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 本報告書に記載されている内容は、学校教育法施行規則第55条の規定に基づき、教育課程

の改善のために文部科学大臣の指定を受けて実施した実証的研究です。 

 したがって、この研究内容のすべてが直ちに一般の学校における教育課程の編成・実施に

適用できる性格のものではないことに留意してお読みください。 
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令令和和３３年年度度研研究究開開発発実実施施報報告告書書（（要要約約））  

  

１１  研研究究開開発発課課題題  

社会の変化と主体的に向き合う市民を育成するため，自ら学びを構想し，主体的に学ぶ新領域『てつ

がく創造活動』を中核に据え，「メタ認知スキル」や「社会情意的スキル」を育成する教育課程の研究開

発を行う。 
 
２２  研研究究開開発発のの概概要要  

ＡＩの進化やグローバル化の進展などによる急速な社会の変化に，主体的に向き合う市民の育成が求

められている。そうした社会を担う主体は，自ら学びを構想し，他者と関わって学ぶことで育成される。

このような学びを支えるのは，「メタ認知スキル」や「社会情意的スキル」といった資質・能力と考えら

れる。そのため，これらの資質・能力が育まれる新領域『てつがく創造活動』を中核に据えた教育課程

を創設する。同時に，各教科等でも，どのようにこれらの資質・能力が育まれるのかを明らかにしてい

く。併せて，子どもによる自己評価を大切にしながら，自己評価の眼を養う教師の評価のあり方につい

ても検討していく。以上の方法をとりながら，教育課程全体で「メタ認知スキル」や「社会情意的スキ

ル」といった資質・能力の育成をはかる研究開発を行う。 
 
３３  研研究究開開発発のの目目的的とと仮仮説説ななどど  

（（１１））研研究究のの目目的的とと仮仮説説  

研究開発課題を達成するために以下の具体的な内容を設定して研究を進める。 

〇自ら学びを構想し，様々なひと・もの・ことと関わりながら主体的に探究する学びの領域「てつがく

創造活動」を創設し実践を通して，その学びのあり方（内容，学び方，評価方法等）を明らかにする。 

〇「てつがく創造活動」や各教科における子どもの姿から主体的な学びを支え育まれる力をメタ認知ス

キル・社会情意的スキルなどの視点から明らかにする。このような力を育む教師の役割や環境のあり方

についても実践を通して明らかにする。 

○個や共同体での自己・相互評価をもとに子どもが次の学びを構想し，そこにつながる子どもの評価活

動のあり方や，子どもに自己評価の眼を養う教師の関わり方についても実践を通して明らかにする。 

〇「てつがく創造活動」での学びのあり方やそこで育まれる力をもとに，各教科の役割や学びのあり方

（内容，学び方，評価方法等）を問い直していく。あわせて，「てつがく創造活動」を通して育まれるだ

ろうメタ認知スキルやそれと関連して育成される社会情意的スキルと教科ごとに特有の認知スキルや社

会情意的スキルの育ちとの関連について検討していく。 

〇市民的資質の基礎を育成する「てつがく創造活動」を中核とした教育課程を編成する。 

以上のような研究を進めていくことにより，次のような成果を期待している。 

〇「てつがく創造活動」における，自ら学びを構想し様々なひと・もの・ことと関わりながら主体的に探

究していく学びは，社会を担い主体的に向き合う市民的資質の基礎につながるであろう。 

〇自ら学びを構想し，様々なひと・もの・ことと関わりながら主体的に探究していく学びを通して，メ

タ認知スキルや社会情意的スキルといった主体的な学びを支える力が育まれ，育まれた力によって，さ

らに主体的な学びが促進されていくであろう。なお「てつがく創造活動」における主体的に探究する子

どもの姿を，メタ認知スキルや社会情意的スキルといった視点から見とっていくことで「てつがく創造

活動」を通して育まれる力や主体的な学びを支える力の具体が明らかになるであろう。 

〇自ら学びを構想し，様々なひと・もの・ことと関わりながら主体的に探究する学びを進めるために，

個別や共同体において学びとしてのふり返りを行うとともに教員が子どもたちにその経緯や学習状況の

情報を還元する必要があろう。子どもによる学習活動としてのふり返り［assessment as learning］は

１３ お茶の水女子大学附属小学校 1～5 
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メタ認知スキルと関連して社会情意的スキルを育み，次の学びを構想することにつながるだろう。 

〇「てつがく創造活動」を教育課程の中核に据え，子どもが主体的に探究する学びの視点から各教科の

学びの内容・方法・ふり返り（評価方法）について問い直すことで「てつがく創造活動」で育まれたメ

タ認知スキル・社会情意的スキルなどの学びを支える能力は，各教科における学び方にも波及するだろ

う。さらに各教科ならではの社会情意的スキルが認知スキルと関連づけられて育成されるであろう。 

（（２２））必必要要ととななるる教教育育課課程程のの特特例例  

〇子ども自らが学びを構想し，様々なひと・もの・ことと関わりながら主体的に探究していく学びの領

域として，新領域「てつがく創造活動」を創設する。 

〇具体的には，年間 192.5 時間（週あたり 5.5 時間）とする。その時間には「総合的な学習の時間」

（年間 70 時間）や「特別活動」の時間（年間 35 時間）「特別の教科 道徳」（年間 35 時間）の年間 1

40 時間を充てるとともに，各教科からも年間 52.5 時間を充てる。 

〇「てつがく創造活動」を進めていく際に，取り組む内容によって時にまとまった時間が必要となる場

合がある。活動の状況に応じて学年ごとに１日を「てつがく創造活動」の時間として計画的に過ごすこ

とも可能とする。 

〇「てつがく創造活動」の創設により各教科の年間時数の削減が生じる。各教科においても主体的な探

究を基盤にした学びを大切にするのでじっくりと学習に向き合う時間が必要となる。したがって各教科

等における学びの内容・方法・評価方法等や，内容の精選についても検討する。 

（（３３））研研究究開開発発ににああたたりり配配慮慮ししたた事事項項・・問問題題点点（（研研究究成成果果のの評評価価方方法法））  

〇学年部会や課題別部会，研究推進部会,運営指導委員会において「てつがく創造活動」の学びのあり方

（内容，学び方，評価方法等）について協議を行い，“自ら学びを構想し，他者と関わりながら主体的に

探究していく学び”であったかという視点から評価を行う。 

〇子どもの学びの様子を集積整理した学びの所産（作品，てつがく創造活動帳，ふり返りシートなど）

をもとに，主体的な学びを支える力や「てつがく創造活動」を通して育まれる力について，メタ認知ス

キルや社会情意的スキルなどの視点から見とり，子どもたちへの還元方法を検討する。同時に子ども自

身が自分（たち）の学びをアセスメントするための計画表やふり返りのためのシート，ポートフォリオ

としての「てつがく創造活動帳」を活用できる学習環境の整備も必要になる。 

〇本教育研究が子どもにいかなる意味があり保護者がどのように捉えたのか多面的な実態把握を行うた

め，本学の研究者の協力のもと心理測定尺度を用いた質問紙調査の作成・実施・分析を行う。 

〇教育実際指導研究会を開催して，実践者や研究者等の有識者から評価を得る。 

〇運営指導委員会にて，指導講評を受ける。 

 
４４  研研究究のの経経緯緯  

月 日 曜 内容 ■授業研究会・講演会 ◎研究開発運営指導委員会 

6 15 

 

 

29 

 

火 

 

 

火 

■授業研究 草野健教諭 濱雪乃教諭 廣瀬修也教諭 町田直樹教諭 第６学年てつ

がく創造活動「ともすの活動」（高学年部会） 

出席された運営指導委員の先生方：冨士原紀絵先生，武藤世良先生 

■授業研究 野萩孝昌教諭 神谷潤教諭 山賀愛教諭 藤枝真奈教諭 第５学年てつ

がく創造活動「めぶくプロジェクト」（構想部会） 

■授業研究 久下谷明教諭 第４学年てつがく創造活動「プロジェクトのおもしろさ

って何？」（中学年部会） 

出席された運営指導委員の先生方：小玉重夫先生，村川雅弘先生，鹿毛雅治先生， 

冨士原紀絵先生，武藤世良先生 

7 27 

 

火 

 

■校内講演会（オンライン）上智大学教授／運営指導委員 奈須正裕先生  

演題「てつがく創造活動の課題と展望」 

─ 1─ ─ 2─
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９ 02 

 

火 

 

■校内講演会（オンライン）東京大学准教授 浅井幸子先生 

 演題「新たな評価観の構築 －ドキュメンテーションを通して－」 

10 19 火 

 

 

■授業研究 山賀愛教諭 第５学年「和食料理店を開こう―このまま外国産に頼って

いてよいのだろうか―」（社会部会） 

参加した共同研究者：岡田了祐先生，コメンテーター：月岡正明先生 

■授業研究 堀井武彦教諭 第６学年「アートぺアリング（ART PAIRRING）」（図画工

作部会） 

参加した共同研究者：刑部育子先生 

11 09 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

火 

 

 

 

 

 

 

火 

 

 

■文部科学省 実地調査（授業研究会を兼ねる） 

 下田愛佳里教諭 第２学年みがく「のどかプロジェクト」（評価部会） 

来校された文部科学省の先生・職員の方々 

初等中等教育局 教育課程課 教科調査官  浅見哲也先生 

        同   課 企画室企画係 上田明子様 

■授業研究会 

 岡田紘子教諭 第２学年みがく「のどかプロジェクトⅣ」（低学年部会） 

■校内講演会 慶應義塾大学教授／運営指導委員 鹿毛雅治先生 

 演題「子どもの興味・関心に基づく探究活動をいかにして市民性につなげるか？ 

    －対話的な学びを通して－」 

12 27 

 

 

 

 

 

28 

月 

 

 

 

 

 

火 

運営指導委員会（『てつがく創造活動』構想部会 オンライン開催） 

出席された先生：小玉重夫先生，奈須正裕先生 

運営指導員会（低学年部会 オンライン開催）  

出席された先生：浜口順子先生，（無藤隆先生） 

運営指導員会（高学年『てつがく創造活動』部会 オンライン開催） 

出席された先生：村川雅弘先生，武藤世良先生 

運営指導委員会（中学年『てつがく創造活動』部会 オンライン開催） 

出席された先生：鹿毛雅治先生，（岩川直樹先生） 

運営指導員会（『てつがく創造活動』評価部会 オンライン開催） 

出席された先生：森田伸子先生，冨士原紀絵先生 

１ 18 火 ■校内講演会 小島淳広先生 

 演題「『てつがく創造活動』児童アンケートの分析から読み取れる子どもたちの変容」

（オンライン開催） 

２ 19 土 第 84 回教育実際指導研究会（オンライン開催） 

協議会は以下の 5部会 

『てつがく創造活動』構想部会 『てつがく創造活動』評価部会 

低学年部会  中学年『てつがく創造活動』  高学年『てつがく創造活動』 

  

５５  研研究究開開発発のの内内容容 

（（１１））新新領領域域「「ててつつががくく創創造造活活動動」」のの構構想想  

今回の開発研究で「新領域『てつがく創造活動』を中核に据えた教育課程の研究開発」を進めることになっ

た背景には，これまで本校が取り組んで来た特徴的な教育内容・方法すなわち， 

ⅰ 創造活動 

ⅱ 低学年教育 

ⅲ 新教科「てつがく」という，3つの先行実践研究の存在がある。 

本校の「創造活動」の創設趣旨は「子どもと教師の興味をかけ合わせて活動のテーマを立ち上げ，テ

ーマに関わる体験的・創造的な活動を通して，児童の主体性・創造性・協調性等の学習の根底となる力

を育てる」（教育実際指導研究会発表要項，2011）ことである。1970 年代にその原型が確認されており，

その後の生活科や総合的な学習の時間の原型になった領域である。本校の低学年教育は低学年の創造活

動を源としながら子どもの生活と経験を生かした教育課程のあり方を模索し 2012 年度に大幅に改訂さ

─ 3─
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れた。特にサークル対話と計画表に基づく個別の学習，子どもたちの発見や経験，興味・関心を基盤に

したプロジェクト型の学びに特徴がある。新教科「てつがく」は子ども自身の興味や経験を自由に安心し

て表現し，聴き合う関係性を基盤にして子どもたちの生活とかかわる様々な事柄や価値に向かい合い，それま

で自明と思い込んでいたことに対して“問い”をもち，対話や記述を通して考えを広げたり深めたりする探究

的な学びである。「てつがく」は子ども哲学などを参照するとともに，低学年のサークル対話で培った聴き

合う身体性を基盤にした本校独自のものである。 

 これらを３つの先行実践研究を生かして創設したのが「てつがく創造活動」である。『学習指導要領』にあ

る「総合的な学習の時間」では，大テーマが予め決められその下で子どもたちが細分化されたテーマを

選ぶか作って取り組むことを基本形にする。本校のプロジェクト型活動は，子どもが生活や経験から疑

問に感じたことや興味・関心をもったことからテーマを決めていく。「子どもの興味・関心から始まる

プロジェクト型活動」は「総合的な学習の時間」に対する新機軸を打ち出すものと位置づけている。 

（（２２））「「ててつつががくく創創造造活活動動」」のの特特徴徴   

 「てつがく創造活動」は「てつがく」と「プロジェクト型活動」という２つの特徴的な活動によって

成り立つ。先にも述べたとおり「てつがく」は前回の開発研究で行われていた新教科「てつがく」の理

念を生かした活動である。創造活動における「プロジェクト型活動」は，2017 年度から低学年教育課程

に見られるが３年生以上の教育課程に出現したのは今回の開発研究開始時からである。いずれにしても

「てつがく」と「プロジェクト型活動」という２つの特徴的な活動は本校独自の低学年教育課程を源泉

として本校の教育理念を強く受け継いでいるのである。「プロジェクト型活動」には個別的な活動と協

働的な活動が混在し，それぞれの子どもの興味・関心に応じて時と場面によってその個別／協働的な両

方の活動を行き来することができる。「プロジェクト型活動」と「てつがく」の関係を整理して示す。 

表表１１－－１１  ててつつががくく創創造造活活動動のの特特徴徴的的なな学学びび 

「「ててつつががくく創創造造活活動動」」…………自自らら学学びびをを構構想想しし，，他他者者とと関関わわりりななががらら主主体体的的にに探探究究しし学学ぶぶ領領域域  

       てて  つつ  がが  くく 

                   子子どどもものの興興味味・・関関心心かからら出出発発すするる学学びびととししてて進進めめるる 

       ププロロジジェェククトト型型活活動動 

                                  （（ププロロジジェェククトト型型活活動動はは，，個個別別とと協協働働のの別別をを設設けけなないい）） 

 

「プロジェクト型活動」は「自分（たち）が実現したいゴールを目指して，自分（たち）が活動を計

画・実施し，それを自分（たち）でふり返り，次の自分（たち）の活動の見通しをもっていく」（教育

実際指導研究会発表要項，2020）という活動概念で，学ぶ主体が子どもであることが強調されている。 

 「てつがく」と「プロジェクト型活動」の学びに共通することは子どもの興味・関心をもとに探究する活

動である。しかし両者の接合の困難さは第一年次(令和元年度)自己評価書にも書かれていた。今年度の前半に

はその困難さが原因となって「てつがく創造活動」の時間に「てつがく」がほとんど行われないような事態に

さえも陥った。そこでそれまでに運営指導委員から受けた指導内容を整理してみた。例えば運営指導委員の森

田伸子先生は「『てつがく創造活動』を，事後の問いと対話までをも含む活動としてとらえてはどうだろ

うか。活動後の子どもの「ふり返り」の言葉の中には，活動の後だからこそ生まれるてつがくの芽があ

る。それをキャッチし，『問い』の形に変換することを促し，対話へと活動を開いていくこと」と提案し

た。これを受け６月の授業研究会の指導案には「プロジェクトを通して感じていることを聴きあい，活動

に対する友達の感じ方や自分との違いを知ることは，自身の取り組みをふり返り，気づいていなかった

活動の意味や価値を見出すことになる」と提案がなされその接合が意識されてきた。 

（（３３））  教教育育課課程程のの内内容容ととススキキルルににつついいてて 

 新領域「てつがく創造活動」を中核とした教育課程を評価する視点としては，①内容面から，②コン

ピテンシーやスキルの面から，適切であったのか否かを評価する必要があろう。ただし①内容面からに

ついては，子どもたちの興味・関心に基づいて子どもたちが決めることが前提となっているので，共に

探究する教員の手立てについては［Ⅲ 研究開発の内容１～５：pp.20-29］で実践を通して詳しく述べ

ることにする。次に②コンピテンシーやスキルの面からについては，「てつがく創造活動」における子

どもの姿から捉えるメタ認知スキル・社会情意的スキルなどの面と，各教科で育成するスキルなどの面

［Ⅲ 研究開発の内容６：pp.30-35］と，両面から評価する必要があるだろう。 

①①  内内容容面面かからら 

 「てつがく創造活動」の内容は，子どもたちの興味・関心に基づいて子どもたちが決定できることに 
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その特徴がある。６年生では右のようなテーマが

あがっていた。プロジェクトメソッドの創始者キ

ルパトリックによればプロジェクトという目的

的活動は，構成プロジェクト，鑑賞プロジェクト，

問題プロジェクト，学習プロジェクトの 4 種類

に大別できるとした。表 1-2 にある「映画づく

り」は「ある観念や計画を形にあるものに表わす

ことを目的とする(鄭谷心,2020)」構成プロジェクトに類型化されることになる。このプロジェクト型活

動では「思い出とは誰の思い出か」のような「てつがく」的な内容も取り上げられている。そのように

事柄の概念を深める問いが生まれることで「映画づくり」の内容がいかにして更新されるのか，更新し

うる探究のあり方，支援のあり方などが求められる。 

②②  ココンンピピテテンンシシーーややススキキルルのの面面かからら 

 メタ認知スキルや社会情意的ス

キルを育成する教育課程の研究を

進めるために次のような共通理解

に基づいて子どもたちの学びの履

歴や軌跡を見取るようにした［報

告書 Ⅲ 研究開発の内容６：

pp.30-35］。メタ認知スキル（meta-

cognitive skills）とは「主体的に

探究していく過程において，自分

（自分たち）の考えや行為を立ち止まって省察し，調整する資質・能力」で，社会情意的スキル

（social&emotional skills）とは「自分の思いと向き合い，他者と協働しながら，構想した学びを進め

ていく力といった，主体的に探究していく際に働く資質・能力」と定義している。このようなスキルを

子どもたちの学ぶ姿から見とるのである。それぞれの社会情意的スキルは認知スキルとともに相互に作

用し互いに影響し合いながら「てつがく創造活動」の学びを通して育まれる。本研究は教育課程研究な

ので各教科においてもメタ認知スキル・社会情意的スキル育成を射程に入れている。各教科・食育部会

でも子どもが学ぶ場面を想起しながら，これらのスキル涵養について議論をしている。各教科・食育で

独自に涵養できるスキルと，各教科・食育・「てつがく創造活動」で共通して涵養できるスキルを明ら

かにすることで図 1-1 に示したカリキュラムのデザインが明らかになるはずである。「てつがく創造活

動」を中核とする教育課程の研究は，子どもが

決めた内容を優先しそこで学ばれたアウトカム

を資質・能力の視点から確定していく実践研究

である。各教科・食育の学習では予め内容・概要

は定められているが，教科特性にあわせた学習

方法論とそこから涵養できるメタ認知・社会情

意的スキルを構想することで資質・能力の涵養

を重要視する研究と見なすことができる。図 1-

2 のイメージを用いて各教科・食育・「てつがく

創造活動」が関連して育てるスキルを明らかに

することが課題である。 

  

６６  研研究究開開発発のの結結果果及及びびそそのの分分析析  

（（１１））子子どどももへへのの効効果果  

今研究開発では初年度から，４年間の研究を通じて効果を検証するための調査質問紙を作成すること

に取り組んだ。本学教員の協力のもと，年度ごとの子どもの達成度を測るだけでなく，経年での調査結

果を分析することができるように設計し，本研究における子どもの変化や成長，本研究の成果などを見

表表 11--22  ６６年年生生のの活活動動内内容容  

特産物 ビオトープ 東日本大震災 ディベート 

映画づくり Design ゲーム 逃走中 みんなにダン

スを届けよう １年生と遊ぼうなど  

［2021 年 6 月 15 日学習活動案より］ 

図 1-0 主体的な学びを支えるスキル 
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いだすための資料となるデータがとれるようにした。 
①① 質質問問項項目目にに関関すするる因因子子分分析析のの結結果果  

 独自に作成した新領域「てつがく創造活動」に関する質問項目の妥当性を確かめるために，因子分析

を行った結果，各質問の妥当性が見出され，質問同士の関連から以下の２つの観点が浮かび上がった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
②② 新新教教科科「「ててつつががくく創創造造活活動動」」にに関関すするる質質問問項項目目にに対対すするる回回答答（（５５・・６６年年生生全全体体））  

今回の分析結果から，新領域「てつがく創造活動」における学びの達成度は，全体的に高い傾向にあ

ることが分かった。感情的エンゲージメント・行動的エンゲージメントについても達成度が高かったこ

とから，決まったテーマを設けず，自由度の高い環境設定で各自の興味に接近していくという「てつが

く創造活動」の特徴は自分にとっての深い関わりや達成感を感じさせる経験になっていると考えられる。 
また，感情的エンゲージメント，行動的的エンゲージメントと各項目との関連から，てつがく創造活

動に自分事として取り組んでいた子どもは，メタ認知スキルや社会情意的スキルに関わる各項目（自律

性・協調性・柔軟性・特性尊敬・敬意表示）が高い傾向があることが示唆される。だだし，この点につ

いては因果関係がはっきりしないため，結論づけることはできない点に注意が必要である。 
問 9「自分の活動についてふり返りを丁寧に行っていた」では 30％，問 10「自分の活動はとても創造

的だった」では，20％が「全くあてはまらない」「あまりあてはまらない」と答えている。重回帰分析に

よる各観点の関連から，「てつがく創造活動」と「メタ認知的方略」に有意な関連が見られなかったこと

から，ふり返りのタイミングやその方法について工夫が必要だと言えよう。 
また，“活動”と“てつがく対話”のバランスが“活動”に偏りがちになった傾向を表しているとも考

えられよう。問 10 については，本報告書の中でも触れている「プロダクトする経験」「社会的・公共的

な活動」といった，“活動”の内容面に関わる課題に対応したものと捉えることもできる。 
2020 年度調査の分析結果では「てつがく創造活動」で成果を感じている子どもは，5 年生よりも 6 年

生のほうが多いことが明らかになった。また，2019 年度の 5 年生の調査を同じ子どもが 2020 年度に６

年生になった時点を比較した結果からも，「てつがく創造活動」で達成感を感じている子どもが増えてい

ることが明らかになった。これらのことが 5～6 年生の 1 年間の教育効果によるものか発達や成熟によ

る影響なのかについては本調査からは判別できない。来年度の『第３年次報告書』において，同一時点

での各下位尺度（観点）における学年別の平均値の差か，２時点での各下位尺度（観点）における時点

別の平均値とその差かいずれかにおいて，５年生よりも６年生の方が「てつがく創造活動」で達成感を

感じている子どもが多い傾向を読み取ることができればこの点はより明らかになると考えられる。 
「てつがく創造活動」における達成感と「興味の実現」については，相互に影響を及ぼしあう観点が

感情的エンゲージメント，行動的エンゲージメント，協調性，柔軟性と似通っている。なかでも柔軟性

に関する質問（項目 45 番～69 番）が多く，その内容も多岐にわたっている。例えば「頭の切り替えが

早い／たくさんのアイディアが浮かぶ／問題の解き方が同時にいくつも浮かぶ／激しい議論をするのが

好きだ…」など，様々な事態に対して柔軟性をもって対応できることへの達成感を表している。これは

「てつがく創造活動」の内容が，プロジェクト型活動グループごとに異なる多様性のあるものからも説

明できそうだが，さらに本校の教科学習においても多様な内容と多様な学習方法を行っていることから

も説明されるべきだと考える。 
次に観点「探究」における達成感に相互の影響を及ぼしあう観点に「敬意表示」が意味あると分析さ

表 1-2          「「興興味味のの実実現現」」  
＜特に関連の深かった質問項目＞ 

・1: 自分のやりたい学びが実現できた 

・3: 何かに興味をもつ経験をたくさんすることができた 

・4: やりたいことに没頭する経験をたくさんすることが

できた 

＜関連があった質問項目＞ 

・x8: 自分の活動の目的がはっきりと設定できていた 

・x10: 自分の活動は，とても創造的だと思った 

表 1-3            「「探探究究」」  
＜特に関連の深かった質問項目＞ 

・5: 物事を深く考えることができた 

・7: 友達の考えをじっくり聴こうとしていた 

・9: 自分の活動について，振り返りを丁寧に行っていた

＜関連があった質問項目＞ 

・2: 自分から進んで学ぶことができているという実感が

あった 
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れたことについて述べる。「敬意表示」を測る質問（項目 75 番～78 番）は「周囲の人への丁寧な言葉づ

