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To make attractive classes on a daily basis
HIROSE Takuya，AKAMOTO Junki，MAJIMA Ryota，ICHIBAYASHI Ryo，NAKAMURA Junpei
KUSHIRO Compulsory Education School，Hokkaido University of Education
●研究の背景と目的
「魅力的な授業」とは、生徒が思わず引き込まれてしまうような授業である。生徒の「生きる力」を育むためには、魅
力的な授業を日常的に行っていくことが重要である。しかし、昨今の教育現場では、様々な事情により労働時間が長くな
り、授業準備に時間を割くことができないという教員が多く存在する。魅力的な授業をしたいという思いはあるが、十分
な授業準備もできないまま授業に臨む教員も多い。このように、授業を改善したいという熱意があっても、授業改善に取
り組むことが難しい現状がある。
本研究では、北海道教育大学附属釧路義務教育学校（以下「附属釧路義務教育学校」と略す）の取組である「私の授業
づくり」の提案の比較検討を通して、教育現場の現状も考慮しながら、魅力的な授業の「日常化」に向けて、日々の授業
で大切にしたいことについて論じていく。
●先行研究「授業という営み」

●はじめに 「魅力的な授業」とは
本研究では、生徒が思わず引き込まれてしまうような授

「魅力的な授業」については鹿毛雅治(2019)の中で、魅

業や、教員からの指示や一方的な教授で進められる授業で

力的な授業を行う教員の共通点として、①授業に対するユ

はなく、児童・生徒が自ら学習を進めていくことができる

ニークなこだわりをもっていること。②よく考えようとす

ような授業を「魅力的な授業」と定義し、そのような授業

る姿勢があること。③子供の学びと成長を共に喜ぶメンタ

を行うために大切なことについて提案する。学習指導要領

リティがあること。
以上の3点を共通点として挙げている。

の改訂が行われたことで、授業の在り方について見直しが

「授業に対するユニークなこだわり」とは、単なる個人

なされ、児童・生徒の「生きる力」を育むために主体的・

的な思い込みや、勝手な考えに基づいているということで

対話的で深い学びの実現に向け、アクティブラーニングの

はなく、妥当な教育観、子ども観、学習観や教科観に裏打

考え方が重要視されている。児童・生徒の主体性や対話を

ちされた、その教員ならではの授業に対するビジョンを

通して自身の疑問や課題を解決していく姿は、本研究で述

持っているということである。教員がこだわった「見たい

べる魅力的な授業と深く結びついており、主体的・対話的

子どもの姿」のイメージが単元のねらいと一体化すること

で深い学びが魅力的な授業の実現の大きなヒントとなって

により、教材研究の深まりや教授方法が具現化され、魅力

いることは明らかである。

的な授業に結び付くのである。

また学習指導要領の改訂およびアクティブラーニングの

「考え抜く姿勢」とは事前によりよく考えて授業に臨み、

考え方の広がりを受け、多くの教員が自身の授業について

よりよく考えながら授業を展開し、授業終了後にもその授

もう一度考え直す機会を得られたといえる。多くの学校が

業を省察することで、よりよい授業を追求していくという

「授業で勝負」を合言葉に実践研究に取り組んでおり、よ

ことである。本書のなかではマンダラと呼ばれる授業デザ

りよい授業を目指した研究会も多く行われている。しか

インのためのワークシートを利用し、魅力的な授業を目指

し、アクティブラーニングの考え方を授業に取り入れさえ

す教員の姿が紹介されている。マンダラとは「目標」
「授

すれば児童・生徒が引き込まれるような授業ができるとい

業者の実態」「教授方略」「ねがい」「教材の研究」
「学習環

うわけではない。「魅力的な授業」をするためには教員に

境・条件」の6つの構成要素を書き出し、授業をデザイン

よる何らかの手だてや仕掛け、授業に向けた心構えなどが

していく手法である。魅力的な授業を行うためには、上記

大切である。では、魅力的な授業を行うために欠かせない

の6つの構成要素をしっかりと押さえておくことが大切で

ポイントはどのようなことなのだろうか。

あるということがわかる。これら6つのポイントが魅力的
な授業の日常化のために押さえておくべきポイントである
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く、悩みや不満を抱えているということがわかる。魅力的

