとの対話機会を保障している。学校外の人た

ちと接することで，どのように対話を行えばよかっ

たか，次はどうするべきかを，自己の問い直し場面

を通して自分たちなりに考え，工夫するよう，自分

自身の行動を振り返るように促してきた。第３学年

の人間道徳では，地域住民やイベントへの来客，第

２学年では体験する職場の方やそれらに関わる方々，

第１学年では幼児や保育者との関わりが，それにあ

たる。例えば，第３学年の生徒は，１回目のイベン

ト実施と２回目のイベント実施とでは，明らかに生

徒の受け答えが変わっており，１回目の実施後の振

り返りで出てきた「相手に合わせた言葉遣いや説明

の仕方，目線」を意識した対話を行うことができて

いた。学校外の人たちとの関わりによって自分自身

が変わったことを，創造表現活動振り返りアンケー

トで述べている（図 18）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 15 幼児ふれあい体験での生徒の様子 

図 16 自分を振り返り語る生徒の様子 

○ 人間道徳で，自分がまだ幼かった頃をたくさん思い

出すことができました。その中で学んだことは，自分

を支えてくれる人がいるということ。そして，その人

たちへの感謝の気持ちが必要！ということです。たま

に，親とけんかをして，ついむきになってしまうこと

が多くあります。しかし，それが正しい行動なのか…。

親にそんな態度をとってしまっていいのか…。そのよ

うなことを考え直すきっかけになったのが幼児ふれ

あい体験でした。 

○ もともと自分は消極的な性格でした。しかし，この

活動を通して，少しでも前向きに取り組もうという意

識が高まったのではないかと思います。これからの社

会は，自主的でありつつ，他人のことを思いやる心が

大切なことだと考えました。 

図 17 単元後の生徒の意見 

○ 笑カンパニーを通して，自然にかつ積極的にコミュ

ニケーションをとれるようになったと２回目のイベ

ントで強く実感することができた。特に，子どもと接

する時は，今までとは違い，相手が今どんなことを考

えているかなどをしっかりと考えて，その人に応じた

対応をとるように意識的に行動することができた。 

（第３学年） 

○ ２年の人間道徳では，全く知らない人への対応力が

求められたと思います。どうすれば相手が喜ぶだろう

か，こんな時はどうするのかなど学校では使用しない

能力が必要で，自分にはまだまだ足りていないと改め

て痛感した。            （第２学年） 

○ 自分と似ている人とかかわるのは楽しいけど，私は

似ていない人とかかわることがいろんなことを学ぶ

ことにつながると感じました。    （第１学年） 

図 18 単元後の生徒の意見 
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第３学年のアンケート結果から，前述してきたこ