かい／礼儀正しさ／姿勢を正す／敬意を表す」内容である。「探究」を高める指導と観点「敬意表示」に

は，いかなる相互関連があるのかは，今後子どもたちが学ぶ様子やふり返りの記述などから分析を行う

必要があろう。 
（（２２））教教師師へへのの効効果果  

①①教教師師へへのの効効果果のの分分析析方方法法  

本校では子どもたちの自己評価活動の充実を図るとことと同様に教師も授業研究会が終わる度にふ

り返りを書いて，自分が研究会で学んだことを蓄積していく。子どもの学びと教師の学びは同形である

との立場である本校が教師自身のふり返りを大切にするのは当然である。授業研究会のふりかえりシー

トに記述されたことを「教師への効果」の分析対象として教師たち学びの傾向を明らかにしていく。教

員 28 名中 18 名(64％)から同シートの提出があった。特に今回，対象にしたのは「一年間に自分が書い

たふり返りを読み返して／自分自身の考えの変容への気づきや考えたことなど」の記述である。教師自

身が自分や学校研究をどのようにメタ化しているのかを考察することにしてみた。なお最後に，授業研

究会で配布された資料のなかに見られた教師の変容の様子からも教師への効果を考えてみたい。 

①① 「「授授業業研研究究会会ののふふりり返返りり」」にによよるる全全体体のの傾傾向向のの考考察察  

記述内容を分類すると以下のような４つのカテゴリーが浮かび上がった。ア：教育研究の前提， 

イ：子どもの主体性育成を支援する教師の役割，ウ：興味・関心を追究する学びを民主主義や市民性に

つなげる手立て，エ：発達段階との関連から子ども像を捉え直す，である。ここでは，特に多くあがっ

ていた開発研究課題の中核をなす「てつがく創造活動」の学びと支援を意識した［イ：子どもの主体性

育成を支援する教師の役割］について述べることにしたい。 

例えば，プロジェクト型活動の方針に対して子ども同士が話し合っている場面で，子どもたちは自分の主

張を繰り返すばかりで話がかみ合っていかない。そこに教員がアドバイスをしても，子どもにはその助言が

受け取られなかった場面をどのように捉えるのかが授業研究会では話題になった。Ｋ教諭は「子どもたちの

想いをどれだけ見取れているのかを考えさせられた。教師がアセスメントすることの意味やタイミン

グをどのように考えていけばいいのか。どんな場面で教師がでればいいのだろうか」と綴った。そのよ

うな教員の助言に対しては「子どもの必要感・子どもに今必要な支援になっているのかという話に発展

したのが興味深かった。様々な活動に広がるほど，教師が見取れる部分が限られていく。こちらがよ

かれと思って対応しても必要感がないと子どもがスルーする現状も見えた。ただ，どこかのタイミン

グで引っかかる場面があるのではないだろうか。また，子ども同士の話し合いでそれぞれの意見がか

み合わないまま進んで行く状況も明らかになり，低学年から何を丁寧に育てるのか考える機会となっ

た」と述べる教員もいた。そのことにかかわってＬ教諭がふり返ったコメントは興味深い。 

…前略…対話の中身を見てみると，必ずしも建設的なものになっているわけではないと感じた。（委員会や授業研

で見たごく一部の話し合いの場面ではあるが）そこで考えられることとして，自分達の活動や対話を俯瞰して課題

を見出したり，見通しを持ったりする力，すなわちメタ認知スキルの弱さが挙げられるのではないだろうか。俯瞰

する力は，発達段階が上がるにつれて成長するものでもあるだろうが，俯瞰する経験を数多くすること，その「よ

さ」を感得することが必要であると考える。これを子ども達が意識的に行うためには，然るべきタイミング（子ど

も達が困ったタイミング，メタ認知スキルを無意識に発揮したタイミング…）で教師をはじめ，大人がものの見方

や考え方を顕在化してやる（気づくきっかけを与える？）ことが大切なのではないだろうか。この点は，自分でも

意識しながらどうあるべきかを考えて行きたい。 

 プロジェクト型活動では子どもたちのテーマやコンテンツが多様であるばかりでなく，追究方法もグ

ループの数だけ多種多様に存在する。それは共に探究する教師にとっても大部分が未知なる探究になっ

ていることであろう。このことは，子どもたちのプロジェクト型活動のねらいの変化や学びの質的な変

化が起きたとき，教師がその変化を見落としてしまうことにつながる可能性をはらむ。月並みな言葉で

あるが「どれだけよく子どもを観て，よく聴くか」が教師のかかわり方の前提なのである。そのことに

かかわってＭ教諭がふり返ったコメントを示すことにする。 

─ 7─
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そもそも全4回の授業研究会で，私はどのくらい子どもの学びを観ることができたのだろうか。自分のふり返りか

らは伝わってこない。鑑識眼というのか，子どもを観る眼を養うにはどうしたらいいのだろうか。自分の中で問いが

たくさん生まれた授業研となった。また再確認できたのは，学び合う関係をつくる手立てが重要であるということだ

。普段から他者の異質な意見を受容できるからだやこの場なら自分の考えを受け止めてくれると感じるからだのよう

な，そういった対話するからだは普段の学級の活動をベースにつくられるのだろう。４－１の授業研究会の際には，

自分の意見を生き生きと話す子どもたちの姿があった。それはたまたまではなく，普段学級内で対話をする習慣があ

ったからだろう。鹿毛先生のお話にもあったが，「場の教育力」を創出する教師としての役割が習慣や態度を形づく

っていくのだろう。子どもを観ること，学び合う場の教育力を創出すること，今後自分が意識的に取り組んでいきた

い2点が明確となった授業研究会だった。 

最後に「教師への効果」の評価方法の改善について言及する。はじめに，今回は「授業研究会のふり

かえり」シートの記述を分析対象にしたが提出率が 64％という事実をどのように評価するのかというこ

と。次に，対象にしたのは同シートの最下段の一年間をふり返って自分自身の考えの変容への気づきの

記述に絞ったが，4 回行われた授業研究会毎回の記述も加え GTA 分析などを行ったほうが「教師への効

果」の実態がより詳しく浮かび上がるのではないかということ。最後に，「授業研究会のふりかえり」シ

ートの活用の仕方を年度当初から教員全体で共通理解しておくことである。 
（（３３））保保護護者者へへのの効効果果  

新領域「てつがく創造活動」において，自ら学びを構想し，興味を探究する学びを展開するうえで，

学校と保護者がともに子どもの学びを支えることが重要である。そのためには，保護者と学校が新領域

「てつがく創造活動」において大切にしている学びの在り様やねらいを共有することは，今後の研究に

とって大きな意味をもつと考える。そこで，１年次から本学教員の研究協力によって，調査質問紙を作

成し，質問紙調査を実施した。回答を受け，保護者がとらえる新領域「てつがく創造活動」のイメージ

とその学習効果について，コーディングをおこなった。今回は１年次(2019 年度)と名目指定の 2020 年

度の質問紙の調査の結果の比較も交えて報告する。 
①①「「ててつつががくく創創造造活活動動」」にに関関すするる保保護護者者ののイイメメーージジ  

保護者は「てつがく創造活動」のイメージを「仲間との関わり」「興味関心の追究」「自分なりの考え

を深める」「異他性や多様性の受容」「仲間との議論や対話」「他者の考えを聴く」「主体的に学ぶ」「自ら

問いを立てる」時間として捉えていることが分かる。さらに，2019 年度の調査と 2020 年度の調査を比

較したところ，以下のことが示唆された。 
2019 年度調査では，①異他性や多様性の受容（28.0%）②仲間との議論や対話（26.4%）③自分なりの

考えを深める（22.8%）の順に回答割合が高かった。それに対して，2020 年度調査では，①仲間との関

わり（32.5%）②自分なりの考えを深める（27.2%）③興味関心の追究（27.2%）の順に回答割合が高かっ

た。この結果から，2019 年度は「てつがく創造活動」のことを，仲間との対話を通じて異他性や多様性

を受け入れたり，自分なりの考えを深めたりするものとして捉えられていたと推察される。それに対し

て，2020 年度は「てつがく創造活動」のことを，自分が興味関心のあることについて考えたり，仲間と

ともに協力して実践したりするものと捉えられていたことがうかがえる。どちらかというと 2019 年度

に比べて 2020 年度の方が，「てつがく創造活動」のイメージを，自己発揮をうながす教育活動をとして

捉えた保護者が多かったのではないかと考えられる。 
②② 「「ててつつががくく創創造造活活動動」」にによよるる学学習習効効果果（（22001199 年年度度とと 22002200 年年度度のの比比較較））  

2019 年度の調査と 2020 年度の調査を比較したところ，以下のことが示唆された。まず，2019 年度調

査では，①他者受容（36.0%）②物事の捉え方（18.0%）③自己表現（14.6%）の順に回答数の割合が多

かった。それに対して 2020 年度調査では，①他者受容（38.1%）②自己表現（24.8%）③考え・自信

（20.8%）の順に回答数の割合が多かった。 
 これらの結果から，2019 年度，2020 年度ともに，子どもたちが「てつがく創造活動」を通じて「他者

受容」できるようになったと感じている保護者が多いことが示唆される。ただし，2019 年度は，多様な

視点から物事を捉えられるようになったと感じている保護者が多かったが，2020 年度はそれよりも自分

の意見をもって適切に伝えられるようになったと感じている保護者が多かった。これは他の結果とも整

合的である。すなわち，2019 年度に比べて 2020 年度の方が「てつがく創造活動」を通して，自己発揮

─ 7─ ─ 8─



- 9 - 
 

できるようになったと感じている保護者が多かったと推察される。 
③③教教育育・・研研究究にに関関すするる要要望望等等  

今後の教育・研究に関する期待について「教育・研究の目的・情報の共有・明確化」に書かれたこと

は「研究の短期的な結果だけではなく，数十年経った調査報告をして頂きたい。長期的な研究の年があ

っても良いと思う」という研究の基本的・長期的な構想を問うものが含まれている。また「研究発表を

見る機会がないので，よく分からないことが多い」という回答に対しては，すぐに対策を考えるべきで

ある。アンケートを取らせてもらったにもかかわらずその結果を回答者にバックしていないのは問題が

ある。保護者と共につくる開発研究事業にしていくことが求められている。 
 

７７  今今後後のの研研究究開開発発のの方方向向性性  

（（11））「「ててつつががくく創創造造活活動動」」のの概概念念化化ににつついいてて  

 名目指定となった昨年度（令和２年度）には，「てつがく創造活動」の目標を「自ら学びを構想し，様々

なひと・もの・ことと関わりながら探究していくことを通して，社会の変化と主体的に向き合い，民主

的な社会を支える市民の一員として，創造的によりよく生きるために，他者と協働しながら主体的に思

考し，行動する市民性を育む」と定めるにいたった。そして今年度（令和３年度）には「てつがく創造

活動」は，子どもの興味・関心にもとづき，個々にまたは協働的に，体験等を通して探究を進めていく

「プロジェクト型活動」や，子どもの興味・関心から問いを立て，自明と思われる価値や事柄について

探究を行う「てつがく」から成り立つと概念化を図るにいたった。 
 プロジェクト型活動は『学習指導要領』の「総合的な学習の時間」の例示「児童の興味・関心に基づ

く課題などを踏まえて設定[161]」することに特化した領域と考えると分かりやすい。現在「プロジェク

ト学習」は欧米をはじめ日本でも取り組まれている。その多くは各教科に定められた内容の枠内で行わ

れる。運営指導委員の村川雅弘先生によれば，総合的な学習の場合でも大テーマが予め決められ，その

下に子どもたちが細分化されたテーマを選ぶもしくは，つくって取り組むことを基本形にするとのこと

である。本校の「プロジェクト型活動」はその教科／総合のタイプのどちらにも属さず，子どもが生活

や経験から疑問に感じたことや興味・関心をもったことから，テーマを決めていくスタイルをとる。「プ

ロジェクト」という名称がその差異をわかりにくくしているようであるが「子どもの興味・関心から始

まるプロジェクト型活動」は，『学習指導要領』にある「総合的な学習の時間」に対する新機軸を打ち出

すものと位置づけている。 

（（22））子子どどももがが興興味味・・関関心心にに基基づづいいてて学学ぶぶここととをを市市民民性性育育成成ににつつななげげるる困困難難ささ  

運営指導委員の村川雅弘先生は「市民性の育成」を達成するために「社会貢献」の視点の必要性を

述べたが，子どもの側からはそのような発想はなかなか生まれない。いかにして自分の興味・関心事に

没頭することを市民性につなげていけばよいのか。運営指導委員の奈須正裕先生は，現在のプロジェク

ト型活動は子どもの活動が自分のできる範囲にとどまって満足している状態でなので学びは生じず，よ

り広がって外部の文化と出あわざるを得なくなったその先に市民性があると述べている。文部科学省教

科調査官の浅見哲也先生は，自分の興味あること（好き－嫌い）という横軸に対して，（善－悪）とい

う縦軸を入れて考えることが必要で，子どもが取り組んでいる興味・関心に基づく活動が善の方向に向

く働きかけを教員が行うことで市民性を育てるようにと助言する。同様に運営指導委員の鹿毛雅治先生

も，民主主義に対する習慣が態度に高まるような「場の教育力」を創出するナビゲーターとしての教師

の役割が求められると述べる。すなわち子どもたちが興味・関心をもつコンテンツに対して，子どもた

ちが相互に興味・関心をもてるのか―それが民主主義への感度になるだろう―が問われていると指摘す

る。それらに対して運営指導委員の森田伸子先生は，自分で好きなことを見つけて懸命に取り組む生き

方が社会を「善い」ものにすると信じることがこの「てつがく創造活動」の前提であり性善説に立つこ

とを投げかける。と同時に時間をかけて育む教育のあり方の大切さを強調する。同じく運営指導委員の

小玉重夫先生も「てつがく創造活動」の最も古い原型となるキルパトリックのプロジェクト・メソッド

の問題解決型学習を例に，市民性は後からついて育つものと捉えた方がよいと評価する。これらの指導
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助言を受け止めて具体的な方策を考え実行することが求められる。 

（（３３））「「ててつつががくく創創造造活活動動」」とと教教科科学学習習ととののススキキルル面面ででのの関関連連をを見見据据ええたた教教育育課課程程のの開開発発  

１年次(令和元年度)の報告書には，課題として「従来の教科の枠組みを越えて，教科横断的な学びを

模索する必要も出てくるかもしれない。一方で，各教科の内容を子どもの探究的な学びの過程につなぐ

ことで，子どもの探究的な学びをより充実したものに拡張することもできるかもしれない。…（中略）

…子どもの側から教科の学びをとらえ直す取り組みを実践し，子どもが自ら学びを構想し，主体的に学

ぶことができるような教育課程の開発を目指したい」と記されている。 

確かに具体的なコンテンツを教科横断的に取り上げる必要性も話題になってはいたが，それよりも子

どもの思いや願いに基づいた自由度の高い活動を実践し，メタ認知スキルや社会情意的スキルを育み，

「てつがく創造活動」と教科学習との関連を見据えた教育課程の開発をめざす流れが強まっている。本

報告書の「Ⅲ－６ メタ認知スキル・社会情意的スキルの育ち」（pp.30-35）には，「てつがく創造活動」

において本校で大切にしている子どもの学ぶ姿や，各教科・食育で育成するメタ認知スキル・社会情意

的スキルが示されている。各教科において育成できるメタ認知スキル・社会情意的スキルの実践研究は

始まったばかりである。来年度の研究の方向性としては，「てつがく創造活動」と各教科・食育で育成で

きるメタ認知スキル・社会情意的スキル間の共通点や相違点を見出すことが求められる。教育課程全体

で育成されるメタ認知スキル・社会情意的スキル，教科や領域ごとごとに育成しやすいメタ認知スキル・

社会情意的スキルなどを明らかにしていくことが求められるのである。この点についての整理が終わっ

たら，教育課程全体のスキル一覧にまとめるなどの方策を考えていきたい。 
（（４４））子子どどもも自自身身ががメメタタ認認知知すするる自自己己評評価価とと子子どどもものの学学ぶぶ姿姿をを見見つつめめるる教教師師のの評評価価のの関関係係  

  新教科「てつがく」の研究時から学習活動としての自己評価活動の有効性に気づき始め「てつがく創

造活動」や低学年の「みがく」の時間にも，自己評価活動は継承されている。p.42 で紹介するＮ教諭の

事例は興味深い。教員にとって自分の指導法を変更することはそれなりに抵抗や葛藤が起きることであ

る。Ｎ教諭は，休み時間に「遊び込んでいる」子どもたちの生き生きと活動する姿から，自分の指導法

をふり返り修正していくことができた。Ｎ教諭は１学期にはふり返りを付箋にいっぱい書くように指示

していたが２学期は行数を指定せず「日付と名前，写真の題名をつけること」，「思ったことをなんでも

素直に書いてよい」ということのみを伝えるようになった。写真に題名をつけさせたのは子どもたちの

ダイレクトな気持ちが表れることを期待したからである。Ｎ教諭は，子どもたちが，実際に題名をつけ

ることでふり返りにはその写真のエピソードが書かれるようになり，次の活動への意欲になっていった

と子どもたちの姿を捉えている。２学期から始めたこの自己評価活動は，子どものメタ学び（への萌芽）

を促し教員との関係性も更新している。 

運営指導委員の冨士原紀絵先生はこの取り組みをふり返り，本校では長らく子どもの「記述による自

己評価活動」に取り組んできたが，発達段階や子どもの特性によって記述以外の多様な自己評価活動の

あり方を模索する意味を強調し，自己評価活動を単なる自己教育力の効率化のツールに陥れないための

哲学が必要だと説く。これらのご指導の助言のなかに来年度取り組むべき方向性の示唆があると捉えて

いる。運営指導委員の森田伸子先生は「てつがく創造活動」の時間を「自由なことをすることが強要さ

れる矛盾の時間」と評した。つまり子どもが教科の内容を自由に学びたい言った場合どうするのかとい

うことである。教員は「自由なことをやりなさい」と言いながら教科以外の内容からテーマを選ばせよ

うとしているのではないかという教員たちの思い込みや暗黙の前提があるのではないかという問題を突

きつけている。 

子どもたちが自由を強要されたと感じないようにするヒントは，奈須正裕先生が繰り返して言う幼児

期の「遊び込む」経験を，いかにして小学校において子どもたちが自由に学ぶ活動に受け継いでいくの

かという教育課程や活動の接続のあり方にかかわっているのはなかろうか。本開発研究が教育課程研究

である以上，いずれこの問いに答えなければないない。 
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お茶の水女子大学附属小学校 教育課程表（令和３年度） 

 

 

註・３年生以上に新領域「てつがく創造活動」を設定する。 

授業時数の１単位時間は 40 分とし，標準授業時数との比較は，単位時間数の比較である。 

・低学年接続期の教育課程（小学校入学～7 月）は,「ことば」,「かずとかたち」,「からだ」,「なか

ま」の 4 つの学習領域で,教育課程を編成する。ここでは,生活や遊びと関連させて,総合的・横断的

に学習を行う。ここの特別な教育課程は，「附属学校園を活用した新たな学校教育制度設計に係わる調

査研究」（H22～H27）を受けて実施してきた経緯を生かしたものである。 

・領域「みがく」は，3 年生以上の「てつがく創造活動」へとつながる，低学年教育課程における生活

を基底とした総合的・横断的な学習活動領域の名称である。低学年においては，「てつがく創造活動」

に関連する学習を，当該学年の領域「みがく」の学習の中で行う。 

 

別紙１
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【別添１】－別紙３ 

学校等の概要 

１１  学学校校名名，，校校長長名名  

お茶の水女子大学附属小学校   校長 新名 謙二 

２２  所所在在地地，，電電話話番番号号，，ＦＦＡＡＸＸ番番号号  

所 在 地  東京都 文京区 大塚 ２－１－１ 

    電話番号  ０３（５９７８）５８７５      ＦＡＸ番号  ０３（５９７８）５８７２ 

３３  課課程程・・学学科科・・学学年年別別幼幼児児・・児児童童・・生生徒徒数数，，学学級級数数  

（小学校の場合）                         令和４年３月１日現在 

区 分 
第１学年 第２学年 第３学年 第４学年 第５学年 第６学年 計 
児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 

一般学級 104 3 104 3 103 3 101 3 101 3 98 3 611 18 
帰国児童 
教育学級 

   7 1 2 1 7 1 16 3 

計 104 3 104 3 103 3 108 4 103 4 105 4 627 21 
                          
４４  教教職職員員数数                                            令和３年１２月１日現在  

校長 副 
校長 主幹 教諭 養護 

教諭 
栄養 
教諭 

非常勤 
講師 

実習 
助手 ＡＬＴ ＰＣ室 

助手 

スクー 
ルカウン

セラー 

ソーシャ

ル 
ワーカー 

事務 
職員 

支援 
員 司書 計 

 

1 1 1 28 1 1 11 1 1 1 1 1 2 3 1 55 
  
５５  研研究究歴歴 
文部科学省関係 

（1）平成 13～15 年度 文部科学省研究開発学校（お茶の水女子大学附属幼稚園・小学校） 

 「幼稚園及び小学校における教育の連携を深める教育課程の研究開発」 

（2）平成 17～19 年度 文部科学省研究開発学校（お茶の水女子大学附属幼稚園・小学校・中学校）

「幼・小・中１２年間の学びの適時性と連続性を考えた連携型一貫カリキュラムの研究開発」         

（3）平成 20～22 年度 文部科学省研究開発学校（お茶の水女子大学附属小学校） 

 「小学校における『公共性』を育む『シティズンシップ教育』の内容・方法の研究開発」 

 (4)平成 26～27 年度 文部科学省委嘱事業スーパー食育スクール 

                                           （お茶の水女子大学附属小学校） 

 (5)  平成 27～30 年度 文部科学省研究開発学校（お茶の水女子大学附属小学校） 

 「『道徳の時間』と他教科の関連を図り，教育課程全体で，人間性・道徳性と思考力とを関連づ

けて育む研究開発。自明と思われる価値やことがらを，『対話』や『記述』など多様な言語活動

を通して問い直し考える新教科『てつがく』の設置。」 

                          

お茶の水女子大学関係 

 ○平成２２年度～２７年度 

    「附属学校園を活用した新たな学校教育制度設計に係わる調査研究」 

                                           

別紙２
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令令和和３３年年度度研研究究開開発発実実施施報報告告書書 

ⅠⅠ  研研究究開開発発のの概概要要  

 

１１  研研究究開開発発課課題題 

  研究開発課題は「社会の変化と主体的に向き合う市民を育成するため，自ら学びを構想し，主体的に

学ぶ新領域『てつがく創造活動』を中核に据え，メタ認知スキルや社会情意的スキルを育成する教育課

程の研究開発を行う」である。 

 

２２  研研究究開開発発のの概概要要  

ＡＩの進化やグローバル化の進展などによる急速な社会の変化に，主体的に向き合う市民の育成が求

められている。そうした社会を担う主体は，自ら学びを構想し，他者と関わって学ぶことで育成される

。このような学びを支えるのは，「メタ認知スキル」や「社会情意的スキル」といった資質・能力と考

えられる。そのため，これらの資質・能力が育まれる新領域『てつがく創造活動』を中核に据えた教育

課程を創設する。同時に，各教科等でも，どのようにこれらの資質・能力が育まれるのかを明らかにし

ていく。併せて，子どもによる自己評価を大切にしながら，自己評価の眼を養う教師の評価のあり方に

ついても検討していく。以上の方法をとりながら，教育課程全体で「メタ認知スキル」や「社会情意的

スキル」といった資質・能力の育成をはかる研究開発を行う。 
 

３３  研研究究のの目目的的とと仮仮説説等等  

（（１１））研研究究仮仮説説  

研究開発課題を達成するために以下の具体的な内容を設定して研究を進める。 

〇自ら学びを構想し，様々なひと・もの・ことと関わりながら主体的に探究する学びの領域「てつがく

創造活動」を創設し実践を通して，その学びのあり方（内容，学び方，評価方法等）を明らかにする。 

〇「てつがく創造活動」や各教科における子どもの姿から主体的な学びを支え育まれる力をメタ認知ス

キル・社会情意的スキルなどの視点から明らかにする。このような力を育む教師の役割や環境のあり方

についても実践を通して明らかにする。 

○個や共同体での自己・相互評価をもとに子どもが次の学びを構想し，そこにつながる子どもの評価活

動のあり方や，子どもに自己評価の眼を養う教師の関わり方についても実践を通して明らかにする。 

〇「てつがく創造活動」での学びのあり方やそこで育まれる力をもとに，各教科の役割や学びのあり方

（内容，学び方，評価方法等）を問い直していく。あわせて，「てつがく創造活動」を通して育まれる

だろうメタ認知スキルやそれと関連して育成される社会情意的スキルと教科ごとに特有の認知スキルや

社会情意的スキルの育ちとの関連について検討していく。 

〇市民的資質の基礎を育成する「てつがく創造活動」を中核とした教育課程を編成する。 

以上のような研究を進めていくことにより，次のような成果を期待している。 

〇「てつがく創造活動」における，自ら学びを構想し様々なひと・もの・ことと関わりながら主体的に

探究していく学びは，社会を担い主体的に向き合う市民的資質の基礎につながるであろう。 

〇自ら学びを構想し，様々なひと・もの・ことと関わりながら主体的に探究していく学びを通して，メ

タ認知スキルや社会情意的スキルといった主体的な学びを支える力が育まれ，育まれた力によって，さ

らに主体的な学びが促進されていくであろう。なお「てつがく創造活動」における主体的に探究する子

どもの姿を，メタ認知スキルや社会情意的スキルといった視点から見とっていくことで「てつがく創造

活動」を通して育まれる力や主体的な学びを支える力の具体が明らかになるであろう。 

〇自ら学びを構想し，様々なひと・もの・ことと関わりながら主体的に探究する学びを進めるために，

１３ お茶の水女子大学附属小学校 R1～R5 
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個別や共同体において学びとしてのふり返りを行うとともに教員が子どもたちにその経緯や学習状況の