と考えずにはいられない。
最後に「子どもの学びと成長をともに喜ぶメンタリ

な授業を行うためには綿密な発問計画や授業構成が欠かせ

ティ」とは、子どもたちの学びに付き合い、その成果をと

ないものであるが、それが難しい状況にある教員が多い。

もに喜ぶ教員の姿である。また子供たちが体験する学びの

このような状況では魅力的な授業の「日常化」を図ること

充実感や達成感に教員が共感的であることもその一例とし

が難しい。
先行研究である鹿毛(2019)の内容及び各種調査の結果か

て挙げられる。
上記の3点が魅力的な授業を行う教員の共通点である。

ら、多忙な教員でも魅力的なよりよい授業を構成し、日常

特に、「考え抜く姿勢」の章で述べられていた通り、魅力

化するためには、授業構成において必ず押さえておくべき

的な授業を行う教員は確かな指導観と子ども観に裏打ちさ

ポイントを明確化し、厳選しなければ、魅力的な授業の日

れた、徹底した教材研究と授業準備が大切であることは明

常化には至らないと考える。

らかである。また、このような魅力的な授業を日常的に行
うことで、児童・生徒の主体的・対話的な学びが深まり、
生きる力の育成に大きく貢献することができるだろう。
●現代の教育現場の実情
一方で現代の教育現場では、教員の膨大な業務量や、長
時間の勤務が問題視され、魅力的な授業を行うための十分
な授業準備時間を取ることができない教員が多いことが懸
念されている2016年に行われた「教員の仕事と意識に関
する調査」では、下の図に示す通り、
「授業の準備をする
時間が足りない」と回答した教員の割合が、小学校教員が
94.5％、中学校教員が84.4％、高等学校教員が77.8％となっ
ている。これらの結果からわかるように、ほとんどの教員
が授業準備のために十分な時間を確保することができず、
自身の授業構想に悩みを抱えていることがわかる。
●附属釧路義務教育学校の取組「私の授業づくり」
ここで筆者の勤務校である附属釧路義務教育学校の取組
を紹介したい。
「私の授業づくり」とは、新任教員や小規
模校教員、免許外で指導しなければならない教員など、授
業をどのようにつくったらいいのかわからないという教員
や、授業の準備に時間が割けないという教員のために、授
業づくりの一提案資料を作成する取組である。提案の中に
は「日常の授業で最低限押さえる必要があると考えるポイ
ント」が明記してあり、附属釧路義務教育学校に勤務して
いる教員が、日常の授業実践をもとに、日常実践可能な取
組を紹介する内容となっている。
●研究の方法
以上のような先行研究の内容、教育現場の実態を踏ま
え、本研究では、魅力的な授業の日常化に向けて、「私の
また、筆者の勤務校である附属釧路義務教育学校で

授業づくり」の比較を通して、
「これだけは必ず押さえて

2020年に行った「授業力向上セミナー」におけるアンケー

おかなければならないポイント」を明らかにする。その際

トの結果では、「ご自身の学習指導で日頃課題と感じてい

に「授業という営み」の中で述べられていたマンダラの考

ることを教えてください。
」という質問に対し、全体の

え方を参考にし、授業作成者がどのような点に重きを置い

57.1％の教員が「授業づくりに課題を感じる」と回答して

て授業を作成しているのかについて述べていく。

いる。
これらの結果から、多くの教員が自身の授業づくりに課
題を感じているが、十分な授業準備に取り組む時間がな
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魅力的な授業の日常化に向けて
●「私の授業づくり」英語科（広瀬卓也教諭）の場合