とのほかに，以下のような効果がみられた。「自分の

考えを積極的に発表することができたか。」，「現時点

での自分の伝え方で，自分の考えは相手に正しく伝

わっていると思う。」，「学級の友だちとの間，生徒の

間で話し合う活動を通じて，自分の考えを深めたり，

広げたりすることができている。」，「発言する人の気

持ちを考えながら，話を聞こうとしている。」の項目

について，いずれも第２学年時と比較して肯定的な

回答を示す生徒の割合が増えた（図 19）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 教師への効果 

(1) 創造表現活動への手ごたえと教師自身の変容 

 ３年次の研究開発を実践していく中で，私たち教

師は実際の学習活動場面でどのような姿を生徒が見

せるのかを見取り，記録を残すようにしてきた。そ

の見取りでは，１で示した生徒の姿だけでなく，教

師の想像を超える姿を見せたり，考えを書いたりす

る生徒もでてきた。私たち教師は目の前の生徒を見

て，本研究開発に確かな手ごたえを感じている。さ

らにこの研究開発は，私たち教師にも様々な変容を

もたらした。 

 ２年次から３年次にかけて，研究集会7では，本研

究開発の理念を共有してきた。本校が目指す生徒像

や創造表現活動新設の背景等，実践を繰り返しなが

らも常に立ち返る場所を固めて，研究を進めてきた。

                              
7 本校研究推進に関わる教員研修会議。週に１度行われる。 

その結果，創造表現活動のねらい，プラムや人間道

徳の目標，どのような生徒の姿を求めて授業を行う

のか等が明確になり，教師のねらいや意図を具現化

する授業を実現することが可能となった。また，授

業を見る目，生徒を見る目も養われ，研究授業後の

授業討議では，授業者がねらいや手立てを端的に説

明できるようになっただけでなく，実際の生徒の姿

で議論し授業を検討することができるようになった。 

教師自身の変容として，２人の教師の例を以下に示

す（図 20）。 

【Ａ教諭（本校４年目）：人間道徳担当教師】 

 生徒がどのような考え方をもっているか，ワークシート

から抜き出したり，学年団の教師と意見交換をしてメモを

取ったりしてから，ランツに臨むようになった。（図Ａ） 

 

 

 

 

 

 

 

図Ａ 生徒の考えを記録した名簿 

 

 生徒は，教師が思うよりも多様な意見をもっており，そ

の意見を引き出し，つなぐ役目を意識し始めた。 

 さらに，第Ⅰ期には生徒の考え方を揺さぶるためには二

項対立的なジレンマを生む発問をすることに力点を置い

ていたが，他の教師の司会や声掛けを見て，複数の意見を

引き出し，生徒自身になぜ他者がそのような考え方をもつ

に至ったか考えさせることの大切さに気づき取り入れる

ようになった。  ※第１回運営指導委員会議事録より 

 

 

【Ｂ教諭（本校２年目）：プラム担当教師】 

○ 赴任して２年が経つ（研究開発２年次～３年次）が，

自身の１年目と２年目と比べてどうか？ 

→ １年目は創造表現活動とは何か，プラムで目指すこと

は何かが曖昧なまま授業をしていた。しかし，研究集会

で先生方が議論している中で「生徒の姿はどうだった

か？」「生徒はどんなことを考えたりできるようになっ

てほしかったのか？」という意見が度々出てきたことか

ら，生徒一人一人を見ることができるようになったと思

う。もちろん創造表現活動のねらいが理解できたこと

で，授業づくりもスムーズにでき，授業に余裕が出てき

たように思う。 

○ 自分が最も変わったなと思う部分は？ 

→ 生徒に合わせて支援を行ったり，授業を工夫したりで

きるようになったこと。そこには，毎時間の生徒の見取

りができるようになったことが大きいと思う。個々の生

徒の課題意識に合わせて発問を変えたり，授業の流れを

柔軟に変えたりできるようになった。加えて，単元とい

うまとまりで授業を考えることができるようになった

図 19 資質・能力アンケート結果（第３学年 N=119） 
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とも思う。発問や授業の流れを変えたとしても，単元を

通して生徒がどうなってほしいのかがぶれなかったの

で，授業を工夫できたと思う。 

○ そういう風に変わった一番のきっかけは？ 

→ 別の先生のプラムの授業を一緒に行ったとき，生徒の

様子を『教師 NOTES』8に記録していた。一人一人の生徒

をじっくりと見ていると，「今日，○○君～～だったな。」

「前回と比べて～～が変わった。」というのがはっきり

と分かった。その先生の関わりや授業づくりによって変

わっていく生徒の姿を記録しながら，いつの間にか，今

までよりも生徒を観察する（見取る）ことが自然にでき

るようになっていた。もちろんそれは，研究集会で生徒

を見取る視点（プラムで目指す生徒の姿）について議論

されていて，自分なりに理解していたからだと思う。 

※教師インタビューより 

図 20 ２人の教師の変容 

 

表１ 教師アンケート結果（数値は肯定的回答率，N=17） 

項  目 H28.11月 H29.11月 

他者の意見を取り入れようと
する生徒が増えた。 

70.6％ 75.0％ 

生徒間の対話に変化が見られ
ることがある。 

60.0％ 88.2％ 

プラムの各単元の時間（11時
間）は適切である。 

35.3％ 70.6％ 

 人間道徳の時間数（約 70 時
間）は適切である。 

75.0％ 75.0％ 

 各教科でも，コミュニケーシ
ョン能力や創造的思考力を育成
すべきである。 

70.6％ 58.8％ 

自分の教科の中で，生徒の話
し合いが活発に行われるように
なった。 

87.5％ 82.4％ 

 従来の教育課程よりも，創造
表現活動を設置した教育課程の
方が生徒にとって良い。 

87.5％ 93.8％ 

 表１は，教師アンケート結果の一部である。教師

アンケートの肯定的回答率が上昇しているのは，生

徒の姿の変容を実感したことが一番に挙げられるが，

研究を積み重ねながら，教師間で研究の理念が共有

され，生徒を見る目が変容してきたことも一因とし

てあげられるのではないかと考える。一方で，生徒

にとってよりよい学習活動にするために，授業時間

数等については今後検討すべき課題としてあげられ

る。 

 