情報を還元する必要があろう。子どもによる学習活動としてのふり返り［assessment as learning］は

メタ認知スキルと関連して社会情意的スキルを育み，次の学びを構想することにつながるだろう。 

〇「てつがく創造活動」を教育課程の中核に据え，子どもが主体的に探究する学びの視点から各教科の

学びの内容・方法・ふり返り（評価方法）について問い直すことで「てつがく創造活動」で育まれたメ

タ認知スキル・社会情意的スキルなどの学びを支える能力は，各教科における学び方にも波及するだろ

う。さらに各教科ならではの社会情意的スキルが認知スキルと関連づけられて育成されるであろう。 

（２）必要となる教育課程の特例 

〇子ども自らが学びを構想し，様々なひと・もの・ことと関わりながら主体的に探究していく学びの領

域として，新領域「てつがく創造活動」を創設する。 

〇具体的には，年間192.5時間（週あたり5.5時間）とする。その時間には「総合的な学習の時間」（年

間70時間）や「特別活動」の時間（年間35時間）「特別の教科 道徳」（年間35時間）の年間140時間を

充てるとともに，各教科からも年間52.5時間を充てる。 

〇「てつがく創造活動」を進めていく際に，取り組む内容によって時にまとまった時間が必要となる場

合がある。活動の状況に応じて学年ごとに１日「てつがく創造活動」の時間として計画的に過ごすこと

も可能とする。 

〇「てつがく創造活動」の創設により各教科の年間時数の削減が生じる。各教科においても主体的な探

究を基盤にした学びを大切にするのでじっくりと学習に向き合う時間が必要となる。したがって各教科

等における学びの内容・方法・評価方法等や，内容の精選についても検討する。 

（（３３））研研究究成成果果のの評評価価方方法法  

〇学年部会や課題別部会，研究推進部会,運営指導委員会において「てつがく創造活動」の学びのあり方

（内容，学び方，評価方法等）について協議を行い，“自ら学びを構想し，他者と関わりながら主体的

に探究していく学び”であったかという視点から評価を行う。 

〇子どもの学びの様子を集積整理した学びの所産（作品，てつがく創造活動帳，ふり返りシートなど）

をもとに，主体的な学びを支える力や「てつがく創造活動」を通して育まれる力について，メタ認知ス

キルや社会情意的スキルなどの視点から見とり，子どもたちへの還元方法を検討する。同時に子ども自

身が自分（たち）の学びをアセスメントするための計画表やふり返りのためのシート，ポートフォリオ

としての「てつがく創造活動帳」を活用できる学習環境の整備も必要になる。 

〇本教育研究が子どもにいかなる意味があり保護者がどのように捉えたのか多面的な実態把握を行うた

め，本学の研究者の協力のもと心理学測定尺度を用いた質問紙調査の作成・実施・分析を行う。 

〇教育実際指導研究会を開催して，実践者や研究者等の有識者から評価を得る。 

〇運営指導委員会にて，指導講評を受ける。 

 

４４  教教育育課課程程ににつついいてて 

（（１１））編編成成ししたた教教育育課課程程のの特特徴徴 

 今回の開発研究で「新領域『てつがく創造活動』を中核に据えた教育課程の研究開発」を進めることになっ

た背景には，これまで本校が取り組んで来た特徴的な教育内容・方法すなわち，ⅰ創造活動，ⅱ低学年教育，  

ⅲ新教科「てつがく」という，3つの先行実践研究の存在がある。本校の「創造活動」の創設趣旨は「子ど

もと教師の興味をかけ合わせて活動のテーマを立ち上げ，テーマに関わる体験的・創造的な活動を通し

て，児童の主体性・創造性・協調性等の学習の根底となる力を育てる」（教育実際指導研究会発表要項，

2011）ことである。1970年代にその原型が確認されており，その後の生活科や総合的な学習の時間の原

型になった領域である。本校の低学年教育は低学年の創造活動を源としながら子どもの生活と経験を生

かした教育課程のあり方を模索し 2012 年度に大幅に改訂された。特にサークル対話と計画表に基づく

個別の学習，子どもたちの発見や経験，興味・関心を基盤にしたプロジェクト型の学びに特徴がある。

新教科「てつがく」は子ども自身の興味や経験を自由に安心して表現し，聴き合う関係性を基盤にして子ども

たちの生活とかかわる様々な事柄や価値に向かい合い，それまで自明と思い込んでいたことに対して“問い”
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をもち，対話や記述を通して考えを広げたり深めたりする探究的な学びである。「てつがく」は子ども哲学な

どを参照するとともに，低学年のサークル対話で培った聴き合う身体性を基盤に本校独自のものである。 

 これらを３つの先行実践研究を生かして創設したのが「てつがく創造活動」である。『学習指導要領』にあ

る「総合的な学習の時間」では，大テーマが予め決められその下で子どもたちが細分化されたテーマを

選ぶか作って取り組むことを基本形にする。本校のプロジェクト型活動は，子どもが生活や経験から疑

問に感じたことや興味・関心をもったことからテーマを決めていく。「子どもの興味・関心から始まる

プロジェクト型活動」は「総合的な学習の時間」に対する新機軸を打ち出すものと位置づけている。 

（（２２））「「ててつつががくく創創造造活活動動」」のの特特徴徴   

 「てつがく創造活動」は「てつがく」と「プロジェクト型活動」という２つの特徴的な活動によって

成り立つ。先にも述べたとおり「てつがく」は前回の開発研究で行われていた新教科「てつがく」の理

念を生かした活動である。創造活動における「プロジェクト型活動」は，2017 年度から低学年教育課程

に見られるが３年生以上の教育課程に出現したのは今回の開発研究開始時からである。いずれにしても

「てつがく」と「プロジェクト型活動」という２つの特徴的な活動は本校独自の低学年教育課程を源泉

として本校の教育理念を強く受け継いでいるのである。「プロジェクト型活動」には個別的な活動と協

働的な活動が混在し，それぞれの子どもの興味・関心に応じて時と場面によってその個別／協働的な両

方の活動を行き来することができる。「プロジェクト型活動」と「てつがく」の関係を整理して示す。 

表表１１－－１１  ててつつががくく創創造造活活動動のの特特徴徴的的なな学学びび 
「「ててつつががくく創創造造活活動動」」…………自自らら学学びびをを構構想想しし，，他他者者とと関関わわりりななががらら主主体体的的にに探探究究しし学学ぶぶ領領域域  
       てて  つつ  がが  くく 
                   子子どどもものの興興味味・・関関心心かからら出出発発すするる学学びびととししてて進進めめるる 
       ププロロジジェェククトト型型活活動動 
                                  （（ププロロジジェェククトト型型活活動動はは，，個個別別とと協協働働のの別別をを設設けけなないい）） 
 

「プロジェクト型活動」は「自分（たち）が実現したいゴールを目指して，自分（たち）が活動を計

画・実施し，それを自分（たち）でふり返り，次の自分（たち）の活動の見通しをもっていく」（教育実

際指導研究会発表要項，2020）という活動概念で，学ぶ主体が子どもであることが強調されている。 

 「てつがく」と「プロジェクト型活動」の学びに共通することは子どもの興味・関心をもとに探究する活

動である。しかし両者の接合の困難さは第一年次(令和元年度)自己評価書にも書かれていた。今年度の前半に

はその困難さが原因となって「てつがく創造活動」の時間に「てつがく」がほとんど行われないような事態に

さえも陥った。そこでそれまでに運営指導委員から受けた指導内容を整理してみた。 

 例えば運営指導委員の森田伸子は「『てつがく創造活動』を，事後の問いと対話までをも含む活動とし

てとらえてはどうだろうか。活動後の子どもの「ふり返り」の言葉の中には，活動の後だからこそ生ま

れるてつがくの芽がある。それをキャッチし，『問い』の形に変換することを促し，対話へと活動を開

いていくこと」と提案した。これを受け６月の授業研究会の指導案には「プロジェクトを通して感じている

ことを聴きあい，活動に対する友達の感じ方や自分との違いを知ることは，自身の取り組みをふり返り，

気づいていなかった活動の意味や価値を見出すことになる」と提案がなされその接合が意識されてきた。 

（（３３））  教教育育課課程程のの内内容容ととススキキルルににつついいてて 

 新領域「てつがく創造活動」を中核とした教育課程を評価する視点としては，①内容面から，②コン

ピテンシーやスキルの面から，適切であったのか否かを評価する必要があろう。ただし①内容面からに

ついては，子どもたちの興味・関心に基づいて子どもたちが決めることが前提となっているので，共に

探究する教員の手立てについては［Ⅲ 研究開発の内容１～５：pp.20-29］で実践を通して詳しく述べ

ることにする。次に②コンピテンシーやスキルの面からについては，「てつがく創造活動」における子

どもの姿から捉えるメタ認知スキル・社会情意的スキルなどの面と，各教科で育成するスキルなどの面

［Ⅲ 研究開発の内容６：pp.30-35］と，両面から評価する必要があるだろう。 

①①   内内容容面面かからら 

 「てつがく創造活動」の内容は，子どもたちの

興味・関心に基づいて子どもたちが決定できる

ことにその特徴がある。６年生では右のような

テーマがあがっていた。プロジェクトメソッド

の創始者キルパトリックによればプロジェクト

表表 11--22  ６６年年生生のの活活動動内内容容  

特産物 ビオトープ 東日本大震災 ディベート 映画づく

り Design ゲーム 逃走中 みんなにダンスを届けよう  
１年生と遊ぼうなど ［2021 年 6 月 15 日学習活動案より］ 
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という目的的活動は，構成プロジェクト，鑑賞プロジェクト，問題プロジェクト，学習プロジェクトの

4 種類に大別できるとした。表 1-2 にある「映画づくり」は「ある観念や計画を形にあるものに表わすこ

とを目的とする(鄭谷心,2020)」構成プロジェクトに類型化されることになる。このプロジェクト型活動

では「思い出とは誰の思い出か」のような「てつがく」的な内容も取り上げられている。そのように事

柄の概念を深める問いが生まれることで「映画づくり」の内容がいかにして更新されるのか，更新しう

る探究のあり方，支援のあり方などが求められる。 
②②   ココンンピピテテンンシシーーややススキキルルのの面面かからら 

 メタ認知スキルや社会情意的スキルを育成する教育課程の研究を進めるために次のような共通理解に

基づいて子どもたちの学びの履歴や軌跡を見取るようにした［Ⅲ 研究開発の内容６：pp.31］。メタ認

知スキル（meta-cognitive skills）とは「主体的に探究していく過程において，自分（自分たち）の考え

や行為を立ち止まって省察し，調整する資質・能力」で，社会情意的スキル（social&emotional skills）
とは「自分の思いと向き合い，他者と協働しながら，構想した学びを進めていく力といった，主体的に

探究していく際に働く資質・能力」と定義している。このようなスキルを子どもたちの学ぶ姿から見と

るのである。それぞれの社会情意的スキルは認知スキルとともに相互に作用し互いに影響し合いながら

「てつがく創造活動」の学びを通して育まれる。本研究は教育課程研究なので各教科においてもメタ認

知スキル・社会情意的スキル育成を射程に入れている。各教科・食育部会でも子どもが学ぶ場面を想起

しながら，これらのスキル涵養について議論をしている。各教科・食育で独自に涵養できるスキルと，

各教科・食育・「てつがく創造活動」で共通して涵養できるスキルを明らかにすることで図 1-1 に示し

たカリキュラムのデザインが明らかになるはずである。「てつがく創造活動」を中核とする教育課程の

研究は，子どもが決めた内容を優先し，そこで学

ばれたアウトカムを資質・能力の視点から確定し

ていく実践研究である。各教科・食育の学習では

予め内容・概要は定められているが，教科特性に

あわせた学習方法論とそこから涵養できるメタ認

知・社会情意的スキルを構想することで資質・能

力の涵養を重要視する研究と見なすことができ

る。図 1-2 のイメージを用いて各教科・食育・「て

つがく創造活動」が関連して育てるスキルを明ら

かにすることが課題である。 
 

５５  年年次次研研究究計計画画  

第１年次 

①大学研究者との連携によって，研究計画を確立する。 
②「てつがく」と「創造活動」を有機的に関連させた新領域「てつがく創造活動」を創設し，実践を通し
て，学びのあり方（内容，学び方，評価方法等）について検討する。 

③先行研究や専門家等からメタ認知スキルや社会情意的スキルについて学び，理解を深める。あわせて，
子どもの学ぶ姿から，主体的な学びを支え，育まれていくであろう力について，メタ認知スキルや社会
情意的スキルといった視点から検討する。 

④研究の効果を測定する質問紙調査を作成し，５～６年生児童や保護者に対して調査を行う。 
⑤教育実際指導研究会において研究の方向性を提案する。 

第２年次 

①大学研究者との連携によって，研究の評価を行い，研究の全体計画を見直す。 
②「てつがく創造活動」の実践を通して，学びのあり方（内容，学び方，評価方法等）や教師の関わりに
ついて検討する。あわせて，子どもの学ぶ姿から，主体的な学びを支え，育まれていく力について，メ
タ認知スキルや社会情意的スキルといった視点から検討し，具体的にしていく。 

③各教科等においても主体的に探究する学びという視点から学びのあり方（内容，学び方，評価方法等）
や内容の精選について検討する。あわせて，子どもの学ぶ姿から主体的な学びを支え，育まれていく力
について，メタ認知スキルや社会情意的スキルといった視点から検討する。 

④研究の効果を測定する質問紙調査を作成し５～６年生児童や保護者に対して調査を行い，次年度の修正
の方向を明らかにする。 

⑤教育実際指導研究会において研究の成果を提案する。 

 
第３年次 

 

①大学研究者との連携で研究評価を行い，研究の全体計画を見直す。 
②前年度の課題をもとに「てつがく創造活動」の実践研究を進め，学ぶ内容や，学び方，評価方法等，子ど
もの学びに対する教員の関わりについてまとめる。あわせてメタ認知スキルや社会情意的スキルと主体
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的な学びとの関係についてまとめる。 
③前年度までの研究をもとに，「てつがく創造活動」のカリキュラム案（お茶の水女子大学附属小学校版「
学習指導要領」）を作成する。作成する際には「てつがく創造活動」の学びの特徴に沿う表現の仕方を
十分検討する。 

④主体的に探究する学びという視点から問い直し各教科等の内容，学び方，評価方法等についてさらなる
検討を行う。あわせて主体的な学びを通して育まれるメタ認知スキルや社会情意的スキルと認知スキル
との関連についても検討する。 

⑤研究の効果を測定する質問紙調査を作成し５～６年生児童や保護者に対して調査を行い，次年度の修正
の方向を明らかにする。また「てつがく創造活動」を中核に据えた教育課程を通して，主体的な学びを
支えるメタ認知スキルや社会情意的スキルの相互関連的な育ちについて検討していく。 

⑥教育実際指導研究会において研究の成果を提案する。 

第４年次 

①大学研究者との連携によって，研究の評価を行う。 
②前年度作成した「てつがく創造活動」のカリキュラム案（お茶の水女子大学附属小学校版「学習指導要領
」）の妥当性を，実践を通して検証し不十分な部分については修正を行う。修正する際には「てつがく創
造活動」の学びの特徴に沿う表現の仕方を十分検討する。 

③主体的に探究していく学びを大切にした教科等の学びについて実践研究を進めるとともに，そのような
学びを通して育まれるメタ認知スキルや社会情意的スキルと認知スキルとの関連についてまとめる。 

④研究の効果を測定する質問紙調査を作成し５～６年生児童や保護者に対して調査を行い４（５）年間の
研究のまとめを行う。また「てつがく創造活動」を中核に据えた教育課程を通して，主体的な学びを支
えるメタ認知スキルや社会情意的スキルの相互関連的な育ちについて明らかにしていく。 

⑤「てつがく創造活動」を中核に据えた教育課程をまとめ，教育実際指導研究会において研究の成果発表を
行う。 

  

６６  年年次次評評価価計計画画  

第１年次 

①学習者への事後調査の内容・方法を検討する。具体的には，新教科「てつがく」で行っていた評価方法
を基に，研究の効果を測定する質問紙調査を構想し５～６年生の児童に対して調査を行い，分析する。 

②研究授業の実施による成果と課題の分析を行う。 
③保護者への質問紙調査を行い，子どもの変化について多面的な実態把握を試みる。 
④大学の研究者と連携して研究の進捗に関する評価を行い，２年次からの研究計画を修正する。 

第２年次 

①研究の効果を測定する質問紙調査を構想し５～６年生の児童に対して調査を行い，分析する。 
②研究授業の実施による成果と課題の分析を行う。 
③保護者への質問紙調査を行い，子どもの変化について多面的な実態把握を行う。 
④教育実際指導研究会を開催して，実践者や研究者等の有識者から中間評価を得る。 
⑤大学の研究者と連携して研究の評価を行い，３年次の研究計画を修正する。 

第３年次 

①研究の効果を測定する質問紙調査を構想し５～６年生の児童に対して調査を行い，分析する。 
②研究授業の実施による成果と課題の分析を行う。 
③保護者への質問紙調査を行い，子どもの変化について多面的な実態把握を行う。 
④教育実際指導研究会を開催して，実践者や研究者等の有識者から中間評価を得る。 
⑤大学研究者との連携によって「てつがく創造活動」ならびに教科等の研究に関する評価を行い，それを
もとに研究の全体計画を見直し４年次の研究計画を修正する。  

第４年次 

①研究の効果を測定する質問紙調査を構想し５～６年生の児童に対して調査を行い，分析する。 
②研究授業の実施による成果と課題の分析を行う。 
③保護者への質問紙調査を行い，子どもの変化について多面的な実態把握を行う。 
④教育実際指導研究会を開催して，実践者や研究者等の有識者の評価を得る。 
⑤大学の研究者との連携によって「てつがく創造活動」を中核に据えた教育課程に関する評価を行い，そ
の成果と課題を提案する。 

  

７７  研研究究組組織織  

研究課題に対して全校を挙げて取り組める

ように図1-3のように研究組織を構成した。 
特に「てつがく創造活動」の実践研究を充

実させるため教科・食育等部会とは別に，５

つの課題別部会を設定し研究開発課題に取り

組んできた。「学年会」は週１回設定し学年

運営に関する話し合いとともに「てつがく創

造活動」における子どもの学ぶ姿を共有しな

がら，実践のふり返りを行っている。  図1-3 研究組織図 

第３年次

【教科 ・食育等部会】
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ⅡⅡ  研研究究開開発発のの経経緯緯  

    

月 日 曜 ○研究会議（全体会，教科部会，課題別部会）△職員会議 □研究推進部会   

■授業研究会・講演会 ◎研究開発運営指導委員会 ◇調査研究視察 

３ 02  ○研究全体会 令和 3 年度研究開発実施計画書の読み合わせ 

４ 05 

08 

15 

20 

27 

月

木

木 

火 

火 

□研究推進部会（１回目） 

□研究推進部会（２回目） 

□研究推進部会（３回目） 

○研究全体会（１回目），課題別部会（１回目） 

○研究全体会（２回目），課題別部会（２回目），教科・食育部会（１回目） 

５ 06 

11 

13  

18 

20 

25 

木 

火 

木 

火 

木 

火 

□研究推進部会（４回目） 

△研究推進部会から 

□研究推進部会（5 回目） 

○研究全体会（3 回目），課題別部会（３回目） 

□研究推進部会（６回目） 

〇研究全体会（４回目），教科・食育部会（２回目） 

６ 01 

03 

08 

10 

15 

 

 

22 

24 

29 

 

 

火 

木 

火 

木 

火 

 

 

火

木 

火 

 

 

△研究推進部会より 

□研究推進部会（7 回目） 

△研究推進部会より 

□研究推進部会（8 回目） 

■授業研究 草野健教諭 濱雪乃教諭 廣瀬修也教諭 町田直樹教諭 第６学年てつがく創造活動「ともすの活

動」（高学年部会） 

出席された運営指導委員の先生方：冨士原紀絵先生，武藤世良先生 

〇研究全体会（５回目），教科・食育部会（３回目） 

□研究推進部会（9 回目） 

■授業研究 野萩孝昌教諭 神谷潤教諭 山賀愛教諭 藤枝真奈教諭 第５学年てつがく創造活動「めぶくプロ

ジェクト」（構想部会） 

■授業研究 久下谷明教諭 第４学年てつがく創造活動「プロジェクトのおもしろさって何？」（中学年部会） 

出席された運営指導委員の先生方：小玉重夫先生，村川雅弘先生，鹿毛雅治先生 

冨士原紀絵先生，武藤世良先生 

７ 01 

06 

08 

13 

21 

 

26 

27 

 

 

 

31 

木 

火

木 

火 

水 

 

月 

火 

 

 

 

火 

□研究推進部会（10 回目） 

〇研究全体会（６回目） 

□研究推進部会（11 回目） 

△研究推進部会より 

〇研究全体会（７回目） 

□研究推進部会（12 回目） 

〇研究全体会（８回目），教科・食育部会（４回目） 

〇研究全体会（９回目），課題別部会（５回目） 

■校内講演会（オンライン）上智大学教授 奈須正裕先生  

演題「てつがく創造活動の課題と展望」 

□研究推進部会（13 回目） 

□研究推進部会（14 回目） 

８   各課題別部会による自主的研究 

９ 02 

 

 

06 

09 

14 

16 

21 

28 

30 

木 

 

 

火 

火 

木 

火 

木 

火 

木 

〇研究全体会（10 回目），課題別部会（６回目） 

■校内講演会（オンライン）東京大学准教授 浅井幸子先生 

 演題「新たな評価観の構築 －ドキュメンテーションを通して－」 

〇研究全体会（11 回目），教科・食育部会（5 回目） 

□研究推進部会（15 回目） 

〇研究全体会（12 回目） 

□研究推進部会（16 回目） 

〇研究全体会（13 回目），教科・食育部会（５回目） 

〇研究全体会（14 回目），教科・食育部会（６回目） 

□研究推進部会（17 回目） 

10 

 

 

 

 

05 

07 

12 

19 

 

木 

火 

火 

火 

 

○研究全体会（15 回目） 

□研究推進部会（18 回目） 

○研究全体会（16 回目） 

■授業研究 山賀愛教諭 第５学年「和食料理店を開こう―このまま外国産に頼っていてよいのだろうか―」（社

会部会），参加した共同研究者：岡田了祐先生，コメンテーター：月岡正明先生 
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10 19 

 

21 

26 

28 

火 

 

木 

火 

木 

■授業研究 堀井武彦教諭 第６学年「アートぺアリング（ART PAIRRING）」（図画工作部会） 

参加した共同研究者：刑部育子先生， 

□研究推進部会（19 回目） 

○研究全体会（17 回目），課題別部会（７回目） 

□研究推進部会（20 回目）  

11 02 

04 

09 

 

 

 

 

 

 

11 

16 

 

 

 

25 

30 

火 

木 

火 

 

 

 

 

 

 

木 

火 

 

 

 

木 

火 

○研究全体会（18 回目） 

□研究推進部会（21 回目） 

■文部科学省 実地調査（授業研究会を兼ねる） 

 下田愛佳里教諭 第２学年みがく「のどかプロジェクト」（評価部会） 

来校された文部科学省の先生・職員の方々 

初等中等教育局 教育課程課 教科調査官  浅見哲也先生 ／ 同課企画室企画係 上田明子様 

■授業研究会 

 岡田紘子教諭 第２学年みがく「のどかプロジェクトⅣ」（低学年部会） 

△研究推進部会より 

□研究推進部会（22 回目） 

■校内講演会 慶應義塾大学教授 鹿毛雅治先生 

 演題「子どもの興味・関心に基づく探究活動 をいかにして市民性につなげるか？ 

    －対話的な学びを通して－」 

△研究推進部会より 

□研究推進部会（23 回目），課題別部会（８回目），教科･食育部会（７回目） 

○研究全体会（20 回目） 

12 02 

06 

21 

24 

27 

 

28 

 

木 

月 

火 

金 

月 

 

火 

□研究推進部会（24 回目） 

△研究推進部会より 

△研究推進部会より 

○研究全体会（21 回目）課題別部会（９回目），教科･食育部会（８回目） 

◎運営指導委員会（『てつがく創造活動』構想部会 オンライン開催）出席者：小玉重夫先生，奈須正裕先生 

◎運営指導員会（低学年部会 オンライン開催）出席者：浜口順子先生，（無藤隆先生） 

◎運営指導員会（高学年『てつがく創造活動』部会 オンライン開催）出席者：村川雅弘先生，武藤世良先生 

◎運営指導委員会（中学年『てつがく創造活動』部会 オンライン開催）出席者：鹿毛雅治先生，（岩川直樹先生） 

◎運営指導員会（『てつがく創造活動』評価部会 オンライン開催）出席者：森田伸子先生，冨士原紀絵先生 

１ 11 

13 

18 

 

 

20 

25 

火 

木 

火 

 

 

木 

火 

○研究全体会（22 回目），課題別部会（10 回目），教科･食育部会（９回目） 

□研究推進部会（25 回目），課題別部会（11 回目） 

○研究全体会（23 回目） 

■校内講演会 小島淳広先生 

 演題「『てつがく創造活動』児童アンケートの分析から読み取れる⼦どもたちの変容」（オンライン開催） 

□研究推進部会（26 回目） 

○研究全体会（24 回目），教科･食育部会（10 回目） 

２ 01 

03 

08 

15 

19 

 

 

火 

木 

火 

火 

土 

研究全体会（17 回目），教科部会（8 回目） 

□研究推進部会（27 回目） 

○研究全体会（25 回目），課題別部会（12 回目），教科･食育部会（11 回目） 

○研究全体会（26 回目），課題別部会／教科･食育部会打ち合わせ 

第 84 回教育実際指導研究会（コロナウィルス感染防止のためオンライン開催） 

『てつがく創造活動』構想部会，『てつがく創造活動』評価部会，低学年部会， 

中学年『てつがく創造活動』部会，高学年『てつがく創造活動』部会，以上５部会が発表・協議を行った。  

３ 01 

03 

08 

10 

23 

火

火

火

木 

水 

○研究全体会（27 回目），課題別部会（13 回目），教科･食育部会（12 回目） 

□研究推進部会（28 回目） 

△研究推進部会より 

□研究推進部会（29 回目） 

○研究全体会（28 回目），教科･食育部会（13 回目） 
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ⅢⅢ  研研究究開開発発のの内内容容    