授業作成において重視しているポイント
学習者
授業
環境
目標
ねがい 教材の
の実態
方略
研究
条件
〇

（〇）

〇

（〇）

〇

英語科においては、本時の目標またはねがい、教材の研
究、授業方略が大切だと考えている。Can Doベースで考
える英語科において、本時や単元でどのようなことができ
るようになってほしいのか、どのようなことができればい
いのかというような目標やねがいを具体的に設定すること
が大切である。私の授業づくりにおいては、目標を学習者
に提示し、本時の中で「こんなことができるようになろう」
という共通意識を作り出すことを意識している。目標を明
確に設定することで、授業で扱う英語が日常生活のどのよ
うな場面で使われているかをイメージすることができる。
また本時で行う活動と目標にズレが生じてしまうと、授業
に違和感が生まれるため、具体的な目標を定め、それを学
習者と共有することは一番大切なことだと言える。
また、目標の設定するためには学習者の実態を把握する
ことが欠かせない。英語科は「話す（発表）」「話す（やり
とり）
」
「聞く」
「読む」
「書く」の5技能をバランスよく育
てていく必要があるため、今学習者は何ができていて、何
ができないのかを把握することが非常に重要である。学習
者の実態によっては授業内の活動やワークシートの難易度
を調整し、学習者の表現やできることを着実に増やしてい
くべきである。目標の設定と学習者の実態把握は一体とす
べきだと考えたため、上記の表には「（〇）」で示した。
授業づくりの際に意識していることは、英語で学習者とや
り取りをする中で学習者に気付きを与え、明示的な指導の
前に、まず英語を使って活動させてみるということであ
る。そのため発問の精選や活動の難易度を徐々に上げるこ
となど、学習方略の工夫は欠かせない。
最後に、教材について深く知っておくことも大切なこと
である。教員は授業で使用する言語材料が日常生活のどの
ような場面で使用されているのか、意味や訳だけではな
く、どのような伝わり方やニュアンスの違いがあるか、
どのような文法的な決まりがあるかなど、言語材料につい
て深く知っておく必要がある。このような教材についての
理解がなければ、学習者に生きた英語を教えることが難し
い。文法的な事項だけではなく、教科書本文に書かれてい
る内容についても、教員が学ぶことが非常に重要である。
例えばNEW HORIZON3のLetʼs read2ではエネルギー問
題についての説明文が掲載されている。本文の内容の理解
だけではなく、エネルギーに関する諸事項についても学ぶ
姿勢が大切であり、そうすることで学習者が教材について
より興味を持って取り組むことができる。
授業準備に十分な時間が割けない場合でも、目標、学習
方略、教材研究の３つは行うことで、魅力的な授業の日常
化に近づくのではないかと考える。
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授業作成において重視しているポイント
学習者
授業
環境
目標
ねがい 教材の
の実態
方略
研究
条件
〇
〇
〇
（〇） （〇）
〇
数学科においては、5つの視点すべてを大切にしたいと
ころではあるが、様々な実情を踏まえたときに、最低限度、
学習者の実態、目標、授業方略を大切にしたい。
教材の研究は、授業づくりの幹となる重要なものであ
る。私の場合、教材の研究に目標づくり、授業方略が含ま
れる。したがって、「（〇）」とした。
日常の授業づくりでは、最低限度「学習指導要領解説」
、
「教科書」を参考にしたい。当然のことながら、単元を見
通した指導が重要なのであるが、そうはいってもなかなか
実践につなげていけないという声もよく聞く。実情を踏ま
えると、この2つだけでも精読し、日々の授業構想に臨ん
ではどうかと考えるのである。
「これまでに学習者は何を学習してきたのか」といった
学習履歴や、
「単元の学習内容に関連する既習事項につい
て、どのくらい身に付いているのか」を調べて、学習者の
実態を踏まえつつ、
「学習指導要領解説」
、
「教科書」を読
み込み、設定した目標達成に向けた授業方略をつくってい
く。ここでいう授業方略とは、
「問題」、
「発問」、
「指名計画」
、
「取り上げる子供の考え」、「働かせる数学的な見方・考え
方」の構想である。私の場合、毎時間「Ａ5版の紙」に「板
書計画」、「板書計画には載らない教員の働きかけ」
、
「本時
の目標」をメモ書きし、授業に臨むようにしている。
例えば、中学校第3学年、多項式「いろいろな式の展開」
の授業では、次のようなメモ書きである。本時の目標を
「項
が3つある多項式どうしの乗法や四則の混じった計算は、
どのように展開したり、計算したりすればよいのか説明で
きる。（知識・技能）」とした。そして、その下に示したも
のが、メモを基に実践した授業の最終板書である。
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魅力的な授業の日常化に向けて
●「私の授業づくり」社会科（眞島良太教諭）の場合