(2) 授業づくりの視点－教科の本質と単元構想

の考え方－ 

 本研究開発では，創造表現活動でコミュニケーシ

ョン能力と創造的思考力を育み，教科学習では，各

                              
8 『教師 NOTES』については，本稿 P.16参照。 

教科の本質に向かう学びを実現することに焦点をあ

てている。創造表現活動のねらいが明確になり共有

を図ることができたことで，「各教科を学ぶ意義とは

何か？」「各教科の本質とは何か？」を問い直すこと

ができた。全教員が，自教科についてもう一度深く

考え直すきっかけとなったことは教師への大きな効

果の一つと言える。 

自教科の単元を構想する際には，創造表現活動の

授業づくりが生かされた。創造表現活動の単元構想

には，その単元で「何を学ぶのか」「何ができるよう

になるか」，そのために「どのように学ぶのか」を明

確にするための単元構想シート9を活用している（図

21）。自教科の単元構想にもこの単元構想シートは生

かされ，教科の本質に向かう授業づくりの土台とな

った（図 22）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              
9 単元構想シートについては，本稿 P.14参照。 

図 21 単元構想シート（創造表現活動） 

図 22 単元構想シート（教科） 
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３ 保護者への効果 

 創造表現活動の取組を保護者に理解してもらうた

め，これまで複数回保護者に向けてリーフレットを

作成し配布した（図 23）。また，授業参観日には，

生徒の活動の様子が分かるような映像を玄関ピロテ

ィで流したり，実際に活動に協力してもらったりし

てきた。 

保護者アンケートではいずれの項目に対しても肯

定的回答の割合が高く，本校の取組に対して理解を

得ていると考える（表２）。そこには，本校が育成す

る資質・能力がこれからの社会に必要であることや，

創造表現活動の話をしている目の前の子どもの姿を

見て，保護者自身が子どもの成長を実感しているこ

とが背景にあることが，アンケート自由記述からう

かがえる。また，保護者から見る生徒の姿が私たち

の求めている生徒の姿になってきていることが，自

由記述の内容から分かる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 23 創造表現活動リーフレット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表２ 保護者アンケート結果（N＝332） 

№ 質問項目 肯定的回答率 

１ 

 コミュニケーション能力を学校の授業で育

成することは大切である。 
98.5％ 

＜自由記述＞ 
・ 人間関係が希薄になりがちな社会において重要なこと
と思う。コミュニケーションは人生を円滑に過ごすため
の重要なファクター。育成が必要だと思う。［２年保護
者］ 

２ 

 創造的思考力を学校の授業で育成すること

は大切である。 
98.8％ 

＜自由記述＞ 
・ 最後は答えのないものを考える力や姿勢が問われると
思います。［１年保護者］ 

３ 

 プラムで相手意識をもったよりよい表現を

追求する学習を行うことは必要である。 
96.7％ 

＜自由記述＞ 
・ 自分たちだけで楽しむこと以外に，より客観的に相手
に伝わるようにという意識をもって行動してほしいの
で，相手意識は必要だと思います。［２年保護者］ 

４ 

 人間道徳で，様々な体験や活動等を通して，

自分の生き方・在り方を考えることは必要で

ある。 

98.2％ 

＜自由記述＞ 
・ 机上だけでなく，実際の人間関係の中で，より多くの
体験を小さな集団だけでなく，大きな集団として体験す
ることは人間としての大切であると思う。［３年保護者］ 

・ 困った事例に対する行動を話し合うような授業ではき
れいごとを並べて完結するに終始しそうですが，実際自
分の身に起こったこととして思考できる活動はリアル
でよいと思います。［１年保護者］ 