１１  全全体体構構想想  

（（１１））研研究究のの内内容容  

 子どもの興味から出発し，取り組みたいことを意思決定できること，そして試行錯誤しながら活動す

ることを通して探究できることが，てつがく創造活動の学びの前提である。その子どもたちの多様な興

味が他者にひらかれ，互いが興味をもって取り組んだ活動にふれることを通して，子どもたちの多様な

興味が複合する。このような学びを「リゾーム型の学び」と定義し，まとめたのが昨年度の研究である。

この「リゾーム型の学び」は，本校でこれまで研究してきた幼小接続期研究での成果を生かし，就学前

教育からのボトムアップを 6 年生まで行っていくことが肝要である。 
低学年での子どもたちは，計画表を用いて毎日，自分の学びの計画を立てて生活をしている。その中

で，特に，自分のしたいことに没頭し，あそびつくす経験や夢中になって取り組む環境を大切にしてい

る。この経験を学年が上がるにつれて，そこまでの経験や知見を生かした探究にしていくのが，プロジ

ェクト型の学習である。こうした個々の興味から出発した学びとともに，子どもたちが互いの経験や体

験を伝えあうサークル対話「つたえる」を行っている。「つたえる」の中では，相手の話をもっと知りた

いという動機から質問をしたり自らの経験を話したりする。そうした中で，子どもたちは安心や安全を

感じ，何でも話せる環境を作っていけるようになる。そうした「つたえる」を生かして，素朴な問いや

日常の疑問を，対話を通して考え抜くのが「てつがく」である。プロジェクト型の学習とてつがくを，

低学年教育からボトムアップして，高学年までつなげていく構想したのがてつがく創造活動である。 

（（２２））「「ててつつががくく的的思思考考」」をを生生かかしし，，子子どどももたたちちのの興興味味関関心心にに基基づづいいたたててつつががくく創創造造活活動動ををつつくくるる 

てつがく創造活動では，主体的・探究的活動の中で社会性を育む試みでもある。活動そのものやその

ふり返りの中で，異なる他者と互いの考えや方向性の違いなどに折り合いをつけることを通して，市民

性が育成される。そこでの対話にてつがく的思考を生かす試みであり，そのことでより探究的な学びに

なると考えている。その意味では，探究と市民性は両輪の関係であるともいえるのではないだろうか。 

では，てつがく的思考はどのように活動で生かされるのだろうか。それは，子どもたちの活動の

中でも行われるが，学級（や学年）といった公共の場でも行えるようにしていくことが大切である。 

これまでは，計画→準備・実行→ふりかえり→計画→と個人の学びに焦点化してプロジェクト型

の学習を構想してきた。そこに他者がかかわる場，換言すれば，てつがく的思考を生かした批評空

間を位置づけることにした。それをまとめたのが図 3-1 である。重要なのは，活動を「他者にひら

き」，それを「批評しあう」場をつくることである。発表者

にとっては，興味をもって取り組んだ活動・学びを，他者

に向けてどう伝えるかを考えるきっかけになるとともに，

活動を相対化することにもつながる。聴き手にとっては，

他者の興味にふれることで，新たな興味が喚起され，知識

や経験が広がることにもつながる。もちろん，発表者も発

表でのやりとりから，新たな興味や世界の広がりが起こり

得る。同時に，プロジェクトの作り方や知識の深め方，つ

たえ方などを考える場面ともなる。そして，最後に他者の

視点も生かしたふりかえりをすることで，より広い視野を

もったふり返りを行うことができ，他者の視点を意識した活動に少しずつ変容していく。この異な

る他者の存在を意識する，「他者にひらく」「批評しあう」場と「ふりかえる」場を通して，てつが

く的思考が生かされるとともに，興味が複合する場面が生まれ，リゾーム的な学びになるのである。 

（（３３））他他者者ににひひららくく場場ととそそののふふりりかかええりりのの実実際際のの姿姿（（３３年年・・５５年年のの事事例例））  

事事例例①①発発表表のの仕仕方方をを共共通通了了解解ししてていいくく（（一一生生ププロロジジェェククトト））  

クラス替えで新たな仲間とともに始まった３年生とは，次のことを約束として活動がスタートした。 
◯活動のゴールをしっかり決めること，また進めながらゴールは変わって良いこと 
◯ゴールをしたら学級で発表して，よかったところやアドバイスをもらうこと 
◯最後に，自分たちでふりかえりをすること（アドバイスなども入れて考える） 

 C1 児と C2 児は，自分たちのこれまでの生い立ちをまとめる本を作りたいと，一生プロジェクトを始
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め活動していた。３週間後にプレイルーム（学年集会で使う部屋）で発表が行われた。始まると，発表

者が象やゴリラなどの動作をし，それを当てるクイズが 20 分ほど続き本題になかなか入らない。そこ

で，聴き手の数名がプロジェクト名とやっていることが違うこと，時間がかかりすぎること，教室での

活動が気になっていてそれを見るのが楽しみだったことなどの思いを話した。これに同意する子どもも

多く，C1 児と C2 児は自分たちの本に興味をもってもらうためにやったこと，動物のジェスチャーもや

りたかったと理由を話したが，時間がかかりすぎたことも反省していた。この事例では，聴き手の声か

ら発表者が自分たちの発表をふりかえることができたとともに，以下の約束が学級で共通了解された。 
◯みんながプロジェクトに取り組む時間を割いて発表を聴いているので，時間をかけすぎない。

◯プロジェクトでやったことを発表する 

事事例例②②発発表表ややふふりりかかええりりのの中中ででゴゴーールルのの設設定定がが揺揺ららいいででいいくく（（５５年年））  

映画グループは女子 10 名で構成され，自作の脚本で『アランと呪われた本』という映画を制作して

いた。彼女たちは，２年生のときにも映画制作に取り組んでいた。当時はうまく撮影できなかったり仲

違いしたりと，自分たちの納得する作品ができなかった。それがずっと心に残っていたメンバーが集結

し，「作りたい映画を制作し，多くの人に観てもらいたい」という想いがあった。 

 6 月 30 日，約 70 名が来場して発表会を迎えた。ここまで，メンバーが欠けることなくゴールできた

達成感と，予想以上の観客の来場と反響を喜んでいた。映画を見た子どもたちのコメントは，以下のよ

うな内容が大半を占めた。子どもたちは満足のいく映画が完成したことに納得していたが，観客のコメ

ントを受けて，これでゴールしてよいのかと心

が揺さぶられる。C3 児は「発表してビックリし

た。私たちはゴールしたと思っていたけど，『続

きが楽しみ』と言われた。次のプロジェクトが

終わったら，さらに完成度が高いのを作りたい。新しいゴールができた」とふり返った。他のメンバー

も同様の想いをもち，ゴールが更新されていく姿が見られた。その後，再度集まってこれからについて

話し合っていた。中には，「私は映画が終わったからゴールした。続編を作るって話したけど，やっぱり

次のプロジェクトがやりたい」と，すでに次のプロジェクトに取り組んでいる人もいた。そのため，や

りたいメンバーで続編を３学期に取り組むことになった。他者の評価によって，自分たちの活動の意味

や価値を改めて認識することになり，ゴールを問いなおすきっかけともなった。 

映画の発表会とふり返りは，他のプロジェクトにとっても大きな刺激となった。そのうちの一人，オ

リジナルマジックの披露をゴールとしてきた C4 児は次のように受け止めている。 

 

 

やはり，他者に向けてひらくことや他者とふり返ることの意味を実感している。さらに，自身の取り

組みを見直すきっかけになるなど，自分を問いなおすことにもつながっていた。このように，個の興味

から出発した学びを他者に向けてひらくことで，それぞれの立場や認識での問いなおしが起きる。個々

の主体的な学びが大切にされること，換言すれば，多様な活動が保証されることが，意味のあることだ

といえるのではないだろうか。 

（（４４））今今後後にに向向けけてて  

現在もなお，コロナ禍の影響でてつがくやサークル対話は理想とする形で実施ができず，改めてサー

クルになって話すことの大切さとそこでの育ちの大きさを実感している。その中でも，今回はこれまで

のプロジェクト型の学びの「計画→準備・実行→ふりかえり→」という個人に焦点化したフレームに，

「他者にひらく・批評しあう」という他者との対話を加えたフレームを構想し，そこでの子どもたちの

様子を見てきた。３年生の事例では，興味から出発したプロジェクトをどのように他者と共有するか，

またどのようにふりかえるかが見えた。５年生の事例では，プロジェクトの成果を他者にひらくことで，

新たな気づきや広がりが生まれることも見てとれた。このように，個々の興味を大切にしたリゾーム的

な学びの中では，より良いものを作りたいという動機で学びや対話が生まれてくるといえる。 

他者との対話を加えたフレームは，グループ内だけでなく学級や学年全体での対話を生み出し，新た

な学びを生み出す可能性があることが明らかとなった。来年度以降はそこでどのようにてつがく的対話

が生まれ，社会性が育まれるのかを明らかにする必要があり，それがカリキュラム作成の鍵となる。 

発表するのはいいこと。見てくれた人からぼくの考えていないことを教えて

もらえる。友だちの発表を見て，会場のつくり方とか次に生かそうと思う。 

・ストーリーやさつえいの場所，編集の仕方がうまいと思いました。 

・一人ひとりのセリフが役ではなく本心で言っているように感じた。

続きも見たい！ 

・アフレコをしていたので，声が聞きやすかった。みんなのきずなが

伝わってきてとっても良かった。次も頑張って！ 
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クルになって話すことの大切さとそこでの育ちの大きさを実感している。その中でも，今回はこれまで

のプロジェクト型の学びの「計画→準備・実行→ふりかえり→」という個人に焦点化したフレームに，

「他者にひらく・批評しあう」という他者との対話を加えたフレームを構想し，そこでの子どもたちの

様子を見てきた。３年生の事例では，興味から出発したプロジェクトをどのように他者と共有するか，

またどのようにふりかえるかが見えた。５年生の事例では，プロジェクトの成果を他者にひらくことで，

新たな気づきや広がりが生まれることも見てとれた。このように，個々の興味を大切にしたリゾーム的

な学びの中では，より良いものを作りたいという動機で学びや対話が生まれてくるといえる。 

他者との対話を加えたフレームは，グループ内だけでなく学級や学年全体での対話を生み出し，新た

な学びを生み出す可能性があることが明らかとなった。来年度以降はそこでどのようにてつがく的対話

が生まれ，社会性が育まれるのかを明らかにする必要があり，それがカリキュラム作成の鍵となる。 

発表するのはいいこと。見てくれた人からぼくの考えていないことを教えて

もらえる。友だちの発表を見て，会場のつくり方とか次に生かそうと思う。 

・ストーリーやさつえいの場所，編集の仕方がうまいと思いました。 

・一人ひとりのセリフが役ではなく本心で言っているように感じた。

続きも見たい！ 

・アフレコをしていたので，声が聞きやすかった。みんなのきずなが

伝わってきてとっても良かった。次も頑張って！ 
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課題１：実践記録をもとにした対話やメタ的な省察を通して，プロジェクト型の活動における経験や活動の意味を子

どもの側から捉え直すことを試みる。加えて，子どもたちが「プロジェクトの時間に求めていること」は，教師

が求めている子どもの姿とどれくらい重なっているのか，子どもの姿を捉えることを通して，子どもと教師のず

れについても考えていきたい。 

課題２：プロジェクト活動における子どもの姿を「メタ認知スキル・社会情意的スキル」という観点から捉え直す

と，どのように表現できるのかも併せて考察する。 

２２  低低学学年年教教育育  

（（１１））研研究究のの内内容容  

今年度の低学年部会では，幼小接続期後の学びのつながりに着目し，実践記録をもとに教師が対話

することで，低学年教育におけるプロジェクト活動について考えていくこととした。特に「教師の見と

り」の中でも，「子どもの視点でとらえること」に注目し，「子どもがプロジェクト活動で求めている

もの」や「子どもがプロジェクト活動で感じていること」を捉えたいと考えた。 

本部会の今年度の課題は，以下の通りである。 

（（２２））授授業業実実践践かからら   

①「幸せな地獄」− ２年生「編み物プロジェクト」A 児の姿から，課題１について考える − 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

同じ編み⽅を繰り返していくリリアンを飽きることなく編み続ける A 児。繰り返し編む作業は A 児の
⾔葉からもわかるように疲れる作業である。しかし，同時に繰り返し編む中で，⼼地よさも感じている
のではないか。「地獄」という⾔葉から，教師は編むことに対してマイナスのイメージがあるのかと思
い，「嫌な地獄？幸せな地獄？」と聞いた。「幸せな地獄」と答えた A 児にとって，リリアンを編ん
でいる瞬間は，有意義な時間となっている。話している時も，決して⼿を⽌めずに編み続けている A

児は，編むことに夢中になっていると感じた。 

⼦どもたちの姿を改めて振り返ってみると，プロジェクト活動は，⾃⾝がやってみたいことを失敗
や試⾏錯誤を繰り返しながら，より良いものへと追求している時間になっている。ゆったりとした時間
が担保された中でこそ，失敗した後も再度挑戦するきっかけや，より良くしていこうとする気持ちが⽣
まれてくると考える。２年⽣の姿から，⼦ども達にとってプロジェクト活動は「ゆったりとした時間の
中で，没頭する楽しさや，⼼地よさを味わうことができる時間」だと⾔える。 

②「時間をつないで見えてくる子どもの変化」 −１年生の姿から課題２について考える − 

 活動を重ねる度に「活動との関わり⽅」が変化していく 1 年⽣の⼦どもたちの間で，繰り返し課題
として挙がるものの⼀つが，「誰かが勝⼿に決めちゃう問題」である。⼀緒に活動しようとするなかで，
⼦どもたちはどうやって互いの意⾒を調整しているのか，⼀つの場⾯を挙げて考えてみる。 

1 年 11 ⽉，「松ぼっくり（エビフライ）プロジェクト」の起こりは，B 児が『残念な⽣き物図鑑』をもとに話した，「エゾリス
が集めたエビフライは⾷べられない」という発表でした。話を聞いた後の休み時間，外に出ていた C 児が興奮して教室に戻ってき
て，「先⽣！エビフライ，⾒つけたよ！すごいいっぱい！」と⾔います。回りにいた何⼈かと⼀緒に外に出ると，確かに砂場の周
りに⼩さいエビフライのようなものがたくさん落ちています。たくさんというより，「ものすごい数」といった⽅がいいでしょう
か。それは，⼤きなクロマツの雄花が役割を終えて落ちてきたもので，B 児が話したエビフライとは少し違うのですが，たくさん
の雄花が砂場のいたる所に落ちている光景は，⼦どもたちの⼼を揺さぶりました。 

ある⽇のプロジェクトの時間，B 児，C 児，D 児の 3 ⼈が相談にやってきました。始めはうまくいっていたのに，E 児がプロジ
ェクトに参加してきたことで，仕事の進め⽅についてモメてしまうと⾔います。この場⾯を詳しく⾒てみましょう。 
D：E の言っちゃいけないこと，二つあるのね。勝手に決めちゃうのと，みんなに話してないのに自分だけやる。  

【【編編みみ物物ププロロジジェェククトト AA 児児にに対対すするる記記述述】】（（1111 ⽉⽉））「「リリリリアアンン地地獄獄」」  
 A 児は，２本⽬のマフラーをリリアンで編み始めた。２本⽬は，妹のために編んでいた。友だちと机を挟んで，楽しく会話を
しながら，しかし⼿を⽌めずにもくもくと紫⾊のマフラーを編む A 児。教師よりも鍵編みを編むのが上⼿な編み物プロジェク
トの２⼈から，鍵編みの編み⽅を教えてもらう場を作ろうと思い，声をかけた。 
T：今⽇，先⽣（鍵編みを）教わりに来たんだけど。 
A：なんか，〇〇さんに教わって。今，リリアン地獄だから。 
T：リリアン地獄なの？地獄ってことは嫌なの？ 
A：いや，そうじゃなくて。編み過ぎてねー，やりすぎてねー，あのね，疲れるってこと。 
T：そっか。それは嫌な地獄？幸せな地獄？ 
A：幸せな地獄。  T：そんな地獄があるのかあ。 
 編む⼿を⽌めずに会話する A 児。繰り返し１⽬１⽬編むことで，厚紙で作ったリリアンの編み機から少しずつ少しずつマフ
ラーが出てくる。にこにこしながら「リリアン地獄」から抜け出さずに編む A 児の姿が印象的だった。 
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E：それは今ない。それは今やってない。  
D：それは今ないけど，一つ目のことはやってる。  
T：オッケイ。じゃあ，今必要なこと，先生に教えて。  
C：やめて欲しいこと第 1 位は，みんなで決めたのに「それやめた方がいいよ。もうちょっと考えてからやろうぜ」って。  
T：もうちょっと考えてからやろうぜってことはさ…   
C：別にいいことなんだけどさあ…   

※E 児は「だって…」と反論しようとするが，聞いてくれない雰囲気を感じて涙ぐみ，その場を離れようとする。 
T：E，何を考えて欲しかったか，言いなよ。   
D：ちゃんと言ったら，みんな意見考えてくれるから。  
T：そうそう，ここで諦めちゃだめだよ。はい。がんばって。  
E：（涙をこらえて D に体をぶつけながら）あの…C と D だけで決めないで。  
T：がんばった。話して決めよ。ね。（泣きながらうなずく E 児）二人で決められちゃったみたいで嫌だったんだね。  
D：ぼくはみんなの意見，聞いてるよ。   
E：C と D が自由自在にやっちゃうの。  
T：C と D は，自由自在にやられちゃっていやだった気持ち，わかるよね。  
C：うん，わかる。（C が紙に何かを書き始める）   
D：それは前に E がやってたことと一緒だよ。  
この時 C 児が書きだしたカードには，みんなの気持ちを確かめて，みんなで決めることが書かれていました。 

この場⾯では，双⽅が「勝⼿に決められちゃう」と話しているが，実はそれぞれの思いが伝わらな
いままに⾏動して，気持ちがすれ違ったままになっている。実は D 児が話しているように，少し前に
も別のプロジェクトに取り組んでいた E 児が⼀⼈で決めて実⾏してしまったことが問題になったこと
があった。この場⾯では，以前の経験を媒介にすることで共感性が⽣まれ，それがこの先をどうしてい
くかという柔軟性につながっている。するとこの場⾯からは，時間を越えて経験を意味づけること，互
いの声を聴き合うこと，それを次の活動につなげようとすることといった，メタ認知スキルや社会情意
的スキルの萌芽を⾒ることできる。 
（（３３））今今年年度度のの実実践践ををふふりり返返っってて 

１年⽣の実践では，対象への興味から始まったプロジェクトが，ゴールを⽬指したものというより
その時の他者の現れによって変化していくものであることが⾒えてきた。また，⼦どもたちの参加の仕
⽅が変化していくとともに，どのプロジェクトにも関わる共通の課題が浮かんでくることもわかった。
それらを⾔語化して意識すること，みんなで共有する機会を重ねることによって活動の意味を描き直し
ていくことが，メタ認知スキルや社会情意的スキルの萌芽に関わっていたことも⾒えてきた。 

 ２年⽣の実践では，⼦ども⾃⾝がやってみたいことを，失敗や試⾏錯誤を繰り返しながら，より良い
ものへと追求している時間になっていることがわかる。また，「⾃分たちの活動を知ってほしい」「楽
しさを共有したい」という気持ちが，活動の内容をより良くしていくためのきっかけとなっていた。 

低学年２年間のプロジェクト型活動を，⾃分とは違う興味やそれへの近づき⽅を知って様々な体験を重
ねる時間から，似た関⼼をもつ仲間と⽬標を変化させながら協働的に追求していく時間へと，⼤きな枠組
で捉えることは，その時の⼦どもの願いや葛藤を⼦どもの側から捉え直すことにもつながっていく。 

（（４４））今今後後にに向向けけてて 

今年度の接続後期では，「プロジェクト」が⽣活と教室をつなぐ場，教科を架橋する学びの場とし
て機能していくものと考えて実践にあたった。しかし，共同研究者／運営指導委員である浜⼝順⼦先⽣
（本学）より，「⼦どもたちの⽣活とのつながりや教科の学びを活かした事例として捉えようとすると，
それが⾒えにくい」というご指摘をいただき，「プロジェクトの始まり」をふり返った。⼦どもにとっ
てのプロジェクトが，「興味をもとにした探究活動」として経験されるよう，始めは⼦どもたちの⽣活
に近い，共有できる対象を扱いながら，接続後期から２年⽣にかけて活動が協働的・追求的になってい
くに従って，対象の⾃由度が上がっていくようなカリキュラムを意識していく必要がある。また，「プ
ロジェクト」で活動の中での気づきや意味を聴き合う機会をどのように位置づけるかも，運⽤上の課題
と⾔える。⼦どもたちの活動が協働的・追求的になっていく点は，３年⽣へとプロジェクト活動がどの
ように接続されていくのかを考える重要な視点となろう。 
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３３  中中学学年年のの「「ててつつががくく創創造造活活動動」」  

（（１１））中中学学年年のの「「ててつつががくく創創造造活活動動」」  

プロジェクト型活動（以下，プロジェクト）の意味を問

うたり，活動を通して生じた思いを聴きあったりすること

を通して，活動に対する友達の感じ方や自分との違いを知

ることは，取り組みをふり返り，気づいていなかった活動

の意味や価値を見出すことになる。さらには，その過程で

生じた問いを取り上げ，それをテーマにてつがく対話をすることは，活動の意味を問いながら，活動に

対する自分の考えや関わり方を見つめることになり，よりよい活動を構想し，取り組んでいくことにも

繋がるはずである。プロジェクトとてつがくの取り組みが，それぞれ独立したものではなく，必要に応

じて子どもの内面で関係づけられ，“てつがくする”ことをしながら学びを進めていくことは，主体的に

探究する姿につながると考えている。今年度は，プロジェクトとてつがくの関係を考えながら，中学年

の「てつがく創造活動」ならびにそれを中核とする教育課程を考えるため，以下２点を研究課題とした。 
・「てつがく創造活動」におけるてつがくとプロジェクト型活動の関係について考える。 
・子どもの主体的に探究する姿をロングスパンでとらえながら，個々の取り組みの変化やそこで育

まれるメタ認知スキルや社会情意的スキルについて見とっていく。また，主体的な学びに寄り添

う，教師の役割について考える。 
上記研究課題を設定した上で，子どもたちの経験をボトムアップさせながら，一人ひとりの“やって

みたい”，“考えてみたい”という思いをもとに，活動をつくってきた。３年生では，２年生までの学び

をもとに，自分の興味にとことん向き合い没頭できる時間をつくり，その中で，迷ったり困ったりする

ことを一つの経験として捉え，取り組みを見守ってきた。その結果，複数のプロジェクトを掛け持ちす

ることで，日々，取り組むものを変えながら刹那的に取り組む姿や，取り組もうとしてもメンバーが集

まらずに，思うように活動を進められない姿も見られた。しかし，そういったことを経験することで，

時に他者と対話しながら，その状況と向き合い，自分や自分たちの取り組み方を考えていこうとする姿

が見られた。同じようなことを経験してきた４年生では，興味をもとにその活動に没頭しながらも，こ

れまでの経験を活かし，少しずつ，活動のイメージを長くもち，必要に応じて，プロジェクト内で進め

方を調整して取り組む姿が見られるようになった。加えて，取り組みや考えを他者にひらいていくこと

で，そこから刺激を受けたり，友だちのアドバイスを取り入れたり，また，自分たちの活動をふり返り

ながら“てつがくする”ことで，活動の意味や自分の考えを見つめ，より善いものへとしていこうとす

る姿も見られた。以下では，４年生の実践を取り上げ，対話を通して，取り組みや考えを他者にひらき，

他者の言葉をもとに，自分たちのプロジェクトやその取り組み方を変化させていく姿について記述する。 
（（２２））具具体体的的実実践践：：対対話話をを中中心心にに据据ええたたカカリリキキュュララムム  ４４年年生生のの実実践践    

これまでと同様に，４年生でも，「自分たちの生活を自分たちでつくること」を大切にしている。その

ためには他者の存在が必要であり，他者の意見をもとに自己をふり返ったり，協働でしかなしえないこ

とに粘り強く取り組んだりするプロセスを大事にしている。具体的には①計画表（１日の計画とふり返

りの共有），②朝の「伝える」の時間（興味や関心ごと，プロジェクトの進み具合の共有），③週１回の

「対話の時間」（興味や関心ごと，プロジェクトであったこと等を話題とする対話）に取り組んでいる。 
他他者者ににひひららくくここととでで取取りり組組みみ方方をを変変化化ささせせるる子子どどもものの姿姿－－ダダンンシシンンググププロロジジェェククトトにに着着目目ししてて－－  

A 児と B 児は，互いの好きなことをもとにダンシングプロジェクトを発足させ，そのゴールを「見て

いる人を感動させること」とした。二人は元々内向的な性格ではないが，最初，「先生，どこか人に見ら

れないで練習できる場所はありませんか？」と尋ねてきた。その理由は「バカにされたくないから…」

であった。場所の都合上，練習場所が体育館になると，二人は周りの反応が気になるからか，壁の方を

向いて練習し，その後ろ姿はどこか自信がなさそうに思えた。しかし，中間発表を機にその取り組み方

は変わっていく。二人は，「対話の時間」を通し，中間発表の意味を「人からアドバイスをもらって，そ

【図３-２ てつがく創造活動における 

プロジェクト型活動とてつがくの関係】 
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れをいかして，次の発表に向けてがんばるチャンスになる機会。自分が成長する機会」（Ａ児），「自分の