授業作成において重視しているポイント
学習者
授業
環境
目標
ねがい 教材の
の実態
方略
研究
条件
〇
〇
〇
〇
社会科においては、目標、学習者の実態、教材の研究を
重視している。目標や学習課題の設定は授業の根幹をなす
ものである。設定に当たっては学習指導要領に基づき、ど
のような知識・技能を身に付けさせるのか、どのような思
考力、判断力、表現力を身に付けさせるのかを捉えるよう
にする。その上で、自校で使用する教科書以外の他社教科
書の該当単元ページを確認し、学習課題（どのような課題
を設定して学習を展開しようとしているか）、導入資料（ど
のような資料をもとに、課題とつなげようとしているか）
、
本文（学習事項として何を重視しているか）等から単元や
本時の学習課題設定の材料を得るようにする。学習指導要
領や他社教科書比較を通じて、本単元の目標を設定し、単
元を構想する中で本時の目標を設定するようにする。
また、目標や学習課題の設定には学習者の実態を把握す
ることが重要である。社会科においては小学校段階でどの
ような学習がなされてきたか、また中学校入学後、地理・
歴史・公民的分野のそれぞれでどのような学習がなされて
きたかを把握するようにする。社会科は既習事項をつなげ
たり、生かしたりして本時の学習課題を解決することがあ
る。学習者がどのような力を獲得してきたかを考慮して授
業を構想することは欠かせない。
最後に教材の研究についてである。社会科は資料をもと
に課題解決する教科である。教材である資料について、
「何に気付かせ、どのように考えてほしいか」をあらかじ
め構想することが、教材観や学習者の実態把握の深さとも
関連すると考えている。資料提示する際には教員が学習者
の発言を価値付けて、深い読み取りができるように工夫す
ることが必要である。例えば学習者の発言に対して、
「と
ても良いところに目を付けたね」
「〇〇に着目すると他に
どんなことに気付くかな」などである。また、学習課題を
提示する際にも資料を効果的に活用することができる。例
えば地理的分野の中部地方の学習において、中央高地にお
けるレタスの生産量を表したグラフを示し、
「どうして夏
に生産しているのが長野県だけなのか」というところに着
目させ、学習者にとってよくわからないというところを顕
在化させて、課題として提示することができる。資料を活
用することで、教員からの下げ渡しのような課題設定では
なく、本時の目標に対応する学習者にとって解決する必要
感の伴う課題として位置付けることにもつながる。
このように社会科においては目標（単元・本時、学習課
題）の設定、学習者の実態把握、そして教材（資料）の研
究を行うことで、魅力的な授業の日常化につなげることが
できると考える。
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授業作成において重視しているポイント
学習者
授業
環境
目標
ねがい 教材の
の実態
方略
研究
条件
〇
〇
〇
〇
〇
どの教科においても、本時や単元の目標の達成、ひいて
は育成すべき資質・能力の伸長を念頭において授業を行う
ことは変わりないここと思う。その中で、国語科において
教員・学習者ともに「この授業をしたから、この単元を学
習したから、こんな力が身に付いた。こんなことができる
ようになった。
」という実感が漠然としてしまうことがあ
るのではないかと感じている。
そこで、まず単元の目標を明確にし、学習者の姿でねら
いが達成されたかどうかがしっかりと判断できる単元のデ
ザインが重要であると考える。授業の中で、学習したこと
による変容が目に見える、もしくは生徒が学習前と学習後
で成長を実感できるような機会を設けることが必要である
と考える。この場合の学習後というのは、もちろん単元の
後半ということになってくるであろうが、それ以外でも既
習事項を用いて学習の成果を実感することも十分考えられ
る。また、教科の特性として、授業で学習したことが日常
生活において力を発揮する場面が多いことも考慮しなけれ
ばならない。学習者の実態に応じて、身に付けた力や言葉
による見方・考え方を働かせたことが、日常・社会生活の
どのような場面で生きていくのかを学習者に実感させるよ
うな働きかけが重要であると考える。だからこそ、単元全
体でどのような目標を設定し、どのような言語活動を行う
のか、そしてそれをどう見取るのか、十分吟味して単元を
デザインしていくことが大切だと言える。
それを踏まえると、教材研究は欠かせないものとなる。
国語科において、
「教材を」教えるのではなく「教材で」
教えることが大切であることは先達から言われている。一
方で、学習者が直面し、深く向かい合うのも教材である。
だからこそ、教員が教材の魅力や特性を理解し、幅広く切
り口や解釈をもったうえで授業づくりを行うことが必要だ
と考える。恥ずかしながら、時に学習者の発想や想像によっ
て教材の新たな側面に気付かされることもある。しかし、
その時になって教員側にしっかりとした教材観や解釈があ
るかどうかによって、問い返しや学習者間のつなぎの言葉
が大きく変わってくる。
国語科の授業において、教材は学習者にとっても教員に
とっても大きなウエイトを占めるものであり、その研究は
終わりなきものであるとも思う。一方で、教材の表面的な
面白さや内容に左右されない魅力的な授業を行うために
は、学習者が成長を実感できる課題や言語活動の設定が不
可欠である。だからこそ、一つ一つの単元を丁寧にデザイ
ンするとともに、各領域を有機的に結ぶような手立てが必
要だと考え、授業をつくっている。自戒を込めて。
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魅力的な授業の日常化に向けて
●本研究のまとめ