５ 

 創造表現活動の学習時間は年間 140 時間

（週４時間）程度設定しています。この授業

数は適切である。 

77.9％ 

＜自由記述＞ 
・ 正直適切かどうか分からないが，そのような時間があ
ることはよいと思う。［３年保護者］ 

・ この授業数が必要だということも理解できるが，他の
授業に対しての時間を考えると多いのかなと思う。 

［２年保護者］ 

６ 

 創造表現活動の学習は，子どものこれから

の生活や将来の職業に役立つ。 
97.0％ 

＜自由記述＞ 
・ 附中でしか得られない体験ができている。進学，就職
する上で明確な意識を持ちつつある。［２年保護者］ 

７ 

 創造表現活動の学習を通して，お子様に何か変容があり
ましたか。 
＜自由記述＞ 
・ 未知の学習を取り入れることによって，家庭内でいろ
いろ話をしてくれるようになりました。大変興味をもっ
て取り組んでいました。［３年保護者］ 

・ 先生方の授業の準備，熱意，姿勢に子どもたちは感動
しているようです。［３年保護者］ 

・ 祖父母に対してや近所の方々に対しての話し方や対応
がやわらかくなった。［２年保護者］ 

・ 子どもとの会話の中で「人間とは何かを考えている」
と聞き驚きました。私たち親も考えさせられました。 
［１年保護者］ 

※H29.11月実施 
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Ⅲ 研究実施上の問題点と今後の課題 

○ 年間指導計画の修正 

 本年度，創造表現活動を新設した教育課程の全面

実施を行った。本校が目指す生徒像に迫るために，

また育成する資質・能力を効果的に育むために，創

造表現活動の内容や題材及び学習活動，各教科で育

む資質・能力や学習内容等を踏まえて，年間指導計

画の修正，整理を行う必要がある。生徒自身が学習

のつながりを実感し，既習の知識や技能，考え方等

を活用することができるように，各単元の配列を変

更したり，３年間を見据えたプラム，人間道徳のつ

ながりを意識したりし，これまでの実践をもとに年

間指導計画を修正，整理したい。 

○ 研究開発の評価について 

 これまでの実践を通して，本校が育成する２つの

資質・能力（「コミュニケーション能力」と「創造的

思考力」）の高まりを，教師が的確に見取ることに難

しさがあることが分かった。そこで，今一度本校が

育成を目指す資質・能力とはどのような資質・能力

なのか，資質・能力の高まりが見られる生徒はどの

ような姿なのかを教員間で共有し，各授業で目指す

生徒像を明確にし，実践と提案を通して整理する。

その際，２つの資質・能力を育成するための必要条

件を明らかにしていきたい。 

 また，大学研究者と連携し，研究開発の評価を行

う。アンケート結果の分析とともに，実際の生徒の

姿から資質・能力の高まりを検証する。これまで行

ってきた生徒の姿の見取りを継続しつつ，特定生徒

に焦点をあてた，より詳細なエピソード記録を作成

し検証していきたい。 

○ 創造表現活動 

＜プラム＞ 

 相手意識をもったよりよい表現ができるようにな

ることを目指し，本年度実施した各単元の成果と課

題を明らかにする。各単元で見られた生徒の姿をも

とに，単元の表現課題や各単元で磨く表現の要素，

表現課題に主体的・協働的に取り組むことができる

ようにするための手立て，効果的な専門家との連携

等を見直す。 

＜人間道徳＞ 

 本年度実施した各学年団の実践から，成果と課題

を明らかにする。本年度の実践を通して，生徒はど

のような価値に気付き，どのように更新されていっ

たのか，教師のねらいとのズレはどの部分なのかを

整理し，来年度の実践につなげる。生徒が価値を更

新するための必要条件についても明らかにしていき

たい。 

○ 教科学習 

 創造表現活動を設立し，教科学習では各教科の本

質に向かう学びを実現することを目指している。こ

れまでの実践を通して，本教育課程における教科学

習のよさを検証する。教科の本質に迫るための教科

学習としての必要条件や，各教科特有の手立てなど，

実践と提案を通して整理していく。 