チャンスをつかむため。（アドバイスを聞いて，自分にたいしてふり返り，次に向けてチャンスをつか

む。）」（Ｂ児）と考え，二人で相談し，中間発表で取り組みを伝えることを決意した。そして，１学期末

の中間発表では，２時間の間繰り返し踊り続けた。二人の真剣に踊る様子に心動かされた子が多かった

のだろう。中間発表を終えて教室に戻ると，二人は，「すごかったよ！」「上手だった！」といったこと

が書かれたコメントシートを見せ，「見て見て！こんなにふり返りもらったよ！」と嬉しそうに話した。 
１学期末の「てつがく創造活動」の自己評価では，B 児は，「最初プロジェクトでダンスをみんなの前

でおどるっていうことになると思ったら，すごーく恥ずかしくなって中間発表がちかづいていくうち，

はずかしくなったのですが，それをささえてくれたのは A です。」とふり返っていた。二人はこれまで

の経験から，チームワークや仲間の意見を聴くことの大切さを実感しながら進んできたのだろう。互い

に支え合いながら自身の殻を破り，自分たちの活動の可能性を広げていったようだった。 
その後，その取り組み方は大きく変わっていた。体育館での練習では，見られることを気にせずにス

テージで踊り，さらには休み時間にも，教室の中で話し合いながら振り付けを考え，互いにそれをチェ

ックする姿が見られた。「みんなをダンスで感動させたい」という確固たる思いが二人を動かしているよ

うだった。自然と周りからの二人のダンスをバカにする言動がなくなっていった。きっと真剣に取り組

む二人に感心するとともに，見ている側も成長してきているのだと感じた。子どもたちは，それぞれ違

うプロジェクトを進めているが，真剣に取り組む姿を見て，徐々に，互いを認め合うというか，違いを

受け入れるというか，そういった雰囲気が創られているように感じた。２学期末の中間発表では，前回

よりも自信に満ちた堂々とした態度でダンスを披露する二人の姿があった。衣装を揃え，一人パートま

で考えた。見ていた子どもたちも真剣に二人のダンスに向き合っていた。技術レベルは明らかに向上し

ていたが何かそれ以上に感動するものを教師は感じた。コメントシートにはダンシングプロジェクトの

これまでの成長や努力を認めたり，これからの活動に期待したりするコメントが多く書かれていた。 
（（３３））今今後後のの課課題題とと教教師師のの役役割割ににつついいてて  

運営指導委員の鹿毛雅治先生は，「子どもの興味・関心に基づく探究活動をいかにして市民性につなげ

るか？－対話的な学びを生かして－」というご講演の中で，民主主義に対する習慣が態度に高まるよう

な「場の教育力」を創出する教師の役割が求められていると述べている。つまり子どもたちが興味・関

心をもつコンテンツに対し，子どもたちが相互に興味・関心をもてるのかということ―それが民主主義

への感度になるだろう―が問われていると指摘している。また，興味・関心に基づく探究活動を深い学

びへ誘い導くためには，活動の善さを考え，問い続けていくことが必要であると述べている。今年度の

実践や上記のご助言から，教師の役割の１つに，つなぐことがあるのではないか。プロジェクトを通し

た興味の対象との対話や，活動から生じた問いや出来事についての友だちとの対話を通して個々の探究

的な学びが深まっていく。そして，子どもたちが，活動を進める中で，時に立ち止まり，自分や自分た

ちを見つめ，より善いものにしていこうとする営みが大切であり，そのためには，自分の世界を広げて

いくような他者や自分を見つめていくための他者の存在が必要と言える。このように考えた時，対話や

活動を進める中で，必要に応じて他者とつながる場をつくりながら，子どもたちの主体的な学びに寄り

添い，支えていくような中学年の教師のあり方について，さらに検討していくことが今後の課題である。 
また，２学期に行ったふり返りで，４年生の子は，てつがく創造活動の学びを次にように語っている。 

「プロジェクトは自分が責任をもってここでしかできないことをやること，対話はみんなで意見を言いあって，答

えのないことに，自分の答えをつくること。」「プロジェクトは自分の嫌いなこととか得意なこととかを伸ばして，

対話は人の意見とかを聞いて，次に自分の学びとかに進められる可能性があるから人の意見を聞いて，自分の学び

を深めるためかな。」「…（略）…プロジェクトは好きなことを自分たちで協力しあって進めていくという学びがあ

るんじゃないかなって。」 

このような言葉から，対話を通して自分や自分たちの学びを見つめふり返りながら，他者と関わり協

力して進めていくことの意味やそのよさを，活動を通して実感しているように捉えることができる。「て

つがく創造活動」を通してこのような学びを実感していくことは，結果として，自己を見つめていくメ

タ認知スキルや他者と協働して探究を進める社会情意的スキルを育んでいくことにもなると考えている。 
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４ 高学年の「てつがく創造活動」 

（１）今年度の研究    

①  「「ててつつががくく創創造造活活動動」」ににおおけけるる、、「「ててつつががくく」」のの面面ににつついいてて改改めめてて考考ええるる 

「てつがく」においては，プロジェクト型活動を行う中で引っかかったことや，当たり前だと思って

いたけれど問い直したいことから子ども自らが問いを立て，自らの経験から導き出したことばなどで表

現し対話する。考えを深めるとともに，質問をする，考えを引き出す，場を運ぶといった対話に必要な

事柄ができるように育てていく。特に，次の３点について考えていった。 

 ⅰ「てつがく対話」の発生の仕方について，場を設定し立ち止まって考えさせたらよいのか，子ども

から自然発生的に出た方が深まっていくのか。ⅱ 本質的な問いについて考えられる環境をどのように

整えるか。中でも，活動の事前・事中・事後の「てつがく」がどのように設定でき，進められるか検討

する。ⅲ「てつがく対話」とプロジェクト型活動で構成された「てつがく創造活動」では，どのような

学びが生まれているか。「てつがく対話」とプロジェクト型活動の関係を子どもたちの学びから見てい

きたい。 

②  ププロロジジェェククトト型型活活動動ににおおけけるる教教師師のの関関わわりりににつついいててのの検検討討をを行行うう 

プロジェクト型活動において，どのような教師の関わりが適切と言えるだろうか。リゾーム型の学び

において，教師は常に自らの予測と異なるものに出会い，今ここにいる子どもたちに最適な助言や支援

は何かと考え，選択し，行動している。教師の関わりの具体的な事例の記録を蓄積し，分析することに

よって，教師の関わり方について，教師間で対話を深めたり，教師自らの幅を広げたりできるように試

みる。 

③③  「「主主体体的的なな学学びび」」ににつついいてて改改めめてて考考ええるる  

授業における学習者の主体性（媒介された主体性，他者や文脈と切り離すことのできない複雑な概念

として理解する agency という語における主体概念）は，ⅰ自身の目標や動機に基づく，ⅱ他者に影響

を与える，ⅲ応答性の自覚を伴うという 3 つの行為に含まれる相互に関連する性質として整理され

る。（楠見（2018））特に、ⅲの応答性の自覚とは，自己の行為の結果に対する自己効力感や，活動に

どのくらい貢献できているかという自覚である。応答性の自覚は，自己理解や他者への理解につなが

り，メタ認知スキル・社会情意的スキルとも関わるところである。しかし，高学年の子どもたちは，ま

だ，一人ではそうした応答性の自覚をもつには至らないことがままある。教師は，子どもとともに共同

的な探究者として，場に存在し，子どもを見つめ，一緒に考える中で，子どもたちの行為の結果や活動

への貢献について，発見し，子ども自身に伝え，自覚できるようなきっかけを与えている。 

 

（（２２））実実践践  

5 年生 学年てつがく創造活動 「てつがく」 「なぜ人は失敗するのか」  
10 月の終わりの発表がうまく行かなかった子どもたちが２つの問いを立てた。「なぜ発表が失敗にな

ったのか。」という問いでプロジェクトやその他の場面での具体的な経験を，「なぜ，人は失敗するの

か。」という問いでより抽象的なことがらを考えた。 

まず，「なぜ、発表が失敗したのか」について各々の経験を出し合いながら考えたところ、「チーム全

員で共有をしなかった。」「練習不足、準備不足。」という事前の準備の点に加え、「リハーサルをして、

これで大丈夫と思ってしまった。」「慌てたり緊張したりした。」という心情の面が語られ、「観ている人

（の期待）と発表している人（の想定していること）で考え方のずれがあった。」という発見があっ

た。ひと通り失敗に関するふり返りが出た後，「でも、失敗はいつか必ずするものだから，それをタネ

にしてまたがんばればいいんだよと母が言っていた。」と子どもから発言があった。そこから，「なぜ人

は失敗するのか」についての対話になっていった。 
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失敗の原因とともに，失敗には意義もあること，プロの仕事も失敗の積み重ねの上にあることが語ら

れ，「人間は完全にはできない。（中略）何回も失敗を重ねることで成功する。」という人間観が語られ

た。そうしたことで，発表当初，失敗によって肩を落としていた子どもたちも，「てつがく」対話後の

ふり返りでは，「僕は，練習不足だったり混乱していたり色々なところが曖昧だったからだと思う。失

敗の良い面もあるんだなあと思った。」「人は失敗して学んでいくと思う。それでも成功しないときは慢

心しすぎていると思う。」と自らをふり返りつつ，前向きな姿勢を示していた。 

落ち込んでいる子どもたちに対して，教師が「大丈夫だよ。」「次があるよ。」「何が原因だったかな。」

と励ましたり反省を促したりすることもできるのだが，子ども自身が問いを出し，子ども同士で経験を

出し合いながら対話した。そうすることで，子どもたちは自分自身の個人の失敗だけではなく様々なケ

ースの失敗についてイメージし，失敗には意義もあることや成功の裏側にある努力を知り，自分たち自

身のことばで人間観を新たにした。このことは，メタ認知スキルや社会情意的スキルの観点から見る

と，「てつがく対話」における他者との関わりから，自己と向き合い，情動の制御やレジリエンスを発

揮したと言えるのではないだろうか。 

（（３３））  教教師師のの役役割割とと今今後後にに向向けけてて  

今年度の取り組みとして，「てつがく創造活動」における，「てつがく」の面について改めて考えてき

た。ⅰ「てつがく対話」の発生の仕方については，子どもから自然発生的に出た問いから「てつがく対

話」が生まれることを念頭に置きつつ，設定した場面で子どもたちの経験を重ねることを継続していき

たい。ⅱ 本質的な問いについて考えられる環境をどのように整えるかについては，日々のプロジェク

ト型活動において教師が問い直すことや子どもが問いを立てることを意識し，「てつがく」対話の場に

おいて，考えを出し合い，認識を新たにする経験を重ねていきたい。ⅲ「てつがく対話」とプロジェク

ト型活動で構成された「てつがく創造活動」では，どのような学びが生まれているかについては，プロ

ジェクトを通した子どもたちの実体験から出てきた「てつがく的問い」から，共通する経験を出し合

い，考えを深め合った。問いそのものが抽象的であっても，実感を伴い，一人ひとりが自分自身に関係

あることとして，対話を進めた。「てつがく対話」で生まれた新しい認識が次のプロジェクト型活動や

その他の学習活動に生かされる様子が見られた。 

また，教師の関わりについての検討を行った。具体的な場面を出し合い，対話を通して実践を言語化

し共有することを試みた。どのようなかかわりが，子どもたちの主体的な学びにつながるのか考えるこ

とを教師個人内にとどめず，同僚同士の対話を通してふり返った。対話の積み重ねを続け，子どもの学

びに寄り添っていきたい。 

そして，メタ認知スキルや社会情意的スキルの観点から見ると，「てつがく対話」における他者との関

わりから，自己と向き合い，情動の制御やレジリエンスを発揮する様子が見られた。 

今後の課題として，子どもたちがどのように「てつがく創造活動」を捉え自分たちのテーマを選択し

ていくか，そして，教科や一般社会との関わりをどのようにとっていくかを考え，「てつがく創造活

動」を深めていきたい。 
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５５  「「ててつつががくく創創造造活活動動」」のの自自己己評評価価活活動動をを支支ええるる教教師師のの役役割割をを検検討討すするる  

  

「てつがく創造活動」における自己評価活動の充実に向けて，昨年度は以下の３点を中心に研究を進

めてきた。 

・子どもの実態に応じて，自己評価活動をする環境をつくり，実際に自己評価をする。 

・他者の評価を聴くことを通じて，自分自身を評価する活動に取り組む。 

・自己評価をするための評価規準・基準を自分たちでつくる。 

その一方で，昨年度の研究を通して，「子どもたちの自己評価の眼を養う教師の役割とは何か」という

課題が浮き彫りになった。そこで，今年度は，子どもたちの自己評価活動にかかわる教師に視点を置き，

この省察を通して，教師の評価活動と子どもの自己評価活動の関係を問い，子どもの自己評価活動の充

実に迫ることとした。 

（（１１））子子どどももたたちちのの活活動動やや学学びびをを可可視視化化すするる自自己己評評価価活活動動のの実実践践  

 ドキュメンテーションの手法を参考に，子どもたちの学びのプロセスを可視化し，意味を探究し，こ

れからの学びに生かす自己評価活動の実践を試みた。２年生では，子どもが自分自身で活動の記録を撮

影し，振り返りを書いたものを掲示して，自分自身の学びを可視化する活動に取り組んだ。 

教師は当初，２年生の段階では，教師がある程度書く内容を提示することが必要であると考え，１学

期は，振り返りの量や日々の活動の計画を立てることも教師側から提示した。また，写真撮影も教師が

行い，それを用いて記録を掲示していた。しかし，活動の充実のために行なっていた細かな計画や，量

のある振り返りは子どもにとってはあまり意味を得られず，逆に活動を縛ってしまっていたように感じ

た。そこで，２学期は，計画を細かく立てることをやめ，子どもが活動を通して感じたことを最大限生

かせるように意識し，題名をつけて自分自身のエピソードを記述できるようにした。写真も，２学期か

らは自分の iPad で撮影したものを貼り付けるようにした。教師に対して書く振り返りではなく，自分自

身の思いが乗った振り返りにこそ，振り返る意味があると，子どもの姿を通して実感したからである。

よって２学期は，一人ひとりが自分の素直な気持ちを書くことができるように言葉がけを行なってきた。 

下記は，２学期に書かれた，段ボールハウス作りに取り組む子どもの振り返りである。「かべはまだで

きない」「どんどんできるかべ」と書かれており，少しずつかべが出来上がっていく様子が題名からもよ

く伝わってくる。 

１０月１３日 題名「かべはまだできない」 
今日はかベができると思ったけど，たかさがぜんぜんちがうから，かべをたかくしていっしょの
たかさにすることにしました。てんじょうをつくるためにはたいへんなこともしないといけないか
らがんばるぞ 

１０月１４日 題名「どんどんできるかべ」 
今日はいつもどおりかべをつくった。かべはどんどんできるからすぐおわるはずだし，８０センチ
くらいになってきたから最後は１００センチぐらいになればいいな。 

題名をつけることによって，端的に子どもの活動が表現され，13 日よりも 14 日の方が前向きな喜び

が表現されるようになった。また，14 日の振り返りには次への期待も記されており，振り返りにおいて，

子どもたちが自分の思いを文字に起こすことで，子どもの見えにくい思いを教師も知ることができるよ

うになった。 

本実践から，教師が，子どもが自己評価の眼を養うためのよりよい環境づくりを検討すると同時に，

子どもの表す記録を通して，子どもの学びに傾聴し，自身のかかわりについて問い続ける様子が伝わっ

てくる。この姿から，教師が，傾聴とは何かを問い，自分の傾聴の在り様を省察すること，そして，そ

の省察を通して自己評価実践のデザインを見直し，更新し続けることが，子どもの自己評価活動に影響

を及ぼしたと考えている。 

（（２２））ててつつががくく対対話話をを通通じじたた自自己己評評価価活活動動（（４４年年生生のの実実践践））  

「てつがく創造活動」では，自分たちの活動を振り返る過程で，ある事柄や概念について，他者との

認識にズレが生じたり，共通了解する必要がある概念に出会ったりすることがある。そこで湧き上がっ

てきた問いについて“てつがくする”ことで，新たな視点に気づいたり，より深い他者理解やこれまで

の活動の意味付けにつなげたりするように実践を積み重ねてきた。  

 ４年生では，１学期に「夏まつり」と題してプロジェクト活動を伝え合う場を設定し交流した。子ど

図 3-3 掲⽰例 
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もたちの振り返りのうち，消しゴムハンコプロジェクトが発表の際におまけで企画した射的のことを振

り返った A児の記述が，教師の目に留まった。 

楽しんでもらえたとは思う。だが，（中略）主体のスタンプラリーではなく，しゃてきを主体と思っている人がいて，それを楽しいと

思っている人がいた。私てきには，「楽しい」よりも，プロジェクトのことを深く知ってもらった方がいいと思う。 

 その後も注目していると，「秋まつり」と題して取り組んだ２学期のプロジェクト発表の場でも，景品

のことが話題になった。 

D：振り返りとかじゃないんだけど，なんで秋まつりのために，景品とかを作りたいなって思うんだろう？ 
C（複数）：・・・。 
教師：この D くんの問いに答えられる人いる？これまでのことも思い出して。 
C2：わたしも最初，夏まつりの時とかは作ろうとしたんだけど，その時の気持ちとしては，みんなが夏まつりで来るから，それを楽し
んでほしいという，景品を作らないとかじゃなくて，みんなに楽しんでもらえるかなって思った。 
C３：だいたいの人が，作ってもらうとかそういうのじゃなく，文章とかを置いてプロジェクトの人が発表するみたいな感じだったか
ら，そうすると，記憶だけになって，物が残らないから，作ったっていう感じなのかな。 
C５：さっき C２さんが言ってたんだけど，楽しくやってもらうっていう感覚は良かったけど，前あったまんがプロみたいに，景品が楽
しかったみたいになっちゃうから。おまけがすごいよかった，みたいな。（後略） 

教師は，これらの振り返りから，「楽しむ」ということについて，子どもたちの間に認識のズレがあっ

たのだと振り返った。１学期末に振り返りをする際に，子どもたちと振り返りの観点を作成する活動を

行ったが，その際に，子どもから，「来てくれた人に楽しんでもらうことができましたか」という観点が

あがっていた。これまでの「景品」にかかわる議論を通じて，この「来てくれた人に楽しんでもらう」

のとらえがプロジェクト活動で取り組んでいることを通じて楽しんでもらおうとしている子どもと，発

表の場に来てくれた人を景品で楽しませようとする子どもで異なっていたのである。教師はここに，「楽

しむとはどういうことか」という問いとつながる“てつがくする”芽を見出すことができた。 

 ３学期には，これまでの履歴を振り返り，この「楽しむ」ということについて，子どもと“てつがく

する”ことで，プロジェクトの学びを伝え合う場の在り方について議論を重ねている。 

子どもたちの振り返りの中に，“てつがく”の芽を見出すためには，子どもの学びに耳を傾け，子ども

たちの間に起こっている認識のズレや共通了解を必要とする概念を見出す教師の見とりが重要となる。

今後は，“てつがくする”ことを通じて，子どもたちが自分たちの活動をどのように振り返り，その後の

活動がどのように変化していくのか，丁寧に検証していく必要がある。 

（（３３））実実践践をを通通じじてて見見ええててききたた，，子子どどもものの自自己己評評価価活活動動をを支支ええるる教教師師のの役役割割  

 上記の実践から，子どもの自己評価の眼を養う教師の役割として今年度見出した点は以下の２点であ

る。 

・子どもの学びに傾聴すること。「傾聴の教育学」を提唱するリナルディによれば，傾聴とは，「あるも

のと他のものとの繋がり，個を繋げている構造に向かって開かれた感受性」であり，「われわれの知，わ

れわれの存在が，宇宙の一つに結んでいるもっとずっと大きな知の小さな一部であるという確信に自ら

を委ねること」であると述べる。つまり，教師が子どもの学びに傾聴するということは，自らの身体を

場に委ね，子どもや子どもを取り巻く関係をより深く理解しようとする行為であるといえるのではない

だろうか。教師の教育観や願いは持ちながらも，一度保留し，傾聴することによって，教師は自己のか

かわりを問い直したり，子どもの学びをより深い理解のもとに意味づけたりすることができるのではな

いだろうか。これは，可視化の実践のみならず，てつがく対話の実践においても同様のことがいえ，子

どもの自己評価活動にかかわる教師の居方として今後さらに検討する必要があると考える。 

・教師の評価活動として，目の前の子どもの自己評価活動の実態をアセスメントし，同時に，子どもが

表したいことや考えてみたいことを探り，それを表出するための場や環境をつくること。両者は相互補

完的であり，順序性があるものではないと考える。 

 

〈引用・参考文献〉 

カルア・リナルディ里見実訳（2019）『レッジョ・エミリアと対話しながら』pp.104-117，ミネルヴァ書房 
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図図 33--66--11  主主体体的的なな学学びびをを支支ええるるススキキルル  

６６  メメタタ認認知知ススキキルル・・社社会会情情意意的的ススキキルルのの育育ちち  

 
子どもの思いや願いに基づいた自由度の高い活動を想定する「てつがく創造活動」において，学習者

の行為主体性が高まることでメタ認知スキルや社会情意的スキルが育まれていくと考えられる（1）。三宮

は「学習における自由度が高まるほど，すなわち，学習の対象や範囲（何をどこまで学習するか），学習

の進め方，時間配分などが学習者に委ねられているほど，学習者の行為主体性は高まる。その結果，自

己調整（self-regulation）による学習が行われるようになる」［2008：19-21］と述べる。本校でも子ど

もの主体的な学びを支える資質・能力について，スキルという視点から検討することにした。 

メタ認知スキル（meta-cognitive skills） 

メタ認知とは，一般的には，認知についての認知，すなわち，自分や自分たちの行う認知活動を意識

化して，一段上からとらえることと言われている[三宮 2008:2]。本校では，主体的に探究していく過程

において，自分（自分たち）の考えや行為を立ち止まって省察し，調整する資質・能力と定義している。 

社会情意的スキル（social & emotional skills）（2） 

社会情意的スキルとは，一般的には，目標の達成や他者との協働，感情のコントロールの際に働く能

力と言われている。本校では，自分の思いと向き合い，他者と協働しながら，構想した学びを進めてい

く力といった，主体的に探究していく際に働く資質・能力と定義している。 

これらのスキル育成のために私たちが“大切にしたい子どもの姿”を想起したのが下の□内である。 

メタ認知スキルや社会情意的スキルは以上のような現象として見えている学びの様相の中に埋め込

まれている。だからそれ自体を取りだして育成することは難しく，子どもの学びの文脈の中で育んでい

くことに意味があると捉える（3）。

しかし「子どもたちの学ぶ姿」

からだけではメタ認知スキル・

社会情意的スキルを還元するこ

とは難しい。日頃の学習指導の

経験からの推測に過ぎないが，

例えば「折り合いをつける」と

いう子どもの姿には「メタ認知

スキル・社会情意的スキル」と

して「誠実性」「自己抑制」「批判的思考」「楽観性」「時間的展望」「レジリエンス」などのスキルが発揮

されていると分析的に捉えることも求められる。今年度はこの研究の手始めとして各教科や「てつがく

創造活動」で育成されるメタ認知スキル・社会情意的スキルを図 3-6-1 のように記述することにした。 

【註】 
(1) OECD が進めるプロジェクト『Education2030』の中間的な概要報告（文部科学省初等中等教育局教育課程課教育課程企画室（20

18）「OECD Education 2030 プロジェクトについて」『初等教育資料 平成 30 年 5 月号（No.967）』pp.96-105）OECD（2015）は，

「バランスのとれた認知的スキルと社会情動的スキルが必要である」と述べ，「社会情動的スキルがそれ自体の将来の発達だけで

なく，認知的スキルの発達も促す」と指摘している。 

(2)social & emotional skills に対応する訳語としては，「社会的及び情意的スキル」や「社会情動的スキル」，「社会情意的スキ

ル」などの言葉があてられる。本校では，自分の意志によって感情を調整しながら学びを進めて欲しいという願いを込めて「社会

情意的スキル」とした。また，育成可能な「スキル」という言葉を使っているのは，協働的で主体的な学びを通して育まれ，それ

が他の学びにも活きていくものと考えているからである。  

(3)メタ認知スキルや社会情意的スキルを「学習指導要領」で示された学力の３つの要素に対応させるならば，「知識・技能」，「思

考力・判断力・表現力」，「学びに向かう力・人間性等」のうち，認知的側面ではない力「学びに向かう力・人間性等」に相当す

る。認知スキルは，「知識・技能」，「思考力・判断力・表現力」にあたる。認知（cognition）とは一般的に，見る,聞く,書く,

読む,話す,記憶する,思い出す,理解する,考えるなど頭を働かせること全般である。 

 

自分（自分たち）の学びを見つめる，自分（自分たち）の学びをえがく 

自分（自分たち）の学びに責任をもつ，折り合いをつける ，粘り強く関わる，没頭する  

違いを感じる，他者の思いに寄り添う，面白がる，自己を見つめる，自己と向き合う，自己を認める 
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図図 33--66--22  国国語語のの学学びびでで育育つつメメタタ認認知知ススキキルル・・社社会会情情意意的的ススキキルル  