●「私の授業づくり」の比較
各教科の教員が授業作成において意識しているポイント
をまとめると以下の通りとなる。
学習者 授業
教材の
目標
ねがい
の実態 方略
研究
英語
〇
(〇)
〇
(〇)
〇
数学
〇
〇
〇
(〇)
(〇)
社会
〇
〇
〇
国語

〇

〇

〇

「私の授業づくり」の比較から、魅力的な授業の日常化
のためには、最低限以下の3点を押さえておかなければな

環境
条件

らない。
①学習者の実態を把握すること。
②学習者の実態把握に基づき、明確な目標を立てること
③「発問」
「指名計画」など具体的な学習方略を立てる

〇

こと。

4名の教員全員に共通していることは「目標の設定」で

まずは学習者の実態をしっかりと把握することが大切で

ある。目標の設定は授業の根幹をなすものであり、単元や

ある。学習者は今どんなことができて、どんなことを苦手

本時を計画するために欠かせないものであると考えている

としているのか。また、小学校や中学校のこれまでの授業

ようである。また「目標の設定」と「学習者の実態把握」

でどのようなことを学んできているのかを授業者がしっか

を一体として考えている教科が多い。学習者が今できるこ

りと把握する必要がある。

とやできないこと、小学校や中学校の授業でどんなことを

次に学習者の実態把握をもとに本時や単元の目標を立て

学んできたのかなどを把握することは非常に重要であり、

ることが大切である。明確で具体的な目標を立てることで

それらを把握することで、最適な授業展開や指導方針を立

学習者にとっても、やらなければならないことやできるよ

てることができる。学習者の実態をもとに本時や単元の目

うになってほしいことが明確になり、学習に取り組みやす

標を設定すると述べている教科もあることから、
「目標の

い。学習者の実態把握と目標設定が綿密であればあるほ

設定」の中に、学習者の実態把握が含まれていると考える

ど、しっかりとした授業の骨格が出来上がるのである。

ことが妥当だと言える。以上のことからも学習者の実態把

最後に発問の精選や、指名計画の立案など、学習方略を

握に基づいた目標の設定が授業を作るうえで欠かせないも

しっかりと立て、どのように学習事項を教えるのか具体的

のであり、明確な目標を定めることから授業計画が始まる

な手立てを考えることが必要である。
魅力的な授業を行うためには、その他の要素についても

と言える。「目標の設定」は魅力的な授業の日常化のため

考えを巡らせることが大切であり、準備に十分な時間をさ

の重要なポイントであることは明らかである。
次に「教材の研究」も多くの教員が重視しているポイン

ける場合は、より綿密な計画を立てる必要があることは疑

トであることがわかった。数学科では、教材の研究に目標

いようのない事実である。しかし時間がない場合は、最低

づくり、授業方略が含まれると述べられているので、こち

でも上記の3点を押さえることが魅力的な授業の日常化に

らも4名すべての教員が重視している点であることがわか

つながる。魅力的な良い授業を日常的に行うことで児童・

る。社会科のような資料をもとに課題解決する教科や、英

生徒の「生きる力」をより一層育むことができる。

語科のような明確な言語の使用場面が求められるような教
科では、教材について深く知っている必要がある。また国
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か、どのような手立てを打つのかを考えることが、授業の
質を高めることに大きく関わるのではないかと考える。
4名の教員の「私の授業づくり」の比較から、
「目標設定」
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