⑴⑴  国国語語のの学学びびでで育育つつメメタタ認認知知ススキキルル・・社社会会情情意意的的ススキキルル  

本校国語部では，子どもの「今」をみとり，次の学びを構想する鍵概念として「感度・理解・拡充」

を挙げている。そのルーツは，「他者のことばの使い方に敏感になる」というメタ言語やメタ方法にあ

る。生活の中にある文章や友だちのことばといった「他者のことば」を教材とする本校の教科国語にお

いては，以前から「主体的なことばの学びを支える力」としてのメタ認知スキルに着目していたという

ことになろう。つまり，本校の国語学習では，自他のことばの使い方に自覚的になっていくことに関わ

るメタ認知スキルと，言葉表現や非言語表現に内包されている他者の想いを大事にしようとする社会情

意的スキルを中心に考えていくことになる。現在のところ，教科国語に関わるメタ認知スキルと社会情

意的スキルをこのように整理している。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

⑵⑵  社社会会のの学学びびでで育育つつメメタタ認認知知ススキキルル・・社社会会情情意意的的ススキキルル  

社会部では学習問題を【Ａ】「時事的な社会事象について，他者との差異や葛藤を感じる問題」を扱

う学習問題，【Ｂ】「他者との差異や葛藤を感じる問題」を扱う学習問題，【Ｃ】「他者との差異を認

め広げることが可能な問題」の３種類に整理していた。もともと小西正雄(1992)『提案する社会科』と

その続編書籍に掲載された実践を整理してカテゴリー化したものである。 

昨年度は【Ｃ】タイプ「提案型の学習」で涵養される「メタ認知スキル・社会情意的スキル」を提案

した（『児童教育』31 号）。その内容の１番目は「他者からの批判や疑問に対する応答・自己主張」で

ある。２番目は「そもそも，幸せとは何かということについて他者との差異に着目する」ことである。

３番目は「他者からの指摘がなくても，自分で自分の提案の不十分なところに気づけた」ことである。 

今年度は，【Ａ】タイプ「論争問題学習」で涵養されるそれについて授業実践を通して検討してきた

（『児童教育』32 号）。それらを整理する。「自己主張する」姿からは，異なる意見をもつ友達に対し

て自他の考えの共通点と相違点を理解して自説を主張すること。「折り合いをつける」姿からは，異な

る意見を軽んじず他者の考えに耳を傾けようとする誠実性。「粘り強くかかわる」姿からは，論争問題

学習に対して自分とは異なる考え方にも理由があることを捉え，もしかしたら自分の考えの方に妥当性

がないのではなかろうかと疑って捉える批判的思考力。「自己と向き合う」姿からは，相手の考え方の

なかで参考にできることは何かと考える寛容さと受容性，などである。 

これら【Ａ】タイプと【Ｃ】タイプのメタ認知スキル・社会情意的スキルの共通点や相違点を見出す

ことで，社会の学習全般で育成されるメタ認知スキル・社会情意的スキル，タイプごとに育成しやすい

メタ認知スキル・社会情意的スキルなどを明らかにしていくことが求められよう。この点についての整

理が終わったら表にまとめていきたいと考える。 

 

 

 メ タ 認 知 ス キ ル            社 会 情 意 的 ス キ ル    

個 に よ る  

学 び の 場 面  

 

 

 

 

 

協 働 的 な  

学 び の 場 面  

 

意味や価値を更新する 

自分のものとして使ってみる 

          問いをもつ・問いかける     まねる  

ことばに立ち止まる   考察する・解釈する     一緒に楽しむ  

          ことばの使われ方に気づく    近づく・確かめる 

            意味や価値を共有する     よいものを選ぶ 

自分のことばや 

想いを大事にする   目的や相手を意識して     他者のことばや 

           ことばや表現を選ぶ     想いを大事にする 

関係性の中でのことば 

自分の中でのことば 
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⑶⑶  算算数数のの学学びびでで育育つつメメタタ認認知知ススキキルル・・社社会会情情意意的的ススキキルル  

今年度の実践（第 84 回教育実際指導研究会『発表要項』pp.70-77）において見られた子どもの姿か

ら，全体研究テーマ“学びをあむ”を算数の学びに置き換えて考えてみた。自分の思いを大切にして，

様々なひと・もの・こととかかわりながら，新たなものを創り出したり，自己を更新して算数の本質に

迫っていったりする営みを，仮説として下記の図 3-6-3 を作成した。本研究における個と協働が往還す

る学びの中で，「吟味し，よりよくする／よさや価値を見つめる／問いが新たな問いを生む」ことを柱

に据え，そこから捉えられるメタ認知スキルや社会情意的スキルをまとめた。この図は現時点のもので

あり今後の実践や研究を通して更新・改訂すべく，引き続き議論していく。 
  

 メ タ 認 知 ス キ ル            社 会 情 意 的 ス キ ル     

個 に よ る  

学 び  

 

 

 

 

 

 

 

協 働 的 な  

学 び  

 

図図 33--66--33  「「『『自自分分事事のの算算数数』』ににおおけけるる数数学学的的ココミミュュニニケケーーシショョンン」」をを通通ししてて育育むむメメタタ認認知知ススキキルル，，社社会会情情意意的的ススキキルル   

⑷⑷理理科科のの学学びびでで育育つつメメタタ認認知知ススキキルル・・社社会会情情意意的的ススキキルル  

理科の学習においては，何が単元全体の流れの中の課題とてして相応しいのかを教師が見極め，「協

働的・探究的課題」にふさわしいものを取り上げることが重要である。その課題を探究する過程で「粘

り強く班で観察や実験に取り組む」「グループ（班）で，実験が成功するように協力する」「仮説に合

わないデータの場合も認める」「自分（たち）の考察がクラス全体の結論に貢献するように，責任を持

って公表する」といった，様々な「社会情意的スキル」が育まれていくと考えている。 

理科の授業では「研究課題を話し合う場面」「検証方法を考える場面」「学習後の振り返り」など，

観察・実験以外の時間も重視している。こうした営みの中で「実験記録のまちがいに気づく」「自分（た

ち）の考えが他者とちがうことに気づく」「異なる考察は学級の探究に役立つことに気づく」といった，

さまざまな「メタ認知スキル」が育まれていくと考えている。 

理科の学習において育まれることが期待される「社会情意的スキル」「メタ認知スキル」を，学びの

場面で見た子どもの姿の例を示したのが，図 3-6-4 である。 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

図図 33--66--44  理科の学習において育まれることが期待される「社会情意的スキル」「メタ認知スキル」  

傾聴する 

聴くからだ 

自分たちや自分たちの学び

を見つめる。ふり返る 

（自分たちのいまを知る） 

自分や自分の学びを見つめる 

ふり返る（自分のいまを知る） 

粘り強く 

考える・かかわる 

批判的にみる, 

当たり前・前提を確認する 
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見つめる 

・問いが新たな
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（数学的コミュ

ニケーションを

通して培ってい

く） 

同じ・違い 

がわかる 
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やってみる 

巻き込まれる 

寄り添う 

おもしろがる 

「わかっていること」

「わからないこと」が
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((55))音音楽楽のの学学びびでで育育つつメメタタ認認知知ススキキルル・・社社期期情情意意的的ススキキルル  

 音楽部では，スモールのミュージッキング（2011）の考えに賛同し，実践を続けている。どんな形で

あれ，音楽に関わる姿勢を育むことを第一に考え授業展開や実践をしている。特に子ども一人ひとりが

「音楽すること」を実感し，自らが音楽と向き合いたいと思えるような場の設定や教材の工夫を重ねて

いる。中でも４年生から６年生まで継続して設定している「Music Map」という時間においての子ども

たちの姿からは実にたくさんの学びあいがある子どもの姿から変容や成長を考察しているが，今年度は

第６学年において，一斉活動はほぼ設定せず，ミュージックマップの時間に費やした。そこから見えて

きた子どもたちの音楽に関わる姿勢や変容からの省察だけでなく，音楽をあみ直していく過程こそがメ

タ認知スキルや社会情動的スキルを育めると捉え研究を進めた。自分で活動を創っていく時間をたっぷ

りと設定してきた中で，子どもたちが互いに，自分がやりたい音楽をみつけ，さらに興味を持つことか

ら音楽的にも深まり，ひろがっていったと言えるだろう。まずは自分が音楽することを楽しむ。時に仲

間とともに創りあげる過程を楽しんだり，悩んだりする中で新しい発見をしていく。その発見を次に活

かしていく。このような営みの中で，メタ認知スキルや社会情動的スキルが育まれていることは間違い

ないと感じている。中でも，音楽会に向けたそれぞれのグループの取り組みや本番までの活動の様子，

ひとつの作品を創りあげていく過程から見えてきた学びのスパイラルがある。客観的に自分たちの演奏

をみて，気がついたことやこれから活かせそうなこと。約 3 ヶ月の取り組みの中で，自分たちの音楽を

更新し続けてきた様子が伺える。あるときは自分と向き合い，あるときは他者を意識し，あるときは聴

衆を意識しながら音楽活動を創りあげてきた。まさに，学びの構築過程に音楽ならではの自分をメタ的

に捉えることができているシーンがある。このような学びの履歴を整理し，まとめていきたいと考えて

いる。 

 

((66))  図図画画工工作作のの学学びびでで育育つつメメタタ認認知知ススキキルル・・社社会会情情意意的的ススキキルル  

図画工作部は「アートメタ認知」という仮説概念を研究テーマとしており，「身体性を発揮し，アト 

リエ的な環境や他者（もの・こと・場・人等）に関わり，つくりながら，未知未感の対象をわかってい 

く」（小沼 堀井, 2019）というわかり方と定義している。今年度の研究を通して結論したことは，メタ 

認知スキルと社会情意的スキルが交差した領域に「アートメタ認知」が在り，図画工作の学びの基盤と 

なっているということである。メタ認知スキルとしては，表現及び鑑賞の活動においてイメージする（思 

いえがく）こと，しかも造形活動の特性として瞬時に，あるいは活動のまとまり毎の両方に働くスキルと 

捉えている。一方，社会情意的スキルは小塩真司（2021）が示す「非認知能力」の 15 の心理特性を参照 

し，例えば，材料・用具・場の特徴等に対する「好奇心」，「情動知能」や常に他者の活動が目に入るア

トリエ的環境に誘引される「共感性」，「批判的思考」，「感情調整」，「自己コントロール」等に関連

性が高いことがわかってきた。これらの関係性を図 3-6-5 にまとめ，本部会テーマ「アートメタ認知」が

想定する資質・能力も整理してみた。今後はこの図で示した内容を児童が活動する姿と対照して「アート

メタ認知」を検証し，図画工作の学びで育つメタ認知スキル・社会情意的スキルの探究に努める所存であ

る。 

       図図 33--66--55  図図画画工工作作のの学学びびでで育育つつメメタタ認認知知ススキキルル・・社社会会情情意意的的ススキキルル 
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図図 33--66--66  家家庭庭科科でで育育つつメメタタ認認知知ススキキルル・・社社会会情情意意的的ススキキルル  

 

⑺⑺家家庭庭のの学学びびでで育育つつメメタタ認認知知ススキキルル・・社社会会情情意意的的ススキキルル  

 メ タ 認 知 ス キ ル                      社 会 情 意 的 ス キ ル  

個 に よ る  

学 び の 場 面  

 

協 働 的 な  

学 び の 場 面  

                                         める  

  

          

 

家庭科部における生活の探究は，自分の生活を見つめ直すことから始まるが，それはすなわち，自分

の生活を立ち止まって省察することである。そして家庭科の学習を生活に生かすとは，身につけた技や，

学習を通して気にするようになったことは何かを意識化して行動することである。このように，学びを

生活に生かす家庭科の学習過程そのものにおいて，メタ認知スキルは育まれると考える。  
一方，家庭科の実習は，イメージする完成像を自分たちの手で作っていく活動であり，完成するため

には自ら取り組もうとする意思と粘り強さが求められる。子どもたちの中には，裁縫や調理などの実習

に夢中になる子は少なくない。それは，初めて扱う道具や生の材料に触れ，本気で活動する中に，普段

の学習では味わえない危険や身体性，がんばれば乗り越えられそうな壁，といった遊びの要素が含まれ

ているからではないかと考える。 

個人作業のように思われがちな実習は，実は協力，周囲の手助けや刺激といった学習空間の影響も色

濃く受ける。互いに助け合ったり，友だち同士作品を見せ合いながら真似をしたり，違いを面白がりな

がら工夫をしたりすることで，子ども達の作品や活動は豊かになる。以上のことを図 3-6-6 に示した。 

  

⑻⑻体体育育のの学学びびでで育育つつメメタタ認認知知ススキキルル・・社社会会情情意意的的ススキキルル  

 体育科の学びは，「一生付き合っていく自分の身体を自分の力で育てる」学びであると考える。換言

すると，この学びは，自分の全身での学びであり，自分自身のからだを通じてなされる「自己－他者－

モノとの関係づくり」であるともいえる。からだとともにあるわたしは，からだとの関係の中で世界と

わたしとのつながりを感じとり，わたしを更新し続けている。意識的にも無意識的にも，からだを通し

て得られた「感じ」によって世界を理解したり，自分自身のからだを知ったりする学びを展開している

のである。そのように考えると，このからだを通じた関係づくりの学びにおいて，その関係に目を向け

ること，からだで感じたことをふり返ることが，メタ認知的に自分自身のからだやわたしを知ることに

つながると考える。 

 また，私たち人間は，運動・スポーツ・健康に関する学びを通じて様々な経験をする。新たな運動・

スポーツに出会い，様々な挑戦課題を生み出し取り組む。実際にやってみることを通して，運動・スポ

ーツのおもしろさにふれ，その世界に夢中になって取り組む。ゲームを通じて，他者と協働して学ぶ。

自分のなりたい姿に向かって，繰り返し練習に取り組む。健康な生活に向けた知識を学び，自分の生活

習慣を見直す。運動習慣・健康な生活習慣を継続して実践し続ける，など，体育科の学びでは様々な社

会情意的スキルを発揮する場面がある。 

 体育科において，上記のようなスキルは，活動を通して自然と発揮されている可能性があるが，自分

のからだや生活に目を向ける機会やきっかけによってより意識的に発揮することができると考える。体

育科の学びとして，実際にやってみること，活動をからだに着目するための様々な方法によってふり返

ること，関係づくりとしての環境デザインを構築することなどが求められる。 

 

学 習 を 生 活 に 生 か す

こ と が で き る  
没頭できる・楽しめる 

友 だ ち と の 違 い を 取 り 入 れ ， よ り

よ さ を 探 究 す る こ と が で き る  

粘り強くかかわり最後まで

取り組むことができる 
自分や自分の生活を見つめ

課題を見出すことができる 

み ん な の た め に 今 ， 自 分 が

で き る こ と を 考 え て ， 実 行

で き る  
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図図 33--66--88  食食育育のの学学びびでで育育つつメメタタ認認知知ススキキルル・・社社会会情情意意的的ススキキルル  

⑼⑼外外国国語語のの学学びびでで育育つつメメタタ認認知知ススキキルル・・社社会会情情意意的的ススキキルル  

外国語の学びにおける主体性は，子ども自身が外国語や世界についてもっと知りたい，分かるよ

うになりたいと願うところから生まれると考える。子どもたちは外国語や外国の人々との出会い等を

通して感じたこと，考えたことをもとに自身のことばや文化，考え方を見つめ直し，そこで生まれる新

たな視点で学びを重ねていく。その際には，自ら学んだことを活かして活動をつくったり，友達や様々

な他者と協働したりする中で新たな発見をし続ける。その中では自身の考えやそれまで当たり前と思っ

ていたことが揺らいだり崩れたりすることもあるだろう。そうした経験も，「あみ直」しによって自己

の更新，問いの更新となり，さらなる探究へと学びが発展していくと考えられる。 

外国語の学びにおいて育成され

るメタ認知スキル・社会情意的スキ

ルについては以下の表に示した。本

部会で目指そうとしている子どもの

姿の根底には，自分と異なる他者や

言語，文化に対する〈寛容・共感〉

性といった社会情意的スキルがある

と考える。これは，国際理解教育で

目指される３つの態度目標のうちの

一つ（関心・意欲）とも重なる。教

師は，子どもに何と出会わせ，何を

考えさせるかということを常に大

切に考え，活動をつくる必要があ

るだろう。 

  

⑽⑽食食育育のの学学びびでで育育つつメメタタ認認知知ススキキルル・・社社会会情情意意的的ススキキルル  

食の場面におけるメタ認知スキルや社会情意的スキルについて，現在検討段階のものを以下の表に示

した。子どもたちの具体的な姿として，自分の食事を振り返ってよりよい食事を考え続ける姿や，食事

の際に他者に思いやりをもつ姿などがある。食事の際に他者に思いやりをもつ姿とは，例えば食べ物を

分かち合おうとしたり，

同じ空間にいる他者を不

快にさせない食べ方を考

えたりする姿を指す。 

これらの姿は，食に関

する学習や毎日の給食時

間を通して，様々な視点

から食をみつめる経験を

積み，友達や食に携わる

人と繰り返し関わる中で

育っていくものであり，一

時間の食育の学習がこのよ

うな姿に直結するものではない。子どもたちが食への関心を持ち，それを自分ごととしてとらえ，自分

の食事に立ち戻って考える姿が，やがて自分にとってよりよい食事を考え続ける姿や，他者に思いやり

をもつ姿へとつながっていくと考える。引き続き，食への関心を高めるような取り組みを行っていくと

ともに，子どもたちの姿やことばから，２つのスキルについて検討を進めたい。 

図図 33--66--77  外外国国語語のの学学びびににおおけけるる  

メメタタ認認知知ススキキルル・・社社会会情情意意的的ススキキルル  

 

 メタ認知スキル            社会情意的スキル   

個による 

学びの場面 

 

協働的な 

学びの場面 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

自分の食生活の課題をとらえ，原因や

改善策を考えることができる 

他者の話を聴いて自分の食への考えをみつめなおし，必要に応じて更新することができる 

食文化や好みの違いに気づき，尊重できる 

自分の食事と，社会や環境とのつながりを考えることができる 

食べ慣れていないものや苦手なものに

少しずつ向かうことができる 

様々な料理や，食事をする空間を

楽しむことができる 

食の場面で，他者に思いやりをもつことができる 
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ⅣⅣ  研研究究開開発発のの成成果果及及びび分分析析  

  

１１  子子どどももへへのの効効果果    

（１）調査質問紙の作成 

 本研究開発の成果や課題を整理するには，どのようにその効果を検証するかが課題の一つである。 
 研究開発初年度は，運営指導委員である本学の武藤世良先生の協力のもと，４年間の研究を通じて効

果を検証するための調査質問紙を作成し，年度ごとの子どもの達成度を測るだけでなく，経年での調査

結果を分析することとした。調査をする上で，本研究が検証したい成果を想定すべく，「社会の変化と主

体的に向き合う市民の育成」に向けて小学校期で大切にしたい学びについて対話した記録から，調査項

目を作成した質問項目が以下の 10 項目である。 
さらに，新領域「てつがく創造活動」での学びと

メタ認知スキルや社会情意的スキルの育成との関

連を検証するため，追加の質問項目を作成した。新

領域「てつがく創造活動」の学びにおけて発揮され

るメタ認知スキルや社会情意的スキルを，「エンゲ

ージメント」「自律性」「メタ認知的方略」「協調性」

「柔軟性」「尊敬」と想定し，様々な心理尺度の文

献から，質問項目を引用した。 
１年次報告書には，「教育課程の研究開発を実現

するためには１～４年生の調査について検討する必要があることも大きな課題の一つと言える。」との

展望が書かれているが，1～4 年生用アンケートの開発と分析にかける人員や時間，アンケート調査に関

わる子どもの負担などを鑑み，5・6 年生を調査対象とした。本報告書に示す分析結果の元となった質問

紙の実施概要は以下のとおりである。 
【実施時期】2020 年 11 月中旬から下旬  
＊同じ質問紙を毎年１１月に実施。 
【実施対象】５・６年生全児童 213 名 
＊2015 年入学児童は経年変化について分析する。 
【質問紙の概要】「全くあてはまらない（１点）」

「あまりあてはまらない（２点）」「ややあてはまる

（３点）」「とてもあてはまる（４点）」の４件法で

実施した。その他，自由記述の項目を設けた。 
（２）実施の結果と仮説 

① 全体的な傾向 

図 4-1 にあるように，新領域「てつがく創造活

動」における学びの達成度は，全体的に高い傾向に

あることが分かった。ただし，問

9 では 30％，問 10 では，20％が

「全くあてはまらない」「あまり

あてはまらない」と答えている。

なお，各質問項目の妥当性につい

ては，表 4－2，表 4－3 に示した

ように１年次の分析で検証され

ている。 
新領域「てつがく創造活動」に

おける感情的エンゲージメント， 

表4－1「てつがく創造活動」の学びを評価するための質問項目 

１ 自分のやりたい学びが実現できた 
２ 自分から進んで学ぶことができているという実感があった 
３ 何かに興味をもつ経験をたくさんすることができた 
４ やりたいことに没頭する経験をたくさんすることができた 
５ 物事を深く考えることができた 
６ 互いの違いを生かしながら友達と協力して学んでいた 
７ 友達の考えをじっくり聴こうとしていた 
８ 自分の活動の目的がはっきりと設定できていた 
９ 自分の活動について，振り返りを丁寧に行っていた 
10 自分の活動は，とても創造的だと思った 

＊数字は質問紙番号 

表表 44--22  「「興興味味のの実実現現」」とと関関連連がが深深いい項項目目  
＜特に関連の深かった質問項目＞ 
・1: 自分のやりたい学びが実現できた 
・3: 何かに興味をもつ経験をたくさんすることができた 
・4: やりたいことに没頭する経験をたくさんすることができた 
＜関連があった質問項目＞ 
・x8: 自分の活動の目的がはっきりと設定できていた 
・x10: 自分の活動は，とても創造的だと思った 

表表 44--33  「「探探究究」」とと関関連連がが深深いい項項目目  
＜特に関連の深かった質問項目＞ 
・5: 物事を深く考えることができた 
・7: 友達の考えをじっくり聴こうとしていた 
・9: 自分の活動について，振り返りを丁寧に行っていた 
＜関連があった質問項目＞ 
・2: 自分から進んで学ぶことができているという実感があった 

図４－１ 新領域「てつがく創造活動」に関する質問項目への回答 n=213 
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行動的エンゲージメントにつ

いても達成度が高いことから，

本校が意図する新領域「てつが

く創造活動」の学びで大切にし

ていることがらについて，子ど

もたちの達成度も高いことが

分かった。 
決まったテーマを設けず，自

由度の高い環境設定で各自の

興味に接近していくという「て

つがく創造活動」の特徴は，自

分にとっての深い関わりや達

成感を感じさせる経験になっ

ていると考えられる。ただし，

感情的エンゲージメント，行動

的エンゲージメントともに，「全

くあてはまらない」「あまりあてはまらない」の

回答がおよそ 7.5~19.3%程度いることには注意

が必要である。 
② 同一時点での学年差について                  

 5 年生と 6 年生の各項目の回答を比較すると，

「てつがく創造活動」「興味の追求」「探究」「感情

的エンゲージメント」「行動的エンゲージメント」

のそれぞれで，6年生の方が高い値を示している。 
ただし，これが発達段階の差による変化である

可能性もあること，各目指定に当たる 2020 年度

は，「てつがく創造活動」の実践の在り方を模索し

ている段階であり，各学年によって展開の方法が

異なっていたことからも，このデータのみで「5 年

時点より 6 年時点の方が，てつがく創造活動に関

する達成度が増加する」と考察することは難しい。             
③ 経年変化における傾向                     

2015 年入学児童について，5 年生時点(2019 年

度調査)でのスコアと 6年生時点(2020年度調査)で
のスコアを比較すると，探究を除くてつがく創造

活動・興味の実現・感情的エンゲージメント・行動

的エンゲージメントで，5 年生から 6 年生にかけ

ての 1 年間で平均値が大きくなっていた。年齢が

上がることで，よりてつがく創造活動における学

びを達成できるようになる可能性がある。 
 また，柔軟性・特性尊敬で，5 年生から 6 年生にかけての 1 年間で平均値が大きくなっていた。2019
年度から 2020 年度にかけての教育効果があった可能性がある。ただし，これが 1 年間の教育によって

学びを達成できるようになったのか，それとも単に 5 年生から 6 年生に成長したことによる（発達や成

熟による）影響かの判別は，調査のみからは判別できない点に注意が必要である。 

図 4－2 新領域「てつがく創造活動」に関する質問項目への回答 n=213 

図 4－3 新領域「てつがく創造活動」に関する質問項目への回答 n=213 

     図 4－4 学年別平均値の比較 

図 4－5 学年別平均値の比較 
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④ 各観点の関連から 

 次に，今回見出された調査の観点が互いにどのよう

な影響を及ぼし合っているかを見るために，重回帰分

析を実施した結果を図 4－6 として示す。 
 図の右側にある観点を従属変数として，他の観点 
との関連を分析したところ，「てつがく創造活動」に 
おける学びの達成度に対して，感情的エンゲージメン

ト・行動的エンゲージメント・協調性・柔軟性が統計的

に意味のある効果を見せた。つまり，感情的エンゲージ

メント・行動的エンゲージメント・協調性・柔軟性それ

ぞれ，高い子どもほどてつがく創造活動における学び

の達成度が高い傾向にあると考えられる。 
 「感情的エンゲージメント」の達成度に対して，学年・

自律性・協調性・柔軟性・特性尊敬・敬意表示が統計的

に意味のある効果を見せた。ここから，自律性・協調性・

柔軟性・特性尊敬・敬意表示それぞれ，高い子どもほど

感情的エンゲージメントが高い傾向にあると言える。 
「行動的エンゲージメント」の達成度に対しては同

様に，自律性・協調性・柔軟性・敬意表示それぞれ，高

い子どもほど行動的エンゲージメントが高い傾向にあ

ることがわかる。 
⑤ 各観点の関連の変化から 

次に「興味の実現」を従属変数とすると，感情的エン

ゲージメント・行動的エンゲージメント・協調性・柔軟

性が統計的に意味のある効果を見せた。つまり，感情的

エンゲージメント・行動的エンゲージメント・協調性・

柔軟性それぞれ，高い子どもほど興味の実現の達成度

が高い傾向にある。 
さらに，「興味の実現」についての経年変化に着目し

てみると，5 年生においては，感情的エンゲージメント・

行動的エンゲージメントそれぞれ，高い子どもほど興味

の実現の達成度が高い傾向にある。対して 6 年生におい

ては，感情的エンゲージメント・行動的エンゲージメン

ト・協調性・柔軟性それぞれ，高い子どもほど興味の実

現の達成度が高い傾向にある。また，男児の方が，興味

の実現の達成度が高い傾向にある。 
つまり，経験をつんだ 6 年生時点では，子どもたちの

中で協調性や柔軟性をもって活動に取り組むことが重要

だと意識されていることが示唆される。 
 ただし，今回のような 1 時点で回答したデータを用い

た重回帰分析からは，「2 年間てつがく創造活動に取り組

むと協調性や柔軟性が高まる」といった因果関係につい

てはっきり考察することができないため，「関連がある」

という表現に止める。 
  図４－6 重回帰分析の結果 
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（３）仮説と本調査の課題 

今回の分析結果から，図 4-1 にあるように，新領域「てつがく創造活動」における学びの達成度は，

全体的に高い傾向にあることが分かった。感情的エンゲージメント・行動的エンゲージメントについて

も達成度が高かったことから，決まったテーマを設けず，自由度の高い環境設定で各自の興味に接近し

ていくという「てつがく創造活動」の特徴は，自分にとっての深い関わりや達成感を感じさせる経験に

なっていると考えられる。 
また，感情的エンゲージメント，行動的的エンゲージメントと各項目との関連から，てつがく創造活

動に自分事として取り組んでいた子どもは，メタ認知スキルや社会情意的スキルに関わる各項目（自律

性・協調性・柔軟性・特性尊敬・敬意表示）が高い傾向があることが示唆される。だだし，この点につ

いては因果関係がはっきりしないため，結論づけることはできない点に注意が必要である。 
問 9「自分の活動についてふり返りを丁寧に行っていた」では 30％，問 10「自分の活動はとても創造

的だった」では，20％が「全くあてはまらない」「あまりあてはまらない」と答えている。重回帰分析に

よる各観点の関連から，「てつがく創造活動」と「メタ認知的方略」に有意な関連が見られなかったこと

から，ふり返りのタイミングやその方法について工夫が必要だと言えよう。また，“活動”と“てつがく

対話”のバランスが“活動”に偏りがちになった傾向を表しているとも考えられよう。問 10 について

は，本報告書の中でも触れている「プロダクトする経験」「社会的・公共的な活動」といった，“活動”

の内容面に関わる課題に対応したものと捉えることもできる。 
2020 年度調査の分析結果では「てつがく創造活動」で成果を感じている子どもは，５年生よりも６年

生のほうが多いことが明らかになった。また，2019 年度の５年生の調査を同じ児童が 2020 年度に６年

生になった時点を比較した結果からも，「てつがく創造活動」で達成感を感じている子どもが増えている

ことが明らかになった。先に書いたように，これらのことが 5～6 年生の 1 年間の教育効果によるもの

か発達や成熟による影響なのかについては本調査からは判別できない。来年度の『第３年次報告書』に

おいて，同一時点での各下位尺度（観点）における学年別の平均値の差か，２時点での各下位尺度（観

点）における時点別の平均値とその差かいずれかにおいて，５年生よりも６年生の方が「てつがく創造

活動」で達成感を感じている子どもが多い傾向を読み取ることができれば，この点はより明らかになる

と考えられる。 
「てつがく創造活動」における達成感と「興味の実現」については，相互に影響を及ぼしあう観点が

感情的エンゲージメント，行動的エンゲージメント，協調性，柔軟性と似通っている。なかでも柔軟性

に関する質問（項目 45 番～69 番）が多く，その内容も多岐にわたっている。例えば「頭の切り替えが

早い／たくさんのアイディアが浮かぶ／問題の解き方が同時にいくつも浮かぶ／激しい議論をするのが

好きだ…」など様々な事態に対して柔軟性をもって対応できることへの達成感を表している。これは「て

つがく創造活動」の内容が，プロジェクト型活動グループごとに異なる多様性のあるものからも説明で

きそうだが，さらに本校の教科学習においても多様な内容と多様な学習方法を行っていることからも説

明されるべきだと考える。 
次に観点「探究」における達成感に相互の影響を及ぼしあう観点に「敬意表示」が意味あると分析さ

れたことについて述べる。「敬意表示」を測る質問（項目 75 番～78 番）は「周囲の人への丁寧な言葉づ

かい／礼儀正しさ／姿勢を正す／敬意を表す」である。「探究」を高める指導と観点「敬意表示」には，

いかなる相互関連があるのかは，今後子どもたちが学ぶ様子やふり返りの記述などから分析を行う必要

があろう。 
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２２  教教師師へへのの効効果果 

⑴⑴  教教師師へへのの効効果果のの分分析析方方法法  

本校では子どもたちの自己評価活動の充実を図るとことと同様に

教師も授業研究会が終わる度にふり返りを書いて，自分が研究会で

学んだことを蓄積していく。子どもの学びと教師の学びは同形であ

るとの立場である本校が教師自身のふり返りを大切にするのは当然

である。右の図 4-7 が授業研究会の「ふりかえりシート」で，ここ

に記述されたことをⅣ－２「教師への効果」の分析対象として教師

たち学びの傾向を明らかにしていく。教員 28 名中 18 名(64％)から

同シートの提出があった。特に今回の対象にしたのは「一年間に自

分が書いたふり返りを読み返して／自分自身の考えの変容への気づ

きや考えたことなど」の記述である。教師自身が自分や学校研究をどのようにメタ化しているのかを考

察することにしてみた。なお最後に，授業研究会で配布された資料のなかに見られた教師の変容の様子

からも教師への効果を考えてみたい。 

⑵⑵「「授授業業研研究究会会ののふふりり返返りり」」にによよるる全全体体のの傾傾向向のの考考察察  

記述内容を分類すると４つのカテゴリーが浮かび上がった。 

ア：教育研究の前提  

イ：子どもの主体性育成を支援する教師の役割  

ウ：興味・関心を追究する学びを民主主義や市民性につなげる手立て 

エ：発達段階との関連から子ども像を捉え直す 

特に多くあがっていた開発研究課題の中核をなす「てつがく創造活動」の学びと支援を意識した

［イ：子どもの主体性育成を支援する教師の役割］については，⑶で詳述することにしたい。 

はじめに［ア：教育研究の前提］について典型的な記述から，どのように意識されたかのを明らか

にする。Ｈ教諭は以下のようにふり返る。「私たちの研究の前提が『対話』『伝える』『聴く』『聴き

合う(ﾏﾏ)』というキーワードであるとき，コロナ禍での状況はその前提を崩さなくてはならない。で

は，その前提がないとこの研究は進まないのかという点」をどのように捉えるのか懸念しつつ「その根

底に流れている本質はどんな環境での授業でも引き継がれていくと思って一年間授業をしてきたつもり

ではあるが，やはり『この状況だと』という言い訳をしてしまった」との記述がある。「てつがく創造

活動」の研究がどれだけ「対話」や「聴きあう」ことに裏付けられて活動として意識されているのかが

思い起こされる。同時に子どもたちの「聴きあう」学びがなかなか深まらずもどかしい思いに苦しむ様

子も感じられる。続くコロナ禍で葛藤しながら教師がいかに変容し続けようとするのかが問われる。 

次に［ウ：興味・関心を追究する学びを民主主義や市民性につなげる手立て］ついてはどのように

意識されたかのだろうか。I 教諭は「社会貢献の視点に学びつつ，それを教師が示せば『善』を大人が

導いてしまうことになる。子どもたちにととって，善ではあるが好きではないことへの葛藤，悪（善で

はない）だが好きなことへの葛藤を乗り越えて，善であることにたどり着くことに価値があると思う。

そこには，同じ学年の仲間への事前プレゼンを行って評価を得ることがあってもよいだろうし，子ども

自身による深い自己評価の時間があってもよいと思われる」とふり返る。市民性の育成は本開発課題の

目的であるから日常的に教師間で話題にされることが望ましい。この記述からは６年生の事前プレゼン

の意義をある程度は認めつつ子どもによる自己評価の深まりを市民性育成に向かわせたいとの思いが感

じられる。「子どもの主体的で探究的な学び」はある程度短中期的な意識で使われていることに対して

市民性育成は長期的な見通しも必要だと思われるがこのＩ教諭の記述も含めて長期的な見通しに立った

記述は少ない。これは今後検討するべき課題としていきたい。 

続いて［エ：発達段階との関連から子ども像を捉え直す］についてどのように意識されたかのだろ

うか。Ｊ教諭は「目指すべき子ども姿を，発達段階に応じて明らかにすることが必要だということであ

る。学校研究としてこれまでの研究成果や実践記録がたくさんあるからこそ，過去の実践を整理して児

図 4-7 授業研究会のふりかえり 
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童を見とる観点や学年に応じてあるべき姿，目標を明確にする。もちろん目の前の児童ありきではある

が，おおよその指標があると研究協議の内容や１つめに挙げた教師の関わりも変わってくるのでは（今

が悪いわけではないが）と思った」とふり返る。課題別研究は低・中・高学年の発達段階別に分かれて

行われているにもかかわらず，発達段階の差によって子どもの学ぶ姿や学び方の差異についてはあまり

話題になってこなかった。この点は３年次の研究の視点として考えていきたい。 

⑶⑶子子どどもものの主主体体性性育育成成をを支支援援すするる教教師師のの役役割割  

ここでは［イ：子どもの主体性育成を支援する教師の役割］についてどのように意識されたかのを

明らかににする。先にも書いたように，プロジェクト型活動において，教師が子どもたちへどのようにか

かわることが望ましいのか，この点についてのコメントが多かった。 

例えば，プロジェクト型活動の方針に対して子ども同士が話し合っている場面で，子どもたちは自分の主

張を繰り返すばかりで話がかみ合っていかない。そこに教員がアドバイスをしても，子どもにはその助言が

受け取られなかった場面をどのように捉えるのかが授業研究会では話題になった。Ｋ教諭は「子どもたちの

想いをどれだけ見取れているのかを考えさせられた。教師がアセスメントすることの意味やタイミン

グをどのように考えていけばいいのか。どんな場面で教師がでればいいのだろうか」と綴った。そのよ

うな教員の助言に対しては「子どもの必要感・子どもに今必要な支援になっているのかという話に発展

したのが興味深かった。様々な活動に広がるほど，教師が見とれる部分が限られていく。こちらがよ

かれと思って対応しても必要感がないと子どもがスルーする現状も見えた。ただ，どこかのタイミン

グで引っかかる場面があるのではないだろうか。また，子ども同士の話し合いでそれぞれの意見がか

み合わないまま進んで行く状況も明らかになり，低学年から何を丁寧に育てるのか考える機会となっ

た」と述べる教員もいた。そのことにかかわってＬ教諭がふり返ったコメントは興味深い。 

…前略…対話の中身を見てみると，必ずしも建設的なものになっているわけではないと感じた。（委員会や授業研

で見たごく一部の話し合いの場面ではあるが）そこで考えられることとして，自分達の活動や対話を俯瞰して課題

を見出したり，見通しを持ったりする力，すなわちメタ認知スキルの弱さが挙げられるのではないだろうか。俯瞰

する力は，発達段階が上がるにつれて成長するものでもあるだろうが，俯瞰する経験を数多くすること，その「よ

さ」を感得することが必要であると考える。これを子ども達が意識的に行うためには，然るべきタイミング（子ど

も達が困ったタイミング，メタ認知スキルを無意識に発揮したタイミング…）で教師をはじめ，大人がものの見方

や考え方を顕在化してやる（気づくきっかけを与える？）ことが大切なのではないだろうか。この点は，自分でも

意識しながらどうあるべきかを考えて行きたい。 

 プロジェクト型活動では子どもたちのテーマやコンテンツが多様であるばかりでなく，追究方法もグ

ループの数だけ多種多様に存在する。それは共に探究する教師にとっても大部分が未知なる探究になっ

ていることであろう。このことは，子どもたちのプロジェクト型活動のねらいの変化や学びの質的な変

化が起きたとき，教師がその変化を見落としてしまうことにつながる可能性をはらむ。月並みな言葉で

あるが「どれだけよく子どもを観て，よく聴くか」が教師のかかわり方の前提なのである。そのことに

かかわってＭ教諭がふり返ったコメントを示すことにする。 

そもそも全4回の授業研究会で，私はどのくらい子どもの学びを観ることができたのだろうか。自分のふり返りか

らは伝わってこない。鑑識眼というのか，子どもを観る眼を養うにはどうしたらいいのだろうか。自分の中で問いが

たくさん生まれた授業研となった。また再確認できたのは，学び合う関係をつくる手立てが重要であるということだ

。普段から他者の異質な意見を受容できるからだやこの場なら自分の考えを受け止めてくれると感じるからだのよう

な，そういった対話するからだは普段の学級の活動をベースにつくられるのだろう。４－１の授業研究会の際には，

自分の意見を生き生きと話す子どもたちの姿があった。それはたまたまではなく，普段学級内で対話をする習慣があ

ったからだろう。鹿毛先生のお話にもあったが，「場の教育力」を創出する教師としての役割が習慣や態度を形づく

っていくのだろう。子どもを観ること，学び合う場の教育力を創出すること，今後自分が意識的に取り組んでいきた

い2点が明確となった授業研究会だった。 

⑷⑷授授業業研研究究会会でで配配布布さされれたた資資料料ののななかかにに見見らられれたた教教師師のの変変容容のの様様子子  

２年生のある学級では，子ども自身が iPad で活動やその作品の写真を撮り，それを教室で印刷し，

その写真をふり返りの用紙に貼り，題名をつけるようにしてきた。さらに担任教師がその時のエピソー

ドや，その時感じたこと，思ったことを自由に書くように伝えてきた。そのようなふり返りを継続して

きたことで，子どもたちは自分のよかったことだけでなく，嫌だったことや困ったことも少しずつ表現

できるようになっていった。この指導法をめぐっては，記述以外の多様な自己評価活動のあり方を模索

する意味で興味深い実践として評価された。 
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このＮ教諭は 1 学期の自分の指導を以下のようにふり返っている。 

教師にとって自分の指導法を変更することはそれなりに抵抗や葛藤が起きることである。Ｎ教諭

は，子どもたちが休み時間に生き生きと活動する様子を見て，それまでの自分のプロジェクト型活動の

指導のあり方を見直したと述べた。そしてＮ教諭は１学期の自分の指導について，夏休みの校内研究会

の際に同僚たちと共有したことについて以下のように述べている。 

Ｎ教諭は，休み時間に「遊び込んでいる」子どもたちの生き生きと活動する姿から，自分の指導法

をふり返り修正していくことができた。Ｌ教諭が書いていたように「子どもを観る眼を養う」環境はい

わゆる時間割にある教科・領域などの学習時間だけでなく，休み時間にも存在する。 

もう一点，Ｎ教諭のふり返りから教師の学びという点から言及することがある。今まで本校では，

同僚性のある校内研究をめざしてきたが，Ｎ教諭の記述を読むと，思いを受け止め共に考えた同僚の姿

があったことや彼らの存在によって自分が変容していったことを受け止めていることがわかる。それは

とりもなおさず普段の校内研究の時間と空間がそのような場にはなっていなかったという問題を突きつ

ける。子どもたちが自由な雰囲気で学ぶことこそ主体性を育む環境だと考えてきたのだから，我々教師

も同僚と何でも語り合える環境のなかで共に学んでいくことができるようにしていきたい。 

最後に「教師への効果」の評価方法の改善について言及する。はじめに，今回は「授業研究会のふ

りかえり」シートの記述を分析対象にしたが提出率が 64％という事実をどのように評価するのかとい

うこと。次に，対象にしたのは同シートの最下段の一年間をふり返って自分自身の考えの変容への気づ

きの記述に絞ったが，4 回行われた授業研究会の記述も加え GTA 分析などを行ったほうが「教師への効

果」の実態がより詳しく浮かび上がるのではないかということ。最後に，「授業研究会のふりかえり」

シートの活用の仕方を年度当初から教員全体で共通理解しておくことである。 

変えなくてはいけないことはたくさんある。①教師の声がけだ。子どもの面白そう，やってみたいという思い

に理由なんてない。そこに「なんで？」と聞くのは大人の都合だと思った。だから「それで？」「本当にした

いことって？」と聞くのをやめた。その代わり「ぶっちゃけ何が一番したい？」と聞くことにした。私の中で

「本当にしたいことって何？」と「ぶっちゃけ何が一番したい？」（原文ママ）は同じ意味だ。だが子どもに

とってみたら「本当にしたいことって何？（これじゃダメなのかもしれない）」と「ぶっちゃけ何が一番した

い？（一緒に考えてくれそう‼）」ぐらい違うのだと思う。②計画を立てさせることをやめた。子どもたちはや

ってみて，もっとこうしたい，もっとああしてみたいと創作意欲が湧く。そこを計画があるからと（１学期も

計画は変更しても良いことにしていたが，子どもたちは一度書くと変更しづらいようだ）そっちに引っ張られ

ている。その代わり，最初に立てる目標をより具体的なものにし，寄り道をしたとしても最終ゴールは意識で

きるものにする。③子どもたちの声を大切にしようということだ。子どもたちにとって教師の声がけは想像以

上に影響を与える。１学期は制限をかけすぎたために，子どもたちの声を私が誘導したことが一番の後悔であ

る。子どもたちの声を聴くこと，待つことを心がけようと決めた。（2021 年 11 月 9 日 Ｎ教諭作成資料） 

１学期の私は，「ちゃんとさせなきゃ」ということに意識があったように思う。「活動はちゃんと計画しなき

ゃだめ」「振り返りもたくさん書かなきゃだめ」「活動は真剣に取り組まなきゃだめ」『◯◯しなきゃだめ』

ということに縛られていたように思う。でも，その時は２年生なんだからちゃんとさせなきゃということばか

りに気に取られ，活動の見えるところばかりに注目していて，その活動に対する真の部分（子どもたちの発見

や意欲，探究心）に気持ちを寄せることができなかった。そのことに気がついたのは夏休み。もう終えてしま

った活動に後悔と反省ばかりがあり，正直落ち込んでいたし，漠然とした後悔だけがあり，どうしたら良いか

わからなかった。そして，その思いを夏研で包み隠さず先生方に話をした。そこで，私は，子どもに寄り添わ

ない自分の思いばかりがあった活動を先生方に話すのはとても勇気がいったし，本当に話していいものなのか

と，こんな自分のことがとても恥ずかしくも思った。でも，その気持ちを上回るぐらい，本当にどうしたら良

いかわからなかったし，助けて欲しいと思っていた。そこで恥を忍んで，私が良かれと思ってしていたことが

逆に子どもたちを苦しめていたのかもしれないこと，子どもは今思うと楽しそうじゃなかったこと，休み時間

のようなきらきらした時間にしたいと思っていること，だけどやはり２年生として１年生とは違う一歩進んだ

活動にさせることは私が譲れない点であることを包み隠さず話した。その時，先生方はとてもありのままのこ

のひどい現状を受け止めてくれて，とても温かい気持ちになった。私の思いを受け止めてくれて，その上どう

したら良いのか一緒に悩んでくれた。先生方が話を聞いてくださったおかげで，私は，とてもそれを受けて気

持ちが前向きになることができた。（Ｎ教諭の「授業研会のふりかえり」の「一年間に自分が書いたふり返り

を読み返して 自分自身の考えの変容への気づきや考えたことなど」より） 
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３３  保保護護者者かかららのの評評価価 

「てつがく創造活動」の実践研究について保護者がどのように評価したのかを検証するために，本学運

営指導委員である武藤世良先生協力のもと調査質問紙を作成した。保護者アンケートの分析は芦田祐佳先

生（大阪教育大学）に依頼をした。なお「令和 3 年度研究開発所要経費調書」にも記したとおり，令和

2 年度は名目指定となったがアンケートは実施しておいた。今年度は令和 2 年度と初年度である令和元

年度の調査を比べることによって 1 年次と 2 年次の比較も加味して，保護者からの評価を述べていく。 

【実施時期】2020 年/2021 年 ともに 11 月上旬 

４年間の継続研究のため，同じ質問紙を毎年１１月に実施していくこととした。 

【実施対象】５・６年生全児童（2019 年度：209 名／2020 年度：213 名） 

【質問紙概要】「全くあてはまらない（１点）」「あまりあてはまらない（２点）」「ややあてはまる

（３点）」「とてもあてはまる（４点）」の４件法で実施した。その他，自由記述の項目を設けた。 

⑴  調査項目の概要 

⑵  調査結果の概要 

①「てつがく創造活動」に関する保護者のイメージ 

Ⅲの自由記述回答を対象に「てつがく創造活動」のイメージ要素を切り口とするコーディングをお

こなった。得られた 31 種類のコードのうち 2020 年度回答数が 30 以上の項目を，表 4-4 に示す。各コ

ードに当てはまる回答の有無について複数回答形式のデータセットを作成し，各コードの回答数を集計

したものである。 

表表 4-4 「てつがく創造活動」に関する保護者のイメージのコード，回答例，回答数（複数回答）  

コード 今年度の回答例 
2020 年度 

回答数 
(%) 

2019 年度 
回答数 

(%) 
仲 間 と の 関
わり 

他者と⾃然なかたちで関わることができる/チームで/協働すること/友達と
の関わり/他者と協⼒して/みんなで 

67 
(32.5%) 

39 
(20.2%) 

興 味 関 ⼼ の
追究 

⾃分の興味があることに対して深く掘り下げ追求する/知りたいことを⼀年
を通じて学び深めて⾏く/⾃分の興味のあるテーマについて/⾃ら好きな事，
興味のあることに取り組む/⾃らの興味関⼼と向き合う良い時間/⼦供⾃⾝の
興味から始める探求活動 

56 
(27.2%) 

33 
(17.1%) 

⾃ 分 な り の
考 え を 深 め
る 

⾃分の考えを深める/⾃分⾃⾝の考えや思想などを深く掘り下げる活動/⾃分
なりに考えていく/⾃分がどう捉えているか深く考える/⾃分の意⾒を持つ/
⾃分⾃⾝の頭で考えることを鍛え 

56 
(27.2%) 

44 
(22.8%) 

異 他 性 や 多
様性の受容 

相⼿の考えを受け⼊れながら/他⼈を認め/違いはあってもそれが良し悪しで
はないと定義すること/他者の多様な意⾒を受け⼊れる/多様性の受容/⾃分
と他者の相違を感じて考えを深めることができると思う 

49 
(23.8%) 

54 
(28.0%) 

II  今今年年度度ののててつつががくく創創造造活活動動のの時時間間ににつついいてて，，以以下下のの項項目目にに当当ててははままるる数数字字にに１１つつだだけけ○○ををつつけけててくくだだささいい（（11..  
全全くくああててははままららなないい〜〜44..  ととててももああててははままるる：：44 件件法法））。。  
1 お子さんは，自分のやりたい学びが実現できた。 

2 お子さんは，自分から進んで学ぶことができているという実感があった。 

3 お子さんは，何かに興味をもつ経験をたくさんすることができた。 

4 お子さんは，やりたいことに没頭する経験をたくさんすることができた。 

5 お子さんは，物事を深く考えることができた。 

6 お子さんは，互いの違いを生かしながら友達と協力して学んでいた。 

7 お子さんは，友達の考えをじっくり聴こうとしていた。 

8 お子さんは，自分の活動の目的がはっきりと設定できていた。 

9 お子さんは，自分の活動について，振り返りを丁寧に行っていた。 

10 お子さんは，自分の活動は，とても創造的だと思った。 

11 お子さんは，てつがく創造活動について家庭で話す。 

IIII  ⅠⅠ－－１１１１でで「「ややややああててははままるる」」「「ととててももああててははままるる」」ににごご回回答答いいたただだいいたた方方ににううかかががいいまますす。。具具体体的的ににどどののよようう
なな話話ををししてていいまますすかか。。（（自自由由記記述述））  
IIIIII  ああななたたはは，，「「ててつつががくく創創造造活活動動」」ののここととををどどののよよううななももののだだととととららええてていいまますすかか。。「「ててつつががくく創創造造活活動動」」のの目目
的的やや内内容容ななどど，，分分かかっってていいるるここととややイイメメーージジすするるここととをを書書いいててくくだだささいい。。（（自自由由記記述述））  
IIVV  ててつつががくく創創造造活活動動にに取取りり組組んんででききたたここととでで，，おお子子ささんんにに今今ままででととはは異異ななるる姿姿勢勢やや態態度度・・能能力力ななどどがが育育っっててききてていい
るるとと感感じじるるここととははあありりまますすかか。。ああるる場場合合ににはは具具体体的的ににどどののよよううなな変変化化をを感感じじてていいるるかか書書いいててくくだだささいい。。（（自自由由記記述述））  
VV  今今後後のの本本校校のの研研究究へへのの期期待待やや不不安安ななどどががあありりままししたたらら，，おお書書ききくくだだささいい。。（（自自由由記記述述）） 

─ 43─



 - 2 -

仲 間 と の 議
論や対話 

討論することで/意⾒を出し合ったり，話し合いをもつこと/対話を通して/
周りの友達との対話/意⾒を出し合い/⼦供達が対話しながら進めていく活動 

45 
(21.8%) 

51 
(26.4%) 

他 者 の 考 え
を聴く 

他者の意⾒に⽿を傾け/周りの⼈の意⾒をよく聞き/友達の考えを聞く/各⼈
の考えを交換し/皆の考え⽅を聞きながら/友⼈や先⽣からの感想・意⾒をも
らいながら 

43 
(20.9%) 

39 
(20.2%) 

主 体 的 に 学
ぶ 

⼦どもたち主体のもの/⾃主的に/⾃ら学び/主体的に学び/ 
主体的に思慮し/主体的な学びを体感させること 

33 
(16.0%) 

40 
(20.7%) 

⾃ ら 問 い を
⽴てる 

⼦供達⾃らでテーマや内容を決め/⽣徒から課題を出し/問いやテーマを設定
しながら/⾃分なりのテーマに落とし込み/⾃分で課題・⽬標を設定し/問い
⾃⾝を⾃ら創造したり 

30 
(14.6%) 

39 
(17.1%) 

以上から保護者は「てつがく創造活動」のイメージを「仲間との関わり」「興味関心の追究」「自

分なりの考えを深める」「異他性や多様性の受容」「仲間との議論や対話」「他者の考えを聴く」「主

体的に学ぶ」「自ら問いを立てる」時間として捉えていることが分かる。さらに，2019 年度の調査と

2020 年度の調査を比較したところ，以下のことが示唆された。  
まず，2019 年度調査では，①異他性や多様性の受容（28.0%）②仲間との議論や対話（26.4%）③自

分なりの考えを深める（22.8%）の順に回答割合が高かった。それに対して，2020 年度調査では，①

仲間との関わり（32.5%）②自分なりの考えを深める（27.2%）③興味関心の追究（27.2%）の順に回

答割合が高かった。この結果から，2019 年度は「てつがく創造活動」のことを，仲間との対話を通じ

て異他性や多様性を受け入れたり，自分なりの考えを深めたりするものとして捉えられていたと推察さ

れる。それに対して，2020 年度は「てつがく創造活動」のことを，自分が興味関心のあることについ

て考えたり，仲間とともに協力して実践したりするものと捉えられていたことがうかがえる。どちらか

というと 2019 年度に比べて 2020 年度の方が，「てつがく創造活動」のイメージを，自己発揮をうなが

す教育活動をとして捉えた保護者が多かったのではないかと考えられる。  
②「てつがく創造活動」による学習効果（2019 年度と 2020 年度の比較） 

 問Ⅳの自由記述回答について，児童の姿勢や態度・能力を切り口とするコーディングをおこなった。

得られた 11 種類のコードを表 4-5 に示す。各コードに当てはまる回答の有無について複数回答形式の

データセットを作成し，各コードの回答数を集計した。  
 表表 4-5 「てつがく創造活動」による学習効果のコードと回答例，および回答数（複数回答）  

コード 回答例 
2020 年度

回答数 

(%) 

2019 年度

回答数 

(%) 

他者受容 

他者の意見を受け入れたり，柔軟な考えをもてるようになった/自分の意見だ

けでなく，他の人の意見があるということ，そのために他の人の気持ちを考

えたり，自分も我慢しなくてはいけないことがあるということを学ぶことが

できたと思います/自分と違う意見の人が必ずおり，その人の意見も尊重すべ

きだという考えが根底にあるように思う/自分の意見を押し通そうとする事が

多かったが，他人の意見も聴く事が出来るようになり，色々な考え方を受け

入れられるようになったと思う 

77 

(38.1%) 

64 

(36.0%) 

 

 

 

自己表現 

自分の意見を筋道立てて説明できる/様々な言葉を使い，自分の考えを表現す

るようになったと思います/自分が考えている事を伝わる様にする為に，どう

すればよいか考える様になったと感じます/以前は，自分が納得できればそれ

で良いと思っていたのが，他者にも知ってもらいたい，興味を惹くにはどの

ような発表の仕方が効果があり，わかりやすいのか…など意識するようにな

りました/自分の考えをまとめ，意見を持つ，述べる力，周囲と議論する様子

は，この活動の取り組みにより育ってきたのではないかと感じる/自らの探求

する楽しさを人に伝えていこうとする変化を感じています 

 

 

50 

(24.8%) 

 

 

26 

(14.6%) 

 

 

 

考え・自信 

物事を深く考えるようになった/自己肯定感は高くなるのかもしれない/少し

ずつですが，物事に対し，自分なりに意味付けをしながら考え進めている/

「自分の考え」を持つようになった/活動を通して，人と異なる意見でも大丈

夫なのだと自分に自信が出たように感じます/すぐに反論するのではなく，考

えてから物事を言うようになった/どの様な変化が自分に降りかかろうとも，

動じず，現状を受け入れ，自分なりの考えをしっかりと持つようになったと

感じています 

 

 

42 

(20.8%) 

 

 

21 

(11.8%) 

2019 年度の調査と 2020 年度の調査を比較したところ，以下のことが示唆された。まず，2019 年度
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調査では，①他者受容（36.0%）②物事の捉え方（18.0%）③自己表現（14.6%）の順に回答数の割合

が多かった。それに対して 2020 年度調査では，①他者受容（38.1%）②自己表現（24.8%）③考え・

自信（20.8%）の順に回答数の割合が多かった。  
 これらの結果から，2019 年度，2020 年度ともに，子どもたちが「てつがく創造活動」を通じて「他

者受容」できるようになったと感じている保護者が多いことが示唆される。ただし，2019 年度は，多

様な視点から物事を捉えられるようになったと感じている保護者が多かったが，2020 年度はそれより

も自分の意見をもって適切に伝えられるようになったと感じている保護者が多かった。これは問Ⅲの結

果とも整合的である。すなわち，2019 年度に比べて 2020 年度の方が「てつがく創造活動」を通して，

自己発揮できるようになったと感じている保護者が多かったと推察されるからである。 

③教育・研究に関する要望等 

今後の教育・研究に関する期待や不安について，以下のような回答が得られた。（抜粋） 

カテゴリー 回答例（/は回答の区切りを示す） 
⑴教育・研

究の目的・

情報の共有

・明確化 

卒業生の追跡調査についても案内してほしい/研究の短期的な結果だけではなく，数十年経った

調査報告をして頂きたい。長期的な研究の年があっても良いと思う。小学校の時の学びが，成人

したときにどのように役に立ったかなども大事なことだと思う/子どもの口からだけではなく，

保護者向けにももう少し情報をいただけますと，より一層家族での振り返りが充実したものに親

として関われるのでは，と考えることがあります，我が子の性格ならではの悩みです/公開研な

どで販売されている「てつがく」のレポートを読むと，すばらしい取り組みだと分かるのです

が，実際に我が子がどのような発言をし，それに対しどのような返しがあったのか分かりにくい

ため，成長し何か得たものがあるのかが気になります/研究発表を見る機会がないので，よく分

からないことが多い 

⑵個人差や

発達への配

慮 

個々の気持ちの成長のスピードによって，理解のスピードや深さが全く違うのかなと思います。

考える一連の流れの速度についていけているのだろうか，遅れをとった場合，浮いてしまうこと

がないかと不安になります/限られた時間の中で，子どもたちの取り組みも多岐にわたる中，指

導者の個々人へのまなざしが希薄になっていると思います/発言，記述，対話など表現すること

が苦手ではあるが…お風呂の時間や寝る前の布団の中で何度も振り返り考えを深めている子ども

もいる。そのことが表現できるまで時間のかかる場合があることも知ってほしい 

⑶評価・成

果に関する

疑問 

投げかけてはくれるが，責任は取ってくれないのではないかという不安はあります。しかし，長

い目で見ると，大人になるまでに大切な教育をしていただいていると感じています/子供自身が

テーマを決めるが，それについて調べる方法や掘り下げて考える方法を知らず，浅いものになっ

てしまっている気がする/やりっぱなし，と感じる面もある。始めたら，終わりはどこ，と決

め，やりきることや，どこが達成地点だったのか，示すことも必要なのではないかと思う 

⑷基礎学力

・進路・受

験に対する

不安 

優劣（順位）を表向きはつけなく，のびのびと学ばさせていただいておりますが，親としては，

少し自分の子に本人の出来なさ加減を少しは意識してもらいたく，きっと卒業する頃に，痛い目

にあうのだろうと不安だったりします。学校側にも現実（成績）を直視させて欲しいと感じると

ころはあります/お茶小の「てつがく創造活動」のおかげで，娘のメタ認知スキルは向上したと

感じます。それは私自身も驚くほど成長してくれたと思います。一方で，世の中の一般常識につ

ながる漢字や歴史のような暗記系の科目は苦手というか，この差が大きくなってしまったので，

ここは残念に思います。ただ，正しいかどうかまでは私にもわかりません/基礎学力のある子に

とっては極めて貴重な機会であり，総合的な人間力を高められると思います。他方，そのような

基礎学力のない子にとって，きちんと基礎学力を学べる機会がどのようにあるのか気になった 

⑸教師の支

援への要望 

主体的に学習を進めたり，活動を行う機会が多くてありがたいですが，子どもの目的意識が逸れ

る事もあると思うので，適時に先生方からのアドバイスやチェックを行っていただきたいと思い

ます/子供たちの主体的な学びを尊重しつつも，先生方や専門家の方の経験豊かな考えをヒント

として，時折織り交ぜて頂けると良いと思います/生徒の自主性，創造性を育む授業だと把握し

ておりましたが，先生の中には旧態依然のやり方で上から指導し，生徒の意見に耳を貸さないで

一方的にご自分のやりたい方向へ物事を進めようとする方がおられます。 

カテゴリー⑵～⑸については，保護者ならではの要望や不安と見受けられる。それらに対してカテ

ゴリー⑴「教育・研究の目的・情報の共有・明確化」に書かれたことには「研究の短期的な結果だけで

はなく，数十年経った調査報告をして頂きたい。長期的な研究の年があっても良いと思う」という研究

の基本的・長期的な構想を問うものが含まれている。この意見に対する対応は今後，慎重審議を経て考

えるべきことであろう。また「研究発表を見る機会がないので，よく分からないことが多い」という回

答に対しては，すぐに対策を考えるべきである。アンケートを取らせてもらったにもかかわらず，その

結果を回答者にバックしていないのは問題である。本『実施報告書』を学校のサイトから発信するなど

の対応をとり，保護者と共につくる開発研究事業にしていくことが求められている。 
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ⅤⅤ  研研究究実実施施上上のの問問題題点点とと今今後後のの研研究究開開発発のの方方向向性性  

  

１１  本本開開発発研研究究課課題題のの意意義義 
研究開発課題は，「社会の変化と主体的に向き合う市民を育成するため，自ら学びを構想し，主体的に

学ぶ新領域「てつがく創造活動」を中核に据え，メタ認知スキルや社会情意的スキルを育成する教育課

程の研究開発を行う」ことである。本校では“対話を通した協働的で主体的な学び”を重視し，2019 年

度から文部科学省開発研究学校として子どもの興味・関心に基づいた学びを実現する新たな教育研究を

めざして実践してきた。自分たちで答えをつくることが求められる正解のないと言われる現代において，

『小学校学習指導要領』においてはオーバーロードしている教科内容のあり方を見直すと同時に，子ど

もの学習裁量権を拡大する新領域「てつがく創造活動」の実施によって，子どもたちの自主性を涵養す

ることを構想している。 

「てつがく創造活動」の原型である「創造活動」も詰め込み教育の時代(1975 年)に創設された。当時

本校では教育課程に「創造活動」の時間（特別活動，総合的な学習の時間の運用，道徳を弾力的にする

領域）を位置づけた。それは子どもが興味・関心のあることを追究する活動や，仲間と協働しながら進

める体験的・自治的な学習活動から成り立っていた。自分の心の底から湧いてくる自然な思いを大切に

し，子どもたちの“こだわり”を生かした活動こそ，学ぶ主体としての感覚や責任を呼び起こすと考え

られていた。そのような経験を通して，互恵的に学ぶ力や興味にもとづく探究心，豊かな人間性を育も

うとしていた。当時の教育課程審議会は，過密な学習が不登校増加や荒れる授業の原因になっていると

して「ゆとり教育」提唱していたという時代背景があった。 

「社会の変化と主体的に向き合う市民を育成する」という視点から，子どもの興味・関心に基づいた

学びを実現する教育課程の開発について取り組み，未来の市民性育成について志向していきたい。人間

性回復の教育を 21 世紀の文脈から捉え直す意義が本開発研究には存するのである。 

 

２２  「「ててつつががくく創創造造活活動動」」のの概概念念化化ににつついいてて  

 １年次(令和元年度)の報告書には，当時の課題として「てつがく創造活動とは何か」という問いにつ

いて自分たちなりの答えを出していくことが求められると書かれていた。名目指定となった昨年度（令

和２年度）には，「てつがく創造活動」の目標を「自ら学びを構想し，様々なひと・もの・ことと関わり

ながら探究していくことを通して，社会の変化と主体的に向き合い，民主的な社会を支える市民の一員

として，創造的によりよく生きるために，他者と協働しながら主体的に思考し，行動する市民性を育む」

と定めるにいたった。そして今年度（令和３年度）には「てつがく創造活動」は，子どもの興味・関心

にもとづき，個々にまたは協働的に，体験等を通して探究を進めていく「プロジェクト型活動」や，子

どもの興味・関心から問いを立て，自明と思われる価値や事柄について探究を行う「てつがく」から成

り立つと概念化を図るにいたった。 
 プロジェクト型活動は『学習指導要領』の「総合的な学習の時間」の例示「児童の興味・関心に基づ

く課題などを踏まえて設定[161]」することに特化した領域と考えると分かりやすい。「プロジェクト型

活動」と呼んでいる学習活動は，1920 年代に当時主事だった北澤種一がキルパトリックのプロジェクト・

メソッドを導入したことに源がある。現在「プロジェクト学習」は欧米をはじめ日本でも取り組まれて

いる。その多くは各教科に定められた内容の枠内で行われる。運営指導委員の村川雅弘先生によれば，

総合的な学習の場合でも大テーマが予め決められ，その下に子どもたちが細分化されたテーマを選ぶも

しくは，つくって取り組むことを基本形にするとのことである。本校の「プロジェクト型活動」はそれ

ら教科／総合のタイプのどちらにも属さず，子どもが生活や経験から疑問に感じたことや興味・関心を

もったことから，テーマを決めていくスタイルをとる。「プロジェクト」という名称がその差異をわかり

にくくしているようであるが「子どもの興味・関心から始まるプロジェクト型活動」は，『学習指導要領』

にある「総合的な学習の時間」に対する新機軸を打ち出すものと位置づけている。 
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３３  子子どどももがが興興味味・・関関心心にに基基づづいいてて学学ぶぶここととをを市市民民性性育育成成ににつつななげげるる困困難難ささ  

６年生（109 名）の「プロジェクト型活動」では以下のようなテーマ（一部）が挙がっていた。 

これらの活動が始まるに先立ち 5月 7 日には第 1 回 企画プレゼンの会が持たれた。そこには 23 のプ

ロジェクトがエントリーし各プロジェクトが３分間で目的，内容，活動の見通しについて発表しその後

質疑応答を行った。全員がそれぞれのプロジェクトに対して「可（このまま進めていっても良い）」また

は「要検討」，質問や助言を記入したシートを返した。協議会では事前プレゼンの善し悪しが話題になっ

た。「自分のプロジェクト型グループの外側にいる他者」にひらいていくという意味において評価する声

とともに「教師の意向に沿ったものしか残らず違和感がある」という声とが対立した。興味・関心事に

没頭することを市民性につなげるうえでの取り組み方については慎重に考え続ける姿勢をもつことが求

められよう。“学びをあむ”ことの究極のねらいは市民性の育成であることを忘れてはならない。 

運営指導委員の村川雅弘先生は「市民性の育成」を達成するために「社会貢献」の視点の必要性を

述べたが，子どもの側からはそのような発想はなかなか生まれない。いかにして自分の興味・関心事に

没頭することを市民性につなげていけばよいのか。６年生の企画プレゼンは村川先生の提案への 1 つ

の答えかもしれない。運営指導委員の奈須正裕先生は，現在のプロジェクト型活動は子どもの活動が自

分のできる範囲にとどまって満足している状態でそれでは学びは生じず，より広がって外部の文化と出

あわざるを得なくなったその先に市民性があると述べている。文部科学省教科調査官の浅見哲也先生

は，自分の興味あること（好き－嫌い）という横軸に対して，（善－悪）という縦軸を入れて考えるこ

とが必要で，子どもが取り組んでいる興味・関心に基づく活動が善の方向に向く働きかけを教員が行う

ことで市民性を育てるようにと助言する。同様に運営指導委員の鹿毛雅治先生も，民主主義に対する習

慣が態度に高まるような「場の教育力」を創出するナビゲーターとしての教師の役割が求められると述

べる。すなわち子どもたちが興味・関心をもつコンテンツに対して，子どもたちが相互に興味・関心を

もてるのか―それが民主主義への感度になるだろう―が問われていると指摘する。それらに対して運営

指導委員の森田伸子先生は，自分で好きなことを見つけて懸命に取り組む生き方が社会を「善い」もの

にすると信じることがこの「てつがく創造活動」の前提であり，性善説に立つことを投げかる。と同時

に時間をかけて育む教育のあり方の大切さを強調する。同じく運営指導委員の小玉重夫先生も「てつが

く創造活動」の最も古い原型となるキルパトリックのプロジェクト・メソッドの問題解決型学習を例

に，市民性は後からついて育つものと捉えた方がよいと評価する。 

「てつがく創造活動」で子どもたちが自分の興味・関心事に没頭することを，いかにして市民性に

つなげるのか，本研究課題に対して子どもの興味・関心への専心を主体的であると自明視せず，子ども

たちの興味・関心に基づく活動が，学級や学年などの共同体において善（いもの）になるように誘う教

員の役割が確認された。具体的な支援策を考えることが求められる。 

  

４４  「「ててつつががくく創創造造活活動動」」とと教教科科学学習習ととののススキキルル面面ででのの関関連連をを見見据据ええたた教教育育課課程程のの開開発発  

１年次(令和元年度)の報告書には，課題として「従来の教科の枠組みを越えて，教科横断的な学びを

模索する必要も出てくるかもしれない。一方で，各教科の内容を子どもの探究的な学びの過程につなぐ

ことで，子どもの探究的な学びをより充実したものに拡張することもできるかもしれない。…（中略）

…子どもの側から教科の学びをとらえ直す取り組みを実践し，子どもが自ら学びを構想し，主体的に学

ぶことができるような教育課程の開発を目指したい」と記されている。 

この課題について，名目指定となった昨年度（令和２年度）と今年度（令和３年度）の研究の実態を

踏まえてふり返り，今後の方策を考えてみたい。 
確かに具体的なコンテンツを教科横断的に取り上げる必要性も話題になってきてはいたが，それより

特特産産物物  ビビオオトトーーププ  東東日日本本大大震震災災  デディィベベーートト  映映画画づづくくりり  みみんんななににダダンンススをを届届けけよようう    

DDeessiiggnn  ゲゲーームム  逃逃走走中中  11 年年生生ととああそそぼぼうう・・・・・・［［22002211 年年 66 月月 1155 日日  学学習習活活動動案案資資料料よよりり］］ 

─ 47─



- 3 - 
 

もむしろ，子どもの思いや願いに基づいた自由度の高い活動を実践しメタ認知スキルや社会情意的スキ

ルを育むことを通して，「てつがく創造活動」と教科学習との関連を見据えた教育課程の開発をめざす流

れが強まっている。 

本報告書の「Ⅲ－６ メタ認知スキル・社会情意的スキルの育ち」（pp.30-35）には，「てつがく創

造活動」において本校で大切にしている子どもの学ぶ姿や，各教科・食育で育成するメタ認知スキル・

社会情意的スキルが示されている。各教科において育成できるメタ認知スキル・社会情意的スキルの実

践研究は始まったばかりである。来年度の研究の方向性としては，「てつがく創造活動」と各教科・食

育で育成できるメタ認知スキル・社会情意的スキル間の共通点や相違点を見出すことが求められよう。

教育課程全体で育成されるメタ認知スキル・社会情意的スキル，教科や領域ごとごとに育成しやすいメ

タ認知スキル・社会情意的スキルなどを明らかにしていくことが求められるということである。この点，

整理を終えたら，教育課程全体のスキル一覧にまとめるなどの方策を考えていきたい。 

  

５５  子子どどもも自自身身ががメメタタ認認知知すするる自自己己評評価価とと子子どどもものの学学ぶぶ姿姿をを見見つつめめるる教教師師のの評評価価のの関関係係  

  新教科「てつがく」の研究時から学習活動としての自己評価活動の有効性に気づき始め「てつがく創

造活動」や低学年の「みがく」の時間にも，自己評価活動は継承されている。p.42 で紹介したＮ教諭の

事例を再掲する。 

 

 

教員にとって自分の指導法を変更することはそれなりに抵抗や葛藤が起きることである。Ｎ教諭は，

休み時間に「遊び込んでいる」子どもたちの生き生きと活動する姿から，自分の指導法をふり返り修正

していくことができた。 
またＮ教諭は１学期にはふり返りを付箋にいっぱい書くように指示していたが２学期は行数を指定

せず「日付と名前，写真の題名をつけること」，「思ったことをなんでも素直に書いてよい」ということ

のみを伝えるようになった。写真に題名をつけさせたのは子どもたちのダイレクトな気持ちが表れるこ

とを期待したからで，実際に題名をつけることで，ふり返りにはその写真のエピソードが書かれるよう

になり，次の活動への意欲になっていったと，子どもたちの姿を捉えている。 
今年度，評価活動にかかわる講演に浅井幸子先生を講師に招いた。評価部会では，子どもたちの学び

のプロセスを可視化するために，保育の世界で話題になっているレッジョ・エミリアのドキュメンテー

ションを参考にしようとしていたからだ。浅井先生はドキュメンテーションを本来的には「民主主義の

実践の可能性を開くもの」と高く評価する。同時に使い方を間違えると子どもを管理したり統治したり

変えなくてはいけないことはたくさんある。①教師の声がけだ。子どもの面白そう，やってみた

いという思いに理由なんてない。そこに「なんで？」と聞くのは大人の都合だと思った。だから「そ

れで？」「本当にしたいことって？」と聞くのをやめた。その代わり「ぶっちゃけ何が一番したい？」

と聞くことにした。私の中で「本当にしたいことって何？」と「ぶっちゃけ何が一番したい？」（原

文ママ）は同じ意味だ。だが子どもにとってみたら「本当にしたいことって何？（これじゃダメな

のかもしれない）」と「ぶっちゃけ何が一番したい？（一緒に考えてくれそう‼）」ぐらい違うのだと

思う。②計画を立てさせることをやめた。子どもたちはやってみて，もっとこうしたい，もっとあ

あしてみたいと創作意欲が湧く。そこを計画があるからと（１学期も計画は変更しても良いことに

していたが，子どもたちは一度書くと変更しづらいようだ）そっちに引っ張られている。その代わ

り，最初に立てる目標をより具体的なものにし，寄り道をしたとしても最終ゴールは意識できるも

のにする。③子どもたちの声を大切にしようということだ。子どもたちにとって教師の声がけは想

像以上に影響を与える。１学期は制限をかけすぎたために，子どもたちの声を私が誘導したことが

一番の後悔である。子どもたちの声を聴くこと，待つことを心がけようと決めた。 
（2021 年 11 月 9 日 N 教諭作成資料） 
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するテクノロジーになってしまう危険性について言及した。 
N 教諭の「『ぶっちゃけ何が一番したい？（一緒に考えてくれそう‼）』ぐらい違うのだと思う」という

記述は，そうならないようにするための方策とも考えられる。子どもは，教員を一緒に考えてくれる水

平的な関係にある共同探究者として見なしている。N 教諭は，子どもたちが，大人や教員にむける眼差

しから，そのように受け取ったのであろう。 
２学期から始めたこの自己評価活動は，子どものメタ学び（への萌芽）を促し教員との関係性も更新

している。運営指導委員の冨士原紀絵先生はこの取り組みをふり返り，本校では長らく子どもの「記述

による自己評価活動」に取り組んできたが，発達段階や子どもの特性によって記述以外の多様な自己評

価活動のあり方を模索する意味を強調し，自己評価活動を単なる自己教育力の効率化のツールに陥れな

いための哲学が必要だと説く。これらのご指導の助言のなかに来年度取り組むべき方向性の示唆がある

と捉えている。 

運営指導委員の森田伸子先生は「てつがく創造活動」の時間を「自由なことをすることが強要される

矛盾の時間」と評した。この指摘は村川先生の疑問である教科横断型学習と「てつがく創造活動」の関

係はいかなるものなのかということに通じる。つまり子どもが教科の内容を自由に学びたい言った場合

どうするのかということである。教員は「自由なことをやりなさい」と言いながら教科以外の内容から

テーマを選ばせようとしているのではないかという教員たちの思い込みや暗黙の前提があるのではない

かという問題を突きつけている。 

子どもたちが自由を強要されたと感じないようにするヒントは，奈須正裕先生が繰り返して言う幼児

期の「遊び込む」経験を，いかにして小学校において子どもたちが自由に学ぶ活動に受け継いでいくの

かという教育課程や活動の接続のあり方にかかわっているのではなかろうか。本開発研究が教育課程研

究である以上，いずれこの問いに答えなければならない。 
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